
◆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

勤務／９：００～１７：４５（週１日程度）要相談
給与／時給１,１００円　応募まずは履歴書
をお送りください。内容／吸着剤の製造、
充填、梱包等　　※定年後の方も歓迎

工場内パート募集

日本ピュアテック㈱熊本工場
熊本県上益城郡益城町古閑１１５‐７
緯096‐284‐1068

勤務／病棟　交代制（応相談）
給与／当院規定による。各種手当有
応募／履歴書郵送・着後連絡
　　　※入職日は相談に応じます

くまもと心療病院
宇土市松山町１９０１

緯0964‐22‐1081

看護補助者（正職員）
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）

資格/医師事務作業補助技能認定等
時間/①９：００～１２：３０②１３：３０～１６：３０
時給/１,０００円（週２０h勤務程度）　委細面談
応募/非喫煙者　電話後、履歴書郵送

医師事務作業補助者

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）

勤務／病棟　交代制（応相談）
給与／当院規定優遇　各種手当有
応募／履歴書郵送・着後連絡
　　　※入職日は相談に応じます

くまもと心療病院
宇土市松山町１９０１

緯0964‐22‐1081

正・准看護師
H２９年５月　開院予定
内科・消化器内科（日勤）
面接日　３月９日（木曜日）
詳細はハローワーク天草求人票にて

開院（看護師・医療事務）正・パ

尾上医院
建設地　天草市大浜町８‐１０

緯096‐380‐6366　担当/田中

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）

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級又は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

資格／S５２年４月２日以降に生れた者で介護支
援専門員取得者　採用日／平成２９年４月１日詳
細面談　受付期間／１/２３～２/３　１次試験２/１９
申込／所定の申込用紙に記入し郵送又は持参

介護支援専門員（正職員）

嘉島町社会福祉協議会
上益城郡嘉島町上島５５１

緯096‐237‐2981

◆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

熊本県空港ライナー試験運行委託事業
時間／１日実労７h程度　シフト表あり　２勤１休
給与／固給１５６,０００円　福利厚生／社会保険完備
資格／普通自動車二種免許

タクシー乗務員募集

肥後大津地区タクシーグループ　AIO事務局
菊池郡大津町引水８０９番１㈱大阿蘇大津タクシー内
緯096‐293‐3355（担当/大久保）

経験／有資格者・実務経験者優遇
勤務／９～１８時・完全週休２日制
給与・待遇／委細面談・短時間可
応募／まずはお電話下さい。

社労士補助

城南社会保険労務管理事務所
熊本市中央区城東町５‐３７‐４F（並木坂）
緯096‐243‐4300

パチンコホール内での接客
給与／（正）固定給１７万円～　時間／８：５０
～１７：１５　１６：１０～２４：３０　休日／月８回
応募／電話連絡後、詳細は面談にて

ホールスタッフ急募

エンペラー武蔵ヶ丘店
熊本市北区武蔵ヶ丘１３４２‐１
緯096‐339‐2118

エンペラー空港通店
熊本市東区小山３‐４‐１

緯096‐389‐5557

パチンコホール内での接客
給与／（正）固定給１７万円～　時間／８：５０
～１７：１５　１６：１０～２４：３０　休日／月８回
応募／電話連絡後、詳細は面談にて

ホールスタッフ急募
仕事と家庭が両立できます！
データ入力、書類作成等
勤務時間／９時～１３時　週４日
時給／８００円　履歴書郵送

パートスタッフ募集

アステア税理士法人
熊本市中央区神水１‐２５‐７

緯096‐340‐0817（担当/千田）

勤務／常勤・パート（時間応相談）
給与／常勤固給１８万～２２万円　手当別途有

パート時給９８０～１,１００円　交通費別
年齢／不問※まずはお電話下さい

正・准看護師（正・パ）

特定施設つどい
阿蘇市小池９番地

緯0967‐32‐2321

正社員給与／月固２５万円以上
寮完備　経験者優遇
時間／８：００～１８：００　日祝日休
電話後、履歴書持参ください。

ダンプ・バス運転手

㈱クリーク
熊本市中央区水前寺６丁目１４‐１５
緯096‐362‐5677

給与／年俸４００万円以上
手当有り　寮完備　経験者優遇
時間／８：００～１８：００　日祝日休
電話後、履歴書持参ください。

１・２級土木技術者

㈱クリーク
熊本市中央区水前寺６丁目１４‐１５
緯096‐362‐5677

熊本県空港ライナー試験運行委託事業
時間／１日実労７h程度　シフト表あり　１勤１休
給与／固給１２０,０００円　福利厚生／社会保険完備
資格／普通自動車二種免許

タクシー乗務員募集

肥後大津地区タクシーグループ　AIO事務局
菊池郡大津町引水８０９番１㈱大阿蘇大津タクシー内
緯096‐293‐3355（担当/大久保）

給与/月固２０万円以上
勤務/週４０時間（月１８日）
電話後履歴書持参ください。

タクシー運転手

㈱クリーク
熊本市中央区水前寺６丁目１４‐１５
緯096‐362‐5677

仕事内容/受付事務
勤務地/益城町中央公民館
勤務日/毎週火曜・金曜
時間/１２：３０～１６：３０　委細面談

受付職員（パート）急募

熊本県弁護士会法律相談センター
熊本市中央区水道町１‐２３加地ビル３階
緯096‐325‐0009

パチンコホールの清掃作業
勤務地／グループ各店舗　時給／１,０００円
～１,２００円　時間／開店前・閉店後の１時間
応募／電話連絡後、詳細は面談にて

清掃アルバイト募集

エンペラーグループ
熊本市東区御領５‐１１‐５２

緯096‐388‐0175

勤務／熊本市中央区・東区・合志
時給／８５０円～１,０００円※保育士
時間／７：３０～１３：００・９時～１８時内
◎時間・日数はご相談下さい◎

小規模保育園

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

内容／データ入力・電話応対・来客対応
勤務地／熊本市中央区　時間／９：００～
１７：３０（実働７.５h）土日祝　その他／ＰＣ
入力　◎各種保険完備　時給／１,１００円

一般事務：派遣

テルウェル西日本株式会社
熊本市中央区南熊本５‐１‐１　テルウェル熊本ビル２F
錆0120‐411‐963

職種／切花・園芸のメンテナンス（業務委託）
給与／月固２３,０００円（交費込）（月～土勤務）
勤務地／ゆめマート九品寺店（朝１時間程度のお
仕事です）お問合せ後、面接日程をご連絡します。

㈱フランソア　花立花ガーデン
福岡県粕屋郡新宮町上府１１２３‐１
緯092‐941‐2304（担当/山口大樹）

お花のお仕事
職種/切花・園芸のメンテナンス（業務委託）
給与/月固３０,０００円（交費込）（月～土勤務）
勤務地/ゆめタウンはません店（朝１時間程度のお
仕事です）お問合せ後、面接日程をご連絡します。

㈱フランソア　花立花ガーデン
福岡県粕屋郡新宮町上府１１２３‐１
緯092‐941‐2304（担当/山口大樹）

お花のお仕事
内容/注文内容の電話での確認・専用システムへの
入力業務　勤務地/熊本市中央区　時間/９：００～１７：
３０（実働７.５h）土日祝　その他/ＰＣ入力
◎各種保険完備　時給/１,０３０円　◎研修３ヶ月：９７０円

注文内容の確認、入力業務（派遣）

テルウェル西日本株式会社
熊本市中央区南熊本５‐１‐１　テルウェル熊本ビル２F
錆0120‐411‐963

◎パート・正職募集◎
詳細はお電話下さい

医療事務

いしはら皮膚外科クリニック
〒８６１‐４１０１　熊本市南区近見２丁目１７‐３７
緯096‐325‐1112

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

勤務地／萩原町　年齢／５０歳迄
時給／１,０００円＋交通費　休日／日・祝
時間／９時～１８時（水・土は午後休診）
資格／医療事務経験者　※社保完備

医療事務募集！

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

倉庫内でのピッキング作業　勤務地/嘉島町
時給/８５０円＋交通費　休日/シフト制（応相談）
時間/９時～１６時、１７時～２１時
※お好きな時間帯選べます！　５０歳迄

倉庫内作業（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

業務／病院での医療相談業務
給与／当院規定（賞与年２回）
休日／月８日　時間／８：３０～１７：３０
応募／まずお電話下さい

精神保健福祉士

（医）敬愛会　城山病院
熊本市西区上代９‐２‐２０

緯096‐329‐7878

給与／当法人規定（昇給・賞与有）
待遇／福利厚生・社会保険有、
　　　退職金制度有、正職員登用有
応募／電話連絡後履歴書持参下さい

事務員募集（急募）

特別養護老人ホーム　菊香園
合志市御代志７１８‐４

緯096‐242‐0138（担当/廣田）

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

仕事/給油の監視及びその他作業
資格/危険物（乙四類）取得者
時給/８００円（夜間１,０００円）
月１５日程度　シフト制（休日相談可）

ＧＳスタッフ　６０歳以上の方歓迎

㈲木下石油セルフ玉東店
玉名郡玉東町木葉１２１‐１

緯0968‐85‐2920

勤務/大津町（国道５７号線沿い）
時間/８：００～１７：００　休日/日曜日・祝日
給与/当社規定・社保完・賞与有・試用期間有
応募/随時受付・電話連絡後、履歴書持参面接

試験室業務・運転手募集

株式会社　松川生コン販売
菊池郡大津町大林１０６０

緯096‐293‐5372（担当/本田）

資格/実務経験①５年以上②１０年以上
給与/固給①２０万円②２５万円
時間/８：３０～１８：００　年齢/２３～４５歳
休日/日祝日、第３・４土曜日

経理事務

未来開発株式会社　野田照廣税理士事務所
熊本市東区石原１丁目１１番１１号
緯096‐380‐3500

勤務／常勤またはパート（４時間勤務の週
３日でも可）　給与／詳細面談の上
時間／９時～１８時（月水木金）９時～１３時火
９時～１６時土　応募／電話後履歴書持参

正・准看護師

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

年齢／不問　給与／当院規定による
休日／祝日、火曜日
勤務／詳細は面談の上
応募／電話後履歴書郵送して下さい

医療事務募集

みやの小児科
合志市幾久富１８６６‐５１３

緯096‐248‐5800

時給（＋能力給あり）/①９００円～②７１５円～
③８９４円～　時間/①６：００～９：００②９：００～
１７：００・１７：００～２２：００③２２：００～翌６：００
②土日勤務急募　随時受付電話後歴持参

店内スタッフ

セブンイレブン菊陽境松店
菊陽町津久礼石坂２２４８‐１

緯096‐233‐0067（担当/まさだ）

経理事務職員・管理職員募集
総務事務職員
パソコン入力必須　詳細面談
まずは、ご連絡下さい

事務職員・管理者

㈱熊本駅構内タクシー
熊本市西区田崎本町８‐３０

緯096‐352‐4325（９～１８時　人事課）

時給/７５０円～（年齢、経験等により優遇）
時間/９：００～１６：００　１日４hでも週何日でも
OK　休日/土日祝日　応募/電話後歴持参
※東区戸島、北区植木各１名ずつ募集！

事務パートスタッフ募集

株式会社ショージ熊本営業所
〒８６１‐８０４１　熊本市東区戸島５丁目１８‐７６
緯096‐389‐0007（担当/岩元）

経験/①資格者で事務所経験５年以上優遇
　　　②資格者または事務所経験５年以上
給与/固給①２２万円②２０万円　年齢/２３～４５歳
時間/８：３０～１８：００　休日/日祝日、第３・４土曜日

①社労士②社労士補助

労働保険事務組合　みらい労務開発管理センター
熊本市東区石原１丁目１１番１１号
緯096‐380‐3500

資格／ヘルパー２級又は介護福祉士
時間／１５：００～０：００又は１７：３０～０：００
時給／８００円　深夜割増手当別途有
採用祝金３０,０００円支給　運動公園近く

高齢者住宅介護パート

社会福祉法人　朋岳園
熊本市東区石原２丁目４番１０号
緯096‐213‐3725

勤務／西区田崎本町　休日／週２日
時間／８：００～２２：００（希望の５～８時間可）
・デジタル自動配車・簡単なパソコン操作
まずはお気軽にご連絡ください。詳細面談

コールセンター・配車（夜間）業務

㈱熊本駅構内タクシー
熊本市西区田崎本町８‐３０

緯096‐352‐4325（担当/稲葉）

正職員・非常勤　給与／当施設規定
仕事内容／介護業務
年齢・資格／不問
特別養護老人ホーム

介護職員募集

紀水ナーシングホーム
合志市竹迫２２２４（光の森団地北）
緯096‐248‐7110

給与/月固１６万～２３万円　時間/８：３０～１７：３０
休日/シフト制　年末年始、有給休暇有
待遇/車通勤可、交通費有、各種保険有
応募/まずはお気軽にお電話下さい。

（介護）サービス提供責任者

ユウベル株式会社
熊本市東区尾ノ上２丁目２１‐１０（ユウベルプラザ内）
緯096‐368‐7777

給与／月固１６万円～２６万円　時間／シフト制（相談可）
休日／シフト制　年末年始　有給休暇あり
待遇／車通勤可、交通費有、各種保険有
応募／まずはお気軽にお電話ください。

調理師正社員募集

ユウベル株式会社
熊本市東区尾ノ上２丁目２１‐１０（ユウベルプラザ内）
緯096‐368‐7777

内容/種まき等、未経験者OK　条件/時給
１,０７０円～、３月末まで　時間/月～水６時
間、木・金２時間勤務（土・日休み）　応募/
メールsawa＠sci.kumamoto-u.ac.jp

植物研究実験補助（パート）

熊本大学（理）澤研究室
熊本市中央区黒髪２‐３９‐１

緯096‐342‐3439

耳鼻咽喉科応需（定時閉店）
（月火木金）９～１９時（水）９～１３時
（土）９～１４時　応募/電話後歴持参

緯096‐340‐8551
緯090‐8222‐4925

薬剤師募集

ミドリ薬局　水前寺店
熊本市中央区水前寺３丁目１１‐１１

「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／８００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）

パート・アルバイト　時給/８００円～
時間/日勤応相談
待遇/車通勤可　交通費有
資格/ヘルパー２級以上　電話後面談

介護スタッフ

ユウベル株式会社
熊本市東区尾ノ上２丁目２１‐１０（ユウベルプラザ内）
緯096‐368‐7777

試験日/２/１９：９時より　試験内容/筆記（一般
教養、作文）、面接　締切/２/１０金　１７時必着　
資格/高卒以上、簿記３級以上の方　履歴書
（写真貼付）持参（郵送不可）詳細は下記迄

団体職員（記帳指導職員）

多良木町商工会
球磨郡多良木町多良木１６１０‐１
緯0966‐42‐2525

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）

上記２職種パート勤務募集です。
休日／日祝日　勤務時間・給与等応相談
履歴書に希望職種記載のうえご郵送下
さい。※後日、面談日連絡します。

①薬剤師②医療事務

医療法人社団　栄康会　西村病院
上益城郡嘉島町北甘木２０８５
緯096‐237‐1551

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

職種/正看護師・准看護師（常勤）　※業務拡
大の為。リウマチエキスパートナースを目指
したい方　給与・待遇/当院規定による　応募/
随時受付します。電話後履歴書持参下さい。

看護師（正・准）

熊本リウマチ内科
北区四方寄町１６０４‐７

緯096‐245‐5617（担当/木下）

内容／袋物等両面テープ貼込作業
給与／完全歩合制　人員／１０名程
※集配致します（工場周辺のみ）
詳細は電話にて説明

㈲コウトク商事
熊本市東区東野２丁目２３‐４
緯096‐360‐0754

内職急募

介護施設での調理業務です
勤務地／錦ヶ丘　休日／シフト（月８日）
時給／８００円（試用７５０円～）社保交通費有
時間／６：３０～１９：００（シフト制）

調理スタッフ募集（常勤）

有限会社　ゆうしん
熊本市東区錦ヶ丘２６番１１号

緯096‐367‐0565（担当/大塚）

給与／当社規程による　未経験者可
時間／常勤８時間　７：１５～１６：１５他
パート５時間程度　応相談　シフト制
電話連絡後、履歴書をご郵送下さい。

調理員急募！！（正・パ）

介護老人福祉施設　康寿苑
上益城郡嘉島町北甘木２０７３番地
緯096‐237‐3001

時間／８：３０～１７：３０他　パート９：００～
１６：００他　応相談　夜勤できる方歓迎
給与・待遇／詳細面談にて
電話連絡後、履歴書をご郵送下さい。

介護職員（常勤・パート）

地域密着型特養　はるの里
熊本市南区城南町舞原２５３‐１
緯0964‐28‐5400

給与／基本給１２５,０００円～１６０,０００円
諸手当有　時間／９：３０～１８：３０
休日／毎週水曜日　年末年始、ＧＷ他
各種保険完備　◎まずはお電話下さい

事務スタッフ

ホンダドリーム東熊本
菊池郡菊陽町津久礼４３‐２

緯096‐232‐7321

業務内容/建築設計・監理
給与/固給２５～６０万円（経験、資格により優遇）
時間/９：００～１８：００　休日/土日祝
※社会保険完備　応募/まずはお電話下さい

建築設計士募集

㈱日創アーキテクト
熊本市東区長嶺南６丁目８番１号
緯096‐331‐0450

給与／当社規程による　委細面談
時間／８：３０～１７：３０他　パート応相談
夜勤できる方歓迎　各種保険完備
まずはお電話を。面接日調整します。

介護職員募集（パート可）

グループホーム城南スマイル
熊本市南区城南町下宮地３９７‐２
緯0964‐28‐6789

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）

業務内容/建築設計図面をＣＡＤにて作成等
給与/固給２０～３０万円（経験、能力による）
時間/９：００～１８：００　休日/土日祝
※社会保険完備　応募/まずはお電話下さい

ＣＡＤオペ募集

㈱日創アーキテクト
熊本市東区長嶺南６丁目８番１号
緯096‐331‐0450

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）

正職員、パート、夜勤専従同時募集
給与／当社規程による　経験者優遇
各種保険完備　時間／詳細は面談にて
パート応相談　まずはお電話下さい。

介護スタッフ募集！！

サ高住　スマイル壱号館
合志市幾久富１９０９‐１７１０（ひかりヶ丘医院内）
緯096‐247‐1580

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１/２９㈰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

時間／１５：００～２３：００　社会保険完備
休日／週休２日（シフト休）
給与／（月固）１８～２３万円※詳細面談
応募／まずはお電話下さい。

店内スタッフ（正社員）

㈱創食くらぶ
熊本市東区戸島西２‐３‐８１

緯096‐285‐6788

給与／固給１６２,０００円以上（常勤）
時間／早出・遅出・夜勤（詳細面談）
新設オープンのグループホームです
※お電話、お待ちしております

介護スタッフ募集

グリーンヒルましき
上益城郡益城町小池野中田２６６４
緯096‐281‐7777

業務/マイクロバスで会員を送迎
時給/７５０円　休日/日・祝・他
勤務時間/４～８時間　６５歳ＯＫ
勤務日数/３～５日・応相談

送迎ドライバー募集

イーランドスポーツクラブ
熊本市南区近見８‐１３‐５０

緯096‐358‐3009

時給/７７０円　募集人員２名
勤務時間/８：３０～１７：３０　※早出・
遅出あり　病棟看護補助業務
応募/電話連絡後履歴書持参下さい

看護補助（パート）

大腸肛門病センター　高野病院
熊本市中央区帯山４丁目２‐８８
緯096‐384‐1011

アルバイト・パート・正社員・契約社員・代理店募集など求人情報掲載

毎週日曜日の朝刊に掲載
掲載の豊富な情報をご覧ください。

勤務／北区山室　時間／８：３０～
１７：００（残業出来ない方可）
休日／土・日・祝　時給／１,０００円
※エクセル・ワードの多少出来る方

一般事務

アビリティ株式会社
熊本市東区長嶺東８丁目１‐１
緯096‐284‐1230

種別/①常用　②登録（月数回程度の勤務）※詳細面談にて
勤務地/①熊本市内・阿蘇・山鹿②阿蘇　資格/要普通免許
時間/８：３０～１７：１５　休日/土日・祝日　他　給与/当社規定
※尚、普通２種免許保持者、整備士免許資格者優遇いたします

官公庁運転手募集（普通乗用車での送迎業務）

緯096‐367‐0553（担当/小出）

有限会社　ゆうしん
熊本市東区錦ヶ丘２６‐１１

職種／洗車及び　電球、オイル、バッテリー、ワイパーゴム交換、他
給与／時給８００円より＋通勤手当　時間／１０時～１７時（１時間休息）
※週４日程度勤務　待遇／無料社員駐車場有り・制服貸与　経験者優遇
応募／写真付履歴書送付下さい　休日／応相談（土日は出勤）

簡単な車のお仕事　年齢不問　長期

緯096‐378‐2221 求人担当まで

オートバックス熊本浜線
熊本市南区出仲間７丁目１３‐８

資格／調理師又は栄養士　勤務／こども園にしばる　時間／８：００～１６：００（休
憩３０分）　時給／８５０円　※月間２２日勤務　休日／日祝・年末年始（月１度土曜
出勤有）　待遇／制服貸与・交通費規定支給・車通勤可　内容／保育園での調
理業務　※ユーレストジャパン㈱との雇用契約になります。（A１９２３３０１０１０）

調理師募集！！

栄食メディックス㈱
熊本市東区新南部３‐３‐５１

錆0120‐563‐537（受付１０時～１９時）

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㈲
熊本市東区佐土原２丁目７‐５５

応募／詳細についてはホームページでご確認下さい
教科／音楽科
受付／２０１７年１月２５日㈬午後４時まで

中学・高校　常勤・非常勤講師募集

緯096‐364‐6134（担当/関口・村上）

九州学院中学校・高等学校
熊本市中央区大江５‐２‐１　http://www.kyugaku.ed.jp/

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）

職種／調理補助　勤務／福留ハム㈱熊本工場　時間／１０：３０～１４：３０
給与／時給７４０円　待遇／制服貸与・交通費規定支給・車通勤可・雇用保険加入
有（勤務日数により）　休日／木・日、年末年始、夏季　応募／電話連絡の上、面接
日決定（写真付履歴書持参）　※ユーレストジャパン㈱との雇用契約になります。

工場内社員食堂のお仕事

熊本事務所緯096‐383‐5888（採用担当）

栄食メディックス㈱
菊池市七城町蘇崎１１９６‐３

清涼飲料水の製造スタッフ募集 !
職種／広告業（マスコミ関係）の①企画営業
②WEBプランナー③PCオペレーター④事務
時間／９：００～１８：００
休日／土日祝日・夏季・年末年始
年齢／３０歳位まで
給与／当社規定による・経験者優遇
待遇／各種手当あり
応募／まずはお電話ください。

〒８６０‐０８６３　熊本市中央区坪井１‐２‐２７（信愛女学院前）
緯096‐346‐1711

社員及び事務スタッフ募集
職　　種／放送取材用車両運転及び管理
給　　与／月固１８０,０００円～２７０,０００円（時間外手当有）
時　　間／９：００～１８：００（休憩１時間あり）
休　　日／シフトによる
福利厚生／社保・労災・定期検診等
資　　格／大型免許
　　　　　※中型免許限定解除される方は補助あり
勤　務　地／熊本市中央区
応　　募／電話連絡後、履歴書郵送

★３５～５０歳位までのスタッフ活躍中　！
★未経験の方でも安心の研修制度あり。
★４月から勤務もOK！

業務多角化に伴い、ドライバー積極採用中です　！

熊本市東区錦ヶ丘２６‐１１
緯096‐367‐0553（担当/キシ・サカナシ）

公共放送車両運転手募集　！

有限会社　ゆうしん

職種／①コース管理②営業・業務スタッフ③レストラン調理補助
④レストランホール係　時給／①②９００円③７９０円④７３０円
待遇／シフト勤務制　各種保険完備　①②正社員昇格制度あり③④出
勤日数、勤務時間相談に応じます。ゴルフ未経験者歓迎いたします。

パートスタッフ募集

PGM㈱チサンカントリークラブ御船
上益城郡御船町高木２７２１‐２　健軍電停から車で１５分
緯096‐282‐3411（内線２）

※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
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

職種／後方事務（パート）　資格／金融機関経験者（但し預金業務経験者）
勤務地／熊本営業部（中央区花畑町）　時給／８００円～
時間／９～１６時等（１５日勤務・扶養範囲内）、９～１７時（全日勤務）
休日／土曜・日曜・祝日　待遇／交通費規定内支給、昇給有　精励金有（６・１２月）

西日本シティ銀行熊本営業部　後方事務

錆0120‐555‐987　http://www.ncos.jp/

西日本シティ銀行　人事部人事サービス室
福岡市博多区博多駅前３‐１‐１

仕事／環境官公庁施設のプラント、エンジニアリン
グ・オペレーション◎設備保全エンジニア（電
気・機械設備の保守・保全）◎設備プラントオ
ペレーター（中央制御室でのリモートコント
ロール）

資格／６５歳定年制
時間／８：３０～１７：３０（交替勤務有）
給与／固給１６５,０００円～＋資格手当

※世帯主の方は固給１７７,０００円～
休日／年間休日１０５日、年次有給休暇、特別休暇
待遇／昇給年１回、賞与年２回、社保完、退職金制度、
　　　制服貸与、交通費支給　★マイカー通勤可
応募／書類（履歴書、職務経歴書）を下記熊本支店　

稲葉宛に郵送してください。

熊本支店／〒８６０‐００１２　熊本市中央区紺屋今町１‐５　熊本辛島公園ビル
錆0120‐300‐914（採用担当）

〈正社員〉環境プラントの管理スタッフ
正社員として働きませんか？官公庁施設で安定したお仕事です！

勤務地　熊本市内
経験豊かな技術者たちの安心指導
社内外の専門講師による研修や、
実務経験者による実体験に基づいた
きめ細やかな研修が行われています！！

１００種類以上の資格手当　
各種資格や免許取得を奨励しており、
その結果、様々な有資格者が活躍中です！！

環境保護・社会貢献につながる仕事、やりがいのある仕事がここにあります！！

二輪･汎用製品の製造（１月下旬～２月上旬［弊社指定日］に入社可能な方）●●● マンション管理員募集

夕食弁当･食材のお届け販売スタッフ募集


