
2017年11月18日　土曜日　＜20＞

リビング求人ガイド
●次回掲載は12月2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

FAX050-1351-3763
西区中原町495

担当：藤本

☎090-7167-9774
f-tｗoエフ・ツー
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美
広告のお申し込み

+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＞

クリーンスタッフ　【未経験者大歓迎】
時間／①10：00～16：00
　　　②16：00～22：00
　　　　※時間帯応相談
給与／時給800円～850円
勤務地／①②ベルエア北部店
　　　　②ベルエア南高江店
休日／店休日、シフト制　
応募／お気軽にお電話下さい

遊技場での清掃作業です
女性スタッフが多数活躍！！
※面接は現地にて行います

パ

㈱トキワビル商会
福岡県飯塚市花瀬32-1

☎0948-22-1718 人事課

家事一般サービススタッフ募集
ヘルパー経験者優遇

時給／1000円～　※昇給制度有
時間／9：00～18：00（週2ｈ～応相談）
待遇／制服・用具貸与、交通費支
給、ダブルワーク歓迎
50代～60代の方も多数活躍中
作業場所も応相談
電話連絡後、面接を行います

家事代行サービス業
お料理・お掃除好きな方歓迎
空いた時間を有効活用！

家事サポート　きれい熊本店
東区戸島1-1-8　大央ビル1F
（天然温泉ぶぶたん近く）

☎096-284-1618

アパ

ディスカウントストア清掃
勤務地／東区石原1丁目（熊本IC近く）
時給／800円（試用期間750円）　
時間／6：30～10：30
休日／シフト制（日数応相談）

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

パ

ホールスタッフ
時給／780円（試用期間750円）
時間／9：00～18：00内週3～4日　
カフェ・和食ランチの店です
接客・簡単な調理補助

カフェテラス野の花（自然庵内）
〒860-0862　熊本市中央区黒髪2-37-32

☎096-342-0983 担当：成毛

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

①正看護師 ②准看護師
日勤（午後）外来診療　1日4～5h程度
時給／①1200円　②1100円　別途規定内交通費
時間／14：00～18：00　火曜は19：00まで
休日／日・祝他　移転3年目を迎えました

くどう皮ふ科医院
西区上熊本 3-22-21 （崇城大学そば）

☎096-324-7011 担当：堤

パ ケアマネージャー
時間休日応相談　昇給　賞与

時／8：30～17：30　経験者基本給優遇
給与／17万2000円～　制服貸与
※パート採用も可能　ご相談下さい

グループホーム ピース
中央区弥生町 3-8 （山本釣具センターより入る）

☎096-371-2677 担当：馬場口

正 パ
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・祝
※非常勤も同時募集中

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

学童保育支援員契

リビングレディ（配布スタッフ）
～リビング新聞と読者を結ぶお仕事～
毎週水曜または木曜　自分のペースで
ポスティング　空き時間に気軽に、投函!!

委託業務

中央区水道町8-6 朝日生命熊本ビル8F
☎096-359-3611 （月～金 9:30～17:00）

『リビング  配布』 で
検索すると、働く実例紹介中
あなたも明日から
フジサンケイスタッフ

熊本支社

お散歩しながらお小遣い…
●配布はご近所のエリアなので、すぐに慣れます
●早朝や習い事のお迎えついでなど…
　すきま時間の活用
配った分だけ収入とご近所さんとのふれあい
運動不足も解消！
週2日、決められたエリアのポストに2～4h配布
あなたのお住まい周辺、指定先約500世帯
集金、勧誘一切なし　月収2万円～3万円程度
開始日はご相談できます
応募：電話後、お仕事の流れを説明

エントリーは
入力30秒！→

電話案内業務
全国の高校・大学同窓会名簿作成委託
①9：00～15：00　時給／800円
②9：00～13：30　時給／840円～900円
休／日祝・隔週土　交通費、雇用保険有

㈱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

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

熊本電気鉄道㈱
北区室園1-1（北熊本駅）

☎096-343-2552 担当：中野

パ

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

★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、フォーマル等
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
……………………………………………　
年末年始限定　短期で働くチャンス
この時期に大変お問合せの多い“人気の職種”
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です

＜年末年始の短期＞百貨店 イベント催事紹介

kyuujin.zensyokyo.org 検索

百貨店の求人情報！！
①『お歳暮ギフト会場』11/25（土）～12/25（月）
②『大歳の市』12/28（木）～12/31（日）

百貨店　秋の新規TCカードご入会受付
●サービス業界に興味がある方
●10代、20代、30代、40代活躍中
●無料のフォローアップ研修

百貨店内多数同時募集
kyuujin.zensyokyo.org

お仕事情報↑検索

即日スタート 知識不要
パンフレットを見ながらの説明
経験不問、楽しくお仕事できます

■ＴＣカードご入会受付
時間／9：30～18：30　実働7.5～8h
時給／1300円～　交通費別途
休日／シフト
…………………………………………
今すぐ働けなくてもOK  【登録だけ可】
扶養内の働き方も可能で
一緒に始める方がいて安心です
『リビングを見た』でスムーズに登録!!

派遣

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（般） 43-010089

ナンキュウスタッフ

㈱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）

大型商業施設・熊本駅ビル・市内中心地
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
早遅シフト　電話にて希望エリアをお伝え下さい

市内・近郊の宝くじ売場パ

病棟・デイケア 介護職
夜勤なし、学童スペース有、週休2日
時間／7：00～18：30　※日勤シフト
給与／手当込15万円+賞与年2回あり
他、皆勤手当5000円、希望は面談にて

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

正週休2日の病院調理
《15人体制、資格、ブランク不問》
時／5：45～19：15の中でのシフト制
給／14万2000円+手当1万2000円+交通費
賞与、制服貸与　※勤務開始日は面談時

龍田病院
中央区黒髪 6-12-51

☎096-343-5819 担当：下田

正

＜介護・看護＞年明けスタートOK!!

お電話での
　相談も歓迎♪

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

あなたの不安や悩みを一緒に解決♪
●派遣で実際に働き、その後正社員も可能!!
●年齢不問！　未経験・ブランクOK！
●担当者と一緒に事前に見学できます!!
………………………………………………
勤務／県内各地　※希望をお聞かせ下さい
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

←イベント詳細
　その他求人
   ↓

0120-925-291

ツクイスタッフ熊本 検索

◆求人大放出!! 自由に見れます！
11／21（火） 9：30～12：00の間
菊陽中央公民館　1F

未経験者大歓迎！
気軽に参加できる

「お仕事見学ツアー」開催！
「子育てがひと段落し、また仕事を始めたい」

「電話の仕事に興味はあるけど、未経験で不安…」
「人とお話をするのが好き」

そんな女性にこそぴったりのお仕事。
それが杉養蜂園でのコールセンターのお仕事です。

この見学会では、先輩女性のリアルな話や、おいしい
蜂蜜の試食会もあったりと、参加者はみんなゼロから
の気軽なツアーとなっています。もちろん私服でOK！
履歴書も不要です。気になる社屋や福利厚生なども
しっかりチェックしてくださいね。

………………  ＜ 杉養蜂園とは？ ＞  ………………
蜂蜜製品の製造や販売までを一貫して行っている企業
です。国内約60店舗に加え、海外へも進出しています。

………………  ＜ 主なお仕事情報 ＞  ………………
給与／正社員 23万400円～
時間／8：45～18：00 （休憩75分、実働8h）
休日／週休2日制（シフト制、日祝休）　※年間113日
勤務地／①北区貢町571-15　フードパル熊本内
　　　　②中央区水道町8-6　朝日生命ビル6F
　　　　※①無料駐車場有
資格／学歴不問
待遇／社会保険完備、通勤手当、退職金制度

20代～50代の女性が活躍中！ 安心のブライト企業で電話のお仕事

☎ 096-245-5538 （受付／8：45～18：00）

■未経験者向けお仕事見学ツアー■

①11/24（金） ②12/4（月） ③12/8（金）

上熊本駅チケット売場 集合（12：30）

上熊本駅 解散（17：00）

●本社、工場、養蜂場見学

●会社説明、求人紹介
●蜂蜜試食会

＜ スケジュール ＞

正

■参加申込・ご質問はこちらまで（担当：人事部）

●水道町センター見学

＜ 開催日 ＞

saiyo@0038.co.jp

杉養蜂園商品のお土産付

北区貢町571-15

病院内での調理全般（調理・盛付け・配膳・洗浄）
経験浅い方 ブランクのある方
資格者　転職者　未経験者
安心して、ご応募ください
勤務／①やましろ病院
　　　　中央区坪井（信愛女学院そば）
　　　②八木産婦人科医院
　　　　中央区水前寺（サニー水前寺店そば）
時給／①800円～850円　②800円
時間／①6：00～15：30、10：30～19：30
　　　　※シフト制でご相談できます
　　　②15：00～19：00
　　　　※4h固定でお願いします
休日／働き方に応ず
待遇／交通費、制服貸与、社会保険
…………………………………………………
『病院で働く』という、やりがいがあります
勤務開始時期はご相談ください

パ

西区城山 2-7-11
（ゆめマート城山そば）

病院・福祉の食事サービス ☎096-329-7500
 担当：工藤

ブランク、シニアさんも
働き方のご相談お気軽に
近隣にも多数勤務地あります

「庄屋 熊本エリア」 各店舗増員中!! ホール担当

◆現スタッフさんからのメッセージ◆
●未経験者も驚き！ 始めやすく、わかりやすい
●常連さんたちもいる店内は『アットホーム』
●優しい店長や仲間が待つ家族みたいな安心感

【各エリア採用店舗　熊本市内と八代市内】
◆レストラン庄屋
①ゆめタウン サンピアン　東区上南部 2-2-2　096-213-3340
②サンロードシティ熊本　東区東町 3-3-3　    096-331-4656
③ゆめタウン はません　南区田井島 1-2-1　096-334-2015
④くまもと食遊楽園十禅寺　南区十禅寺2-8-6　096-319-1221
⑤イオン八代　　　八代市沖町 6-3987-3　0965-39-5060
◆那かむら
⑥ゆめタウン八代　 八代市建馬町 3-1　　  0965-30-8825

………………  働きやすい!　始めやすい!!  ………………
さまざまな働く声をいただき　「働き方」に取り組んでいます
時給／①②800円～　③④⑤850円～　⑥880円～
　　　※さらに日祝・年始・お盆の手当て（50円／h）
時間／（昼）9：30～または10：00～　（夕）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／経験によるステップアップで時給UP、制服貸与
　　　笑顔・調理マイスター制度で時給UP、交通費規定支給
　　　美味しいまかない有（家で食べたい方はお弁当にできます!）
　　　グループ各店で使える食事券毎月支給、社員登用制度有
　　　業務改善・新人紹介報奨制度有、社会保険有（法定による）

……………  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…

ア パ

秋採用スタート　面接は手ぶらでもOK
まかないもお得　日・祝は50円／時で手当も
朝・昼・夕方・夜　お近くの店舗で働きませんか

＜パート月給与例＞
（日曜）4日×5h+（平日）8日×5h
＝5万2000円　他手当がプラスされます

働ける時間をお伝えください

◆日祝・年始・お盆手当有
◆無料の美味しい食事付
◆週単位でのシフト申請
◆経験によって時給もUP
◆おもてなしで社内表彰

製品梱包と軽作業
社屋完成につきパート募集

製品梱包・軽作業をお願いします
時給／737円　時間／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


