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美 ☎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9月23日号ですパ …パート 紹 …紹介正 …正社員 契 …契約社員 派 …派遣社員

～熊本復興のためにはあなたのチカラが必要です～

サポートスタッフ募集（受付・接客）
マイホーム購入の相談窓口。購入検討のお客様を
トータル的にサポート。経験がなくても大丈夫！！
勤務地／帯山店・流通団地店（2店舗）／八代店・荒尾店（出店予定）
内容／最初から専門知識は必要ありません。勉強会を予約された
　　　お客様の受付や、勉強会の進行サポートなどをお願いします
給与／月給19万円～+資格手当+奨励金
時間／ 9：45～19：00　
休日／週休2日（水曜＋他シフト1日）年末年始・有給休暇有
資格／普通免許保有者　待遇／安心の社会保険完備
…………………………………………………………………………
未経験者大歓迎です！
スタッフ皆でこれから入社されるあなたをフォローしますの
でご安心ください
応募：まずはお気軽にお電話ください。面接時に履歴書持参
　　　いただきます。応募受付は流通団地店で行います

0120-934-818 担当：藤本
〒860-0834 熊本市南区江越2-3-7

正

パートスタッフさん
随時募集中です。

㈱南九州商事 熊本支店
中央区花畑町4-1 太陽生命第2ビル1F

☎096-323-6681（受付平日17時まで）

時給／800円（土日祝100円UP）+交通費
時間／9：40～18：50（実働5h） 週4日程度
早遅番のシフト制　安心の研修有　詳細面談にて
勤務地は大型商業施設内　気軽にお電話を

菊陽・大津 宝くじ販売パ

リニューアルに伴い増員
ブライダル業界で働きたい…

☎096-338-3100 担当：水田
北区龍田町弓削814（東バイパス沿い光の森手前）

（クレアージュリゾート）

婚礼式場スタッフ正社員 パート

研修あり、安心してスタートできます
（正）①フロント：婚礼時の受付など、フロント業務全般
　　②営業：宴会などの営業およびセッティング
（パ）③料理盛付、洗い場：会場内調理場、土日祝シフト勤務できる方
　　④ドライバー：披露宴当日のご家族・ゲストの送迎
………………………………………………………………………
給与／①②月給18万円～　③時給790円～　④時給1100円～
時間／①②10：00～19：00（基本） 実働8h
　　　③木～日曜　週4日程度で応相談　④披露宴、他宴会に応ず
休日／シフト　①②年間105日　待遇／①②社保完、規定内交通費
資格／①②③不問　④大型自動車免許　いずれも経験者歓迎 経験、年齢に問わず

しあわせの一歩を
共に創造しましょう

コールセンター ①アポイント案内 ②カード案内
フルタイム、時短、自由シフト
自分に合った働き方をしませんか

☎096-312-3090 担当：近藤
ソニアキューブ 熊本コールセンター

中央区花畑町1-7 MY熊本ビル8F（市役所前） ソニアキューブ 検索

パ

昇給あり、交通費支給、各保完
服装自由、有給休憩制度あり
TEL後、履歴書（写）持参

①保険会社のアポイント案内　時給／900円
②大手コンビニのクレジットカード会員様への案内　時給／1000円
時間／9：00～20：00内で1日5h～・週4日～・月80h以上勤務　シフト制
《 例えばこんな働き方！ 》
◎1日8hのフルタイム勤務なら、月10日勤務から（8h×10日=80h）
◎1日5hの時短勤務を希望なら、月16日勤務から（5h×16日=80h）
★勤務シフトはお気軽にご相談下さい!!
……………………………………………………………………………　
休日／自由シフト制　9：00～20：00　土、日勤務の方など柔軟に採用!!
●女性社長ならではの働きやすい環境
●20代～50代の幅広い年代の方が活躍中
●交通の便利な熊本市役所前勤務
●希望通りのシフトで出勤可能

介護・看護 《職場見学会開催》

日程の合わない方は
ご相談下さい♪

労働者派遣事業　許可番号：派14-301172　有料職業紹介事業　許可番号：14-ユ-300992 

派 正 パ
◎9/20（水）『社会福祉法人 光進会』
　会場／大津町室 1707（翔陽高校向かい）
　募集／有料・地域密着特養・グループホーム
◎9/26（火）『有限会社 リハビリ介護研究所』
　会場／西区上代 1-19-15（田崎市場近く）
　募集／サ高住・デイサービス
時／【受付】9：45～　【開始】10：00～　【終了予定】11：30
◎予約不要！手ぶら・友人と一緒・私服でOK！
………………………………………………
時給／介護福祉士…1000円～1200円
　　　初任者（HP2級）…900円～1100円
　　　看護師…1150円～1550円
時間／1日4h～フルタイムまで相談可
休日／週2日～5日勤務まで相談可
待遇／社保完備、交通費、ボーナス、有給

ツクイスタッフ熊本支店　中央区桜町1-20 西嶋三井ビル14F　担当：松本・家入

←見学会の詳細
　コチラ
   ↓

ツクイスタッフ熊本 検索

0120-925-291

介護職員（急募）
資格／介護福祉士・ヘルパー2級
時間／24時間交代制 （実働8h）
給与／（正）16万円～　（パ）時給800円～
勤務／小規模多機能型居宅・大和（花園）

ファーマダイワ
南区流通団地 1-53

☎096-214-3775 担当：新名

正 パ

介護サービスセンター

訪問介護ヘルパー（急募）
資格／介護福祉士・ヘルパー2級
時間／シフト制　休日／週休2日（シフト制）
給与／（正）16万円～　その他面接時
（登録）身体：時給1500円～ 生活：時給1200円～

南区流通団地 1-53

☎096-214-3775 担当：新名

ファーマダイワ
介護サービスセンター

正 パ

ベーカリーとお弁当 販売
1名採用！　済生会熊本病院内売店
時間／7：00～12：30（5h）  時給／750円
別途交通費　電話後履歴書郵送

≪時短でムリなく働く≫　勤／南区近見 5-3-1

済生会熊本福祉センター
〒861-4127 南区内田町3560-1

☎096-223-3330 担当：カナザキ

パ

未経験歓迎 介護職
昇給賞与、各種手当有・経験者基本給優遇
時間／8：30～17：30他　夜勤有

給与／15万5000円～　休日／シフト
介護系資格あれば、なお可　詳細面談

島崎山荘
西区島崎 5-24-50

☎096-353-5015 担当：田口

小規模多機能型居宅介護事業所

正

資格なし可能 介護職
休日応相談、詳細は面談にて

昇給賞与、各種休暇有・経験者基本給優遇
時間／8：30～17：30他　夜勤有

給与／15万5000円～　他各種手当有

グループホーム ピース
中央区弥生町 3-8

☎096-371-2677 担当：馬場口

正

①介護職 ②介護福祉士
時間休日応相談、詳細は面談にて

昇給賞与、各種手当有・経験者基本給優遇
時／8：30～17：30　制服貸与

給／①15万円～　②15万5000円～

デイハウス カスタネット
中央区弥生町 3-8

☎096-371-2677 担当：馬場口

正

ケアスタッフ
10月までの採用で特別臨時手当有
①7：30～16：30　②10：00～19：00
③16：30～9：00　4週8休シフト　夜勤歓迎
13万5000円～14万5000円　他別途手当有

杉村病院
中央区本荘 3-7-18

☎096-372-3322 担当：看護部小松

医療法人杉村会

パ正病院食の盛付・配膳
週3日～希望をご相談ください

時／①9：00～15：00　②6：30～12：30
時給／750円　休／シフト制
複数名体制　　経験　年齢　不問

杉村病院
中央区本荘 3-7-18

☎096-372-3322 担当：栄養部清崎

医療法人杉村会

パ

時間／9：00～19：30 （7.5～8h）
時給／1000円～1200円　
交通費全額　休日／詳しくは面談時
土・日・祝限定でも大丈夫!!どしどしご応募下さい
スタート前に研修があるので安心
……短期・長期　お仕事情報多数……
その他食品、アパレル、雑貨、フォーマル
TCカード受付など
各売場で学生さん、フリーターさん、主婦の方
期間限定から始めた方ががんばっています

就活中、内定後の大学4年生の方
扶養内、子育てと両立したい方…etc 相談下さい

中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105
☎096-355-5482 担当：大坪

＜短期＞ 百貨店　イベント催事

厚生労働大臣許可 43-ユ-010004

（有）南九州マネキン紹介所

フランス展 10/18（水）～10/24（火）
パリの暮らし、食、手芸など
7日間身近に触れてみませんか？

kyuujin.zensyokyo.org
お仕事情報↑検索
多数掲載中

紹介

◆お仕事復帰のための研修制度
◆家庭と両立できる就業スタイル
◆有休取得・保育所優先利用可
勤／お住まいの近くでお仕事ご紹介します！
時／1日4～8h （例／9：00～16：00）
時給／（フル）1200円　（パ）950円　交通費別
資／保育士、幼稚園教諭、准看護師
休／土・日・祝 他（週3日～OK）

熊本県の保育士求人に密着した
専任アドバイザーによる個別面談や
仕事復帰セミナーも充実！
保育士派遣のマルル㈱総合プラント
中央区桜町1-20 西嶋三井ビルディング 14F
☎096-223-8230（平日）

一般労働者派遣業（般）43-010084

《保育士派遣の新常識》 残業無・土日休もOK派

0120-963-977（土日）

ドコモショップスタッフ大募集！
給／1100円～1300円（店舗により異なる）
時／10時～19時　休／月9日シフト制
待／社保完備、交通費支給、制服有
勤務地／玉名店、山鹿店、小峯店、熊本
インター店、熊本北店、健軍店、菊陽店、
大津店など県内勤務地多数あります！　
あなたに合った勤務地ご紹介できま
す。詳しくはお電話にてお問合せ下さい

未経験者大歓迎！　
あなたのやる気を応援します
社員登用実績多数あり

㈱ミリオンネットワーク
東区渡鹿8-12-18

☎096-311-9525 
受付/月～金9：00～17：30　派43-010088

採用担当

派

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737円
場／西区池田　待／社保完備
休／土日祝（年末年始・盆休み有）

㈱秀拓
西区上熊本3-20-6（池亀バス停側）

☎096-352-0911 担当：中山

パ

崇城大学グループ

簡単なルート配達
時間／8：30～13：00　休日／土日祝
時給／750円　皆勤手当：3000円
資格／普通自動車免許（ＡＴ可）
経験・年齢不問、お気軽にお電話を！

日替り弁当　ユキ
中央区八王寺町34-6

☎096-378-2795 担当：藤見

パ

【短期】事務スタッフ（大江・熊本駅前）契約
過去3年間の経験者は時給50円加算！

夜間は、時給とは別に交通費500円 /日を支給！
《夜間》…データ入力
大江／研修　10/19～10/25　時給740円　19：00～23：00
　　本稼働　10/26～11/19　時給900円　19：00～23：00
駅前／研修　10/20・23～26　時給740円　19：00～23：00
　　本稼働　10/27～11/19　時給900円　19：00～23：00
《夜間》…書類点検
大江／研修　10/19～10/24・26　時給740円　19：00～23：00
　　本稼働　10/27～11/21　　　時給900円　19：00～23：00
《フルタイム》…書類開封・仕分け、電話照会
駅前／研修　10/16～23　　　時給740円　9：00～18：00
　　本稼働　10/24～11/30　時給900円　9：00～18：00
※11/13～は、大江にて電話照会業務に異動。時給1250円
休日／土日祝（指定日の出勤あり）
登録会場／中央区花畑町1-1　三井生命熊本ビル1Ｆ

日本郵政スタッフ株式会社 [熊本支社]熊本市西区春日1-12-10　
0120-450-752 

介護職（若干名）
時間／7：00～10：00（短時間）
時給／800円～900円
月～金、休日・時間・曜日相談可
資格／不問、初任者研修歓迎

パーシモン保田窪
東区保田窪4-14-33

☎096-285-1791 担当：和田

サービス付高齢者向け住宅

パ

スタッフ募集！
①看護師・准看護師　②介護職
時／8：00～17：30　週3回程度（相談可）
給／①1000円～　②865円　※普免必須
休／日曜・年末年始・５月連休

デイサービス　ぽぽろ
中央区新大江1-9-27

☎096-371-3646 相澤

正 パ登録ヘルパー募集！
日曜休み！　時間・曜日応相談

給／1200円～+各種手当　休/日曜
時／8：30～17：30の内1Ｈ～ＯＫ！
資／初任者研修（ヘルパー2級）以上

いこい
中央区出水6-22-23

☎096-334-3151 園田

ヘルパーステーション

パ


