
４０歳位迄　常勤・パート（９：００～１３：００）
小児科受付・診察介助等の医療事務
病児病後児保育「みらい」業務
応募／ハローワーク参照

医療事務・保育士

にのみやクリニック
熊本市中央区帯山２丁目１２‐１０
緯096‐381‐8766

地元企業の調査（概要レポート作成他）
※完全出来高制、交通費全額支給　委細面談
応募/写真付履歴書、職務経歴書を１/２２㈰まで
郵送。書類選考後、説明選考会の日時を連絡

〔業務委託契約〕企業調査スタッフ

㈱帝国データバンク熊本支店
中央区紺屋今町２‐１コーヨービル２階
緯096‐324‐3344

勤務地/熊本市北区
時給/７３０円以上　時間/９：００～１５：００
休日/完全週休２日制（土日祝応相談）
待遇/各種保険、食事手当、交通費、制服貸与

急募！　施設調理スタッフ募集

栄食メディックス㈱
熊本市中央区水前寺６丁目３７‐２１　西原ビル４階
緯096‐383‐5888

勤務地/荒尾市・玉名市　給与/当社規定
時間/地域によって異なる（２～８ｈで要相談）
休日/完全週休２日制（希望休有）
待遇/各種保険、食事手当、交通費、制服貸与

急募！　施設調理・盛付スタッフ募集

栄食メディックス㈱
熊本市中央区水前寺６丁目３７‐２１　西原ビル４階
緯096‐383‐5888

職種/介護士（介護に興味のある方）
形態/正職　年齢/不問
給与/固給１６万～１８万円　皆勤・通勤
手当別途　まずはお電話下さい

介護スタッフ

看護小規模多機能・リリーフ
熊本市北区硯川町１１３４

緯096‐245‐0005（中嶋）

職種/正・准看護師（介護に興味のある方）
形態/正職　年齢/不問
給与/固給１８万～２４万円　皆勤・通勤
　　　手当別途　まずはお電話下さい

正・准看護師

看護小規模多機能・リリーフ
熊本市北区硯川町１１３４

緯096‐245‐0005（中嶋）

勤務地/菊池市大手企業内食堂
時給/７４０～７５０円　時間/９：００～
１５：３０（４～５.５h）◎週休２日　待遇
/雇用保険・交通費・制服有　他

調理員募集！

九州食品株式会社
〒８４０‐０８６１　佐賀市嘉瀬町大字中原１９５４‐８
緯0952‐24‐2215

勤務地/中央区水前寺
時間/１２時～翌１２時　月１０日程度
日給/１１,７００円＋交通費　応募/面接随時
電話連絡後履歴書持参ください

客室清掃係

カプロ
熊本市中央区水前寺２丁目１９‐１２
緯096‐383‐1038

職種／病院内歯科衛生士業務
勤務時間／９：００～１７：３０　時給／１,１００円
応募／まずはお電話ください。
勤務時間等相談に応じます。詳細面談

歯科衛生士（パート）募集

熊本回生会病院
上益城郡嘉島町鯰１８８０

緯096‐237‐1133（担当/石原・齊藤）

職種／病院内歯科助手業務
勤務時間／９：００～１７：３０　時給／８００円
応募／まずはお電話ください。
勤務時間等相談に応じます。詳細面談

歯科助手（パート）募集

熊本回生会病院
上益城郡嘉島町鯰１８８０

緯096‐237‐1133（担当/石原・齊藤）

在宅医療における医師の診療補助
時間/８：３０～１７：００（週４０ｈ勤務）
給与/固給１８４,０００円～＋諸手当、社保完
応募/非喫煙者　電話後、履歴書郵送

准看護師（常勤）募集

熊本ホームケアクリニック
〒８６２‐０９５４ 熊本市中央区神水１‐１９‐２１
緯096‐387‐2918（担当/職場復帰支援事業部）

雇用／正職員
年齢／６０歳まで
給与／当院規定（賞年２・退職金有）
応募／まずはお電話下さい。

調理師・調理職

桜が丘病院
熊本市西区池田３‐４４‐１

緯096‐352‐6264

職種／建築設計・監理
待遇／詳細面談・各種保険有り
資格／１又は２級建築士
※電話後履歴書持参下さい。

建築士募集

㈲ウテナ設計
〒８６１‐８０７２　熊本市北区室園町３‐４８
緯096‐345‐0171

５０代活躍中!!　パートからでもＯＫ
固給/１８～２３万円（夜勤・通勤手当別途）
時間/８：２０～１７：２０・１７：００～翌９：００
面接随時、ブランクのある方も大丈夫！！

正・准看護師

下田内科クリニック
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

職種/①献茶スタッフ※２０～６０代　②司会者
時給/①８００円～１,０００円　②３,０００～３,５００円　実働
時間（通夜・葬儀で５時間）　勤務地/熊本市・宇土
市・宇城市内　詳しくは『肥後葬祭採用ページ』を

葬祭スタッフ募集

アルモニーホール　さくらリビング
宇城市小川町江頭５６‐１

錆0120‐54‐1000

時間／６：００～１２：００、１４：００～１９：００
時給／８００～９００円（経験に応ず）
内容／調理補助　待遇／保険有、交通費
勤務地／西区戸坂の老人ホーム（新築）

調理員募集

淀川食品株式会社
熊本市中央区水前寺６‐４６‐２１星光交易ビル３F‐B
緯096‐387‐6020：ノダ

時間／８：００～１０：００・１６：００～１７：３０
時給／７５０～９５０円
※皆勤手当、昇給あり（応業績）

★介護資格のある方優遇

送迎スタッフ

デイサービス『サン・フレンズ光の森』
菊池郡菊陽町光の森４丁目１２‐３
緯096‐233‐0091（担当：上入佐）

建築雑務経験３年以上（年齢不問）
待遇／実績・経験・能力等で優遇、各保有
自由出社可（日時・曜日等、条件応相談）
※歴送後、面談にて詳細決定/秘密厳守

現場スタッフ（正・パート）

㈱サン・ガーレン設計室
〒８６２‐０９５０　中央区水前寺１丁目１３‐１１
錆0120‐385‐700

ＣＡＤ実務３年以上（年齢・男女不問）
待遇／実績・経験・能力等で優遇、各保有
自由出社可（日時・曜日等、条件応相談）
※歴送後、面談にて詳細決定/秘密厳守

建築設計スタッフ（正・パート）

㈱サン・ガーレン設計室
〒８６２‐０９５０　中央区水前寺１丁目１３‐１１
錆0120‐385‐700

時間／８：３０～１７：００、土日祝休、詳細はＨＰ
資格／短大卒以上、ＰＣ入力必須
待遇／熊本大学有期雇用職員規定
応募／履歴書郵送、選考後面接

契約社員　医局秘書

熊本大学医学部放射線診断学分野
〒８６０‐８５５６　熊本市中央区本荘１‐１‐１
緯096‐373‐5261担当：税田（サイタ）

月火金土８：３０～１３：３０　週１日～応相談
時給/正看１,２００円・准看１,０００円
○外来業務全般、電子カルテあり
※履歴書郵送後に面接日を連絡します

漢方内科　新水前寺クリニック
熊本市中央区水前寺公園１‐２４‐１０２
緯096‐285‐3741（予約制）

看護師パート募集
短大卒以上　PC（Word、Excel、Power
Point）必須　時間/９～１７時（月～金）
時給/熊本大学規定　応募/履歴、職務経
歴書郵送、後日面接通知
熊本大学大学院　皮膚病態治療再建学
〒８６０‐８５５６　熊本市中央区本荘１丁目１番１号
緯096‐373‐5233（担当/医局長）

皮膚病態治療再建学　秘書
内科・外科クリニック新設！！
勤務／９：００～１８：００　月～金
給与／詳細面談
応募／電話後履歴書持参ください

看護師常勤・パート募集

なごみクリニック
〒８６１‐８０７５　熊本市北区清水新地６丁目６‐１２
緯080‐4054‐1827

時間／９：００～１５：００（土日祝休み）
勤務地／支店内（中央区水前寺）
内容／栄養事務　時給／９００円
待遇／雇用保、交通費、駐車無料

事務員募集（栄養士）

淀川食品株式会社
熊本市中央区水前寺６‐４６‐２１星光交易ビル３F‐B
緯096‐387‐6020：ノダ

給与／基本給１６５,０００円～＋諸手当
時間／６：３０～翌１：４５（内８時間勤務）
応募・資格等の詳細は、ホームページをご覧ください

http://www.kumamotocity-pf.or.jp

技術嘱託職員募集

一般財団法人　熊本市駐車場公社
熊本市中央区辛島町１番地下１号
緯096‐328‐2923（担当/坂崎・田島）

給与／当院規定による（応相談）
※経験者優遇す

時間／８：３０～１７：１５
応募／履歴書郵送下さい。

薬剤師急募

医療法人聖粒会　慈恵病院
熊本市西区島崎６丁目１‐２７
緯096‐355‐6131

勤務地／熊本市全域
時給／８５０円～１,０００円
時間／短時間～フルタイムまで
◎中央区、南区で働きたい方急募◎

保育士募集

サマンサ㈱パワーネット
中央区新市街１３‐１９　岡村ビル３Ｆ
緯096‐355‐5232

勤務／イオン熊本中央店
資格／３０歳～６０歳
時間／１０時～２０時（３～５Ｈ程度シフト制）
時給／７８０円～９８０円（社保完備）

店内スタッフ（パート）

おしゃれ工房
熊本市中央区白山２丁目１‐２８
緯096‐375‐6355

勤務地/熊本市西区等
時給/８５０円～　昇給有
時間/８：４５～１３：００・～１５：００等
◎まずはご相談ください◎

幼稚園教諭募集

サマンサ㈱パワーネット
中央区新市街１３‐１９　岡村ビル３Ｆ
緯096‐355‐5232

勤務／ゆめタウンサンピアン店
資格／３０歳～６０歳
時間／１０時～２０時（３～５Ｈ程度シフト制）
時給／７８０円～９８０円（社保完備）

店内スタッフ（パート）

おしゃれ工房
熊本市中央区白山２丁目１‐２８
緯096‐375‐6355

※嘱託員として勤務（出社自由）
資格／男女不問（高齢者の方も歓迎）
待遇／委細面談（熊本県全域）
応募／まずはお気軽にお電話下さい

㈱西日本テック　省電力推進事業部
中央区南坪井町４‐２３　MTビル２F
錆0120‐162‐113

省電力案内業務募集
募集人員／２名
業務内容／薬剤師業務全般
給　　与／当院規定に準ずる
応　　募／お電話でお問合せ下さい

薬剤師募集

熊本リハビリテーション病院
菊池郡菊陽町曲手７６０（免許センターより車約５分）
緯096‐232‐3111（薬剤部　黒木）

損害保険代理店　※PC操作必須
①正社員②パート　勤務地/合志市須屋
時間/①９～１７時②９～１７時の間４～６時間
給与/詳細面談　応募/電話後歴持参

事務スタッフ（パート可）

㈲熊本アイエス
合志市須屋２０２５‐８

緯096‐344‐4231

勤務地／熊本市東区　期間／即日～３月
時給／７５０円～　経験による
時間／８：３０～１６：００・８：３０～１４：００
保育園でのお仕事です・時間はご相談を　！

調理師急募

サマンサ㈱パワーネット
中央区新市街１３‐１９　岡村ビル３Ｆ
緯096‐355‐5232

勤務／県内全域　資格／経験者優遇
待遇／当社規定に依る（寮完備）
応募／まずはお気軽にお電話下さい
※短・長期アルバイトも受付します

㈱西日本テック
中央区南坪井町４‐２３　MTビル２F
緯096‐312‐1113

電気工事士急募
給与／基本給１４０,４００円～２０１,７００円＋諸手当
時間／６：３０～翌１：４５（内８時間勤務）
応募・資格等の詳細は、ホームページをご覧ください

http://www.kumamotocity-pf.or.jp

正規職員募集

一般財団法人　熊本市駐車場公社
熊本市中央区辛島町１番地下１号
緯096‐328‐2923（担当/伊東・坂崎）

勤務地／八代市内　休日／土・日・祝
給与／基本給１５０,０００円～１７０,０００円
待遇／諸手当・社保完　要普免
パソコンできる方　◎まずはお電話を　！

八代小中学校ＩＣＴ支援員

NPO法人ICTサポートスクエア
熊本市中央区水前寺３丁目１６‐２　２階
緯096‐285‐8565

同窓会冊子完成の案内をする仕事
時給/８２０円～＋交通費　（雇用保険有）
９時～１３時半　未経験でも安心　年齢不問
経験者優遇　休日/日祝隔週土

ノルマ無し、電話案内

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎４９７‐２（桜木中学そば）
緯096‐289‐1300（タナベ）

勤務地／国立療養所　菊池恵楓園
時間／８時～１８時の間で７.５ｈ勤務
時給／７１５円～　休日／シフト制
応募／まずはお電話下さい。

食器洗浄スタッフ急募！！

ユナイテッドカンパニー㈱
熊本市南区野田２丁目３番２５号
緯096‐357‐4937（担当/古閑）

勤務／常勤・パート
給与／当院規定・詳細面談
応募／まずはお電話下さい

看護師募集

はとの眼科クリニック
山鹿市鹿本町御宇田７２２‐１
緯0968‐46‐1700

職種／①正職員　②パート
時間／４交替制（早出・遅出等）
給与／当法人規定　※詳細は面談時
面接／電話後、履歴書持参下さい。

調理師（員）

介護老人保健施設のぞみ
熊本市中央区本荘３丁目７‐１８
緯096‐371‐3399

勤務時間/７：００～１３：００・１２：４５～１８：４５
他　※勤務体制はご相談下さい。
応募/電話連絡後、詳細は面談にて

調理助手（パート）急募

ヒルサイドガーデン大樹
熊本市南区城南町今吉野９８９
緯0964‐28‐0018

サービス付き高齢者向け住宅

朝・夕各２時間程度のデイケア送迎
給与/当法人規定による

詳細は面談にて
応募/電話後履歴書を持参ください

送迎ドライバー

介護療養型老人保健施設　ゆずりは
熊本市南区城南町高１０９９

緯0964‐28‐6311　担当/南

本館地下１階・東館７階ホール「バレンタインフェア」
での販売　期間／２月１日～２月１４日　時給／８００円
時間／９：４０～１９：１０　休憩９０分　高卒以上（今春卒
可）　面接／電話後、履歴書持参　駐輪場完備

短期アルバイト募集

㈱鶴屋百貨店　人事部
〒８６０‐８５８６　熊本市中央区手取本町６‐１
緯080‐8368‐0913（担当/今田、鹿毛）

「駅弁当とうまいもの大会」での販売等　期間／２月
１日～２月１４日　時給／７５０円　時間／９：４０～１９：１０
休憩９０分　高卒以上（今春卒可）・土日祝も出来る方
面接／電話後、履歴書持参下さい　駐輪場完備

短期アルバイト募集

㈱鶴屋百貨店　人事部
〒８６０‐８５８６　熊本市中央区手取本町６‐１
緯080‐8368‐0913（担当/今田、鹿毛）

全国の高校・大学名簿の調査編集出版
給与/固給１７万５,０００円～２１万８,４００円＋歩合　別途
手当　９：００～１７：２０　休：日祝・隔週土　普通免許必須
経験年齢不問、ノルマなし安心下さい

営業正社員

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎４９７‐２（桜木中学そば）
緯096‐289‐1300（タナベ）

内容／スイミングスクールバス送迎
時給／９３０円　時間／月～金１５：３０～
２０：００　土８：３０～１８：００（より４H）
休日／日・他週１日　電話後歴持面接

ドライバー

マリーンスポーツクラブ健康館
菊池郡大津町室７０５

緯096‐288‐9588

データ更新、校正その他関連業務
時給/７２０円～　別途：交通費　（雇用保険有）
９時～１６時　休日/日祝隔週土　年齢不問
難しい仕事ではありません

パソコン入力業務

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎４９７‐２（桜木中学そば）
緯096‐289‐1300（浜田）

給与／固定給１５１,２００円＋交通費（上限あり）
時間／８：００～１７：００　勤務地／南区城南町
休日／土日祝　待遇／各種保険完備
その他／出張面接も可能です。

一般事務

サポートグループ株式会社
熊本市東区西原３‐１‐３５　ONOビル５Ｆ
錆0120‐976‐179

給与／（正）固給１５万円～２１万円
　　　　　　（パ）時給１,０００円～１,５００円
経験者優遇　マイカー通勤可
賞与有り　詳細面談　電話連絡

急募歯科衛生士・助手

帯山西歯科医院
熊本市中央区帯山１‐３４‐４４
緯096‐387‐1182

●入社祝金制度あり（経験考慮）●
固給／１級３０～４０万円　２級２８～３５万円
待遇／昇給・賞与・退職金有　各保完
定年退職者歓迎　一般作業員同時募集　委細面

株式会社　やすらぎ住建
上益城郡御船町高木４８４８‐１‐１
緯096‐282‐2629（担当/井戸）

１級・２級土木技術者　募集
◆貴方の力を発揮してください　!　◆

介護支援専門員資格保持者、未経験可
常勤は、健保・雇用保・労災等完備　委細面談
パートの方は、時間・曜日等、詳細面談にて

ケアマネジャー

熊本市北区山室４丁目９‐３０
緯096‐343‐0003

高齢者複合支援施設　八景水谷昭和館

勤務地／上通町又は光の森
時間／７時～２２時までの間の８時間
時給／９００円（時間・休み相談可）
お気軽にお電話下さい。

電話応対業務

キャリア・サポート㈱
菊池郡菊陽町光の森７丁目１４‐２
緯096‐233‐3010

時給／８５０円　期間／１/１０～２０
時間／９：３０～１８：３０　休日／土日
車通可　１日だけの勤務もOK！
未経験者大歓迎　男女年齢不問！

（合志市幾久富）軽作業５名

㈱TKUヒューマン
熊本市北区徳王１‐６‐５２（TKUぷらざ２F）
緯096‐359‐3412（担当/江里口）

年齢・経験不問　！　書類確認・数字の再計算
被災企業への補助金申請に関する事務
時給／１,０００円、土日祝休、８：３０～１７：３０
中央区神水（県庁向い）、即日～１年程度

【１０名】震災復興サポート

㈱TKUヒューマン
熊本市北区徳王１‐６‐５２（TKUぷらざ２F）
緯096‐359‐3412（担当/森本）

伝票入力や来客電話応対等
勤務地/菊陽町　年齢/５５歳迄
時給/８５０円　休日/土日祝
時間/９時～１６時（応相談）

一般事務（パート）

キャリア・サポート㈱
菊池郡菊陽町光の森７丁目１４‐２
緯096‐233‐3010

時間/８：００～１３：００　場所/中央区黒髪
時給/１,０５０～１,２００円　スーツ着用
①試験教室内でのアナウンス業務運営
②会場内での受験者の対応・案内

１月２２日日試験監督

ランスタッド株式会社　熊本オフィス
中央区水道町８‐６朝日生命熊本ビル５Ｆ
錆0120‐706‐530

◆明るく元気な方、待ってます ！ ◆
資格／未経験可、経験者優遇、委細面談
パートの方は、時間・曜日等、詳細面談
◇夜勤できる方歓迎（手当別途支給）

介護職員（正・パ）

高齢者複合支援施設　八景水谷昭和館
熊本市北区山室４丁目９‐３０
緯096‐343‐0003

【２名募集】未経験者歓迎　！
見積・請求書作成、データ入力
時給/１,０５０円　土日祝休　１０時～１８時
即日～長期、車通勤可、社保完備

長期一般事務　菊陽町

㈱TKUヒューマン
熊本市北区徳王１‐６‐５２（TKUぷらざ２F）
緯096‐359‐3412（担当/森本）

未経験者歓迎　給与／基本給２２０,０００円※経験、能力を考慮の上優遇。
時間／９：００～１８：００　休日／水曜定休（月７～８日休）　勤務地／本社（東
区佐土原）　待遇／昇給年１　賞与年２（決算賞与別）各種保険完備　退職
金制度有　社員食堂完備　応募／電話連絡の上、履歴書を郵送下さい。

一般事務職（正社員）

緯096‐368‐8111　（担当/総務部　緒方）

アイ‐ウッド株式会社
熊本市東区佐土原１丁目３‐１５

勤務地/太郎迫町、上熊本、高平、麻生田、梶尾、八景水谷

資格/①③④⑤⑥⑦有資格者
②⑧無資格可

年齢/６０歳位迄　　給与/当社規定
その他/週休２日、各種保完、院内保育所あり、パート可
応募/電話後、履歴書を持参下さい

社会福祉法人　愛誠会
熊本市北区太郎迫町１４４‐１

緯096‐245‐2800（本部/渕上）

新設・増員のため！！　スタッフ募集

職種/①看護職（正・准）
②介護職
③ケアマネ・社会福祉士
④ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ

⑤歯科衛生士
⑥保育士
⑦給食部門（栄養士・調理師）
⑧事務職

特養、ショート、デイ、ホームヘルプ、小規模多機能型居宅介護、
グループホーム、居宅介護事務所、施設内保育所

　〈正社員〉
給与／基本給２０万円～※研修期間中〈３ヵ月〉時給９００円～
時間／シフト制　休日／週休２日制
　〈アルバイト〉
時給／オープニング期間中〈１ヵ月〉①１,０５０円～
②③④９００円～⑤１,２００円～　高校生８５０円～
オープン１ヵ月後
①９５０円～②③④８００円～⑤１,０００円～
研修期間中
①８００円②③④７１５円⑤８７０円
時間／①６：００～９：００②９：００～１３：００③１３：００～１７：００
　　　④１７：００～２２：００⑤２２：００～翌６：００　週１日～ＯＫ

待遇／各種保険完備、諸手当、昇給・賞与有

セブンイレブン　坪井６丁目店
熊本市中央区坪井６丁目１５‐１７

緯096‐346‐2711（坪井１丁目店）　担当/中村

１/２０オープン！！　スタッフ３０名急募
職種/病棟看護業務　年齢/不問　給与/当院規定による、各種手当
あり　日勤のみ・夜勤専従のみ希望の方相談に応じます。　待遇/シ
フト制　日曜、祝日含め平均４週８休　各社会保険完備、退職金制度
有　応募/まずはお気軽にお電話下さい。履歴書送付後面接

看護師（正・准）

緯096‐380‐7014（担当/総務課　江川）

くまもと成仁病院
熊本市東区戸島２丁目３番１５号

給与/①時給９００円②時給９５０円③日給２,２００～２,４００円　①早番１２：００～
１６：３０②遅番１６：３０～２１：００③２３：００～翌１：００　週３日～・土日のみOK
待遇/①②交通費支給（規定有）③経験者優遇・入社３ヶ月後入社祝い
金５,０００円支給　応募/受付は広島本社で行い、面談は現地にて

清掃スタッフ大募集（中央区本山町）

緯082‐263‐0568（広島本社）

株式会社　クレネット熊本営業所
熊本市中央区渡鹿２‐１１‐１７　ファインプレイズビル２F

未経験者歓迎・経験者優遇あり　勤務地／熊本市内
時給／９００円～　時間／９：００～１８：００（勤務時間応相談）
待遇／通勤手当・社会保険完備・正社員登用制度あり
応募／電話連絡の上、履歴書を郵送ください

住宅展示場の来場接客・受付（パート）

緯096‐368‐8111　（担当/総務部　緒方）

アイ‐ウッド株式会社
熊本市東区佐土原１丁目３‐１５

主に熊本市内（公立）の小学校、中学校に砂や砕石を配達してもらいます。
給与／時給８５０円～（※日払い可、週払い可）月収２０万円可
勤務時間／１日８時間～　勤務日数／週に３日～毎日
応募／電話連絡後、履歴書持参下さい。

４ｔダンプカー運転手

緯096‐368‐5175

砂利のコンビニ　青山商事　有限会社
熊本市東区佐土原２丁目７‐５５

◎年齢不問・残業ほぼ無・バス停徒歩１分・支度金制度有　！
時間/平日：９時～１８時　土曜日：９時～１３時　休日/夏季・年末年始休暇有！！
給与/年俸５５０万円～　（別途・通勤手当・特別手当等有）
応募/お気軽に下記担当者までお問合せ下さい。詳細は面談にて。

薬剤師募集（正社員）　※完全週休２日制度

緯096‐213‐1012　担当/城戸（きど）

D・ML京塚中央薬局
熊本市中央区帯山３‐３８‐１５　京塚バス停前・駐車場有

勤務地／大津町
給与／①スタイリスト固給１８０,０００円～パート可　②見習い　固給１４５,０００円～
　　　③アイリスト　時給８００円＋歩合
待遇／賞与有（年２回）、雇用、労災、有給休暇有、慰安旅行有　※詳細面談

理容・美容師オープニングスタッフ募集

緯096‐348‐7703（本部）　緯080‐5245‐5325（担当/本多）

トータルサロンハート　大津店
熊本市北区武蔵ヶ丘３丁目１１‐２１（ハートビル２F）

時間/６：００～１５：００・７：３０～１６：３０・９：３０～１８：３０・１２：３０～２１：３０・１６：３０
～翌９：００　残業一切ナシ！！　変形１ヶ月単位　※夜勤（月３・４回）応相談
固給/１４.５万円～１８万円　資格/ヘルパー２級以上　シフト制休、有給休
暇有、年休１０８日　交通費支給（月５,０００円迄）、社保完、昇給、賞与有

正社員２名募集！！　有料老人ホームでのお仕事

緯096‐242‐3501

合同会社きずな　ウイング合志
合志市野々島５６６２‐５

☆売場メンテナンススタッフ☆ セルフガソリンスタンドスタッフ
※入社祝金５万円支給！（規定有）

業績好調につき増員！！
    未経験者でもOK！！

熊本市電「辛島町電停」徒歩２分
職種／住宅ペイント＆光触媒の
　　　電話案内
※幅広い年代が活躍（正社員可）
　中高年歓迎　年齢経験不問
　簡単なお仕事です
時給／１,２００円～３,７８０円
　　　業績により随時昇給
時間／９時半～１６、１７、１８時選択
応募／お気軽にお電話下さい

㈱PGSホーム
熊本市中央区辛島町８‐２３桜ビル辛島町２階
緯096‐312‐2510

電話案内スタッフ募集 電気主任技術者〈正社員〉
◆伝票整理・データ入力、電話対応など　
未経験者も大歓迎　！

熊本市南区田迎６丁目１‐４０（浜線バイパス沿い）
緯096‐334‐4129（受付：９時～１５時）

一般事務（正社員）急募！！

給与／月固１４５,０００円～
資格／高卒以上、パソコン操作できる方
時間／８：００～１７：００
休日／月６日間（日曜、祝日を含む）
待遇／通勤手当、昇給年１、賞与年２、各種保険完

備　※面接随時/電話後、歴持参

電気主任技術者 募集

二輪・汎用製品の製造（1/20㈮に入社可能な方）２/１水新規オープン　地域正社員大募集！！
●菊池郡菊陽町沖野の施設●熊本市中央区八王寺町の病院勤務地

③調理師②調理師①栄養士職種

固給18万円～20万円
★賞与年2回

※試用期間３ヶ月/時給８５０円

固給17万円～20万円
★賞与年2回

※試用期間３ヶ月/時給９５０円

給与

６：００～１５：００
９：００～１８：００
１０：３０～１９：３０
（実働８h交替制）

６：００～１５：００
７：００～１６：００
１０：００～１９：００
（実働８h交替制）

勤務

月２２日程度　※土・日・祝を含め休日は交替制　※希望公休取得制度有
（各免許必須）　●未経験者歓迎　●経験者優遇　◎入社日応相談

〔　　〕経験者
優遇

熊本市中央区水前寺公園１４‐２２
パークビル５F　（担当/採用部）

錆0120‐42‐6363・緯092‐741‐3280（九州事務所）
㈱LEOC（レオック）

待　遇／社会保険完備、交通費全額支給、昇給有
　　　　食事補助手当、母子・父子家庭手当ほか
　　　　各種手当支給、有給休暇、制服無償貸与
　　　　車通勤可　※正社員登用制度年２回有
応　募／まずはお電話下さい。月～金曜（祝日可）

男女空港保安検査員（正社員）


