
2018年4月7日　土曜日　＜12＞

☎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4月21日号です

パ …パート 紹 …紹介ア …アルバイト正 …正社員 派 …派遣社員

【資格不問】事務員
官公庁宛届出書類の作成、給与計算
給与／時給900円　休日／土日祝
時間／9:00～18:00の間で6h程度（応相談）
休みもとりやすく働きやすい職場です

北区徳王1-6-52　TKUぷらざ2階

☎096-351-9532 担当：笠田

パ

上田事務所
社会保険労務士法人

受付・浴室内の清掃
時間/（土日祝）8:30～21:00の間で4時間～
（平日）17:00～21:00　時給/740円　
内容/受付、浴室内の清掃　※交通費支給
※働きながら岩床浴の効果を受けられます

北区龍田町弓削720-7-1階
（ゆめタウン光の森 近く）

☎096-348-7310 担当：大坪

岩床浴 天翠（てんすい）

アパ

産婦人科清掃スタッフ
勤務地／島崎6丁目　時給／800円
時間／①7:30～15:30 ②8:00～16:00
休日／①②日曜日
待遇／交通費有（規定内）、社会保険完備

（株）第一ビルサービス
中央区新町1-7-28

☎096-352-0306

正 医療、検査補助、事務
①看護師、准看護師 ②検査補助 ③医療事務
（経験者） 時間/8:30～18:00（休憩2.5h） 
時給/①850円②③800円 休日/日・木・祝
（お盆、年末年始） ※試用期間有 2カ月程度

播磨医院
合志市幾久富1866-343

☎096-348-3511 担当：赤星

医療法人セイト会

正

内容／営業スタッフのアシスタント
業務。社内雑務全般・来客対応等
資格／要普免・車輌持込できる方
（取引先へのお使い有）・PC基本操作
時間／9:00～18:00（応相談）
休日／土日祝・お盆・年末年始 ほか
時給／850円～＋交通費・車輌費
履歴書送付後面接

リビング熊本等の各種広告を
取り扱っています。30～40代の

子育てママが活躍中！

㈱アドファータ
中央区水前寺2-14-10
☎096-385-5121

明るく対応できる方歓迎！広告会社アシスタントパート

栄養士（学校給食）
学校給食における調理・書類作成
時間／8:15～17:15
休日／完全週休2日制
　　　（土日祝、春・夏・冬休みあり）
給与／月給制
　　　（基本給17万円＋手当4万円）
勤務地／熊本市城西共同調理場
※交通費支給（マイカー通勤可）

春・夏・冬休みも基本給を支給！
お気軽にお電話ください！

株式会社 三勢
中央区帯山3-8-44

☎096-383-2341 担当：大山

正社員

看護助手　①常勤　②パート
給与／①夜勤有：18万8000円～
　　　　日勤のみ：15万7000円～
　　　　夜勤のみ：21万2000円～
　　　②時給800円～1150円
時間／①日勤8:30～17:30、夜勤
　　　　16:00～翌9:00　②9:00
　　　　～15:00（2～5ｈ程度）
休日／週休2日制（シフトによる）

①常勤 ②パートの2種で募集
年齢不問！　社保・諸手当完備
応募は随時電話にて受付中！

東病院
南区出仲間5-2-2

☎096-378-2222 担当：堀田

医療法人  東陽会

正 パ 事務員さん大募集!!
時間／9:15～15:00（応相談）休日／土日祝
内容／データ入力、電話取次ぎなど
時給／850～1000円　交通費、雇用保険
応募／お気軽にお電話ください！

元田社会保険労務士事務所
上益城郡嘉島町鯰　1599-3

☎096-237-1043 担当：荒木

パ

清掃スタッフ1名
場所／交通センター徒歩5分
時間／7:00～15:30（休憩含む、実働6H）
休日／日曜日　日給／5000円
※交通費別途、作業服貸与

熊本ビルサービス（株）
中央区出水6-22-15

☎096-378-8190 担当：光永

正

完全内勤事務職 伝票整理・簡単入力・電話対応
日用品から衛生用品・什器等を
取り扱う卸売企業です
時間／9：00～13：00　または15：00
　　　いずれか応相談、時間融通ききます
時給／800円　別途規定内交通費支給
　　　服装自由or制服貸与
休日／土・日・祝　その他
事務さんには販売は一切ありません

身近にある商品ばかりなので
親しみやすいと思います
中央区八王寺移転増員

㈱きぼう消材
中央区八王寺 40-6-101

（セブンイレブン八王子店そば）
☎096-297-8007

パ

《介護・看護》 お仕事説明会開催!!

個別でしっかり話したい方
事前予約がおすすめです!!

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

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

日時／4月10日（火）9：30～12：00の間
場所／くまもと森都心プラザ 6F
　　　熊本駅よりすぐ!!　地下駐車場あり
………………………………………………
形態／正社員・派遣・パートで選べます
勤務／県内各地の病院や福祉施設
　　　※通勤距離など希望を伺います
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3h～、日勤のみや夜専等OK
休日／週2日～5日　※曜日相談可
待遇／社保完備、交通費、ボーナス、有給

◆求人票見れます!! 持ち帰りもOK!!
◆地域担当のアドバイザーが伺います♪

←気になる
　お仕事情報
↓コチラ

0120-925-291

ツクイスタッフ熊本 検索

いろいろ（催事と各売場）とTCカード入会受付

①催事　●4/25（水）～4/30（月・振）「四国・瀬戸内の物産と観光展」
　　　　●5/2（水）～5/8（火）「イタリア展」
　　　　●その他人気の各催事（長期・短期） 早期受付中
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

②カードカウンターで百貨店を利用するお客様への受付業務
経験知識不要、パンフレットをみながら楽しくおしゃべりしての説明!!
時間／9：30～18：30　実働7.5～8h　休日／シフト
時給／1300円～　交通費別途
………………………長期・短期の売り場情報………………………
●ミセスやフリーター向けの常設売場
●アクセサリー・宝飾品・バッグ・雑貨・紳士服・婦人服・フォーマル・和装・食器など
　ブランドショップ・食品など

百貨店の仕事は楽しい魅力がいっぱい！！
安定して長く働く方　年齢層も幅広く、ミセスさんも多数！！

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

ナンキュウスタッフ

食品・バッグ・ブランド・洋服
各売場で多数在籍中
まずは登録から！！

＜百貨店での仕事情報＞

（般） 43-010089

事務
PC基本操作ができる方

時間／9：00～16：00　残業なし
時給／850円～　休日／日祝・隔週土
交通費・雇用保険　希望はお伺いします

㈱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

同窓会名簿作成　委託先への営業サポーター
全国の高校・大学の委託先に
女性ならではの細やかさで
調査・編集・出版等の運営
給／21万円+実績歩合　時／9：00～17：20
休／日・祝・隔週土　別途家族手当、賞与他
※熊本本社勤務　転勤なし
普通自動車免許必須　※未経験者でも
●学生時代の楽しかった思い出と共に
　やりがいも抜群です!

お客様と一緒になって
誌面を作りあげていく楽しさは
この仕事ならではです

㈱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

正学童保育 西合志（東・中央）
下校後4h　経験を活かせます

時間／13：30～17：30　日数応相談
時給／資格者850円～（経験に応じて800円～）
子どもの成長を喜び一緒に成長できる

学童クラブこうし
合志市須屋 2948（西合志東小学校内）

☎096-200-1054 担当：本田

パ

社員食堂での調理補助
勤務／中央区山崎町（社員食堂）
時間／8：30～14：30　5.5h
時給／800円　調理補助業務
月曜、水曜、金曜の週3回勤務

魚国総本社九州支社熊本事務所
東区御領 8-5-5 B棟2号室 （熊本インターそば）

☎096-349-7815
☎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

調理 白藤町2カ所
フルタイムor時短　休／日祝隔週土
①しらふじ保育園　8：00～17：00　8h
②なでしこ園　　  9：00～14：30　5h
①②時給760円　①②通勤手当　①社保完

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

「イタリアンカフェレストラン」　キッチン
先輩たちが丁寧に教えてくれる

異業種からの転職や
新卒者・未経験者もOK

給与／24万円～35万円　一律手当含む
時間／①10：00～22：30の間で8～9h
休日／年間70日
待遇／面接時に経験や前職を考慮して
　　　説明いたします

陽気なスタッフと明るい店内
無理なくキャリアUP

マルゲリータ姫

東区上南部 2-2-2 1F
ゆめタウンサンピアン店

☎0120-1818-34

正社員

「レストラン庄屋」 キッチン
給与／24万円～35万円　一律手当含む
時間／10：00～22：30の間で8～9h
休日／年間70日
待遇／年2回賞与、各種社会保険
　　　スキルアップ講座受講制度
　　　育児・介護・療養による各休暇制度
　　　産前産後休暇、退職金制度、他

経験を活かして技術を高めたい方
未経験から徐々にステップ
アップしたい方も大歓迎！

レストラン庄屋
ゆめタウンはません店
南区田井島 1-2-1

☎0120-1818-34

正社員

調理全般 新規施設（西区）と病院内（中央区）
いずれも盛付・配膳・洗浄
新規施設（河内町）、病院内厨房（坪井）
＜資格や経験は問いません＞
●障がい者支援施設　西区河内町
時間／（正）①5：45～14：45　②10：00～19：00
　　   ※シフト制　月22日程度（①は月8日程度）
　　   （パ）③6：00～12：00　④14：00～19：00
　　   ※パート：3h～、週3日～応相談
給与／①②17万円～19万円　   調理全般
　　　③④時給800円～830円　調理補助
●やましろ病院　中央区坪井（信愛女学院そば）
時間／⑤6：00～15：30　⑥10：30～19：30
　　　※⑤⑥シフト制でご相談できます
　　　⑦16：30～19：30　固定勤務・食器洗浄
時給／800円～850円　
【共通】休日／（正）シフト制　（パ）働き方に応ず
　　   待遇／交通費、制服貸与、社保完備
…………………………………………………
『医療と福祉で働く』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

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、シニアさんにも
働き方のご相談で

多数勤務地選択できます

正社員 パート

育児と両立しながら働ける看護師
ママナースとして 当院で
無理なく 夜勤なしの働き方を
はじめてみませんか

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

時間／8：30～17：30　常勤2交替制
休日／パート：希望日　正社員：年間108日
時給／正看護師：1200円～　准看護師：950円～
パート採用は柔軟に対応いたします
資格・皆勤・夜勤各手当別途支給　
各種保険、交通費、車通勤は面談にて
お子さんを院内に無料で預けて
安心して仕事に取り組める環境です

パート

温泉施設 館内スタッフ

からだを動かし健康的になりませんか
午前中のみもOK
①フロント　　9：00～、13：00～、17：00～　5h程度
　　　　　　  時給830円～920円
②ホテル清掃　週2日～：時給790円～850円　4～5h程度/1日
　　　　　　 週4日～：時給850円　　　　   4～5h程度/1日
③深夜清掃　 24：00～翌2：00　時給1100円～1200円
④調理補助　（朝）5：00～8：00　（夜）16：30～21：30　時給880円
⑤皿洗い　　（朝）6：00～8：30　（夜）19：00～21：00　時給860円
………………………………………………………………………
仕事に応じて随時昇給　土、日、祝限定も可
■研修中も同じ時給です！！　■週1日～ 時間応相談
■車、バイクなど通勤可　　  ■制服貸与、各種保険

東区石原2-4-11（東バイパス沿運動公園入口）

☎096-335-8000

つる乃湯熊本インター店  （有）ティ・エイト

パート アルバイト

●お子さんを学校に出し、帰るまで…
●Wワークで収入UP…
●学生さん、シニアさん
　安心して働けます

中央区病院と菊池郡大手企業内 清掃
●交通費規定内支給　他補助制度有
●安定した収入　基本残業なし
●希望地で面接　他勤務先多数紹介中
時／①7：30～16：00　②7：30～12：00
勤務／江南病院　中央区渡鹿
　　　（川鶴団地そば　バス停徒歩1分）
給／①13万3000円～15万円
　　②7万円～9万円
休／働き方に応じます

㈱千代田 熊本営業所

☎080-5284-9167 担当：水上
☎090-8627-1744 担当：家入

菊池郡大津町室1011-1

正社員 パート

勤務／菊池郡大津町高尾野 工業団地内
時／7:00～16:00（7.5h）　時給／740円
交通費1万まで支給　無料駐車場完備

こどもセンター内お掃除
朝4hを有効的に！ 家事の延長でムリなく
時間／7:30～11:30　時給／737円　土日祝休
シニア世代を応援　勤務地／中央区大江
《午前中のみ》床モップ、じゅうたん掃除機

㈱ボーラ
中央区本荘町 737-6 (ダイキ本山店そば)

☎080-1735-9548 担当：かいどけ

パ

8月オープン 有料老人ホーム職員

30床の新しい環境で活躍！！
4月より『働き方相談会』スタート
入社時期はご相談できます
■「心のぬくもりのサービス」「できるだけ働きやすい環境」
　 一緒にあったかい施設をつくりましょう！！
①介護職員　※初任者研修　（正）14万3000円～　（パ）時給800円～
②介護福祉士　（正）16万円～　（パ）時給850円～
③看護師　　　（正看）20万5000円～　（パ）時給1100円～
　　　　  　　（准看）18万5000円～　（パ）時給1000円～
④サービス提供責任者　※介護福祉士　（正）18万4000円～
⑤調理　（パ）800円～　※経験年齢資格問わず
………………………………………………
時間／① ② ④ 6：00～20：00（8h）　③ 8：30～17：30　
　　　⑤ 6：00～19：00（5h程度）　※① ② 当直・夜勤あり
いずれも休日交替制、週休2日
別途手当あり、経験等により異なります

正社員 パート

勤務／けやき通り入る
　　　南区田迎 2-65-1
新設の介護　現地見学受付中

住宅型有料老人ホーム

北区山室 3-5-25（AOKI熊本清水BPそば）

☎096-342-6111 担当：志田
（開設準備室  ㈱ハピネスライフ）

野菜等の選別・パック詰め・袋詰め

トマト・茄子・きゅうり等の
箱詰め・パック詰め作業です。
短期スタッフ急募♪
様々な年代の男女が活躍中！

カンタンな作業で
初めての方も安心！

長期作業スタッフも同時募集

西区春日26-28

☎096-354-3020 担当：山口・武田

熊本大同ホールディングス (株)

勤務地／西区春日（車通勤可能）
給　与／時給900円
時　間／8:00～17:00 ※遅出も可能
　　　　勤務時間は応相談
雇用期間／4月～6月中旬
　　　　　6月下旬～8月末まで
休　日／週休2日制
　　　　市場カレンダーによる
待　遇／駐車場完備・シフト勤務
その他／学校行事などのお休みも
　　　　柔軟に対応します。
　　　　お気軽にお問合せ下さい。
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