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ピアノ即高価現金買取！
古くても４５年位前までOK。見積無料
九州ピアノ　10120-677-2５0

買 取 り

処分したい車高価買い取り！どんな
車もOK！（廃車手続き・レッカー無料）
オートセラー　☎096-389-6603

買 取 り

引越・片付け・清掃・不用品・ゴミ処分
家具移動・エアコン・全国チェーン
ベンリー熊本健軍店10120-8５-５４39

第RH04－01号

引 越 し

第0８R－２８号

ゴミ処理＆引越（赤帽）の事なら！
早い・安い1０１２０-９６９-５３８
大量のゴミOK「KK環境サービス」

ゴ ミ 処 理 ・ 掃 除

リビング熊本 検索

熊本リビング新聞社

☎096-359-3311

掲載料金の詳細はホームページへ

暮らしのサポート
営業広告

お申込み受付中!!

※締切は掲載号前々週の金曜17時です。
　（金曜が祝日の場合、掲載週の前々週の木曜日）

※内容によっては掲載できないものもあります。

※営業広告は、法人登録をされている会社
　もしくは店舗を構えているお店に限ります

16,500円（税込）～営業広告
〔基本枠：48文字（タイトル含む）+写真〕

役立つ、助かる、楽しい
あなたのための得情報

※広告内の価格表記は税込みです。

リビング熊本 検索
申込方法などは検索を!

❶食事後のお茶碗・汁椀・お皿を
専用カートから下ろす　❷軽く水洗い
❸最後に洗浄機へいれるだけの　簡単な流れ!!
野菜の皮むき等の作業もあります
●年齢・経験不問　●休日/シフト制、希望休あり
規定交通費/2万円まで　労災保険完備
各種休業取得実績有 《事前見学希望も対応》
●未経験者の方でもできるお仕事です

南区御幸笛田 2-15-6（チサンインホテルよこ）
☎☎0574-66-1200 担当：こうけつ

【食器洗浄中心の簡単な仕事】 20～70代活躍中！
●昼食 8:00～12:00　実働4h
●夕食 15:00～19:00 実働4h

『時間、日数はご相談を』 時給/850円

熊本循環器科病院
医療法人社団 御幸会

パート

決められた献立で家庭料理の
手順で調理します　初心者も歓迎!!

補助から始め調理が得意になりたい
慣れるまでできることから始めたい
資格や年齢を問わず働きたい
家庭事情による休みも週3日、5日など
気軽に相談が可能です
■交通費　■無料P　■制服貸与　■昇給　■賞与

北区高平 2-9-25-205号
☎080-9050-2041 担当：のなか

春の増員!!　高齢施設調理【食事づくり】
鶴羽田・植木・宇土市　時給850円～
❶6:30～ ❷9:00～ ❸13:30～
早起きが収入に　1日プラス100円GET!!

有限会社 トマピー
委託給食

パート

休み/土日・祝・年末年始　週5日勤務
❶7:30～12:00　  ❷7:30～17:00
❸13:00～17:00　❹13:00～19:00
❺17:00～19:00　詳細はご相談下さい
20～60代活躍中　雇用　労災　時給/880円～

株式会社　総美
中央区渡鹿 2-11-17（保田窪郵便局そば）

☎096-363-2740 担当下村(平日9:00～17:00)

熊本県庁  共用部清掃パート

5名程度の体制でシフト勤務
詳細はご相談下さい　休みも応相談
❶7:30～12:00　❷12:30～16:00
❸16:30～20:30　車通勤可　雇用　労災
勤務/再春医療センター　時給/900円

株式会社　総美
中央区渡鹿 2-11-17（保田窪郵便局そば）

☎096-363-2740 担当下村(平日9:00～17:00)

合志市  食器の洗浄パート

子育て中…院内に学童保育スペース
そろそろ復職…キャリア育成のサポート
家庭重視で…残業ほぼナシ＆休日年間108日
時間/❶8:30～17:30　❷9:00～18:00
正看/20万3000～27万円　パート/1400円
准看/17万円～23万円　　パート/1150円

■社内置き食：おかず1食100円
■充実手当、賞与、福利厚生も充実

北区四方寄町1281-3 （バス停より徒歩1分）
☎096-245-1115 担当：原

◎入社祝い金10万円支給◎　日勤の外来看護
長～く働く!!　定年後も活躍!!
条件面は事前に相談できます
年齢を気にせず働けます

北部病院
医療法人社団 原武会

正社員 パート

無料P 福利厚生充実!! 年齢さまざま
(正)手当含15万9500円～昇給　賞与約5カ月
シフト勤務　　4週8休＆午後月6日休
(パ)時給900円　①9:00～13:30
時給950円　②15:15～19:15　詳細面談

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

給食調理正社員 パート

入力業務やショールーム対応のお仕事！
勤務地/合志市須屋　時給/850～1000円
時間/9:00～19:00（内5～8h）
休日/週休2日制　嬉しい昇給・賞与有り！
残業ほぼなし！　まずはお問合せ下さい！

サンエコライフ　須屋店
合志市須屋 364-5（電鉄須屋駅徒歩1分）

☎096-344-3951 担当：石原

未経験歓迎！総務事務契

①介護　②生活相談員　働きやすい職場です♪
(正)給与/①17万円～　②19万5000円～
(パ)時給/①970円～　②1070円～
時/(正)8:30～17:30　(パ)8:30～17:30内
で3h～、週2～5日　休/日曜　他シフト制

はーとまっぷ桜木 デイサービスセンター
東区桜木 4-17-13

☎096-360-0550 担当：山下

東区桜木デイサービスパ正

時給/900～1000円　勤務地/光の森
時間/10:00～17:00の間で3h～
休日/土日祝他　　20代・30代活躍中
時間・休みは融通ききます！
事務経験者募集　気軽にお電話下さい

キャリア・サポート㈱

☎096-233-3010

一般事務

菊池郡菊陽町光の森 7-14-2

パート

研修充実・資格取得も支援します！
【正】15万5000円～16万5000円
【パ】時給850円　休日/（正・パ）日祝

時間/8:40～18:20（パートは4h～）
資格不問・車通勤可　気軽に問合せを！

とだか内科クリニック
東区下江津 2-13-5

☎096-379-7500 担当：戸高

医療事務正 パ

各種保険完備、制服貸与、交通費支給
時給/（正）942円～　（パ）850円～
時間/8:30～16:30　休日/土または日
勤務地/熊本赤十字病院内
未経験歓迎　女性が活躍中の職場です

熊本綜合管理（株）
東区石原 1-11-24

☎096-389-1122 担当：佐藤

清掃スタッフ急募パ正

『学生』『主婦』『フリーター』『シニア』
学業も家庭も自分の時間も
バランスよく仕事したい方へ…
融通の利く勤務◎　休日希望優先◎
前職もにぎり経験も問いません
笑顔で接客でき、お寿司が好きな方

❶まずは席の準備と料理を席へ
ランチ10:00～15:00　ディナー17:00～22:00

❷調理師免許を活かして挑戦
❸簡単な盛付、洗浄のサポート
希望かシフト　9:00～20:00

制服貸与◎　昇給◎　スキマ時間◎　即勤務◎
夜の賄い付き・駐輪場支給　❶三年坂通り
郊外店で働きたい　❶❷❸昭和町
やさしい店長とスタッフで運営する
和気あいあいのお店です

お寿司と和食　既存店＆オープニングアルバイトパート

チェック!!→

出前＆テイクアウトの
新店が『光の森エリア』に
OPEN予定　先行採用中
たくさんの方にチャンスあり!!

☎096-360-1888
採用係／10:00～17:00

東区昭和町 8-22

昭和町　900円～
調理補助830円～
調理師1000円～

三年坂
昼900円～ 夜1000円

高校・大学からの委託で名簿作成
給/21万円～歩合+手当　普通車免許必須
時/9:00～17:20（土は午前中）　経験不問
休/日祝・隔週土・年末年始・夏季休暇
転勤残業ナシ　　［ 旭出版｜検索］←

㈱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

同窓会支援の男女営業正社員

分譲マンション　❶【市内各地】巡回管理員　❷【中央区】清掃員
コミュニケーションが重要で接客経験や世話好きな方歓迎

❶清掃と管理、事務対応　❷共用掃き拭き清掃と受付対応
❶❷土日祝ほか　❶❷《 実績に応じ賞与年2回 》

 ㈱穴吹コミュニティ 熊本営業部
■分譲マンションの維持管理業

■■■■■60歳以降で入社!!　 住人の快適な生活のお手伝い■■■■■
❶平日/9:00～17:30（実働7.5h）　日給月給制13万6844円（巡回手当1万円含む）
❷平日/8:00～12:00（実働4h）　日給月給制6万7650円
《 日給月給計算方式 》　❶❷時給825円×4.1週　❶週37.5h　❷週20h
待遇/交通費（月1万円迄）　❶雇用・労災・健康・厚生　❷雇用・労災
　　※制服貸与　※契約更新年毎予定
その他休暇/年末年始　夏季　有給　丁寧な事前研修あり　経験問わず応募下さい!!

～からだを動かし運動不足を解消し健康的になれるしごと～
◎安定した環境で長く働きたい方　◎中高年・定年退職後の方も活躍中 
◎フリータのWワークもご相談可　　◎専門知識は必要ありません

相手の立場で住人の話を伺い、臨機応変に対応していただきます
そんな頼られる仕事を、あなたもはじめてみませんか？

☎096-278-7680  担当/吉村
〈郵送・問合せ先〉  〒860-0801 

熊本市中央区安政町4-19 TM10ビル1F

契約 パート

土日祝と平日1日勤務できる方
パソコン操作必須　時給/850円
時間/10:00～17:00内希望優先
子育て中、中高年の方も歓迎です
どなたも活躍できる職場です

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

事務・電話対応パート

休/土日祝　健康志向のこだわり弁当
月～金の平日9:30～13:30　実働4h

【熊本市役所管内】　ノルマなど無し
40・50・60代といきいきと働けます
時給/830円+昇給　副業にもおすすめ

旬菜家ナチュラルプラス
中央区新町3-8-10 （一新小近く）

☎096-356-6086 14:00～ 担当：兼坂

テイクアウト販売パート

本店周辺エリアへ配達　Wワーク収入可
時間/9:00～20:00内応相談　調理業務ナシ
シフト、休み希望◎　幅広く歓迎!!
主婦、フリーター、中高年、シニア 活躍中

「短期長期歓迎」増員中!!　時給/900円～

峰寿司  本店
東区昭和町 8-22　受付10:00～17:00

☎096-360-1888 採用係

社用車宅配 ●東区 ●益城パート

≪九品寺・警備≫ ビル内での所持品確認業務

☎096-324-3318
担当：中嶋　受付/平日9:00～18:00

パート

九品寺交差点電停徒歩2分
天候に左右されない室内警備

check!

警備のお仕事
始めませんか

kmm-info@alsok.co.jp

ALSOK熊本㈱
中央区紺屋今町9-6  熊本紺屋今町ビル5F

施設への出入りはテナント従業員の方
だけなので、難しくありません
時給/830円+1勤務1000円の手当
時間/①8:00～16:00　②12:00～20:00
週2～3日のシフト制　日数は相談可
◆はじめてでも安心の研修あり！
※初任研修（3日間）は時給821円
勤務地/九品寺1丁目　大手企業ビル
待遇/労災保険、規定内交通費

【応募】電話またはメール後、面接の連
絡をします。履歴書をご持参下さい
子育て中の方、中高年、シニアなど
幅広い年齢層が活躍中！　学歴不問

①介護スタッフ　　(正)給与17万円～
　夜勤手当4500円/回別途支給
　(パ)時給970円～

②看護スタッフ　　(正)給与18万円～
　(パ)時給1120円～1320円

時間/(正)①②7:00～19:00の間でシフト制
夜勤17:00～翌9:00　年間休日/107日
(パ)7:00～19:00の間で勤務時間応相談 

益城町・東区エリア　介護、看護スタッフ募集！
令和3年10月新規オープン！

新しい施設で働いてみませんか？

info@kk-heartmap.com

正 パ

上益城郡益城町古閑 72-1
☎096-237-7132

ハートマップ古閑
サービス付き高齢者向け住宅

給与/15万2800円　賞与・歩合あり
　　 〈歩合〉新規入会獲得人数×500円
待遇/社保完、交通費、福利厚生あり
時間/8:30～17:15（休憩・休息 計60分）
勤務/平日、第4土曜
休日/土日祝、第2月曜、年末年始

期間/令和5年3月31日まで
　　  ※条件付きで契約延長あり

中央区黒髪 3-3-12（サンライフ熊本内）
☎096-345-7311 担当：鬼塚

福利厚生サービスの提案営業 
企業を訪問し、熊本市が設立
した福利厚生制度への入会
を推進するお仕事です

ふれあう共済
一般財団法人熊本市勤労者福祉センター

嘱託

①調理・栄養管理業務　メニュー作成等
　16万6400～19万5300円(資格手当含)
　8:30～17:30又は7:00～16:20実働8h

②メニューに沿った食事の調理業務
　13万9400～15万3500円
　7:00～19:15の間で実働8h　シフト制

休日/年間110日、有給休暇　　①要資格
賞与年2回、通勤手当、昇給、育休、各種手当

中央区南熊本 2-7-7（南熊本駅徒歩10分）
☎096-363-5111 担当：ムタ

【南熊本】 医療施設　①管理栄養士　②調理員
全体44床の病棟で食事づくり
施設調理経験者、料理が好きな方
ブランクのある方も歓迎！

西村内科・脳神経外科病院
医療法人 知新会

正社員

あなたの笑顔と人との
ふれあいを通じて細かい
おもてなしを受付と連携し
サービスを提供するしごと
❶入館前の来訪者への確認
❷自動検温器での測定の案内
❸保険証や問診票の受け渡し
❹入館後の来訪者対応
終わる時間が早く『手厚い待遇と福利厚生…』
●健康診断・人間ドック　●奨学金制度
●ワクチン接種費用と研修費用の補助
●サークル活動とイベント参加の援助
●P無料完備　●家計にやさしい無料Wi-Fi
POINT!!　●月～土曜　●日数・時間応相談
医療機関で人の役に立つしごとです
育児、子育て、介護世代への両立も◎
医療機関でのご経験や特別な知識は
必要ありません

来院者対応と院内案内のサポート係り

時間/8:40～13:00 実働4h20分
勤務に応じ保険 時給850円

☎096-344-1711担当：塚本
北区鶴羽田3-1-53（菊南温泉そば）

アパ

日祝ほか休日応相談

手指消毒と
体温チェック業務

①《 看護師 》 健康管理等で高齢者への支援
②《 介護職 》 資格や経験のない方でも歓迎
食事、入浴の介助やレクレーション等の支援
昇給・賞与・退職金・資格手当・通勤手当
※別途夜勤手当1回　①8000円　②7500円

時間/4週8休　シフト制　時間外勤務なし
■時間、休日、待遇は面談優先　■見学も可
①給与19万5100円～　②給与16万7600円～

合志市福原 3111（アンビー熊本車2分）
☎096-248-7100 担当：澤田

高齢入居者様の健康管理と日常生活支援
正社員 夜勤・資格手当含 給与例
①23万5100円～ ②21万9600円～
②時短パート 時給1200円～

ひらせ記念リハビリ苑
介護老人保健施設

正 パ

パ …パート

正 …正社員

☎090-7167-9774
エフ・ツー   担当：藤本 TKUヒューマン  担当：森本

☎096-359-3412
広
告
の

お
申
込
みア …アルバイト

嘱 …嘱託契 …契約社員

紹 …紹介

❶百貨店の北海道展　5/26～6/7　❶各種催事・イベント
❷専門店　❷ブランドなど　《デビューも大歓迎》
百貨店・商業施設・スーパー・駅ナカなど
友人知人◎　家族◎　学生◎　フリーター◎　主婦◎
時間/9:00～19:30内で希望を遠慮なく伝えて下さい
レジ♪　袋詰め♪　販売♪　包装♪　品出しなど♪
制服・エプロン貸与、福利厚生あり　《販売ノルマなし》
男女不問　扶養内もブランクも…
未経験や中高年も多数活躍中です
その他、話題の最新雑貨も地下食品・お菓子も

「好き」や「興味」があればアルバイト・パートで採用中
LINE・メール・オンラインで登録完了!!　もちろん電話でもOK!!
空き時間に、いつでも、どこからでも
皆さんと一緒に事前研修があり安心してスタート

❶短期で収入の催事　❷長期で安定的な月収パ 紹

中央区京町1-14-8 スカイハイツ1105

☎096-355-5482 （平日）

厚生労働大臣許可 43-ユ-010004  （般） 43-010089

☎080-5263-0324 担当：大坪

ナンキュウスタッフ

メールLINE
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デビュー/❷1100円
経験者/❷1200円

初心者/❶1160円
経験者/❶1300円

催事2週間（7.5h）
収入/13万6500円

■北海道展

■販売


