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アンカーキャストはじまりました。
真心届ける7時間、午後から勤務の月給制。

　　配送車（軽自動車/ワゴン）で
　　宅急便の集配業務をお願いします。
　　●担当エリアは狭く、固定なので、
　　　すぐに業務を覚えることができます。
　　●営業業務はありませんので、
　　　未経験の方でも安心です。
　　●固定勤務シフトなので、午前中を
　　　有効に使えます。
　　●女性スタッフも多数活躍中！
　　　現在は集配担当の約30％が女性です。

給与／月給21万3510円～24万5890円
　　　（一律手当含）
　　　・乗務免許は平均1～2カ月で取得可能
勤務地／御領支店　　　東区小山3-2-15
　　　　尾上支店　　　東区尾の上1-12-16
　　　　長嶺支店　　　東区長嶺西1-10-28
　　　　白藤支店　　　西区上代4-12-26
　　　　上熊本支店　　西区花園5-10-18
　　　　熊本中央支店　南区平成1-12-8
　　　　熊本南支店　　南区近見1-3-8
　　　　徳王支店　　　北区下硯川町字屋敷添2009
時間／13:00～22:00内で実働7h　※勤務地による
休日／週休2日制（月8～11日／シフト制）
　　　・年間休日106日　・年次有給休暇
資格／要普通免許（取得1年以上・AT限定OK）
待遇／社保完備、昇給、制服貸与　※車通勤可否、
　　　交通費規定支給の有無は勤務地による
　　　・業界大手企業だから各種手当も充実！
　　　（グループ保険制度、保養所など）
　　　※研修期間5日～2カ月/条件変更なし
事業内容／「宅急便」など各種輸送に関わる事業
応募／電話又はWebからご応募ください。

アンカーキャスト/配達ドライバー（特）

電話・Webからご応募ください

ヤマト運輸（株）熊本主管支店/合同募集

応募受付センター
10：00～19：00

上益城郡益城町大字平田字深迫2441-2

ヤマト運輸　 検索

●携帯ならQRコードでメール応募→
●PCなら

契約社員

10120-993-225

子育て中の30代・40代の
女性ドライバーを中心に

幅広い年齢の方が多数活躍中！
・普通免許でOK　・軽自動車も有
・安定の月給制　　・午後から勤務

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＞

●次回掲載は
　　8月18日号です委 …委託業務

契 …契約社員

パ …パート

ア …アルバイト正 …正社員

紹 …紹介

☎096-359-3412
FAX096-312-3153

TKUヒューマン

担当：森本
FAX050-1351-3763
☎090-7167-9774
f-tｗoエフ・ツー

担当：藤本
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ソニックエステ店　責任者候補　8月入職
当社の事業拡大に伴い

店舗運営をオーナーの近くで
学べるチャンス !!

美肌になれるケア方法も取得
将来独立オーナーも目指せます

東区長嶺南 5-8-1（肥後銀行小峯支店より車1分）

☎096-368-5016 （月曜定休）

アップル

……… 実務経験のある方は優遇 ………
給与／15万円～　休日／月曜+その他1日
時間／9：30～19：30の内8h　賞与年2回
待遇／各種保険、産休育休、介護休、その他

ノルマ一切なし、残業なし

受付や予約スケジュールの管理
研修後、カウンセリング～施術を担当
入社3カ月間は自分に合うかどうか
ゆっくり判断してください

ご一緒にお客様のキレイをつくる
お手伝いをしてみませんか
………………………………………………
超音波エステのお店です
+αの価値を感じていただく教育制度充実
国内外への社員旅行など特典いっぱい

正社員

ソニックエステ

温泉施設 館内スタッフ
■研修中も同じ時給です！！
■車、バイクなど通勤可
■制服貸与、各種保険、随時昇給

夏休み期間の土日祝や
平日のみでも採用中！
まずはご応募ください

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

①フロア清掃　月10日～　13：00～17：00（4h）
　　　　　　時給830～850円
②皿洗い　週2日～　6：30～8：30（2h）　時給860円
③深夜清掃　24：00～翌2：00（2h）　時給1150円
………………………………………………
●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
………………………………………………
心とからだの癒しの場で
身体を動かし健康的になりませんか

パート アルバイト

お好み焼きレストラン ①接客 ②調理補助
シフトが自由で1日2h～
主婦の私も勤務3年!!　未経験から活躍できます
①オーダー接客、会計、片付けなど
②仕込み、調理、洗浄、清掃など
時間／10：00～23：00　相談に応じます
通勤手当、社保完
時給／平日：900円　日・祝祭日：950円
　　　※高校生は-50円

0から丁寧に焼けるように
お教えいたします

学生・フリーター　経験不問

どんどん亭 浜線バイパス店
東区画図町重富 506-1

☎096-377-5477 担当：モリタ

アパ

週 1回の「リビング新聞」 配布員募集
毎週水曜から木曜の2日間　明るい時間帯
自分のペースで気軽にポスティング！
お住まい周辺の約300世帯～が対象地域

月収／約2万円～11万円以上可能
　　　（部数、チラシ数等により異なる）
応募／電話後、お仕事の流れを説明します
　　　初めてでもご安心ください

週1回の配布＝運動で
健康を保ち、そしておこづかいに

委託業務

リビングプロシード 熊本支社
中央区新市街 7-20-2F

（辛島町電停前 交通センター 徒歩3分）
☎096-359-3611 担当：中道

デイサービス・小規模多機能スタッフ・訪問ヘルパー

リビング・ウイル・サポート
介護サービス事業部

東区下南部2-15-11（市営下南部団地そば）
☎096-388-2721

正 パ
無資格でも大丈夫！

当社が資格取得を支援します。
初めての方でも安心して働けます。

【介護スタッフ募集】
小規模多機能、デイサービス、訪問介護
①常勤社員　②パート社員　③登録社員
給／①16万円～　②800円～　③1200円～
時／①8：30～17：30（週休2日）
　　②8：30～17：30（4～8h　週1～5回）
　　③1～4h　週1～5回
交通費支給、各種保険、諸手当

乗車券販売
《時給UP!!　藤崎宮前・堀川駅で活躍》
経験不問、制服・電鉄バス＆電車パス有
時間／6：40～19：10　シフト

休日／日祝、隔週土曜　時給／850円

熊本電気鉄道㈱
北区室園1-1（北熊本駅）

☎096-343-2552 担当：中野

パート

和食レストラン ホール・キッチン
時間／①9：30～　②10：00～　③17：00～　④18：00～
1日3h～　平日のみ、土日のみ可

待遇／交通費規定支給、食事券
制服貸与、時給UP制度
スタッフ向け食事無料、社保（法定による）
※社員登用制度

時給／850円～　他手当あり

希望シフトで働ける
ご希望時間叶えます

祝日・年始・お盆手当（50円/h）

レストラン庄屋 十禅寺店
南区十禅寺 2-8-6 （南署そば）
☎096-319-1221

アルバイトパート

福祉の事務補助
サポート付き　簡単な書類整理等
9：00～16：00の内6h　PC基本必須
長期勤務の方賞与　都合のいい休日可
勤務日は面談時　時給850円～

明徳会
北区明徳町707-1（3号線交通機動隊入口より800m）

☎096-215-9101

社会福祉法人

パート

給食調理
※定年による採用　働き方応相談

時間／5：45～19：15内 3交替制
給／14万5500円+手当1万2000円+賞与
時給／800円　1日～働けます

龍田病院
中央区黒髪 6-12-51

☎096-343-5819 担当：下田

正社員 パート

新事業に伴う、基本データ取得・入力
働き方はご希望に合わせます
お子さん都合のお休みもＯＫ

仕事内容は一対一で
丁寧にご説明します

中央区出水6-2-10

☎096-378-0951 担当：田中

株式会社システムクレオ

内容／全国の都道府県庁にお電話を
　　　して医療法人の決算書を取得す
　　　るお仕事です。電話やFAXでやり
　　　取りをしていただきます。また、
　　　決算書を取得したら、書類を見
　　　ながらEXCELに数字を入力する
　　　お仕事もあります
時間／10:00～17:00
時給／800円
資格／①未経験者歓迎　
　　　②簡単なパソコン操作のできる方
応募／電話後、履歴書送付、面接
休日／日・土・祝日　※応相談

パ ア

①早朝盛付　②お弁当の販売
時給／①740円②800円＋販売手当
時間／①5:00～9:00②9:00～13:00
休日／日曜・GW・お盆・正月連休
待遇／賞与有・車通勤可・雇用保険
仕事内容／①簡単な盛付
　　　　　②決まったルートでの販
　　　　　　売。食事付。要普免
応募／電話後履歴書持参ください。

家庭と仕事の両立可能！
子育て中のママも活躍中！
お気軽にご応募ください♪

秋桜ランチ
東区小山6-4-10

☎096-389-8747 担当：川﨑

パート

充実した待遇で安心勤務
①年齢不問　②未経験でも安心　③シニア世代も活躍

中央区水道町8-6
朝日生命熊本ビル6階☎096-325-1159東福互光株式会社

仕事内容／①当社契約物件の設備に関する点検及び緊急対応業務
　　　　　②一般事務及び分譲マンションの会計等
　　　　　③詳細などお気軽にお問合せ下さい
月給／①16万4000円～20万3000円　②14万円～18万円
　　　③14万5000円～（60歳以下）
　　　※経験・能力等を考慮し、決定します。
時間／①9:00～翌9:00 シフト制（月12回程度）　②9:00～17:00
　　　③8:00～20:00（交代制）　9:00～17:00（土曜のみ／交代制）
休日／①シフト制　②土・日・祝日　③シフト制
資格／経験不問　普通免許（AT限定可）　高卒以上
　　　①シニアの方応援　②20代・30代の方が活躍中
待遇／昇給有　賞与年2回　退職金制度有　転勤なし　
　　　交通費支給（月4万円迄）　社会保険完備　使用期間3カ月有
　　　①夜勤手当（1000円/1回）　応援手当（2000円/1回）　資格手当（規定）
　　　③60歳以上の方は面談にて
勤務地／①②中央区水道町（弊社事務所内）　③西区上熊本　

正社員 ①設備管理 ②事務職③マンション管理員

新規オープン  熊本支店  スタッフ募集
働きやすい職場を作ってください
①作業責任者　②作業スタッフ

〒825-0002 福岡県田川市伊田2339
（株）日美 おそうじプロ

仕事内容／①②業務用エアコン洗浄、
　　　　　　ハウスクリーニング全般
給与／月給①23万円～　②20万円～　
　　　※年に1度昇給あります
時間／①②9:00～17:00
休日／①②シフト制
　　　※土、日、祝日の休み有　　
　　　　GW、盆、正月連休有
資格／要普通免許、電気工事士歓迎
　　　①25歳以上の方　
　　　②20歳～35歳くらいの方活躍中
待遇／昇給有、年2回寸志、退職金有
　　　社会保険完備
使用期間／3カ月
勤務地／熊本市内全般
　　　　※事務所は南区（予定）
応募／電話連絡後、履歴書を郵送して
　　　下さい 10120-174-271 担当：園部

正社員

経験者・未経験者歓迎！
私達が丁寧に指導しますので安心♪
気軽にお電話ください！

ブライダル会場 ①調理補助 ②洗い場 ③清掃
①② 土・日・祝のみ
③ 平日のみ週2日
主婦、学生、Wワーク全て大歓迎!!
①9：00～20：00　6h～　  時給800円
②12：00～22：00　6h～　時給800円
③10：00～15：00　5h～　時給750円
未経験の方もご応募できます
面談時詳細ご案内致します　車通勤可

北区アンジュールハウス ①②③
東区マリーゴールド ②
中央区マリーグレイス ②

㈱マリード
東区秋津新町1-34 アムールパワービル5F

（火曜日以外の11：00～受付）
☎096-331-3550 担当：米原

アパデパ地下 ①販売 ②惣菜加工
和惣菜の魅力いっぱいのカウンター
時間／10：00～20：00内3h～
時間・日数等応相談　経験不問

時給／850円～ 昇給あり　シフト柔軟

平家屋　鶴屋店
中央区手取本町6-1

☎0965-67-3311（八代店）

パ

百貨店 ①接客販売 ②短期催事会場

　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

子育てが落ち着いた世代が
年齢と経験に自信を持って　長期で百貨店で働く

………………＜9/5（水）～9/11（火）　味百選会場＞………………
　時給／1000円～1200円　時間／9：00～19：30　応相談
　土日だけも働けます　交通費全額支給　※学生バイトも多数！！

中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105

☎090-5749-7985 担当：大坪厚生労働大臣許可 43-ユ-010004

40代、50代の人たちが
働きながら自分磨きをしています
●アパレル　●ジュエリー　●宝飾品・時計
●婦人靴　 ●紳士服　　 ●バッグなど

（般） 43-010089
☎096-355-5482 （平日）

まずは無料登録
希望の売場で色々な
経験をしてみませんか

パ 紹

ナンキュウスタッフ

短時間・簡単な事務
3人体制事務・経験資格不要
時間／9：00～17：00内4h～
PC基本操作あり　休日も応相談
時間日数が選べる　時給／850円

県民住宅協同組合
中央区水前寺 4-54-4 （水前寺4丁目交差点角）

0120-1500-78

パ

8月下旬 新店舗スタッフ
おいしさい～っぱいのヒライ
新店につき
効率よく働くことができます

西区池田 1-15-53 （京町台郵便局そば）

全時間帯でご相談ください
①5：00～8：00　　  時給900円
②8：00～17：00　　時給810円
③17：00～22：00　  時給850円
④22：00～　　　 　時給1013円
　制服貸与、車・バイク通勤可
　社員旅行、他面談時
……………………………………………

商品陳列、レジ、惣菜調理
週3日4h～　私生活と両立した働き方

始めてみませんか
●子どものお迎え
●学業と両立したい、など
●決められた接客ではないので
　自分らしく働けます

ご近所にヒライがオープン
幅広く採用中

近隣店舗も紹介できます

0120-01-0234

京町台店

アルバイトパート

事務（内勤）資格不問
月給／15万5000円（別途通勤手当あり）
　　　※賞与支給実績あり
時間／8:30～18:00、休日は原則土日祝
学歴／大卒以上　まずはお電話下さい

北区徳王1-6-52　TKUぷらざ2階

☎096-351-9532 担当：笠田

正

上田事務所
社会保険労務士法人


