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○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

〒860-8511熊本市中央区新市街7-20ヴィレラ辛島2階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） TEL.096-359-3611
TEL.096-359-3311

2018年4月14日号 〈28Ｐ〉 休日在宅医は9ページに掲載
検索ファミリーステージ 熊本

不動産のことなら、
まずは何でも
気軽にお電話を！

TEL.096-285-8091TEL.096-285-8091相談
無料

不動産不動産 買い取ります！買い取ります！土地
建物

会場／ヴィレラ辛島 2階　（中央区新市街7-20）
時間／10:30～（2時間程度)　定員／30人　

問合せ／熊本リビング新聞社 総務部☎096-359-3311 9:30～18:30土～12:00、日祝休

熊本が元気になる、
フリーペーパーを作っています！

リビング会社説明会4/27 金

応募方法・給与・待遇等、詳しい情報はリクナビをご確認ください

熊本リビング新聞社 2019年度

熊本リビング新聞社発行の「リビング熊本」は、広告主や地域
の想いをカタチにし、読者へ届ける橋渡し役として“生活”に役
立つ情報を幅広く発信。営業部・編集部・総務部の30人規模
の組織ですが、スタッフみんなで連携し「リビング熊本」を
作り上げています。詳しい業務内容は、4月27日（金）の会社
説明会でご紹介。説明会後、オフィスの見学もできます。

【募集職種】
正社員・営業部

「リビングに広告を出して良かった！」
という言葉が何よりうれしい

いろんな業種の方との
たくさんの出会いがあります

50社以上の広告会社と
連携したチームプレイ

―4月27日（金） 会社説明会―

「リビングに広告を出すと反響
が良い！」と多くのクライアント
から喜ばれています。その実
績が次につながり…創刊以来
30年以上地域に根付く「リビ
ング熊本」の媒体力を実感し
ています

※参加申込が定員を超える場合は、日程変更の可能性もあります

◆リクナビからお申し込み下さい

説明会後、オフィスにも案内します

営業部 係長 三宅

営業部 係長 本田

営業部 担当部長 北口

リビングの営業は、地元の広告会社と
協力しながら仕事ができるのが心強
い！　苦手な企画提案も広告会社の
方々や当社の編
集スタッフに助
けられながら乗
り越えています

いろんな業種の経営者の方々と話す機
会も多く、その想いに触れられるのは
自分の成長につながります。多
彩な業種の情報が集まり、市場
の動向が分かるのも強み。熊本
の企業から頼りにされていると
いう自信を持って働けますよ

新卒採用 正社員募集

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


