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土曜日

＜12＞

活！ 虎ふぐ、岩かき、
やりいか
海鮮和食

GoTo

Eat

味の波止場

自 慢 の 海 鮮 は︑ 注 文 後 に 生 け 簀 か ら 上
げてすぐさま調理︒刺身は必食です！

こだわりの海鮮が楽し

める
﹁味の波止場﹂
︒おす

すめはふぐ︑
かき︑
いか！

天草産のふぐを使った

コースは︑シメに濃厚な

厳選食材とシェフの技が織りなす「ハーフコース」は、入浴付で2980円
（税込）

ふぐ雑炊まで楽しめま

〔中央区下通1-5-26〕

す︒ 旬 の か き は 大 き く︑

●
同仁堂
下通

花畑町

●
●
吉野家 伝

酒場通り

銀座通り

プリッとした食感︒人気

味の波止場
●第一RIKIビル1階

西日本シティ銀行
●

のいかは呼子直送︒甘く

濃厚ないかは︑噛むほど

カラオケ
BIG ECHO
●

●ローソン

桂花ラーメン●

う ま み が 溢 れ 出 し ま す︒

個室は２人〜利用ＯＫ︒

〝Ｇｏ Ｔｏ イート〟食

事券可︑ホットペッパー

予約でポイント付与も︒

熊本県産の素材を使用した本格フレン
チは絶品です︒ぜひご賞味あれ

贅沢な

毎年好評の周年祭が今

年も人気です！

コースが感謝価格で楽し

めます︒さらに応援フェ

アも開催中︒上質な肉が

特別価格でお腹いっぱい

分

味わえますよ︒ディナー

時

時は︑駐車券提示で５０

０円キャッシュバック︒

【虎ふぐ三昧全10品】4500円
刺身、焼き、唐揚げ、鍋、白子、
ひれ酒、雑炊など
（飲み放題120分＋2000円）
ほか飲み放題付コース6000円〜
問合せ／ ☎096(322)9530
営業時間／17:00 〜 23:00
（22:30os）、不定休 ※税別

全メニューに無料でサラダバーが付いてくる！

熊本市推奨コロナ対策認定店

ホテルの美食と温泉を愉しむ新コース登場！GoTo
牛飼育からこだわる、安心安全 ハンバーグ
Eat

Eat

10120-773-505

受付/9：00～18：00（平日）

二次元バーコード
からも応募可能です→
九州BPOセンター

検索

熊本の伝統工芸作
りに挑戦しよう！

中央区大江 3-1-66

肥後象がんのアクセサ

●インフルエンザ予防接種費用4000円まで実費負担あり

交通費、社保完備、駐輪場あり
コロナ対策実施中！
もうすぐスタートです！
お早めにご応募ください

リーを︑自分で作れるっ

10月～最大11月までの期間限定

講座では︑熊本の伝統

期間限定！ 平日5日勤務！ 締め切り間近！
未経験者大歓迎 交通費規定支給 基本土日祝休

●レッフェル武蔵ケ丘店 ☎096
（348）4129
（370）2151
●レッフェル流通団地店 ☎096
営業／11:00〜22:00
（21:30os）
、火曜休 ※2店共通

肥後象がん＆シルバー
リビングカルチャーセンター
はません校
←講座の詳細はこちら

給食調理 ①全般 ②補助

パート

事務補助

資格経験は問いません 正社員登用有
時間／9:00～17:00内希望は面談時
休日／土・日・祝他 資格／普通免許
主に会計書類チェック、入力知識不要
◆昇給・賞与・通勤手当 時給900円～

熊本大学生活協同組合

龍田病院

藤本知也税理士事務所

中央区黒髪 6-12-51（黒髪バス停徒歩4分）

南区江越 1-10-3（カメラキタムラそば）

☎096-343-5819 担当：下田
パ

人と車にやさしいをテーマに
無人パーキングシステムによる
快適な環境を考える企業です

西区島崎 1-20-25（ゆめマート島崎そば）

☎096-352-0019 平日18:00まで

時/9:00～18:00実働8h ～16:00、～17:00も可
給与/16万円～＋資格手当
各種保険、交通費1万4500円迄
《PC Word・Excel操作》資格、実務経験不問
前職保険業、損保代理店の職歴が活かせ
長期安定しキャリアを積める仕事です

昼間は900円 夕方～1200円
P無料・制服貸与・各種保険
交通利便 3号線沿い
応募、
面談、
スピード採用!!

パート

中央区本荘町 684-1
ハウベスト本荘202（熊銀寮そば）

☎090-8916-2332 担当：後藤
ご経験に応じて考慮します
丁寧に教えます 難しくありません
保険を学んでみませんか？

保険代理店

☎096-375-4340

春夏冬休みあり 大学生寮での食事づくり
うれしい 賞与もあり
和気あいあいで 楽しい職場
専従やWワークなどもOK

(株)アメニティ
ホールディングス

シフト又は週2日～、1日3h～5h多数
経験は必要ありません 《中高年も歓迎》
ご家庭の延長で大丈夫です

西区池田 4-18-3（崇城大駅徒歩3分）

☎096-323-7577

週3日～可、土日はお休み

新規OPEN事業部ですので
沢山のご応募お待ちしております

学園大近くで働きやすい！
週ごとのシフト勤務OK

㈱九州教育研修センター
ホームページ作成事業部

休み/4週8休

●無資格 ●経験不問 幅広い年齢層の
男女が多数活躍中《 厚生年金完備 》や
《 賞与あり 》年齢を気にせずご応募を!

パート

解析事業部 人事課 ウチダまで

看護助手」

通勤手当は規定に応じて
５万５000円まで支給
即日、
面談いたします
独立行政法人

国立病院機構熊本医療センター
中央区二の丸1-5

☎096-353-6501

内線5621 阿南 事務部管理棟

看護助手募集

未経験歓迎 無料駐車場あり
時間／9：00～13：00 月曜～土曜
時給／900円 別途通勤手当支給
休日／日曜、祝日、医院指定日
時間・曜日：要相談 資格不問

竹下外科整形外科医院

中央区大江 1-2-19-2F

10120-966-217

10月入職!! 「チーム医療の一員

①看護ケアのアシスタント業務
時間/7:30～19:30の6hまたは7h
※週32h勤務 ※日数は相談できます
社保完・有給休暇など安心の福利厚生

㈱ハンズ熊本

中央区本荘 6-8-7（本荘小そば）

時間／①6:00～10:00 ②16:30～21:45
時給／830円～+規定交通費※昇給あり

時給／1000円
時間／13：00～18：00 週3日
休日／土日 シフトは週ごとに変更可能

時給/910円＋通勤手当

美妓（ミキ）フーズ 有限会社

●食事付 ●車通勤可 ●休/日祝ほか学校休
働き方はお気軽にご相談ください
調理、盛付け、片付け、洗浄など

電話の取次ぎ業務とPC入力業務です
PCを少しでも操作した方でしたらOKです
初心者の方も歓迎します

パ

約45食程度をチームワークで
朝・昼・夕で提供しています
接客は行いません、
お気軽に!!

損害保険に係る 電話対応と書類作成などの事務

●平日のみ 休/土日・祝 残業ほぼナシ
●急な休みもフォローできる職場環境

♦洋菓子ケーキ工場
♦短期♦長期♦
とっても簡単!

電話応対・PC操作

「まずは簡単なお手伝いから、
スタート」
30代～60代の主婦・シニア活躍中です

正

☎096-327-8372

学校寮での《給食》調理補助・盛付・洗浄

時間/①9:00～14:00 ②14:00～18:00
制服あり、規定内交通費もあり
休み/ご希望お聞きします 時給/850円～

明工計装 株式会社

パ

南区

資格や経験は不要です
マイカー通勤ができます《実働5h》
午前午後のシフト 週4日、時短も応相談

10代～60代と幅広く現100名活躍中
ペア、友人同士でもご応募できます
㈱フランドール
…………………………………………
北区室園町2-26（ミスタードーナツよこ）
●洋菓子の製造補助 ●梱包と出荷
☎096-345-9511
時給/900円（8:00～17:00）高校生同一賃金
平日9:00～18:00
時給/1200円 手当込（17:00～22:00）

郵便物仕分・入力・書類点検・電話照会等

てカッコイイですよね！

中央区出水 7-662-1

☎096-214-3287 担当：波多野

ゆめタウン
光の森

梅の花 熊本店

あのハンバーグの名店

湯葉と豆腐の店

工芸﹁肥後象がん﹂の奥ゆ

かしい美しさと︑現代の

シルバー・彫金が融合し

時給/900円～スタート
1日3h～、
土日勤務手当支給
履歴書なしで面接ＯＫ

週4日、
シフト自己申告制、休みは相談
フリーター、学生、主婦、男女問わず

﹁レッフェル﹂がＧｏ Ｔ

ポプラ

週2日～1日3h～

ｏ イ ー ト 対 象 に︒ 自 慢

の３種のハンバーグがお

☎096-245-1115 担当：原

時間/8:00～22:00内5～8h応相談
①ちょっと早めのフルタイム 8:00～17:00
②ゆっくり午後からフルタイム 13:00～22:00
③夕方から5hの時短 17:00～22:00

レッフェル
武蔵ケ丘店

中央区黒髪 2-40-1（熊大キャンパス内）

ケーキづくりのサポート 製造補助と箱詰め

みんなで分担されていて
難しい作業はありません
《多数採用します》衛生管理万全
経験や資格、年齢は一切問いません

●

正:4週8休 賞与約5カ月 時給950円
①給与/14万7500円+手当1万2000円
時間/シフト制 福利厚生充実
②手当有 時/15:15～19:15 4h 休/面談
長期雇用を目指します 入社日相談可

初心者大歓迎、手順お教えいたします

北区四方寄町1281-3（バス停より徒歩1分）

①郵便物の仕分けや受付など A10/22～11/10
時給／950円
②データ入力 A10/21～11/30 B10/22～11/30 時給／1050円
③書類点検 B10/26～11/19または10/26～11/29
時給／1000円～1100円
④電話照会 B10/22～11/29または11/9～11/30 時給／1300円
…………………………………………………………………………
時間／①②③④ 9：00～18：00（実働8h）
勤務地／A熊本駅前センター：西区春日 1-12-10
B九州BPOセンター：中央区大江 3-1-66
休日／基本土日祝
待遇／労災、雇用保険

たアクセサリーや置物制

北部病院

得に味わえちゃいます︒

医療法人社団 原武会

作にトライ︒経験者から

時間/①9:00～17:00 ②10:00～ ③11:00～
④午後～など、5h内で希望をお聞きしながら
柔軟に決められます 休/土日・祝ほか

【Go To Eat】食事券利用可 ※ポイントが付くネット予約は非対応

「牛100％網焼きグリルハンバーグ」1319円〜
「アボカドハンバーグ弁当」1187円 ※価格は税込

〒

正 パ

電話対応・伝票処理・データ入力

時給/900円～＋手当別途あり
事務経験や簿記3級程度の知識のある方
アシスタント業務です《 ブランク可 》

パート

住い探しの事務手続き

学生アパート契約業務 ※男女不問
時間/10:00～18:00のシフト 面談にて
PC操作のデスクワーク事務で
入居者、退去支援に係る報告書作成
時給/800円 休み/シフト 経験不問

☎096-343-6351（平日のみ）

短期スタッフ
最終募集

待遇／交通費月1万5000円まで支給
制服貸与、社会保険制度あり
社員割引制度あり、面接時履歴書不要

②介護

６カ月後 「入職祝い金支給」
正社員10万円 パート実績により支給
年間休日108日 正：賞与3.2カ月

九州自動車道

☎096-388-6116

カリッと香ばしい焼目

時間／10：00～15：00（昼）
17：00～22：00（夜）
週2日～、1日3h～
土日勤務は週1日～ＯＫ

パート

英進館
●

〔北区武蔵ケ丘1-4-5〕
初心者までレベルに応じ

懐石料理を中心とした和食レストラン

FAX096-312-3153

●無料Pありマイカー通勤可 ●制服貸与ほか
頼れる先輩が丁寧にお教えいたします

東区戸島 7-4-1

ホール・キッチン業務

担当：森本

☎096-359-3412

の﹁網焼き﹂︑旨味たっぷ

②《デイケア及び病棟》日勤・夜勤応相談
給/無資格15万円 介護福祉士17万5000円
時給/880円～ 時/8:30～翌8:30 手当有

TKUヒューマン

り﹁合い挽き﹂︑ジューシ

ベストスイミングクラブ
戸島校

院内学童スペースあり ①看護助手

①《50床療養型病院》資格経験不問
多職種と連携での看護補助業務
給与/15万5000円～＋資格手当
時/8:30～17:30《日勤》実働8h
夜勤希望者は、6500円/1回 別途手当あり

ア …アルバイト

フロント業務

平日/15:00～19:30 土/9:00～15:30
1日3～4h 週20h程度
入社後3カ月時給790円
経験不問 時給820円～交通費あり

受付／9：30～17：00

パ …パート

パ

て指導︒親切丁寧に教え

FAX050-1351-3763

契 …契約社員

てくれるので︑手先が不

担当：藤本

☎090-7167-9774

☎096-367-7777 担当：ミヤザキ

契

器用でも安心ですよ︒

広告の
お申し込み

エフ・ツー

正 …正社員

肉のドッキン市
●
武蔵中央通り
●
●
きずな
整骨院

武蔵塚駅

〔南区流通団地2-6〕

＊別途入会金3300円、教材費

株式会社 峰寿司

パ ア

済生会
●
病院 ●
スズキ
ファミマ
●
東バイパス

＊見学できます！ ※税込

次回掲載は
11月7日号です

正 パ

3

●
サンリブ
くまなん
平成大通り

●お得なランチメニュー
（1500円・温泉利用なし）
も多彩！

木村
●

レッフェル
流通団地店 ●

日時／火曜①③
13:30 〜 15:30
受講料／ 3360円
講師／麻生 翼

パート

ー さ ダ ン ト ツ の﹁ あ か

写真は
「ハーフコース
〈館内温泉付〉」…2980円(税込)
（前菜・サラダ・スープ・ステーキ・パンorライス・デザート・
ドリンク）※温泉利用の場合はタオルを持参ください

住所／熊本市南区田井島1-2-1
ゆめタウンはません本館2階
受付／ 10:00 〜 19:30
（日曜〜 16:30、祝日は通常営業）

ホール ランチ

牛 ﹂︒ ど れ も 家 庭 で は 出

【Go To Eat】食事券利用可 ※ポイント付与ネット予約は非対応

☎０９６
（３７０）
１１１２

東区昭和町 8-22

平成けやき通り

肥後象がん＆シルバー

接客全般 《勤務/三年坂通り支店》
時間/10:30～15:00 土日・祝勤務歓迎
無理なく時短3～5h 日数は相談下さい
時給/900円 経験は問いません
子育て中の方、
シニアも活躍中

せない旨さです︒テイク

平成駅

【お問い合わせはコチラ】

パ ア

アウトも可能︒食事券を

持ってお店に急げ！

入れた美食は︑語らいの

時間をいっそう特別なも

を愉しんだ後は︑温泉で

広 東 料 理など中 華
も加わりました！

日々の疲れを癒して︒お

のに⁝︒おいしいひと時

９月のリニューアルに

検索 ←

昼も予約がベターです︒

司ロイヤルホテル

伴い︑メニューが一新さ

☎0968
（73）8888

れ た﹁ レ ス ト ラ ン 四 季

ランチ＝11:30〜15:00
（14:00os）
ディナー＝17:30〜21:00
（20:00os）※夜は要予約
住所／玉名市立願寺50-1

庭 ﹂︒ 西 洋 料 理・ 広 東 料

種類のランチ＆コ

理のシェフ達が選び抜い

た︑
10

GoTo

レッフェル武蔵ケ丘店・流通団地店

四季庭

司ロイヤルホテル
ースがそろいます︒中で

お得な早割プラン 通常7150円→6000円
ワイン付 通常7480円→6300円

営業／昼＝午前

が登場！

小学生……2420円 ⇒ 1210円
4歳以上 …1100円 ⇒ 550円

Eat

・フレンチフルコース（牛ヒレ肉ステーキ増量可）5500円〜
・極上あか牛ヒレステーキコース
（フォアグラ付き）6600円〜

もオススメは︑館内温泉

【10/26 〜 31限定】

ハロウィン特製
オードブル

七彩

フランス料亭

GoTo

【お肉屋さん応援！ フェア】

風情豊かな美しい庭園

ホームページからのネット予約はコチラ⇒

30

プレミアム付食事券OK！

・お昼のフルコースA
3400円→3000円
・厳選素材コース
1万1000円→8800円
・七彩スペシャル
8800円→6600円
・同店自慢のグルマンコース 5500円→4400円

付きのフルコースです︒

お得!!

【料金／税込】※当日飲み放題は+1650円〜
大人……5500円
シニア…5170円
ネット予約なら大人・シニア通常の10％ OFF

30

10

11

2020年10月17日

【移転7周年特別サービス企画】 ※要予約、税込

と一皿ひと皿に旬を取り

10月31日 ま で 開 催 中 ※120分 時 間 制
17:00 〜 21:00（最終入店20:00）

30

分︑水曜休

し ゃ ぶ 風 や ち ら し 寿 司︑

ハンバーグなど︑ごちそ

【 本ズワイ蟹とアンガス牛ロースの
食べ放題と秋の収穫祭】

〜午後３時︑夜＝５時

Eat

﹁早割プラン﹂は︑２時間飲み放題付き︒グループ全員で利用︑
各種割引対象外︒写真はイメージ

と話題

甘いもの好きを虜にす

うがずら〜り︒

る︑ハロウィン仕様の絶

品スイーツも登場︒さら

右記参照【要予約】

GoTo

旨い蟹と熱々牛ステーキ︑食の収穫祭！

贅沢すぎる！

騒然︒フォンタナの﹁本

ズワイ蟹＆アンガス牛ス

テ ー キ ﹂ の 食 べ 放 題 が︑

さらに充実の内容に︒

●紫いも・栗・かぼちゃ⁝
愛らしいスイーツが勢ぞろい

10月は
子ども料金

半額

に︑期間限定で特製オー

飲み放題付き﹁早割プ

ドブルも加わります︒

ラ ン ﹂ は ６ ０ ０ ０ 円 〜︒ 予約・問い合わせ

①②「阿空」上乃裏・下通
③yoka-yokaサクラマチ店
④肉食堂よかよか サクラマチ店
＊15:00までは500ポイント、
15:00〜1000ポイントが付与！

☎０９６
︵３２６︶
５００２

【Go To Eat】
ホットペッパー予約は下記4店舗

予約は
ここから！

数分︵ 人まで︶×お昼５

００円分︑夜は１０００

円 分 の ポ イ ン ト ゲ ッ ト︒

詳細はホームページを︒

肉工房三協／西区田崎町

10

Ｇｏ Ｔｏイートのプレ

検索 ←

ブランドあか牛
甲誠牛をお得に！

必食は自社牧場で育て

11

たブランドあか牛﹁甲誠

※1枚で1個、R2.11.30まで

☎０９６
︵３５２︶
７５５５

1個プレゼント

４３０ノ ︵田崎市場内︶

ハンバーグ

肉本来の甘みが

あか牛甲成牛牧場

牛﹂！

自宅で
楽しむ

際立つ柔らかで上質な高

家族で︑夫婦で︑友人

あか牛の三協グループ
「阿空」（上乃裏or下通）or
サクラマチ2店舗での食事で

級肉を︑この機会にぜひ︒

と⁝久しぶりの外食でお

店選びは大切︒同グルー

プならシーンに合わせた

お店が多彩です︒しかも︑

右記４店舗ならホットペ

ッパーからの予約で︑人

COUPON

あか牛の三協

※前日午後５時までの予約
制︒予約がない場合は︑休業
となります

あか牛の三協グループ

ミアム付食事券で︑お得

まろやかな赤身と旨み…
「あか牛」なら三協！GoTo
Eat

に楽しみませんか？

街なかから阿蘇まで、プレミアム付食事券は全10店舗の系列飲食店で使えます

２種のソースでいただ

不可

レストラン フォンタナ
く本ズワイ蟹は︑旨みも

フェリーチェ 利用可

甘みも申し分なし︒ヘル

利用可 予約可 ●ホットペッパーグルメ
（11月の予約から）●食べログ

シーなアンガス牛は︑網

予約可 ●ホットペッパーグルメ
●食べログ

焼きのステーキで出来た

光琳

利用可

てが楽しめますよ︒

サンシエロ

食べ放題の醍醐味はま

食事券 オンライン予約によるポイント付与

ザ・ニュー ホテル 熊本
だまだ︒寒ブリのしゃぶ

ニュースカイ内「Go To Eat」利用一覧

本ズワイ蟹×アンガス牛 が食べ放題

分〜９時

Eat

ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ
サンシエロで開催中︑ローストビーフな
どが食べ放題の
﹁オーストラリアフェア﹂

GoTo

大盛況！ ハロウィン限定のスイーツ＆オードブルまで好きなだけ

住所／中央区上通町４ノ

レストラン3店で利用可能

くまもとの加盟店を紹介
☎０９６
︵２７７︶
１２３７

﹁Ｇｏ Ｔｏ イート﹂を

利用するなら︑ホテルメ

イドの料理でプチ贅沢！

ニュースカイ各店では食

事券利用や予約によるポ

種以上の

イ ン ト 付 与 も 可 能 で す︒

サンシエロは

人気メニューがそろうラ

ンチブッフェや復刻した

花 畑 レ オ ド ー ル カ レ ー︑

光琳は厳選素材の季節の

懐石︑フェリーチェはラ

ンチセットがお勧め︒

☎０９６
︵３５４︶
２１１１

25

Go To Eat キャンペーン

土曜日

中央区大江 5-4-24

☎096-372-6411 担当：竹下
パ

家事代行サービススタッフ

損害保険加入・車通勤可・交通費支給
勤務地/合志市・菊陽町・熊本市
時給/研修中800円～、研修後1000円～
時間/9：00～17：00の2～4h程度
週1回～、時間・曜日応相談 研修あり

CLEAN LIGHT
中央区新大江 1-26-27

10120-897-153 担当：大石

