
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）

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）

勤務／週３～４日程度
時間／１０：００～１３：００
給与／時給７５０～１,０００円
勤務地／西店（熊本市西区上代１‐２‐２２）

簡単な洋裁講師募集！！

みしんのとまと
熊本市西区上代１‐２‐２２

錆0120‐967‐569

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

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）

在宅医療における医師の診療補助
時間/９：００～１６：３０（週３２ｈ勤務程度）
給与/固給１５０,０００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）

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）

資格／介護支援専門員
時間／８：３０～１７：３０　増員予定にて
給与／当事業所規定　詳細は面接時
健康で明るい方、先ずはお電話下さい

ケアマネジャー募集

リハビリケアセンター
熊本市中央区紺屋町２‐２８

緯096‐352‐0417

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）

◆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

◆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／常勤・パート
給与／当院規定・詳細面談
応募／まずはお電話ください

堀田眼科
菊池郡菊陽町久保田２８０２‐１
緯096‐292‐3455

※ORT募集※

教科（高校）／国語、英語、社会
給与／当校規定
応募／自筆履歴書（写真付）送付、
書類選考の上、後日面接日など連絡

非常勤講師募集

九州技術教育専門学校
熊本市中央区細工町５‐３５‐１
緯096‐211‐0181

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

勤務地／松橋店、小山店、玉名店、近見
店、合志店　内容／タイヤ販売・交換業務
給与／固定給１７０,０００～３００,０００円
時間／９：００～１８：３０　休日／隔週休２日制

タイヤ販売（正社員）

㈱ビーライン
熊本市東区小山３丁目５‐１８（小山店）
緯096‐288‐6499

職務／病院内給食施設での調理
勤務地／あおば病院内　時間／９：００～２０：００までの
５～６時間程度（応相談）　時給／７５０円～（経験者優遇）
備考／昼食無料支給　制服貸与　正社員登用有

調理スタッフ募集

㈱ホリスティック
宇城市松橋町萩尾２０３７‐１

緯0964‐25‐2333（担当/三浦）

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

リハビリを受ける方への補助全般
パート勤務　週５日程度
経験不問　年齢４５歳位迄※学生不可
応募／電話後、履歴書持参　詳細面談

城間整形外科
熊本市西区出町４‐４

緯096‐311‐2800

リハビリ助手募集
勤務／時間応相談　管理職希望の方優遇
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

フロント業務・客室清掃　時間/要相談
給与/固給１５～２０万円　時給８００円～
休日/交替制・週１～２日　待遇/通勤手
当有　各保険完備　電話後履歴書郵送

正社員・パートさん募集

ホテル　ココナッツ
八代市平山新町５８２３

緯0965‐33‐3293

業務/記帳指導・一般事務　給与/当会規定（賞与２
回）　待遇/社会保険完備　休日/土日祝、年末年始
資格/高卒以上、簿記３級以上◎履歴書持参（写真
貼付、郵送不可）　１/３１火締切。詳細は下記迄

団体職員（記帳指導職員）

熊本市天明商工会
熊本市南区奥古閑町１９０６‐１
緯096‐223‐2022

資格/簡単なＰＣ作業が出来る方
給与/面接にて決定
待遇/手当は各種あり

受付業務・補佐

山崎町調剤薬局
熊本市中央区山崎町３１

緯096‐328‐5041

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

介護スタッフ新規募集

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

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）土日祝休
時給／１,１００円　※即日　◎各種保険完備

長期一般事務

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

勤務地/熊本市中央区本荘　時給/９００円～
内容/患者移送、物品準備、片付け、配膳他
時間/①７：３０～１５：３０②１１：００～１９：００
休日/勤務カレンダーによる

院内アシスタント

株式会社　三勢
熊本市中央区帯山３丁目８‐４４
緯096‐383‐2341

勤務地／菊陽町空港近く
日給／１２,０００円　交通費別途
時間／６：００～１６：００（早めに終
わる可能性有）　休日／シフト制

コンビニルート配送

㈱グッドスタッフ
東区新南部４‐７‐３８　OMビル４F
緯096‐213‐0051

勤務地／宇城市松橋
時給／８５０円　長期勤務　！
時間／８：３０～１７：３０
休日／工場カレンダーによる

工場内アルミ部品加工

㈱グッドスタッフ
東区新南部４‐７‐３８　OMビル４F
緯096‐213‐0051

給与/時給７２０円　交通費有　※当社
規定による　菊池市内の工場　週４～５
日程度・８時～１５時　幅広い世代が活
躍中　委細面談　まずはお電話下さい。

清掃スタッフ募集

環境技研㈱
菊池市重味９７３‐１

緯0968‐27‐1700

①正社員②パート
給与／①応相談〈経験者優遇〉
　　　②時給８００円
面接／電話後履歴書持参

調剤薬局医療事務

カワグチ薬局宇土店
宇土市松山町４３９７‐３

緯0964‐22‐3415

「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）

勤務地／宇城市松橋
時給／８００円　長期勤務　！
時間／８：３０～１７：３０
休日／工場カレンダーによる

工場内アルミ部品の目視検査

㈱グッドスタッフ
東区新南部４‐７‐３８　OMビル４F
緯096‐213‐0051

時給/９００円＋交通費　時間/９：００～
１８：００　勤務地/嘉島町　休日/日曜
他週１日（シフトによる）　待遇/各種
保険完備　その他/未経験者歓迎

嘉島町　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

勤務地／熊本市中央区
時給／８５０円　休日／シフト制
時間／５：３０～１０：００
※子育て中の方歓迎

ホテル内朝食（簡単な調理）

㈱グッドスタッフ
東区新南部４‐７‐３８　OMビル４F
緯096‐213‐0051

勤務地／阿蘇市
時給／８５０円
時間／詳細は面談にて
休日／シフト制　週３～OK

調理・調理補助

㈱グッドスタッフ
東区新南部４‐７‐３８　OMビル４F
緯096‐213‐0051

勤務地／熊本市西区
時給／８００円　休日/シフト制
時間／８：００～１６：００（７時間程度）
※子育て中の方歓迎

病院・施設内清掃

㈱グッドスタッフ
東区新南部４‐７‐３８　OMビル４F
緯096‐213‐0051

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

職種/デイサービス介護職
給与/固給１５万円～　各種手当有
時間/８時～１７時半の間で８時間（休憩１時間）
まずはお電話ください。

介護職（正社員）

デイサービス花見丁
菊池市隈府２３８番地

緯0968‐26‐5220（担当/西谷）

年齢・経験不問　！　書類確認・数字の再計算
時給／１,０００円、土日祝休、８：３０～１７：３０
中央区神水（県庁向い）、即日～３/３１
バイク・自転車用の駐輪場有

【１０名】短期　書類確認

㈱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）

年齢不問　各種勤務有
給与/当社規定　未経験者歓迎
配車係：ＧＰＳ管理による簡単作業
入社祝金制度有　面接随時受付中

乗務員・配車係（正社員）

観光タクシー㈱
熊本市中央区大江１‐２５‐５０

緯096‐364‐4141（担当/森川）

職種／サービス提供責任者
資格／介護福祉士
給与／当社規定による
時間／８：００～１８：００（内実働８時間）

サービス提供責任者（正社員）

NPOケアセンター　花見丁
菊池市隈府２３８番地

緯0968‐26‐5220（担当/平井：ヒライ）

九商フェリー㈱
西区新港１丁目１

緯096‐329‐6111

経験者歓迎！
勤務／熊本港～島原港フェリー
詳細は面談にて説明します。
応募／まずは、お電話下さい

船員（甲板部・機関部）
勤務地／国立療養所　菊池恵楓園
時間／８時～１８時の間で７ｈ勤務
時給／７６６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）

年齢／不問　日給／１４,０００円
＋能力給　月収３５万円以上可
※詳細は面談にて
待遇／各種保険完備

大　工

株式会社ASホーム
熊本市北区四方寄町１４５５‐３
錆0120‐54‐3988

採用／平成２９年３月１日以降　給与／当
院規定、委細面談　介福または介初任有
資格者　時間／８：３０～１２：３０または１３：００
～１７：００　応募／詳細はHPをご覧下さい

通所リハ・介護職員

済生会みすみ病院
〒８６９‐３２０５宇城市三角町波多７７５‐１
緯0964‐53‐1611担当/企画総務室　宮川

勤務地/阿蘇内牧　給与/固給１８万～２０万円
時間/６：００～１８：３０（実働８時間）
休日/週休２日制シフト制（希望休有）
待遇/各種保険・試用期間有・交通費・制服貸与

調理スタッフ

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

年齢／５０歳まで
給与／固定給２０万円～

＋能力給
待遇／各種保険完備

現場管理スタッフ

株式会社ASホーム
熊本市北区四方寄町１４５５‐３
錆0120‐54‐3988

被災企業への補助金申請に関する事務全般
年齢・経験不問　！　書類確認・数字の再計算
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年程度予定

【８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）

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

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

勤務地／南区城南町　時給／８００円～
９００円＋交通費　時間／８：３０～１７：００
休日／日・祝（土は隔週）
☆６０歳以上活躍中!!　未経験でもＯＫ

未経験歓迎　！　麺製造・梱包業務

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

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／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

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満載

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。

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

植木駅近く　時間／８：００～１７：００
休日／土日祝　時給／８５０円～
年齢／２５～７０歳位迄歓迎　建築資材の
整理区分・汚落し作業　体力ある方歓迎

建築資材管理作業

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

給与/当院規定　休日/週休２日制　試験
日/２月１０日金８時４０分～　◎一次：筆記
二次：面接　応募/２月６日月必着　その
他/院内保育所完備　※詳細はＨＰにて

検査・放射線技師

荒尾市民病院　総務課総務係
荒尾市荒尾２６００

緯0968‐63‐1115

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

介護施設での常勤とパートの募集です
勤務地／錦ヶ丘　休日／シフトによる
時給／８００円（試用７５０円～）社保交通費有
時間／６：３０～１５：３０、１０：００～１９：００

調理スタッフ募集

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）

デイサービス・訪問介護　時給/①ヘルパー
１級８５０円②ヘルパー２級８００円　時間/日勤
応相談　待遇/車通勤可　交通費有
応募/まずはお気軽にお電話下さい。

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

時給/７２０円（パート）
時間/９：００～２１：００でシフト制　相談可
待遇/交通費あり　車通勤可
応募/まずはお気軽にお電話ください。

キッズランド運営スタッフ

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

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

ユウベルグループが運営する施設でのお仕事です
時給/①看護師９２０円～②介護福祉士８７０円
時間/日勤・相談可　待遇/交通費あり　車通勤可
応募/まずはお気軽にお電話下さい。

看護師・介護福祉士（パート）

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

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／３５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

社員及び事務スタッフ募集

緯096‐346‐1711

綜合企画株式会社
〒８６０‐０８６３　熊本市中央区坪井１‐２‐２７（信愛女学院前）

職種／①家庭②調理科教員③英語④看護科実習指導教員
資格／①③要教員免許②要専門調理師免許又は調理師免許（実務経験５年
以上）④要看護師免許（実務経験５年以上）　採用予定日平成２９年４月１日
給与待遇委細面談、募集期間１月２３日～２月１０日　まずはお電話ください。

教職員募集

緯0968‐44‐8111（担当：村田）

城北高等学校
山鹿市志々岐７９８

教科／国語　採用／２０１７年４月１日
給与／当学園規定　応募／履歴書（写真貼付）、教員免
許状写し、志望理由書を２月１日水まで必着（午後５時）
※詳細はホームページをご確認ください。

高 校 教 員 募 集

緯096‐366‐0128

慶誠高等学校
熊本市中央区大江４‐９‐５８　http://www.keisei-h.ed.jp/

職種／ａフロント　ｂ料飲・レストラン　ｃ事務　ｄ朝食スタッフ　①はａｂのみ
給与／①固定給１６３,０００円～（経験考慮）②時給８００円（昇給あり、ｄは早朝手当あり）
時間／①詳細面談　②ａ１７：００～２３：００　ｂ１１：００～２３：００　ｃ９：００～１６：００
ｄ５：００～１３：００（ａ～ｄとも応相談）　待遇／①各種保険・有給・昇給有　②詳細面談

①契約社員　②パート・アルバイト

緯0965‐34‐1111（総務/藤井・宮下）

セレクトロイヤル八代
〒８６６‐０８６１　八代市本町２‐１‐５

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

※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

仕　事／マンション修繕工事の施工管理
資　格／一級建築施工管理技士もしくは一級建築士の資格保有者
　　　　※ゼネコンでの施工管理経験者歓迎
勤務地／熊本営業所（熊本市中央区安政町４‐１９TM１０ビル６F）
　　　　及び修繕工事現場　他
待　遇／契約社員、社会保険完備、交通費支給
時　間／９：００～１７：３０
休　日／土・日・祝日、夏期、年末年始　他※土曜出社有
応　募／履歴書（写真貼付）・職務経歴書（書式自由）、有資格証の

写しをご郵送ください。※応募書類は返却いたしません。

◆固定給３５～４０万円◆

　　　
〒１５１‐８５０６　東京都渋谷区千駄ヶ谷４‐２４‐１３
千駄ヶ谷第２１大京ビル　グループ人事部K係
錆0120‐959‐012

監理技術者

http://www.daikyo-construction.co.jp/

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

◎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　６００万円～　（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／菊池市のカネヒロ熊本工場
　　　　※面接は勤務地で行います
時　給／９００円
待　遇／社保完備、交通費支給
内　容／アルミ加工部品の付帯作業
　　　　（組付け、バリ処理等）・検査
休　日／土日、年末年始・盆・ＧＷ連休
時　間／８～１７時（応相談）
募　集／お気軽にお電話下さい

業務拡張によるパート＆アルバイト募集

　　　　熊本工場：〒８６９‐１２０５　菊池市旭志川辺１９５５‐１
緯0968‐37‐4370（担当/杉田）

　　　　本　　社：〒１０１‐００３２　東京都千代田区岩本町２‐１１‐２

資格／調理経験者優遇　勤務／開新高等学校　時間／５：００～９：００
時給／８００円　※月間２２日勤務　休日／年末年始・お盆※希望日による　週休２
日制　待遇／制服貸与・交通費規定支給・車通勤可　内容／学校内での簡単な
調理業務　※ユーレストジャパン㈱との雇用契約になります。（A１９２３３０１０１１）

調理パート募集！！

栄食メディックス㈱
熊本市中央区大江６‐１‐３３

錆0120‐563‐537（受付１０時～１９時）

●●● 公文式教室での生徒指導および運営
調査対象者のお宅を訪問し、アンケートを依頼・回収
報酬／出来高制アンケート１票につき１,０００～２,５００円（難易度による）
勤務地／近隣市町村　待遇／交通、通信費実費支給　資格／普通自動車免許歓迎
応募／履歴書（写貼）を下記本社迄郵送　１/３０必着　面接２月上旬予定

アンケート調査員（世論・市場調査員）業務委託

緯03‐6667‐3195（担当/今田・鈴木篤）受付平日１０～１７時

㈱日本リサーチセンター
〒１０３‐００２３　東京都中央区日本橋本町２‐７‐１

職　　種／サントリービール㈱九州熊本工場内でのＰＥＴライン
の清涼飲料製造に関わる作業

給　　与／時間給７７５円
契約期間／試用期間３ヶ月、２回目以降１年×３回、最終１年９ヶ月

（※契約更新がある場合は、最長５年まで）
時　　間／３交替制（８：３０～１７：３０、１６：３０～１：３０、００：３０～９：３０）
休　　日／年間１１９日

（原則週休２日・当社カレンダーに基づく指定休日制）
待　　遇／各種保険完備、通勤手当、交替勤務の手当等有

５年契約期間満了時、報奨金有
応募方法／◆履歴書（写真貼付、保有資格・技能を明記）、職務

経歴書（経験・専門・自己PR、）を書類送付先に１月３１
日㈫必着にて郵送下さい。

書類選考の上、折り返し、面接日程をご連絡させていただきます。

九州サントリーテクノプロダクツ㈱
【書類送付先】〒８６１‐３１０４　熊本県上益城郡嘉島町北甘木４７８　採用K係
◆問い合わせ先緯096‐237‐1115（受付時間：月～金曜日９：００～１７：３０）採用担当

サントリービール工場アルバイト募集 清涼飲料水の製造スタッフ募集 !
ー旅行の受付業務ー

土日祝休み　２０代を中心に活躍中☆
未経験者大歓迎　!　PCの基本操作できれば大丈夫!!

㈱阪急交通社　熊本支店
熊本市中央区花畑町１２‐２８ アペックスビル６F

緯096‐211‐3933（担当/工藤）

（長期）内勤スタッフ募集

仕事／国内、海外旅行に関する電話受付、カウンター業務
　　　および旅行手配業務等
時給／８６０円（勤務年数に応じて昇給あり）
時間／９：２０～１８：００（土日祝休）
待遇／地域限定社員登用有、交通費支給、社会保険有
応募／履歴書送付後、選考後面接いたします

夕食弁当・食材のお届け販売スタッフ募集

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国際業務スタッフ（若干名）

応募資格／大学、企業・団体等において一定の職務経験を有することが望ましい
日本語・英語に堪能であり、上記業務内容を遂行できるコミュニ
ケーション・交渉力及び文章力を十分に有すること
一般的な事務処理能力、パソコンスキル等を備えていること

勤務場所／熊本大学グローバル教育カレッジまたは、熊本大学いずれかのキャ
ンパスの国際交流部署

勤務時間／８：３０～１７：１５　
休日・休暇・待遇・福利厚生／当大学規定
給与・賞与／当大学規定（日給９,３６０円、各種手当・賞与あり）
応募方法／履歴書、職務経歴書、志望理由書（様式任意）郵送
　　　　　（平成２９年２月１６日木１７時必着）書類選考後、面接実施

●教育のグローバル化と国際交流に関する各種プログラム・事業の企画・運営
●国内外の大学・機関との連絡・調整及び連携事業の企画・運営
●留学生の受入れ、日本人学生の海外留学に関する業務
●グローバルな広報活動、情報発信に関する業務
●留学生の受入れ及び日本人学生の海外留学促進のための外部資金獲得支援
●その他、大学のグローバル化に関する業務（国内外への出張あり）及び付随する事務全般

業
務
内
容

雇用開始日／平成２９年４月１日（早期着任について応相談）
雇用期間／平成３０年３月３１日まで（更新の可能性あり）

緯096‐342‐2109（担当/興梠）　E-mail kusgu-j@jimu.kumamoto-u.ac.jp
〒８６０‐８５５５　熊本市中央区黒髪２‐４０‐１

国立大学法人熊本大学　グローバル教育カレッジ


