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○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 

○紙面の無断転載を禁じます
■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

〒860-8511熊本市中央区新市街7-20ヴィレラ辛島2階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

2018年5月26日号 〈32Ｐ〉 休日在宅医は9ページに掲載 お問い合せ／エス・バイ・エルの住まい熊本  TEL.096-285-7007

【モニター条件】ご契約後の現場見学会、
各種モニターにご協力いただける方｡
その他条件についてはお問合せください

あて先／〒860-8511熊本市中央区新市街7-20 ヴィレラ辛島2階　採用担当

問合せ／熊本リビング新聞社 総務部☎096-359-3311 9:30～18:30土～12:00、日祝休

人が動き、企業が動く喜び
営業職を募集します！

応募方法・給与・待遇等、詳しい情報はリクナビをご確認ください

熊本リビング新聞社 2019年度

創刊から32年を迎える「リビング熊本」。
広告主や地域の想いをカタチにし、読者
へ届ける橋渡し役として“生活”に役立つ
情報を幅広く発信しています。

新卒採用 正社員募集

一次選考（書類）応募  6月9日（土）必着
◆必要書類／履歴書　＊既卒・第2新卒可

熊本リビング新聞社・営業職の3つのヨロコビ

2019年度新卒採用では営業職を募集。リ
ビングの営業は、長年培った「リビング熊
本」の媒体力を武器に、広告会社の仲間や
編集スタッフと一丸となって働いています。
27万部の発行部数を誇る情報発信力抜群
の地域メディアで一緒に働きませんか？

いろんな業種の方と
たくさん出会えるヨロコビ
いろんな業種の経営者の方と出会い、その想い
に触れられるのは自己の成長につながります。市
場の動向も分かるので、自信を持って働けます。

50社以上の広告会社と
時にはチームで挑むヨロコビ
地元の広告会社と協力しながら仕事
ができる心強さがあります。広告会社
の仲間や編集スタッフと一緒に考え、
行動できます。

「リビングに広告を出して良かった！」
と広告主から感謝されるヨロコビ
地域に根付く媒体の影響力が大きい！　
「リビングに出すと反響が良い！」と多くの
クライアントから喜ばれ、その実績が次
につながっていきます。

1 2

3

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


