
仕事内容／盛付・販売・片付
時間／①８：４５～１４：００（５Ｈ）

②７：００～１９：００の間で７時４５分
時給／①７４０円②８５０円～

食堂スタッフ募集

グリーンホスピタリティフードマネジメント㈱
合志市福原１‐１

緯096‐349‐5531

◆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

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）

勤務地/菊池市大手企業内食堂
① 週２～３日 ② 週５日　時 給/７４０～
７５０円　時間/９：００～１５：３０（４～５.５h）
待遇/交通費・制服有②雇用保険有

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

業務内容/一般事務　給与/固給１８万～
３０万円（経験・能力による）　時間/９：００～
１８：００　休日/土日祝　待遇/社会保険完備
応募/まずはお電話下さい

事務職員募集

㈱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）

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）

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

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

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）

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）

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

時間/１７：４５～１９：４５　時給/９３０円
勤務/２０～２２日/月　Ｗワーク推奨
勤務地/東区山ノ神の病院
雇保完備、交通費支給、制服貸与

病院厨房での洗浄業務

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：野田

時給/８００～９００円
※時間・日数等　相談に応じます。
　まずはお気軽にお電話下さい!!

病棟介護（パート）

内科・麻酔科・介護療養型医療施設

下田内科クリニック
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

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

勤務/①益城町②和水町
時給/７５０円　時間/７：００～１２：００位
始業時間は季節により変わります。
週３～５日。勤務日数が選べます。

㈱果実堂
上益城郡益城町田原１１５５‐５
緯096‐289‐8883

ベビーリーフ刈取
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）

本館地下２階　食品レジオペレーター
時給/８５０円土日祝も勤務可の方　高卒以上
時間/９：４０～１９：１０（休憩９０分）
面接/電話後、履歴書持参下さい　駐輪場完備

レジスタッフ募集

㈱鶴屋百貨店　人事部
〒８６０‐８５８６　熊本市中央区手取本町６‐１
緯096‐327‐3967（担当/今田）

日赤病院内　売店での販売　土日祝も勤務
可能な方　高卒以上　時給/７３０円　月１６日
勤務可能な方　時間/１２：００～２０：３０（内７.５ｈ
勤務・交替制）　面接/連絡後履歴書持参

長期アルバイト募集

熊本赤十字病院内　鶴屋百貨店　日赤店
〒８６１‐８０３９　熊本市東区長嶺南２丁目１‐１
緯096‐213‐0220（担当/長尾）

要栄養士免許　時間/９：００～１８：００　月２２日勤務
固給/１７～２０万円　内容/献立、発注、現場補助
勤務地/泗水町南田島の訓練施設
各種保険完備、賞与年２回、交通費支給

施設での栄養士業務（正社員）

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：福里

勤務／益城町　時給／７３０円
時間／①９～１７時・９～１５時

②８～１６時の内４時間から
お気軽にお電話下さい。

①パック詰め②一般事務

㈱果実堂
上益城郡益城町田原１１５５‐５
緯096‐289‐8883

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）

４０～５０代活躍中!!　パートからでもＯＫ
固給/２０.５～２４万円（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／上天草市内　日給／６,０００円
資格／高卒以上　簿記３級以上又は合格
が見込まれる　休日／土日祝　年末年始
応募／写真付履歴書持参２/１５水締切り

記帳指導員（パート）

上天草市商工会
上天草市松島町合津４２７６‐８２５
緯0969‐56‐0244

警備輸送スタッフ（要普通免許）
内容／警備・警戒しながら貴重品を運搬
日給／６,０００円　週休２日（シフト制）
早出・残業あり

契約社員募集　！

日本通運㈱熊本警送事業所
熊本市南区近見７丁目７‐２

緯096‐312‐1300　担当/可徳（カトク）

時給/９００円　時間/１２：００～２２：３０（土日
祝）　時間応相談。フル可能な方歓迎
休日/応相談　待遇/交通費支給（上限有）
応募/まずはお気軽にお電話下さい

洗い場スタッフ

四季の丘
〒８６０‐００８３　北区大窪２‐９‐１

緯096‐325‐0025（担当/田中）

時給/９５０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

食事入浴介助・洗濯業務等
９：００～１７：００　（１６：００～１ｈ　９５０円）
時給／８１０円～　５ｈ程度応相談、週休２日
経験優遇昇給　交通費月額１１,０００円迄

パート　日勤のみ介護職

ケアプラザ宇土
宇土市松原町２４３

緯0964‐23‐2211

室内作業スタッフ
内容／作業室にて貴重品を仕分け、精査
日給／６,０００円　週休２日（シフト制）
早出・残業あり◎パート応相談

契約社員募集！

日本通運㈱熊本警送事業所
熊本市南区近見７丁目７‐２

緯096‐312‐1300　担当/可徳（カトク）

給与/固給１５５,５００円　賞与/年２.２月分
勤務/６：００～１５：００、１０：３０～１９：３０
勤務地/照古苑ひまわりホーム
応募/電話後履歴書送付　詳細面談

調理員募集

社会福祉法人　白日会
宇土市南段原町１６１‐２

緯0964‐22‐4100

常勤・パート
正・准・高看生

まずはお電話下さい。詳細面談
http://www.doinaika.net/

看護師・看護助手募集

医）土井内科胃腸科医院
〒８６１‐５２５５　熊本市南区砂原町３４１
緯096‐227‐1818

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

勤務地／熊本市中央区
勤務日／月～金・土曜３週に１日
給与等／本会規定による・委細面談
応　募／電話後履歴書持参

薬剤師募集（正職員）

（一社）熊本市薬剤師会
熊本市中央区本荘５丁目１６‐１
緯096‐362‐7630

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）

勤務/中央区の高校　資格/大型１種以上
時間/午後の送迎（５ｈ～７ｈ）　給与/時給
９００円交通費（１日５００円）　休日/週２日
応募/お電話の上写付履歴書郵送

クラブ活動送迎運転手

日本総合サービス㈱福岡支店
〒８１２‐００１６　福岡市博多区博多駅南１‐９‐８ケイアイビル３F
緯092‐481‐9641（担当/能登谷）

時給/９００円＋交通費　休日/土・日・祝・年末年
始・ＧＷ・盆　勤務場所/熊本市北区植木町　業
務内容/ＰＣ入力・見積り作成・伝票処理等　時
間/８：３０～１７：３０　資格/不問　年齢/４０代まで

一般事務業務

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／９５０円＋交通費　社保有
時間／８：３０～１７：３０　車通可
休日／土日祝　◎未経験歓迎
期間／即日～長期　年齢不問　！

デザイン事務４名（大津町）

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

時給／９５０円＋交通費　社保有
時間／８：３０～１７：３０　車通可
休日／土日祝　◎未経験歓迎
期間／即日～長期　年齢不問　！

工場内軽作業４名（大津町）

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

益城町　時給/９５０円＋交通費　休日/日
祝（土は隔週）　時間/８時３０分～１７時３０
分　年齢/５０歳まで　【データ入力、売り
上げ集計、車の引き取り、納車等あり】

一般事務業務

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／１,０６０円　社保有　車通可
時間／９：３０～１８：００　休日／火水
期間／即日～長期　未経験歓迎　！
とっても働き易い職場です☆

住宅展示場受付（東区御領）

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

勤地／東区長嶺南
時給／８００円※経験者優遇
待遇／詳細は面談にて
応募／電話後履歴書持参

調剤薬局医療事務パート募集

小峯薬局
熊本市東区長嶺南５‐１‐１

緯096‐368‐2201

勤務地/病院（菊陽町辛川）
時　間/シフト制（早・遅出有）
条　件/日給制（各種手当・保険有）
※詳細面談　※パートも同時募集　！

調理職（正社員）

九州トータルプランニング㈲
中央区水前寺２丁目６‐２０　水前寺KTビル２F
緯096‐381‐1112

資格/ＴＯＥＩＣ８５０以上、大学生以上
時間/１５：３０～２１：３０
内容/小学～高校までの文法
時給/１,３００円～

英語講師募集

英会話ビッグアップル
中央区京町本丁１‐７２

緯096‐355‐6846（１４：００～１９：００）

資格／子供好きで簡単な英
会話ができ、ＰＣが使える方
時間／１４：３０～１９：３０
時給／８５０円～

英会話教室受付・運営補佐

英会話ビッグアップル
中央区京町本丁１‐７２

緯096‐355‐6846（１４：００～１９：００）

【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）

勤務場/企業社員寮（２０食程度）
時　間/①１５時～１９時②１７時～２１時
条　件/時給制（別途手当有）
※詳細面談　※経験者優遇致します

調理職（合志市須屋）

九州トータルプランニング㈲
中央区水前寺２丁目６‐２０　水前寺KTビル２F
緯096‐381‐1112

勤地／東区長嶺南
時給／２,５００円
待遇／詳細は面談にて
面接／電話後履歴書持参

薬剤師募集

小峯薬局
熊本市東区長嶺南５‐１‐１

緯096‐368‐2201

◎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

◆明るく元気な方、待ってます！◆
給与／日給８,４００円以上
賞与／業績により支給
時間、曜日等、ご相談下さい

警備スタッフ募集

株式会社　ミライアルリンク
菊池市泗水町住吉１３３２‐１７
緯0968‐26‐6111

勤務地/熊本市東・西区　益城
時給/８５０円～１,０００円※経験による
時間/８：４５～１５：００・８：３０～１７：１５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／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

給与／固給１８０,０００円～２５０,０００円＋通勤費支給　時間／８：００～１７：００
休日／日、祝日、月２回土曜、年末年始、夏季休暇　資格／男女、年齢、経験
資格不問　待遇／昇給年１回、賞与年２回、諸手当有、社保完
※パート希望の方は詳細面談　まずはお気軽にお電話下さい。

建物管理業務・清掃業務（正社員）募集

緯096‐329‐3952

有限会社　クリーン企画
熊本市西区城山大塘２‐３‐２

勤務地/熊本市内・合志・嘉島等
時給/８５０円～　経験による
時間/８：１５～１７：１５・９：００～１８：００等
条件多数♪扶養・社保対応ＯＫ　！

◎Ｈ２９年度、保育士◎

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/①藤崎宮近く②水前寺県庁近く
時間/①７：３０～１６：３０②９：００～１４：００
詳細は面談にて
勤務日数・勤務時間応相談

清掃スタッフ募集

㈲ナワ環境管理
熊本市北区武蔵ヶ丘９丁目２‐５８
緯096‐337‐6722

博多ラーメン店／正社員募集！！
給与／固給１８万～２４万円　皆勤・その他手当別途
形態／正職・当直等は相談可
委細面談　訪問看護・介護に興味のある方
年齢／不問　まずはお電話下さい

【急募】正看護師１名・准看護師１名　新規開業

緯096‐245‐0005（中嶋まで）

看護小規模多機能・リリーフ
熊本市北区硯川町１１３４

業務内容／病棟における看護補助
給与／日給７,３９０円（時給９５４円）　通勤手当あり　有給休暇あり
年齢／不問　時間／交替制（７：００～１５：４５、８：００～１６：４５、１０：１５～１９：００）
応募方法／まずはお気軽にお電話下さい。

看護補助者（臨時職員）募集

緯096‐273‐2111

熊本市立　植木病院
熊本市北区植木町岩野２８５‐２９

資格／大型・中型・普通・特大運転免許取得３年以上の方
給与／〈教習期間中〉日給６,０００円
　　　×通学日数＋交通費
　　　〈採用後〉面談の上
勤務地／熊本市中央営業所（画図町）、甲佐営業所
応募／電話連絡後、履歴書持参。面談・適性試験有

バスの運転免許をお持ちでない方でもOKです　!
採用後、当社の指定する教習所にて大型二種免許
を取得していただきます。

※大型２種免許取得者は優遇致します

熊本バス株式会社　総務課
熊本市東区画図町重富６００

緯096‐370‐8181　http://www.kuma-bus.co.jp

養成バス運転手募集
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／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

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

調理パート大募集！！
勤務／熊本市内銀行食堂（中央区）
資格／調理経験、調理資格があれば

尚可
時間／９：００～１４：３０（実働５Ｈ）
時給／７２０円
休日／土曜・日曜・祝日（月１０日程度）
待遇／交通費支給（当社規定）

制服貸与
応募／１月３０日月より受付

まずはお気軽にお電話下さい。
詳細を御説明します。

※面接は現地にて行います。
緯０９４２‐３７‐７２５０

株式会社　メフォス
〒８３９‐０８６４　久留米市百年公園１‐１　久留米リサーチセンタービル７F
錆0120‐44‐7586

メディカルフードサービス

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

●●● 工事課スタッフ募集
職種／ａフロント　ｂ料飲・レストラン　ｃ朝食スタッフ
給与／時給８００円（昇給あり、ｃは早朝手当あり）
時間／ａ１７：００～２３：００　ｂ１１：００～２３：００　ｃ５：００～１３：００
（ａ～ｃとも応相談）　待遇／詳細面談

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

二輪・汎用製品の製造（２月上旬［弊社指定日］に入社可能な方）

マーケティングパートナー（酒類の販促）


