
2018年3月3日　土曜日　＜20＞

☎096-359-3412
FAX096-312-3153

担当：森本
北区徳王1丁目6-52

TKUヒューマン

広告のお申し込み

FAX050-1351-3763
西区中原町495

担当：藤本

☎090-7167-9774
f-tｗoエフ・ツー

+制作費540円

1枠あたり
（32.2×39.3mm）
8,000円（税込8640円）

＜掲載料金例＞リビング求人ガイド
●次回掲載は

　　3月17日号ですパ …パート 委 …委託業務

紹 …紹介

ア …アルバイト

正 …正社員 契 …契約社員

市街地 焼き鳥店の仕込み
主婦バイトにピッタリ
簡単な野菜のカットや
調理のお手伝い

お昼頃に始まり、夕方で終わる
年齢層は幅広く募集

中央区安政町 6-3　TM11ビル1F-B
（駕町通りツタヤ向いのセブンイレブンそば）

☎090-7989-0664
☎096-325-8772
担当：中松　受付／12：00～18：00

ひょご鳥 ㈱八十八商店

時間／9：00～17：00内　週2日～、2h～
時給／850円～　別途交通費一部支給
　　　※研修期間（1カ月）は時給800円
待遇／スキルに応じて時給アップ
応募／電話にて「リビングを見ました」
　　　とお気軽に応募ください
……………………………………………
●家事の合間に希望時間で働けます
●街なか勤務だから仕事帰りにお買物も♪
●希望に合わせて相談可能です
　面接時にお聞きします

アパ

リビングレディ（エリア配布スタッフ）
毎週水曜か木曜　自分のペースでポスティング
空き時間に気軽に、投函!!
●お散歩しながらお小遣い…
お住まいの周辺エリアの家庭のポストに
2h～4hだけ配布で
月収入2万円～3万円程度
応募／電話後、お仕事の流れを説明
　　　HPからは、30秒で簡単エントリー！

ホームページで働く実例紹介中
自分にあった働き方ができる
『リビング 配布』で検索！

リビングプロシード 熊本支社
中央区新市街 7-20-2F

（辛島町電停前 交通センター 徒歩3分）

☎096-359-3611 担当：中道

委託業務

内勤　配布に関する問合せ業務
就業中のスタッフは80％女性
Excel・Wordの基本ができる方
時給／ⓐ850円（週5日）　ⓑ820円（週3日）
時間／9：30～17：30　※応相談
待遇／各種保険　有給休暇　交通費実費
扶養範囲内でも働けます
【例】ⓐ850円×7h×20日=11万9000円
　　ⓑ820円×7h×12日=6万8880円

リビング新聞と
読者を結ぶお仕事です
土日祝休み　経験不問

リビングプロシード 熊本支社
中央区新市街 7-20-2F

（辛島町電停前 交通センター 徒歩3分）

☎096-359-3611 担当：中道

アルバイトパート

一般家庭のお掃除
年齢経験問わず　体を動かすことが好き
時間／7：00～17：00内　希望時間
時給／850円～　頑張れば時給UP　委細面談
現場は都合の地区応相談　中高年活躍中

まるさかおそうじクリニック
北区龍田 8-6-27 （龍田小そば）

☎090-9070-8055 担当：坂尾

パ電話案内業務
全国の高校・大学同窓会名簿作成委託
同窓会員へ名簿発行の案内をします
時／9：00～13：30　時給／840円～900円
休／日・祝・隔週土　交通費、雇用保険

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎497-2（健軍電停より7分）

☎096-289-1300 担当：タナベ

パート 学校給食調理 ①長嶺共同 ②長嶺小 ③託麻東小
週2日～の勤務から始めてみませんか
年齢、経験、ブランク等　不問
働き手に寄り添っていけるよう
取り組んでいます

調理師さんを応援します
お気軽にご相談ください
社員食堂、施設 お仕事多数

東区御領 8-5-5 B棟2号室 （熊本インターそば）

☎096-349-7815

＜調理全般＞
時間／（パ）8：30～15：30　実働6h
　　　（契）8：00～17：00　実働8h
時給／800円
休日／土、日、祝祭日
　　　（他、長期学校休みに応ず）
待遇／規定内交通費、食事補助200円
　　　月に14日以上勤務の方は
　　　クリーニング代550円支給

～採用担当メッセージ～
子育て中の先輩がたくさんいて活躍して
いるので、自然と自分も頑張ってみよう
と思える環境です
パート短時間、安定の契約社員　選択できます ☎080-6449-8593 担当：松山

パ 契

魚国総本社九州支社
熊本事務所

製品梱包と軽作業
週3日～5日　アルバイト、パート募集
製品梱包・軽作業をお願いします
時給／750円～　時／9:00～18:00内4h程度
休日／土日祝　※制服貸与　※委細面談にて

㈲空間アートシール
〒861-8043 東区戸島西 2-3-80

☎096-285-5533 担当：湯原

パ ア

和食レストラン ホール・キッチン
時給／850円～　※日祝・年始・お盆手当（50円/h）
時間／17：00～または18：00～
　　　※1日3～6h、週1日～勤務OK
　　　※平日のみ、土日のみの勤務OK
待遇／制服貸与、時給UP制度有、食事券
　　　交通費規定支給、社員登用制度有
　　　業務改善・新人紹介報奨有、まかない有
　　　社会保険有（法定による）、他手当有

夕方スタッフ
希望シフトで働ける
ご希望時間叶えます

レストラン庄屋 十禅寺店
南区十禅寺 2-8-6 （南署そば）
☎096-319-1221

ア パ

医療事務 常勤
職場見学可能です　日祝休み

時間／9：00～18：00（19：00）　シフト制
実働8h　給与／18万円～20万円
待遇／交通費、各種保険有

西村内科医院
東区花立 1-4-10

☎096-214-7001 担当：西村亮

医療法人社団　弘史会

正事務員 ①フルタイム ②ハーフタイム
公共事業に携わる水道料金窓口での
受付・電話応対、その他一般事務全般
時間／①8:20～17:20　②8:20～12:50or12：50
　　　～17:20　時給／①780円　②770円 
待遇／労災保険、雇用保険、交通費　
　　　（2km以上）全額支給、制服貸与
　　　※①フルタイム：健康保険、厚生年金
資格／PC入力必須、経験年齢不問
応募／電話連絡の上、履歴書（写貼）持参

4月から職種により
時給800円、850円支給
休日／土・日・祝日、年末年始

第一環境株式会社
中央区水前寺6-3-6 ヨネザワ第2ビル1F

（県庁前バス停 徒歩5分）

☎096-285-5036 担当：村上

パート

バスを運転する楽しさを発見できる説明会
《毎週金曜日13:00～15:00随時開催中！》
●会場：熊本都市バス小峯営業所
　（東区月出 ゆめマート小峯そば）
【説明会内容】 体験試乗と質疑応答などを含めた2時間程度
……………………………………………………………………………
給与／20万円～25万円　諸手当含む　※時間外手当、休日出勤手当有
年齢／21～53歳位まで　時間／実働7時間10分（シフト制）　休日／年間84日
資格／大型二種免許　※普通免許取得後3年以上の方も応募可
待遇／各種保険、制服貸与、家族給、規定内交通費、退職金制度
　　　昇給年1回、本採用後賞与年2回有、女性専用休憩スペース有
……………………………………………………………………………
応募／電話・メールにて事前予約。 男女共にご参加いただけます。

入社後全員に支度金10万円支給！
大型二種免許取得養成制度を実施
免許取得中も賃金支給制度あり
ぜひ説明会でお話聞いてみませんか？

☎096-312-0633
担当：江頭（平日のみ 9：00～18：00）
saiyo@kumamoto-toshibus.co.jp

正社員 熊本都市バスの運転士募集 !!

熊本都市バス　 検索

●携帯ならQRコードでメール応募→
●PCなら

熊本市中央区本山 2-9-32

①病棟看護師 ②デイケア・病棟介護職 ③資格不問介護職
③資格不問介護職：時給800円
※夜勤なしの病棟勤務
子連れ出勤ができる 院内無料

北部病院
北区四方寄町1281-3 （バス停より徒歩1分）
☎096-245-1115 担当：原

医療法人社団　原武会

働くことをあきらめていませんか
安心して働ける地域密着型の病院です
①正看：時給1200円～　②准看：時給900円～
①②③正社員採用も可　夜勤手当別途
①②③資格・皆勤手当別途　※③希望者には夜勤可
各種保険、交通費、車通勤可　希望は面談にて
時間／①②2交代制　③8：30～17：30
休日／パート：希望日　正社員：年間108日

パート

久しぶりの社会復帰の方
他業種からの転職で不安な方
60歳からでも、定年後も働きたい…
①正社員／正看22万円～　准看17万円
②パート／時給1000円
時間／①シフト制　②8：30～12：30
休日／①③年間115日　②年間108日
年齢、経験、前職を考慮　※雇用形態応相談

③正社員／臨床検査技師
時間／8：30～17：30
給与／17～18万円　①③別途賞与他

本庄内科病院
東区新外3-9-1（新外交差点そば）
☎096-368-2811

①病棟看護職 ②老健施設介護職 ③臨床検査技師正 パ

産婦人科清掃スタッフ
勤務地／島崎6丁目　時給／800円
時間／①7:00～11:00②13:00～16:00
　　　③8:00～16:00（週1回日曜のみ）
休日／①②日曜　③月～土

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

パ

幼児講師&小学生講師
幼児or小学生の指導

時間/平日15:00~18:30、土8:30~13:00
週2日程度　時給/1000円~1100円
幼児部/出町、小学部/京町本丁

節（とき）ナーサリー 学伸
西区出町3-44（幼児部）・中央区京町本丁10-6（小学部）

☎096-351-2886 担当：大河内

パ

訪問介護在宅支援等
時給／1200円～1400円（土日手当有）
時間／週1～2回程度、1時間～でもOK
待遇／交通費・処遇改善手当毎月支給
資格／普通免許、ヘルパー又は看護師

合同会社 ケアサポートこまち
合志市須屋1897-4

☎096-288-5933 担当：森山

パ

清掃員募集！（長期）
内／大学内での清掃作業など
時／9:00～17:00　給／時給740円
場／西区池田　休／土日祝
待／社保完備、交通費、精勤手当

㈱秀拓
西区上熊本3-20-6（池亀バス停側）

☎096-352-0911 担当：中山

崇城大学グループ

パ

古じょう庵での販売・接客のお仕事
男女不問！　未経験者歓迎！
食の喜びを伝えるお仕事です

人と接することが好きな方
楽しく働きましょう！

東区京塚本町7-3

☎096-381-6508 担当：井

共栄食品株式会社

熊本駅店
リニューアルオープンに伴う
求人募集です

創業60年　珍味の老舗です
こだわりの食材から伝統食まで
豊富な品ぞろえでお喜び頂けます

勤務地／古じょう庵　熊本駅店
　　　　（西区春日）
給与／（正）18万円～22万円
　　　（パ）時給800円～950円
休日／（正）隔週休2日制
　　　（パ）週休2日制
時間／8:00～21:00
　　　（シフト制）

正 パ

（9:00～16:00の間対応）

老人施設 調理社員 調理パート大募集

楽しく働いてみませんか？
調理初心者・主婦の方大歓迎
熟練スタッフが優しく指導
明るく楽しい職場です

福岡県北九州市小倉北区若富士町2-1 朝日興産ビル3階

勤務地1. ☎093-482-3555 （本社）
勤務地2. ☎096-288-3922 担当：永尾・岩永
　　　  （9:00～16:00の間で対応します）

1.勤務地　熊本市南区田迎3丁目
　　　　①社員早番 6:00～15:30
　　　　　遅番 10:30～19:30 各8H
　　　　②パート早番 8:30～14:30
　　　　　遅番 14:30～19:30 5H
2.勤務地　熊本市北区四方寄町
　　　　　パート調理員
　　　　① 6:30～9:30 3H
　　　　② 6:30～14:00 6H
　　　　③ 9:00～16:00 6H
給与／1.正社員  月給16万5000円～
　　　 パート     時給850円～
休日／4週8休シフト制
※各種保険完備、交通費支給、
車通勤可、制服貸与、食事付

正 パ

朝食・昼食付き
年1回昇給、賞与年2回
調理経験者優遇します

営業職未経験でも充実した
商品研修やお届け同行で
初めての方でも安心です。
内容／お客様へヤクルト商品と健康情報を
　　　お届けする仕事
給与／月収 8万円～
　　　月収20万円以上も可能
　　　平均月収14万3205円（平成29年）
時間／9：00～　※平均5～6時間程度の勤務
休日／週休2日制（土日）　GW・お盆・年末年始
資格／要原付免許、または普通自動車免許
待遇／社員登用あり
　　　表彰制度あり（世界大会、西日本大会等）
　　　マイカーでもお仕事OK（燃費費支給あり）
勤務地／熊本県内31カ所に拠点があります。
応募／まずは下記のフリーダイヤルまで
　　　お気軽にお電話ください。
　　　
～ヤクルトスタッフに聞いた仕事の魅力は？～
　　　1位　お客様との楽しい会話
　　　2位　収入
　　　3位　勤務時間

たくさんのお客様との出会いがあり
自分自身の成長につながる仕事です！

年齢や経験は問いません
やる気のある方お待ちしています！

熊本県内で約600名が活躍中！
ヤクルトの仕事を知りたい方は
『熊本ヤクルト』で検索♪

南区南高江1-13-1
熊本ヤクルト株式会社

10120-25-8960 
受付／8：30～17：00（日曜除く）
担当：荒木・並川

ヤクルトスタッフ募集中！

弊社ホームページ
QRコード

あなたの笑顔で地域を元気にしませんか？

熊本ヤクルト 検索

委託業務

百貨店の人気のいろいろ（催事）と長期・短期の（売場）

＜長期・短期・単発 情報＞
ワクワクできるお仕事がいっぱい

まずは登録だけ、働ける曜日ご相談ください
●長期間安定して働ける仕事探しに…
●仕事復帰、専業主婦、学生、フリーターなど　楽しく接客されています
私らしく働けるのが　百貨店売場　催事から試食、服飾販売員など
卒業見込みの学生さんも必見!!
百貨店勤務の魅力ある情報を紹介いたします
……………………………　催事情報　……………………………
◆　4/25（水）～30（月・振） 「四国・瀬戸内の物産と観光展」
◆　5/2（水）～5/8（火）  「イタリア展」
時給／1000円～1200円　交通費は全額支給します
時間／9：00～19：30 （働き方に応ず）　休日／ご相談できます
※土、日、祝のみの限定パートもあります

紹

中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105

☎096-355-5482 担当：大坪
厚生労働大臣許可 43-ユ-010004

（有）南九州マネキン紹介所

食品・バッグ・アクセサリー・雑貨
紳士・婦人・キッズ・フォーマル・ブランド
GW中の情報も多数紹介中
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