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おうち焼肉で、Let's 豚活！
JA熊本経済連
※画像はポスターイメージ

日
︵月︶
まで豪華

賞品が当たる﹁豚活キャ

くまもとＳＰＦ豚・く

【２/28までキャンペーン】
総計229（ブタニク）人に当たる！

ンペーン﹂
が開催中です︒

まもとのりんどうポーク

の商品パッケージに付い

ているブランドシールを

２ 枚 集 め て 応 募 す る と︑

無煙ロースターグリルや

ブランド豚肉焼肉セット

等 が 抽 選 で 当 た り ま す︒

県産豚を食べて元気に！

︶
４１１６

商品はスーパー各店へ︒

☎０９６８
︵
26

2022年2月5日
トンカツ

詳細コチラ↓

①くまもとSPF豚シール２枚
②くまもとのりんどうポークシール２枚
③両方のシール１枚ずつ（計２枚）
①から③のどれかを貼って応募すると

「無煙ロースターグリル」などが抽選で当たります！

アクセラ株式会社

節（とき）
ナーサリー 学伸
中央区京町本丁 10-6

委託給食

有限会社 トマピー
北区高平 2-9-25-205号

☎080-9050-2041 担当：のなか

医療研究施設内

30代～50代まで幅広く
力を貸していただいています
勤務／中央区本荘 月～金の平日
時間／9：00～16：00
勤務日・時間は対応させていただきます
時給／900円 通勤手当あり
社保完、寸志年2回
電話後履歴書郵送、後日面接となります

洗浄・清掃業務

九動株式会社

〒841-0075 鳥栖市立石町惣楽 883-1

☎0942-50-6755 担当：大塚

「70代まで幅広く」バランスよく在籍!!
給与/21万円～26万円+夜勤手当+交通費
❶夜勤手当1万2000円 ❷皆勤手当
❸職能手当など充実の待遇で歓迎
時間/8:30～17:30・16:30～翌8:30

●すぐにでも、
やがて、6カ月以内などお気軽に!!
登録～就労まで丁寧にサポート
❶じっくりお話をお聞きします
❷就労中も日々バックアップ
❸長期的なお仕事をご紹介など
スポット～長期まで
■ご相談→納得→登録→手厚いフォローアップ
就業スタイルの選択◎
●専門知識がなくても、販売のプロとして活躍
ちょっと
■扶養内～実働7.5hで応相談 ■交通費全額支給
時間/9:00～19:30 休み/希望シフト
聞いてみませんか
↓来社ナシで登録
感染対策を行いながら、皆さん活躍中
中央区京町1-14-8

☎096-355-5482（平日）
☎080-5263-0324 担当：大坪
パート

時給/1000円（試用期間1カ月は830円）
時間/10:00～16:00の間で応相談
休日/週2～3日
≪応募≫ まずはお気軽にお電話下さい
働き方等ご相談下さい！
女性や家族連れが入りやすいラーメン店です

契

未経験者や50～60代の方も
大歓迎です！
日・祝日出勤できる方募集

株式会社 ニシジマ
北区龍田 6-9-17

☎090-5949-5222 担当：西島

景品交換窓口業務（窓口でのお顔は見えません）

扶養の方も大歓迎！
！ 未経験者大歓迎！
！
時間/①9：00～17：30 ②17：00～23：30
月に10日以上の休みあり
詳細面談
1日7.5時間程度、早出遅出の交替制
内容/持参のカードを座って交換
単純作業でノルマはありません
給与/日給月給制 ※面談にて
※簡単な拭き掃き清掃あり

契

スカイハイツ1105

厚生労働大臣許可 43-ユ-010004
（般）43-010089

調理 兼 接客スタッフ募集

【勤務地】合志市竹迫（アンビー熊本内）
亜和麺 アンビー熊本店

座って交換する裏作業
14～20日勤務できる方
30～60歳代・元気な方活躍中
スロット専門店

スイカドーム 植木店
北区植木町 140-5（北区役所より車1分）

☎096-273-1880

給付金等の書類審査や電話対応等の官公庁事務

・電話対応・審査業務・入力業務・書類整理
・その他付随する業務などをお願いします
勤務地/熊本市中央区神水（県庁近く）
時間/9：00～17：00（休憩60分）
期間/即日～3月31日
休日/土日祝
給与/時給1200円+規定交通費
待遇/雇用・労災保険（社会保険は相談可）
車通勤相談可（駐車場有料：月5500円～）

再就職し たい世代も 、早期に解決♪

日給8700円～
9000円

即日勤務可能！！
未経験歓迎！ サポート充実◎
人気の官公庁関連のお仕事

（株）TKUヒューマン
北区徳王 1-6-52 TKUぷらざ2F

☎096-359-3412
担当：岩田（いわた）

正 パ

ナンキュウスタッフ

経験不問

①正:17万4800～20万円 パ:時給1000円～
（正）7:00～20:00 実働8h
（パ）8:00～17:00、8:30～17:30、9:00～
18:00のシフト制 時短相談可
②献立に沿った調理 アレルギー面の対応
17万600～18万5000円（経験考慮）
時間/8:30～17:30 昇給・賞与あり

パ

☎096-351-2886 担当：大河内

北区龍田1-3-10（立田阿蘇三宮神社そば）

☎096-348-7700 担当：緒方

日勤夜勤の月4回2交代勤務
年間休日108日 生活リズム◎
院内置食おかん設置100円!!
医療法人社団 原武会

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

契約

●熊本駅そば●

◆接客ナシ ◆経験不問
◆Wワークや60代以降世代歓迎

正

◆介護老人保健施設◆

北区龍田1-3-10（立田阿蘇三宮神社そば）

☎096-348-7700 担当：緒方

事務・電話対応

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）

10120-1500-78

シフト自由 簡単な仕込み・洗い物・開店前の準備
コロナ休業補償対応あり
台拭きなどで、
単純作業
接客はナシ
【時給900円】

株式会社 酒湊（さかそう）
中央区新市街 4-18 松下ビル1F～4F

☎090-8414-9235 担当：古賀

①レストランホール ②物産館レジ・品出し

年齢の近い世代の学生～シニアまで在籍
●週1～時短で、短期・長期の条件重視
①調理業務ナシ 平日、週末のみも◎
11:00～20:00 17:00～20:00 3h～
②実働4～8h 土か日のみも◎
8:30～17:30 9:30～18:30
◆制服貸与 ◆扶養内勤務可 ◆まかない
◆交通費 ◆昇給 ◆扶養内 ◆無料駐車場
皆でフォローし合い丁寧に対応しています
日数時間は希望を優先
あなたの強みを活かしていただき
地域社会に貢献しませんか
…旭志牛レストランと地元産品物産館…
①②時給/830円～ 880円～（18:00以降）

昼食・夕食提供 【調理員】

収入を増やしたい
就職までのつなぎ
無理のない範囲で働けます

光の森から車で15分!!

皆さんが楽しくなり
すぐに覚えます!!

道の駅 旭志
こんなところ！
！↓

菊池市旭志川辺1886
（JA菊池となり）

☎0968-37-3719
正社員

男女営業募集

同窓会事業のマネージメント業務
高校・大学同窓会名簿編集やサポート等
給/21万円～歩合+手当 普通車免許必須
9:00～17:20（土～12:00）未経験歓迎
休/日・祝・隔週土・年末年始・夏季休暇

❶昼60食 9:00～15:00 実働5.5h
昼か夕、
昼夕など組合せ◎
❷夕20食 15:00～19:00 実働4h
少日数へも対応◎ お気軽に!!
勤務/就労支援施設内厨房《西区・二本木》
850円+交通費ほか 休/土・日・祝
家庭料理をされている方◎ シニアも◎
和やかな雰囲気の中で 協力し合い
魚国総本社九州支社
4人体制で、分業しています
㈱旭出版
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） 上益城郡益城町広崎 497-2（健軍電停より7分）
〇男女年齢・経験・資格 〇知識不要
「車通勤」
「JR・バス・市電」 いずれも可 ☎096-349-7815 担当：佐藤・宮崎
☎096-289-1300 担当：タナベ

正

清掃スタッフ急募

勤務地/熊本学園大学（大江）
時間/8:00～16:30 時給/850円～
各種保険完備、マイカー通勤可
制服貸与、未経験者大歓迎
休日/日曜・祝日
時間・日数応相談

正

木造住宅 管理及び見積

経験・資格不要 適正な指導あり
時間／9:00～18:00 実働8h
待遇／社保完、各種保険、賞与
給与／30万円～ 詳細面談にて
自己都合取得の月6日休

熊本綜合管理 株式会社

県民住宅協同組合

東区石原 1-11-24

中央区水前寺 4-54-4（水前寺4丁目交差点角）

☎096-389-1122 担当：佐藤

①保育士 ②栄養士

①②週休2日 有給・産休・育休あり
各種保険、
駐車場有、
制服貸与
お子様と一緒に入園OK！

保育園こくあ
中央区通町34（慶徳校前電停徒歩3分）

☎096-355-5232 担当：内村

❷阿蘇駅内 ななつ星搭乗者専用
レストランで毎週水曜と日曜勤務
時間/8:30～11:30 時短の3h
❸ヤマダ電機 阿蘇店 57号線沿い
土日含む月10日勤務 主にモップ掛け
時間/9:30～12:30 実働3h

●規定交通費あり ●車通勤可 ●制服貸与など
扶養内で働くパートさん募集
友人知人と交互に勤務も可 掛け持ちOK!!
ご近所で「午前少しだけ」OK!!

日勤 8:30～17:30 夜勤 16:00～翌9:00
4週8休 シフト 未経験も経験の浅い方も歓迎
●男女年齢不問 ●残業ナシ ●パートも可
❶給与/17万5100円～+夜勤手当7500円/回
❷給与/16万7600円～+夜勤手当6500円/回
待遇/昇給、賞与、社保完、退職金あり
資格や夜勤手当が充実しました
パート希望は条件重視 扶養内勤務可

パート

検索←

土日祝勤務 パソコン操作できる方
どなたも活躍できる職場です
時間/10:00～17:00内希望優先
時給/850円 勤務/週3日～応相談
子育て中、中高年の方も歓迎です

（株）クリーンエンジェル

パ ア

（株）クリーンエンジェル

●中央区帯山 ①清掃 ●阿蘇市 ②食器洗浄 ③清掃

❶ヤマダ電機 本店 国体道路沿い
土日含む月に15日勤務 モップ掛け
時間/9:00～13:00 実働4h
季節問わず快適な店内 月15日で4万9000円

リビングくまもとWeb

①ランチ・ディナー 大募集
席へ案内→注文個数記入→
配膳→会計→片付け
②レジでピッ、棚に商品補充

シニアにも無理のない
日常清掃 退職後の方歓迎!!
時給❶830円 ❷900円

3月開園 中央区保育園

0～2歳児の小規模保育園

←テイクアウトまとめ記事は

へ！
「リビングくまもとWeb」

●マイペースで接客なし ●休みは融通◎
●平日のみ、週末のみ働きたいなども◎
●美味しい賄いあり ●労災 ●紹介手当
お昼は40～60代ミドル、
シニア世代歓迎
時間/10:00～17:00 ※3～6hで週2～5日
副業・Wワークで未経験の主婦さん多数
学生さんも30代もスキマにバイト!!
勤務/下通り 市電辛島町 サクラマチ交通便利

療養型病棟 ◆看護師◆ 院内学童無料スペースあり

転職、職場復帰、
ブランク、新卒など
スピード面接にて 即時採用
入社祝い金10万円支給いたします

人々の健康と福祉に貢献

あなたの興味と強みを活かして
楽しんでもらえる お仕事が多数
●アパレル ●アクセサリー ●靴 ●バッグ
●コスメ ●食品 ●生活雑貨 ●ラッピングなど

自分のペースで進められます
制服貸与だから汚れを気にせずお仕事
●規定交通費 ●車通勤可 その他面談にて

正

※週3日勤務や
10:00～15:00勤務等
お気軽にご相談ください

勤務日数いろいろ 百貨店内全館での接客

❷午後から週1日 終わり次第終了
【国道3号線】四方寄交差点そば
時間/土曜13:30～17:00 実働3～4h

熊本リビング新聞社

男女社会人元気な限り働けます
適度に身体を動かし健康維持!!
全世代歓迎!! ❶❷830円

パ ア

◆北区◆短時間清掃 ①直売所内 ②内科クリニック院内

子育てが一段落し た世代も♪

パ 紹

10～40食と少人数です
時給850円+交通費、
昇給
賞与・有給あり シニア歓迎!!

パ

❶平日の週2～3日できる方 実働4h
【植木】平田機工そば 時間/7:00～11:00

テイクアウトの
まとめ記事完成！

パート

長期の塾講師

北区麻生田 3-16-65（麻生田郵便局そば）

☎096-277-5920

﹁コロナで外食しづら

❶鶴羽田 ❷植木 ❸宇土市花園
時間/6:30～18:30 応相談
❹上南部 時間/9:00～18:00 応相談

パ ア

1日2～4hOK/大学生・社会人活躍
①中学生 得意な１教科でも可
時給/1300～1500円 1～2人の指導
②小学生 時給/1200～1500円
「都合に合わせ時短で働く」資格不問

土井医院

☎090-6899-0541 担当：土井

テイクアウトでおうちご飯

分譲マンション 定期清掃員 ◆中央区◆ ◆西区◆

公共交通機関での通勤になります
●床、手すり、
ガラス拭き ●廊下など
フォローあり すぐに慣れていただけます
❶週2～働ける曜日で勤務 休/事前自己申告
【中央区】新水前寺駅そば 9:00～12:00 実働3h
❷週2～で平日シフト勤務 休/日・祝
【西区】熊本駅そば 9:00～13:00 実働4h
●規定交通費 ●制服貸与 その他面談にて

南区銭塘町 2029-5（アクアドームより車10分）

●北区 ●東区 ●宇土市 高齢者施設/食事づくり

メニューに沿ってまずは盛付・洗浄
慣れて、切り込み、味付けなど
◎都度シフトは遠慮なく相談
◎当日の急なお休みにも対応
◎半日、扶養内、
フルタイム可

在宅内職 箱組立・封入など

自宅でお手軽副業‼ 1日4hスキマに‼
給与出来高制 《シール貼・封繊・袋入》
ご自宅～当社間を持ち運びできる方
倉庫内軽作業もあり お気軽に電話を!!
お仕事についてはご相談ください

い︑でもおいしいご飯が

☎096-367-7777 担当：タカミ

委

食べた〜い﹂そんな日は

受付10：00～20：00

◆正 ◆准 外来看護師

扶養内で時間・曜日はご相談下さい
①8:45～12:30 ②14:30～17:30
休み/日・祝・火曜土曜午後 他応相談
ママさんナースに理解のある医院
時給/正看1200円 准看1100円

リビングくまもとＷｅｂ

峰寿司 本店

東区昭和町 8-22

パ

の︑テイクアウトまとめ

配達員

☎096-359-3412

記事をチェックして！

出前

柔軟に、都合よく ◆長期・短期◆
時間/9:00～20:00内スキマ時間
社用車で近隣の30分圏内が主
シニアもフリーターも主婦も歓迎
中抜けできます 時給/900円～

担当：森本

今までのブログからテイ

☎090-7167-9774

アルバイト

パ

TKUヒューマン

担当：藤本

クアウトできるご飯やス

お申込み

エフ・ツー

イーツをまとめていま

パ …パート ア …アルバイト 紹 …紹介

パ

す︒意外と知らなかった

インスタや某ニュース

正 …正社員 契 …契約社員 委 …委託業務

お店も多いはず⁝︒

アプリでブログ情報を

☎０９６
︵３５９︶
３３１１

ぜひフォローして
ください♪

アップ中︒そちらもぜひ︒

Web更新情報を
インスタグラムでも
お知らせしています！

①准看護師

②介護職

❶夜勤5回 月収21万2600円～
❷夜勤5回 月収20万100円～
あなたの働き方に寄り添います
介護老人保健施設

ひらせ記念リハビリ苑
合志市福原 3111（アンビー熊本車2分）

☎096-248-7100 担当：澤田

10120-1500-78

パ

お弁当のルート配達

定期予約でルートを覚えたら楽々！
時給/1200円（自車手当含む）
時間/9:15～12:00 13:45～17:00
シフト制、AM・PM選択可、両方可
慣れた自分の車で配達（軽可）

宅配クック123 熊本中央店
東区尾ノ上 1-34-7

☎096-387-4880 担当：まるおの
❶821円
❷1000円
❸821円
知り合いの方へ
紹介ください◎

株式会社 千代田
菊池郡大津町室 1011-1

☎090-8627-1744 担当：家入
パ ア

正社員 パート

給食調理

無料P 福利厚生充実!! 年齢さまざま
①9:00～13:30
②15:15～19:15
給与/手当含む15万9500円～昇給あり
賞与約5カ月 4週8休＆午後月6日休 シフト
時給/①900円 ②950円 時間休日応相談

龍田病院

中央区黒髪 6-12-51（黒髪バス停徒歩4分）

☎096-343-5819 担当：下田
正

清掃スタッフ1名

場所／桜町バスターミナル 徒歩5分
時間／7:00～15:30（休憩含、実働6h）
休日／日曜日
（有給制度有）
日給／5400円～ 他手当有
※交通費別途、社会保険有、作業服支給

熊本ビルサービス
（株）
中央区出水6-22-15

☎096-378-8190 担当：光永
パ

研究室の補助業務

時間/9:00～17:00内の数時間からOK
時給/1000円 ※通勤手当あり
資格/理系大学卒以上
業務/実験補助や業務補助
希望休み、勤務時間等相談応じます

尚絅大学
〒862-8678 熊本市中央区九品寺 2-6-78

☎096-362-2011 担当：吉田貴

お仕事再開予定の方へ ❶注文受付係り ❷接客

❶東区本店 受付後ソフトに簡単入力
PCの基本操作ができる方 年齢経験不問
時間/10:00～20:00内3～5h 休日/応相談
専門的知識不要 服装自由 固い規定なし

❶本店830円 ❷本店850円～
❷三年坂昼900円～ 夜1000円～

①③峰寿司 本店

東区昭和町 8-22

❷週1、1日3h～お気軽にご相談ください ☎096-367-7777 担当：ハマグチ
勤務/東区本店か中央区三年坂通り
②峰寿司 三年坂通り支店
昼10:30～15:00 夜17:00～22:00
中央区安政町 5-4 CARINO5 1F・B1
落ち着いた雰囲気で働いていただけます ☎096-324-4500 担当：イトウ

