
2018年2月3日　土曜日　＜10＞

☎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2月17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

く
ま
も
と

し
ご
と
人

美

オープニング　テレフォンアポインター
報奨金あり・時短勤務OK・勤務開始日応相談
給湯器の点検・整備のご案内　ノルマなし
販売業務は一切ありません　経験不問
時給／900円～2000円+交通費+報奨金
　　　研修期間中（15日間）1250円
時間／①10：00～14：00　②18：00～21：00
　　　1日3h～ 月15日～OK　休日／シフト
【月収例】シフト②：時給1350円×3h×15日+報奨金＝7万円
テレオペ経験、簡単なPC操作ができる方歓迎

アポインター全員未経験スタートです
オフィスワークで丁寧に教えます
交通費あり　無料駐車場完備

南区江越 1-8-22　シルワエッセ2-W4

☎096-284-1673

E-clean（イークリーン）

アパ

医療事務＆調理スタッフ＆栄養士

お電話で求人の詳細
お話できます♪

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

■医院での医療事務　※経験者歓迎
勤務／合志市幾久富　時給／1000円～
時間／8：30～18：30　休日／木・日・祝
………………………………………………
■福祉施設での調理スタッフ
勤務／東区佐土原、保田窪、西区松尾町
　　　南区御幸笛田、阿蘇市、他
資格／資格や経験必要なし！簡単な調理業務
時給／900円～950円　時間／3h～8hで相談可
休日／週2日～5日勤務可　※土日休み相談可
………………………………………………
■有料老人ホームでの栄養士
勤務／大津町室　　　時給／930円～
時間／8：30～17：30　休日／週休2日制
………………………………………………
【共通】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

←その他
　お仕事情報
　450件以上

0120-925-291

ツクイスタッフ熊本 検索

保育士（有資格）
選べる働き方　子育て支援員歓迎
時／正：シフト制面談時　契・パ：働き方に応ず
給／13万円～　時給800円～　※短時間も可
お子さん同伴勤務可　正：土日祝休み

みゆき保育園
南区御幸笛田4-19-43 （マックスバリュそば）

☎096-378-1511 担当：坂本

パ正 契

営業2名
高校・大学同窓会運営サポート 学校訪問
給与／21万円～+歩合+別途手当　
時／9：00～17：20　休／日・祝・隔週土
普通車免許必須　熊本本社勤務　随時面談

㈱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：タナベ

正社員

電話案内業務
全国の高校・大学同窓会名簿作成委託
同窓会員へ名簿発行の案内をします
時／9：00～15：30　時給／840円～900円
休／日・祝・隔週土　交通費、雇用保険

㈱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

パート

合志市社員食堂 調理補助
①9：15～14：15（5h）　時給／800円～
②17：00～24：00（6h）　時給／1000円
いずれも土、日休み　週2日～採用
子育て中の両立、中高年の方も活躍中

魚国総本社熊本事務所
東区尾ノ上1-48-15-2F

☎096-383-2257
☎080-6449-8593 担当：松山

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

「庄屋」各店舗増員中 !! キッチンスタッフ
中高年や主婦にうれしい条件で　朝・昼・夕方・夜
お近くの店舗で働きませんか　まかないもお得
日・祝は50円／時で手当も　“身近な働き方”を応援!!
……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
……… 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／850円～※日祝・年始・お盆手当（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／制服貸与、時給UP制度有、食事券
　　　交通費規定支給、社員登用制度有
　　　業務改善・新人紹介報奨
　　　社会保険有（法定による）、他手当有

＜パート月給与例＞
（日曜）4日×5h+（平日）8日×5h

＝5万2000円+他手当

ゆめタウン はません店
南区田井島 1-2-1　096-334-2015
くまもと食遊楽園十禅寺店
南区十禅寺 2-8-6   096-319-1221
ゆめタウンサンピアン店
東区上南部 2-2-2　096-213-3340

ア パ

定食屋でスタッフ増員　ホール・キッチン
時給／850円～　※日祝・年始・お盆手当（50円/h）
時間／（昼）9：30～または10：00～
　　　（夕）17：00～または18：00～
待遇／交通費規定支給、社員登用制度
　　　昇給、社会保険、各種手当
スタッフ向けの食事もついています
和やかな職場で働いてみませんか
学生さん、主婦さん、シニア層まで積極採用中!!

平日、週末
どちらかでも働けます

この店からはじめてみませんか

定食屋百菜旬
上益城郡嘉島町上島 2232
☎096-235-6280

イオンモール熊本店

アパ

児童養護 保育士
時／①6：15～15：15　②13：00～22：00
給／大卒18万4800円　短大卒16万9100円
手当1万6000円他も有　退職手当有
社会保険完備　休／4週9休　※詳細はHP

藤崎台童園
中央区古京町3-5（藤崎台球場そば）

☎096-352-5063 担当：上田

児童養護施設

正

病棟看護師 デイケア・病棟介護職
働くことをあきらめてはいませんか
子どもがいても妥協せず「常勤」
仕事と家庭の両立をしながら「パート」

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 パ
学童スペースでお子さんを預けて
安心して働ける地域密着型の病院です
①看護師：24万3000円～31万円（夜勤手当込）
②准看護師：20万2000円～26万3000円（夜勤手当込）
③資格不問介護：15万円　※夜勤なし病棟勤務、送迎有
①②③資格・皆勤手当別途　※③希望者には夜勤可
昇給、賞与年2回、各種保険、交通費、車通勤可
時／①②2交代制　③8：30～17：30
休／①②③年間108日

医療事務 ※平成31年6月頃契約更新有
短期で探している方要望を伺います
時／8:30～17:30　給／14～18万円手当込
週休2日　眼科勤務経験者の方優遇
扶養内勤務も可能  男女年齢不問

北部眼科・小児眼科
北区四方寄町 1281-1

☎096-245-1156

契

キャリアアップの方　社会復帰の方
実務経験がなく異業種からの転職
60歳以上、定年後働きたい方、OK
①（正）正看護師22万円～　准看護師17万円
②（パート）時給1000円
③（正）15万円～16万5000円　※医療事務2級以上
時間／①②シフト制　③8：30～17：30、～12：30
休／①③年間115日　③年間108日　年齢経験前職考慮

④看護助手　パート　無資格経験不問
7：00～16：00　時給800円～
日数・時間・フルタイム　調整いたします

本庄内科病院
東区新外3-9-1（新外交差点そば）
☎096-368-2811

①病棟看護職　②老健施設介護職　③医療事務 ④看護助手正 パ

正・准看護師
平日のみの勤務です　給与/正:20万円 准:18万円
時間/8：00～18：00の（内8h勤務）
勤務地/第二ムジカ保育園　応募/ご連絡は
「さくら小児科」へ ☎096-379-6573

南区出仲間 9-7-14

☎096-200-8022 

正

第二ムジカ保育園

保育士
平日のみの勤務です　給与/正:18万円 パ:時
給1000円　時間/正：8：00～18：00の（内8h
勤務）勤務地/第二ムジカ保育園　応募/ご
連絡は「さくら小児科」へ☎096-379-6573

南区出仲間 9-7-14

☎096-200-8022 

第二ムジカ保育園

正 パ 正・准看護師

ムジカ保育園
中央区本荘 6-7-18

☎096-200-6944

正
発達を考える小規模保育園です

給与/正:20万円 准：18万円
時間/7：00～18：30（内8h勤務）
勤務地/ムジカ保育園　休日/変形週休2日制

保育士

ムジカ保育園
中央区本荘 6-7-18

☎096-200-6944

正
発達を考える小規模保育園です

給与/18万円
時間/7：00～18：30（内8h勤務）
勤務地/ムジカ保育園　休日/変形週休2日制

営業職未経験でも充実した
商品研修やお届け同行で
初めての方でも安心です。
内容／お客様へヤクルト商品と健康情報を
　　　お届けする仕事
給与／月収 8万円～
　　　月収20万円以上も可能
　　　平均月収14万3205円（平成29年）
時間／9：00～　※平均5～6時間程度の勤務
休日／週休2日制（土日）　GW・お盆・年末年始
資格／要原付免許、または普通自動車免許
待遇／社員登用あり
　　　表彰制度あり（世界大会、西日本大会等）
　　　マイカーでもお仕事OK（燃費費支給あり）
勤務地／熊本県内31カ所に拠点があります。
応募／まずは下記のフリーダイヤルまで
　　　お気軽にお電話ください。
　　　
～ヤクルトスタッフに聞いた仕事の魅力は？～
　　　1位　お客様との楽しい会話
　　　2位　収入
　　　3位　勤務時間

たくさんのお客様との出会いがあり
自分自身の成長につながる仕事です！

年齢や経験は問いません
やる気のある方お待ちしています！

熊本県内で約600名が活躍中！
ヤクルトの仕事を知りたい方は
『熊本ヤクルト』で検索♪

南区南高江1-13-1
熊本ヤクルト株式会社

10120-25-8960 
受付／8：30～17：00（日曜除く）
担当：荒木・並川

ヤクルトスタッフ募集中！

弊社ホームページ
QRコード

あなたの笑顔で地域を元気にしませんか？

熊本ヤクルト 検索

あなたのライフスタイルに合わせて、
『時短』のご相談も可能です。病院直
接雇用なので、福利厚生も充実！
時間／7:30～16:00（日曜・週1回半日休）
休憩あり、勤務開始日、日数、時間など気
軽に相談を　時給／750円～800円、賞与
年2回、通勤手当ほか　待遇／車通勤可、
各種保険、有給休暇、慶弔休暇、制服貸与

男女不問。花が好き！人が好き！
キレイ好きが生かせる仕事です。

気軽にお電話を！

熊本循環器科病院
南区御幸笛田2-15-6

☎096-378-0345 担当：永田

パート クリーンスタッフ募集 看護師（正職員）募集！ 働きやすい職場です

「ワーク・ライフ・バランス」
推進で、ずっと働き続けられる
病院です！

一度お仕事を離れた方もOK
病院見学もできますよ！！
★准看護師同時募集★

時間／日勤8:30～17:00（三交代＝準夜
16:30～24:00／深夜23:30～翌9:00）
（二交代＝夜勤16:30～翌9:00）
給与／基本給19万8000円～（経験によ
り加算給あり）＋通勤手当（上限1万）、
夜勤手当あり（月4回程度）、昇給年1
回、賞与年2回（昨年実績4.5カ月分）
休日／シフト制、有給・夏季・年末年始・
慶弔休暇あり　
待遇／退職金制度あり、各種保険完
備、産休・育休制度あり、車通勤可（無
料駐車場あり）

南区御幸笛田2-15-6
☎096-378-0345 担当：玉﨑

正

医療法人社団 御幸会

時間／日勤 8:30～17:00　早出 7:00～
15:30　遅出10:30～19:00　夜勤16:30～
翌9:00　月給／14万円～（※経験により
加算あり）＋通勤手当（上限1万円）、夜
勤手当あり（5200円／月4回程）、昇給年
1回、賞与年2回（昨年実績4.5カ月）　
休日／シフト制、有給・夏季・年末年始・慶弔休
暇あり　待遇／退職金制度、各種保険完備、産
休・育休制度あり、車通勤可（無料駐車場あり）

看護業務補助（病棟・病室の環境整理
や患者様の身の回りのお世話等）をす
るお仕事。初めての方もご相談下さい

熊本循環器科病院
南区御幸笛田2-15-6

☎096-378-0345 担当：玉﨑

資格は、いりません！ 看護助手（正職員）正

クリーンスタッフ
勤務地／南区十禅寺3丁目（南署前）
時間／8:00～11:00　休日シフト制
　　　（月2日程14～18時勤務有※応相談）
給与／時給750円（試用期間740円）

(株)第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

パ

清掃員
勤務地／中央区桜町 （熊本城側ビル内）
時間／7：30～12：00（実働4h）
給与／時給800円
休日／日、祝
待遇／交通費、雇用保険、制服貸与
　　　有給休暇
応募／電話連絡後、面接
まずはお気軽にお電話ください

きれいなオフィスビルの清掃です。
交通センター近くでアクセス便利！

未経験者歓迎

(有)中央ビルメンテナンス
中央区桜町 1-20 西嶋三井ビル
☎096-356-3233 担当：宮﨑

パート

①事務　②配布

中央区新市街 7-20-2F

☎096-359-3611 
（月～金 9:30～17:30）

リビング新聞と
読者を結ぶお仕事です

熊本支社

①業務指示・お問合せなど内勤業務
勤務曜日・時間ご相談可能です
Excel・Wordの基本ができる方　月～金週5日
時給／850円（週5日の場合）　時間／9：30～17：30
休日／土・日・祝　勤務曜日は相談可
待遇／各種保険　有給休暇　規定内交通費
………………………………………………
②ウォーキングしながらお小遣い…
毎週水曜か木曜　自分のペースでポスティング
空き時間に気軽に投函!!
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！
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：配布エントリーは入力30秒↓
プロシード熊本 採用センター 検索

まずはお電話ください

アルバイト 委託業務パート

百貨店 接客 販売 ①催事 ②長期・短期
私らしく働けるのが　百貨店売場
催事から試食、服飾販売員
卒業見込みの学生さんも必見!!
＜ 催事情報 ＞  ◆ 3/7（水）～13（火）　大江戸展
　　　　　　　◆ 3/28（水）～4/3（火）  加賀百万石と越後の国新潟展

＜長期・短期・単発 情報＞
ワクワクできるお仕事がいっぱい

…………… まずは登録だけ、働ける曜日ご相談ください ……………
●長期間安定して働ける仕事探しに…
●仕事復帰、専業主婦、学生、フリーターなど　楽しく接客されています
時給／1000円～1200円　交通費は全額支給します
時間／9：00～19：30 （働き方に応ず）　休日／ご相談できます
※土、日、祝のみの限定パートもあります
百貨店勤務のお仕事ご紹介させていただきます

食品・バッグ・アクセサリー・雑貨
紳士・婦人・キッズ・フォーマル・ブランド
多数働いていらっしゃいます

紹

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

委託


