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美 リビング求人ガイド
●次回掲載は10月21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 派 …派遣社員

☎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＞

メール受付（年賀状中心）スタッフ募集
勤務地／中央区大江
時給／950円～　休日／土日祝
時間／9：00～17：30
（実働7.5時間内、応相談）
待遇／社保完、駐車場有、年齢不問
期間／即日～12月末か3月末まで
※不明点は電話でご連絡下さい
写真付履歴書・職務経歴書郵送

未経験者にも丁寧に教えます
メール応対の内勤のみです
頑張り次第で更新可能性あり

㈱アクセス
中央区大江4-16-1

☎096-372-1010　担当：川口

契 パ

①歯科衛生士②助手
時給／①1100円～　②800円～
時間／9：00～13：00、14：30～18：
30（月～金）、9：00～12：30（土）
休日／日祝　※駐車場あり

岡本歯科医院
中央区神水2-16-5

☎096-384-4182 担当：岡本

パ

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

清掃スタッフ　未経験大歓迎

遊技場での清掃作業です
女性スタッフ活躍中
あなたのお好きな時間に働けます

Ｗワークの方にもおすすめ！
時給800円以上

朝の時間帯は時給1000円

福岡県飯塚市花瀬32-1

☎0948-22-1718 人事課

㈱トキワビル商会

パート

時間／①7：00～9：00（南高江店）
　　　②10：00～16：00
　　　③16：00～22：00
給与／①時給1000円
　　　②③時給800円～850円
勤務地／ベルエアMAX南高江店
　　　ベルエアMAX北部店
休日／店休日、シフト制
待遇／交通費支給・車通勤ＯＫ　　
　　　研修制度あり
応募／面接は現地で行います
　　　お気軽にお電話下さい

} ※時間帯　応相談

働く女性応援企業！　未経験者にも丁寧にお教えします。
①商品発送・②社員食堂スタッフ（調理師）同時募集！
【契約社員】
募集人員／12名程度（うち調理師2名）
職種／①商品の管理・発送スタッフ　②調理師
内容／①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
　　　②社員食堂の献立の調理
　　　　※資格をお持ちの方（応相談）
時間／8：30～17：30（実働8時間）
休日／週休2日制（日・祝他週1回）、
　　　夏・冬期休暇、年末年始
給与／月給15万円（昇給有）、賞与（年２回）、
　　　正社員登用制度有
　　　※研修期間１カ月は時給750円
待遇／交通費支給（当社規定）、
　　　雇用・労災・健康保険、厚生年金
　　　制服・社員食堂有・定期健康診断有

【パート】
募集人員／10名程度
職種／商品発送スタッフ
内容／商品の箱詰め等（未経験でも出来ます）
時間／①8：30～17：30（実働8時間）
　　　②9：00～15：00、12：30～17：30（シフト制）
休日／週休2日制（日・祝他週1回）、年末年始
給与／時給750円～900円
待遇／①雇用保険・社会保険加入　②雇用保険
　　　①②交通費支給（当社規定）、制服貸与

★リラックスルーム・ロッカー完備
★明るく綺麗な環境
★お子さんの学校行事にも配慮

発送　契約社員・パート　業務拡張のため同時募集契約社員 パート

〒862-0950　熊本市中央区水前寺2-2-1　健康家族ビル

☎096-385-6226   http://550229.jp
担当／総務人事課 月～金9：00～17：30（土・日・祝休） JR水前寺駅から徒歩3分

JR豊肥本線

熊本銀行
国府電停

水前寺駅

新水前寺駅

ロッキー

競輪場通り

健康家族ビル

ローソン

水前寺共済会館

新水前寺駅前電停

書類確認事務（15名募集）
書類のチェックや電話での確認業務
時間／8：30～17：30　時給／1000円
土日祝休　社保完備　勤務地／熊本県庁前
年齢不問　即日～3月末迄（更新可能性有）

㈱TKUヒューマン
北区徳王1-6-52TKUぷらざ２階

☎096-359-3412 担当：森本

契

[登録会場]中央区花畑町1-1
三井生命熊本ビル1Ｆ

【短期】事務スタッフ（中央区大江）契約

《15名募集》　
人気の短時間のお仕事
未経験者歓迎！

業務内容／郵便物や書類の仕分け
　　　　　書類内容チェック
　　　　　ＰＣ入力（一部架電あり）
勤務地／大江（ゆめタウン大江そば）
時間／10：30～15：30（実働4ｈ）
時給／850円
休日／土日祝
期間／10月12日～11月30日
　　　（研修10/12・13）
　　※駐輪場あり

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 

清掃スタッフ募集！
時給／800円　休日／週休2日制
時間／通常授業時8：00～11：30
（火～金）、7：00～10：30（土曜日）
講習時6：30～7：45

㈱早稲田スクール　帯山校
中央区帯山3-3-1

☎096-383-1414 採用担当

パ和食レストラン　庄屋スタッフ
仕事と家事を両立できるシフトの職場
パートさん アルバイトさん 秋採用!!
お近くの店舗で働きませんか？
内容／①ホール接客　②調理
時間／10：00～23：30内希望時間で
時給／◎各店　850円～
待遇／各種保険、日祝手当、交通費補助など
時給にプラス手当加算もうれしい!!
……希望条件で、かけもち、週1日など……
●扶養内で短期からスタート
●子育て中なので時短から働きたい
●学校帰りにかけもちで気軽に…など
シフト自己申告で都合に合わせて働けます
《中高年のミセスさん　頑張っています》
平日、週末と働き方は　さまざま…

南区十禅寺 2-8-6  くまもと食遊楽園内
十禅寺店

☎096-319-1221

アパ

南区田井島 1-2-1 レストラン街

☎096-334-2015

ゆめタウンはません店

＜パート月給与例＞
日曜4日5h+平日8日5h
＝5万2000円

働ける時間をお伝えください

11月新規開設 週32h勤務の訪問看護師

東区戸島西1-23-63
（小規模多機能ホーム　いつでんきなっせ内）

☎096-285-6312

地域密着ケア協会
一般社団法人

勤務地／熊本市内、益城町、山鹿市内など
時間／例）9：00～18：00 （8h）×4日
　　　　 10：00～17：00 （8h）×5日＋2h
　　　シフト制、1日8h以内
社用車で訪問していただきます
給与／20万2000円～38万9000円
　　　昇給、賞与別途支給
※年齢・経験・ブランク問いません
キャリアを活かした《訪問看護師》

①患者さんとそのご家族とじっくり向き合いたい
②1日8h、週32h、週4日勤務の正社員
ぜひ一度、施設見学にお越しください

オープニングから
施設づくりに参加できる

チャンスです

正社員での働き方は面談時にご相談下さい
■ご自身のペースで無理なく働けます
■年末年始、夏季、有給、介護などの休暇
■各種保険、手当、再雇用制度などの待遇

正社員

《保育士・准看護師》 短時間・土日祝休可

熊本の保育士求人に密着した
専任アドバイザーがお伺いします
個別の面談も随時実施中です

保育士派遣のマルル 検索

派

…………………………………………………
勤務地／中央区：出水・新市街
　　　　北　区：植木・貢町・龍田
　　　　南　区：城南・近見・御幸
　　　　東　区：戸島・桜木・渡鹿
　　　　西　区：河内・春日・中島
　　　　市　外：甲佐・合志・菊池
時間／1日4～8h内で選択OK
　　　9：00～14：00　10：00～15：00、他
時給／950円～1200円+交通費　休日／土日祝
資格／保育士・幼稚園教諭・准看護師

お仕事復帰なら保育士派遣のマルル
◆お仕事復帰を支援 〈無料定期セミナー〉
◆家庭と両立 〈短時間・持帰りの仕事無〉
◆有給取得制度・保育所の優先利用可

＜＜WEB応募はコチラ
ご相談のみもお気軽に

中央区桜町1-20　西嶋三井ビルディング14F
一般労働者派遣業（般）43-010084

☎096-223-8230 担当：南
保育士派遣のマルル ㈱総合プラント

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

■今年も人気の、北海道展応募スタート
　11／8（水）～23（木）　お早目に!!
　冬の北海道物産展
■まだ間に合う、フランス展　10／18（水）～24（火）
　パリの暮らしに触れてみませんか
……………………………………………
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・長期多数のお仕事情報あり…
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

＜短期＞ 百貨店　イベント催事紹介

kyuujin.zensyokyo.org 検索

新しい仕事に挑戦したいという方
ゼロから社会人デビュー　〈 未経験OK 〉
資料作成、データ入力、ルート営業、その他
給／16万円～25万円+歩合給+別途手当
時／9：00～17：30　休／4週6休制
GW・夏期・年末年始、有給休暇
資格／要普免、学歴・経験・資格〈不問〉
待遇／昇給、各種保険など面談詳細
《 不動産業界で働きたい方　必見 》

異業種からの転職も大歓迎
宅建主任士　同時募集中
自由な発想で働けます

㈱中央住建不動産
中央区南熊本4-7-6 （南熊本交差点角）
☎096-375-0555 担当：こはら

営業事務正社員

働きながら資格取得 ①介護職 ②夜勤介護職
正社員・パートいずれも昇給、賞与、手当有
ヘルパー2級以上の方優遇、経験不問、休日シフト
①時間／8：30～17：00、10：00～19：00
介護員：（正）14万4000円～ （パ）時給800円
介護福祉士：（正）16万5000円～ （パ）時給1000円
②時間／19：00～8：30　※休憩3h
日給／8500円～　2名体制　詳細は面談時
介護の未来を共に創っていきませんか

住宅型有料老人ホーム
訪問介護、通所介護、居宅介護支援
介護福祉事業のベストライフ運営

ケアライフ春日
西区春日 7-16-12（熊本駅近く）
☎096-325-1165 担当：本山

正 パ施設での事務
正・パ　いずれも昇給、賞与、手当有
時／8：30～17：30　※パート可　休／シフト
給／（正）14万円～　（パ）時給800円～
介護業界は未経験でも構いません

ケアライフ春日
西区春日 7-16-12（熊本駅近く）

☎096-325-1165 担当：本山

正 パ自宅での内職
箱の組立、シール貼、DM封入、封緘、袋入れ
ご自宅～当社間を持ち運びできる方
給与出来高制　1日4、5h程度
手軽にできます　詳細は面談時説明

アクセラ株式会社
北区麻生田 3-16-65（麻生田郵便局そば）

☎096-277-5920

委託

駅乗車券販売 職員
《藤崎宮前・堀川駅で活躍しませんか》
経験不問、制服・電鉄バス＆電車パス有
時／6:30～19:00（シフト）　
休／日祝、隔週土曜　時給／810円

熊本電気鉄道㈱
北区室園1-1（北熊本駅）

☎096-343-2552 担当：中野

パ

シフトで相談できる、働き方ができます
時／①6：30～15：30　②10：00～19：00
時給850円～　試用期間800円～　休シフト
待遇当社規定　経験不問　介護施設内調理場

有限会社ゆうしん
東区錦ヶ丘26-11

☎096-367-0565 担当：大塚 

複数体制 調理パ契

学童保育支援員
ステップアップを目指している方
時／10：00～19：00　実働8h

給／16万円、資格者限定　休日面談時
賞与・交通費支給　※非常勤講師同時募集

ひまわりクラブ
合志市豊岡 2224-29

☎096-248-8889 担当：渡辺

合志南小学童保育

契

電話案内業務
全国の高校・大学同窓会名簿制作委託
時／9：00～13：30　時給／840円～900円
休／日祝・隔週土　交通費、雇保
※駐車場完備　40～60代活躍中

㈱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

クリーンスタッフ
勤務地／西区島崎6丁目（産婦人科）
時間／正）①8：00～16：00　
パ）②8：00～12：00、③13：00～16：00
給与／時給750円　休日／シフト制

パ

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

正パソコン入力業務
《データ更新、校正その他関連業務》
時／9：00～16：00　時給／740円＋交通費
休／日祝隔週土　年齢不問、雇保、車通勤可
電話連絡後履歴書持参、その他面談

㈱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：浜田

パ

販売スタッフ（店頭販売）

鶴屋百貨店で串かつの店頭販売
スタッフ募集！　賞与２回あり

西区八島町723-1（田崎市場内）

☎096-355-0331

ふくとく大成㈱

ア

本社　
日祝・水曜除く

常連さんも多い人気の串かつ店
仕事の前後にお買い物も！
女性が多く、働きやすさ◎

給与／時給880円
             ※交通費実費支給
内容／鶴屋百貨店地下食品部での
　　　店頭販売や一部調理をお願
　　　いします（串かつなど）
時間／①9：00～14：00②14：00～   
            19：30 ※基本は①②の選択
休日／週1～4日の勤務でＯＫ
　　　休日は応相談
待遇／賞与年2回（実績6～12万円）
　　　車・バイクでの
　　　通勤OK
応募／まずはお気軽
　　　にお電話を
　　

パ

①正社員②パート　新規開設の訪問看護
時間／平日8：30～17：30
給与／①24万5000円～　昇給有
　　　②時給1500円～2000円
賞与／①50万円～（年2回）
待遇／交通費支給、資格手当・住宅手
当有、社会保険完備、退職金共済有
アットホームな少人数事業所です
まずはお気軽にお電話下さい

訪問看護オープニングスタッフ
土日祝休み　未経験者歓迎
パートさん同時募集 週2日～

合同会社 ＫＩＴ企画
中央区帯山7-20-1

☎096-387-1111（代） 
☎080-3556-9002 担当：柳井

正 パ


