2019年3月16日

2019の春夏スタイルは「airy＆easy」。シンプルかっこいいをゲット！

土曜日

＜18＞

WEBなら、24時間・いつでもどこでも予約できてラクラク

期間限定「ミキシングブルー POP UPショップ」「予約優先制」で、受付がもっとスムーズに！
本館4階 中央エスカレーター横

参加無料のドコモスマホ教室
も開催中です

※働きやすい職場環境が評価

● 勤務時間（3h、5h、7.5h）

入社3カ月後、
時給UPに挑戦できます！

〒862-0950 熊本市中央区水前寺2-2-1 健康家族ビル

☎096-385-6226

[月〜土] 9：00〜17：30

担当／総務人事課

平日17：30以降と土・日・祝は下記の携帯番号
080-8554-3650 で受付中

マート︒当日予約もでき

……………………■ パート ■……………………

るので︑ショッピングの

合間にスマホの機種変更

パート アルバイト

リビング

く〜ぽん

ドコモショップ下通店

携帯電話を購入時に
クーポン提示で

駐車券500円分
プレゼント！

H31.3.13 〜 4.14まで

パート

電話案内業務

全国の高校・大学同窓会名簿作成委託
時／9：00〜13：30 時給／840円〜900円
日祝隔土休 交通費・雇保・有休あり
同窓生へ名簿発行案内 5名採用

㈱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

長嶺シュロアモール 食品スーパー

仲間と協力し合い
質と効率を高め働いています

①レジ接客 ②ベーカリー
③商品品出し・陳列
④ナイトマネージャー

一緒に魅力的な売場を作りませんか？
フレンドリーな職場です
時給／①②③ 820円+規定内交通費
④920円+規定内交通費
時間／① 10：00〜14：00・14：00〜18：00
② 9：00〜13：00・14：00〜18：00
③ 7：00〜11：00 ※早朝4h
④ 18：00〜22：00
制服貸与・車通勤可

経験、年齢不問

…… レジも複雑な業務はありません ……

ハローデイ 長嶺店

「はじめても」
「時短」
も問わず
●1日3h〜相談可 ●時間内希望相談可
他のスーパーとはちょっと違う売り場

看護助手・調理師

【①②共通】 休日／4週7休
時間／8：30〜17：00 シフト制
待遇／各種手当、社会保険完備
交通費別途支給、制服貸与

東区長嶺西 1-5-1（シュロアモール内）

☎096-387-0812
担当：松本・吉見

パート

資格を生かしたい方
未経験の方も歓迎
詳細はお電話にてお問合せ下さい

学童保育指導員

社会医療法人社団 熊本丸田会

賞与・有休あり 週2、3日〜
時間／平日13:30〜18:00 春夏冬休み
8:00〜19:00
（シフト制）時給／800円〜
（資格なし）900円〜（保育士・学校教諭等）

菊池郡菊陽町曲手 760

ひまわりクラブ

担当：総務課 永廣（ながひろ）

☎096-248-8889 担当：渡辺

熊本リハビリテーション病院
☎096-232-3111

遊技場での清掃作業スタッフ 未経験歓迎

契約社員
㈱ 健康家族は経済産業省より
「ダイバーシティ経営企業100選」※
に認定されました。

● 経験者、未経験の方どちらも歓迎です

待遇／交通費支給（当社規定）、雇用・労災・健康
保険・厚生年金、定期健康診断（待遇につ
いては、勤務時間によって対応します）

もできますよ︒現在折り

待遇／交通費支給（当社規定）、定期健康診断有
厚生年金、雇用・労災・健康保険・正社員登
用制度有、制服貸与、社員食堂有

時給／800円〜1000円

たたみのケータイを利用

給与／当社規定（昇給有り）＋賞与（年2回）

休日／土・日・祝日(平日の休みもOKです)

している人は︑料金相談

休日／週休2日制（日・祝他週1回）、夏・冬期休暇
年末年始、慶弔・有給休暇、産休、育休

● 扶養内でも働けます

来店予約で︑長い
待ち時間とさよなら

資格／電話応対経験者及びパソコン操作できる方

内容／当社のお客様と電話でお話しいただく仕
事です。パソコン操作が苦手でも大丈夫。
入社日、勤務時間はあなたの希望に応じて
シフトを組めますので、お子さんの学校行
事も優先できます。

洗浄・清掃

朝のスキマ時間を有効活用しませんか？ 《 朝の時間急募！ 》女性活躍中
①時間／7：00〜9：00
時給／1000円
働きやすい時間帯を選べます
②時間／10：00〜16：00 時給／800円
WワークOK 資格・年齢不問
③時間／16：00〜22：00 時給／850円
勤務地／ベルエアMAX 北部店
休 日／店休日、
シフト制
㈱トキワビル商会
待 遇／交通費支給・車通勤OK
福岡県飯塚市花瀬 32-1
研修制度あり、制服貸与
面接は現地にて。気軽にお電話下さい
☎0964-22-1718 担当：人事課

時間／8：30〜17：30（実働8h）

● 中高年の女性が活躍中！

正社員

①看護助手《正社員》※パート応相談
給与／13万2500円〜
②調 理 師 《正社員》※パート応相談
給与／13万2500円〜

パート

内容／電話対応（当社のお客様とお話していただ
く仕事です）、パソコンによる入力あり

でＢＯＸティッシュのプ

…………………■ 契 約 社員 ■…………………

レゼントもあります︒

時間／
〔早番〕
7：00〜16：00〔遅番〕
12：00〜21：00 働きやすさに自信アリ!!
〔夜番〕
17：00〜翌9：00
見学のみも大歓迎!
（パ）
早番のみ、
遅番のみ、
夜勤のみでも可
WワークOK!!
給与／
（正）
月給20万8000円〜
（処遇・夜勤手当含）
（パ）
時給950円〜 ※早朝、
夜間は100円UP
㈱学研ココファン
休日／
（正）
シフト制 （パ）
時間・日数等、
応相談 小峯/ ☎096-365-2255
資格／初任者研修（ヘルパー2級）以上
omine@cocofump.co.jp
待遇／社保完、交通費支給、昇給あり
東区小峯 3-1-10

● 20代〜40代の女性が活躍中！
● 正社員登用制度あります

ドコモショップ下通店

高齢者向け住宅 ケアスタッフ募集

創業43年「伝統にんにく卵黄」でおなじみ！ 健康家族！
人と話すのが好きな方！ 3月・4月入社OK！

では︑これまでより﹁来

医療研究施設内

経験問わず、
多数在籍
勤務／中央区本荘 月〜金の平日のみ
時間／9：00〜16：00 規定交通費あり 消毒清掃したクリーンな施設で
①毎週勤務 ②隔週勤務
安心して働ける職場です
※電話後履歴書郵送、後日面談
①社保完 ①②賞与あり 時給810円〜
九動株式会社
洗浄または清掃業務で各数名募集します
〒841-0075 鳥栖市立石町惣楽 883-1
30代〜70代まで幅広く
☎0942-50-6755 担当：垣本
力を貸していただいています

2事業所同時募集 ホスピス介護職員

2019年度契約社員・パート同時募集！
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10

時〜午後７

☎096-359-3611 担当：中道

営業／午前

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）

店予約﹂が取りやすくな

熊本支社

時︑第３火曜休︵３月

300〜500部ポスティング!!
リビング配って「ウォーキング」
運動不足の解消!!

日は営業︶

正社員 パート

時間受付可なのでいつ

タカハマビル１階

０１２０・８６１・０５０

住所／中央区下通１ノ６

ノ

パート
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りました︒ＷＥＢからは

また﹁ＷＥＢから

WEBでの予約は
コチラ

で も︑ ど こ で も 予 約 Ｏ

Ｋ！

は分かりにくい﹂という

人も︑営業時間内であれ

ば電話での受付もできる

1

検索 ←

ドコモショップ下通店 来店予約

5〜6名の入居者さんの生活を
夜勤専従：1万2300円/1回
最後まで支援するホームホスピスです
食事のみ（無資格可）
：時給800円
（正）14万円〜24万円（+各種保険）
認定ホームホスピス われもこう
（経験、
業務、
資格等により応相談）
（パ）時給850円〜
西区城山薬師 2-7-1
時間／①8：30〜 ②17：30〜
認定ホームホスピス
（パートは3〜6h 応相談・シフト制）
われもこう新大江
休日／4週4日以上
中央区新大江 1-26-3
待遇／交通費、夜勤・休日・皆勤手当等
夏季・冬季・年度末賞与支給実績有（正）
☎096-329-7833

毎週水曜か木曜の明るい時間帯
お住まい近くのエリアで2〜4h程度
募集：熊本市内・合志市・菊陽町
益城エリア

● 服装は自由です

購入する機種が決まっ

正社員 パート

ので︑気軽にどうぞ︒

広告の
申込み

☎096-359-3412 FAX096-312-3153

週 1 回の「リビング新聞」配布

契約社員 パート

●次回掲載は
4月6日号です

TKUヒューマン 担当：森本

☎090-7167-9774 FAX050-1351-3763

月収／500部の場合…約2万円
（部数、チラシ数等により異なる）
応募／電話後、お仕事の流れを説明します
初めてでもご安心ください
まずはご応募ください
……………………………………………
お散歩しながらお小遣い…
● 配布はご近所のエリア。すぐに慣れます
● 早朝や習い事のお迎えついで
● すきま時間の活用…

紹 …紹介

ているなら︑商品の予約

の季節にちょうどいいア

ア …アルバイト

ドコモショップ下通店
も一緒にするとさらにス

イテムが満載︒また期間

派 …派遣社員

契 …契約社員
パ …パート

委託業務
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正 …正社員

委 …委託業務

f-tｗo エフ・ツー 担当：藤本

期間／３月 日︵水︶〜 日︵火︶まで
場所／本館４階 中央エスカレーター横

人気ブランド﹁ミキシ

中はうれしい特典も！

ニットジャケット２万４８４０円︑カットソー７５６０円︑
スカート１万９４４０円︑スカーフ４１０４円

ングブルー﹂のショップ

問合せ／本館３階婦人服

が期間限定でオープン！

事務所

シンプルならではのス

タイリッシュカジュアル

ミキシングブルーオリジナル
トートバッグをプレゼント

☎０９６
︵３２７︶
３６１５

【先着10人】
期間中 ３万2400円以上（税込）
購入すると

が着こなしのベース︒そ

れにさりげないトレンド

使いが︑幅広い年代から

今回は﹁ａｉｒｙ ＆ｅ

愛されています︒

ａｓｙ﹂をテーマにスプ

リング＆サマースタイル

を展開︒タウンスタイル

とリラックスタイムのど

ちらも楽しめ︑これから

お得!!
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﹁ミキシングブルー ＰＯＰ ＵＰショップ﹂

鶴屋

合志南小学童保育

合志市豊岡 2224-29

パ

そろばん塾講師補助

ブランク・定年退職者OK
資格/珠算検定3級以上 勤/西区城山
時間/週1日
（水）16：30〜19：00
交通費支給 ※面談地相談可 時給/1000円〜

たてやまそろばん教室
上益城郡御船町滝川 1820-1

☎080-6440-1070 担当：たてやま

2019年度募集！パート 同時募集！

ブライト企業認定企業

創業43周年！ 未経験の方大歓迎!!
充実の研修サポート体制あり！
……………………… ■ ① 契約社員 ■ ………………………
業務／パソコン操作、商品の発送・検品業務他
全国のお客様へお届けする商品の梱包・チェックなど
時間／8：30〜17：30（実働8h）
休日／週休2日制（日・祝他週1回） 夏・冬期休暇、年末年始
給与／当社規定（昇給有り）+賞与（年2回）
待遇／交通費支給（当社規定）、健康診断、厚生年金、育休・産休
雇用・労災・健康保険、正社員登用制度有、制服・社員食堂
………………………… ■ ② パート ■ …………………………
業務／商品のピッキング等（未経験でも出来ます）
時間／9：00〜15：00、10：00〜16：00、12：30〜17：30（実働5h）
8：30〜17：30（実働8h）
休日／週休2日制（日・祝他週1回）、年末年始
時給／800円〜（昇給有り）
待遇／交通費支給（当社規定）、制服貸与、雇用保険
社会保険（実働8hの方のみ）

お子さんの学校行事を優先できます
お休みも取りやすい職場です
http://550229.jp
〒862-0950

熊本市中央区水前寺2-2-1

☎096-385-6226

健康家族ビル

[月〜土] 9：00〜17：30

担当／総務人事課

平日17：30以降と土・日・祝は下記の携帯番号
080-8554-3650 で受付中

