
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　永野）

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）

年齢/４５歳位まで
給与/当院規定　詳細面談
時間/８：４５～１８：００
応募/まずはお電話下さい　！

※医療事務※

藤木眼科
熊本市東区戸島西３‐２‐４５（長嶺中前）
緯096‐331‐3388（市原）

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

固給／２１６,０００円（＋残業）
資格／ＰＣ操作（英語の好きな方）
アプリで貨物船のコンテナ配置図
作成、各国港担当者と確認作業。

コンテナ船積荷プラン

ソフトウエアビジョン㈱
熊本市東区保田窪３‐１５‐５

緯096‐381‐1565

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

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

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）

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）

◆自宅勤務可、子育て中の方歓迎◆
時間/１０：００～１６：００（フレックス）
時給/１,０００円～（経験者優遇）＋交通費
スキル/Ｅｘｃｅｌ、ＰＣ操作　休日/土日祝

省エネ計算補助

㈱総合設備コンサルタント
熊本市中央区山崎町６６‐７　熊本中央ビル４F
緯096‐352‐8075（担当/西川）

教科（高校）／国語、英語、社会
給与／当校規定　資格／高校教員免許
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

大型運転手①契約社員②アルバイト
時間/８：００～１６：３０　休日/日曜
給与/①基本給１７６,０００円～②時給１,１００円
応募/随時受付電話連絡後履歴書持参

ドライバー募集!!

原田コンクリート㈱
熊本市東区八反田１丁目３‐７０

緯096‐382‐2125（担当/山口）

時給/８００円～
時間/７：３０～１６：３０（休憩１Ｈ）
休日/シフト制（日曜日休）
場所/美里町

清掃員（病院内）

㈲熊本ビルシス
熊本市東区戸島西６丁目１０番２号
緯096‐360‐2854

※自由出社（嘱託員）
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
年齢／１８～５０歳
給与／当院規定による
応募／電話後、履歴書持参
　　　の上面談

医療事務受付　正職員募集

池田クリニック
合志市幾久富１８６６‐１３３２

緯096‐248‐8600

路面電車内での接客等、車掌業務
未経験者歓迎、社会保険あり
申込／詳細はホームページをご覧いた
だくか、下記までお問い合わせください

トラムガイド（嘱託）

熊本市交通局
熊本市中央区大江５丁目１番４０号
緯096‐361‐5211

資格/高卒　２０歳以上、経験者優遇
給与/時給７５０円～９００円
時間/１４：３０～１８：２０　日祝・水曜休み
応募/電話後に履歴書ご郵送下さい

看護助手（パート）

副島耳鼻咽喉科クリニック
〒８６１‐１１０２　合志市須屋２５２６‐１
緯096‐249‐1777

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）

時給/８００～１,０００円
時間/１７：３０～０２：３０（休憩１Ｈ）
休日/水・日曜日
場所/鹿本プラザ近く（山鹿市鹿本町）

食品工場内清掃

㈲熊本ビルシス
熊本市東区戸島西６丁目１０番２号
緯096‐360‐2854

医療事務２級以上　経験者優遇
社会保険完備　週休２日（シフト制）
給与/詳細は面談にて
応募/履歴書郵送又は持参ください

医療事務（正社員）

秋津レークタウンクリニック
〒８６１‐２１０５　東区秋津町秋田３４４１‐２０
緯096‐368‐6007（濱田）

勤務／市内及び県北　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
資格/准看護師、高卒以上、経験者
給与/固給１４.７万円～と諸手当
時間/８：４０～１８：２０　日祝・水午後休み
応募/電話後に履歴書ご郵送下さい

准看護師（正職員）

副島耳鼻咽喉科クリニック
〒８６１‐１１０２　合志市須屋２５２６‐１
緯096‐249‐1777

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）

募集人員／１名
業務内容／調剤・病棟業務
給与／当院規定による
応募／随時受付。お電話でお問合せください。

薬剤師募集

熊本整形外科病院
熊本市中央区九品寺１丁目１５‐７
緯096‐366‐3666

内容／ガス工事、設計・施工
給与／当社規定による。待遇等詳細面談
応募／まずはお気軽にお電話ください

ガス配管工事士募集

西部LP管工㈱
熊本市東区画図町下無田１４５０番
緯096‐378‐3322

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）

食品レジ業務　時給/７８０円から
日祝及び１８時～手当あり
時間/９時～２２時の間で５時間程度
面接/電話後、履歴書持参下さい。

レジスタッフ募集

ミカエル大津店生鮮館
菊池郡大津町室９６３番地（担当：安井）
緯096‐340‐3105

新規オープン（他、鹿本、小島方面有）
勤務／宇土市三拾町有料老人ホーム
時間／６：００～１９：００の内５ｈ～６ｈ
時給／７５０円～　交通費支給　委細面談

調理員（パート）

㈲ミユキ
菊池市木庭６４１

緯096‐338‐3658

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）２/１７金締切。詳細は下記迄

団体職員（記帳指導職員）

宇土市商工会
宇土市新小路町１３９

緯0964‐22‐5555

内容／国語、書道、数学、地理歴史、
　　　看護実習指導員
下記ＨＰ参照　２月１７日迄※給与規程有

高校非常勤講師募集

熊本中央高等学校
熊本市中央区内坪井町４‐８

緯096‐354‐2333（事務部）
 http://www.kasumigakuen.jp

時給／１,０００円＋交通費　時間
／９時～１７時半　休／土日祝
年齢／４０代まで　☆残業無し　！
年末年始、盆正月休、各保完

大手企業　！　旭志での事務

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/委細面談　
勤務/日時等、応相談
資格/幼稚園教諭免許　保育士資格
応募/まずはお電話下さい

非常勤教諭募集

坪井幼稚園
中央区内坪井町４‐１９(夏目漱石旧居隣)
緯096‐352‐1257

学生服・体操服の販売・採寸補助　期間／３/１
～４/１０　応相談　時給／７５０円　高卒以上（今
春卒可）　時間／９：４０～１９：１０（内５～８ｈ）　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096‐327‐3967（担当/今田）

精肉のパック詰め等簡単な作業です。
時給/８００円から　日祝手当あり
時間/８時～１８時の間で５時間程度
面接/電話後、履歴書持参下さい。

精肉部パート募集

ミカエル大津店生鮮館
菊池郡大津町室９６３番地（担当：安井）
緯096‐340‐3105

時給／７５０円～＋交通費（全額）
時間／９～１８時　週３日程度勤務
※土日できる方優遇　勤務地／熊本駅内
えきマチ１丁目（熊本市西区春日）

おみやげ（からし蓮根）販売スタッフ

おだのからし蓮根
宇城市松橋町古保山１２９７‐１
緯0964‐32‐9111

勤務地/南区平成２丁目　週２、３日～勤務ＯＫ
時間/６：００～８：３０　休日/交代制　勤務曜日
相談可　時給/７２０～７５０円　試用期間有　年齢
不問　交通費支給（月１万円迄）、車通勤ＯＫ

フィットネスクラブのオープン前清掃

ゴトクプロジェクト㈱
福岡市博多区祇園町７‐２０

緯092‐281‐7730（担当/渡辺）

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

職種／法律事務所事務員
待遇／時給８５０円～　週３～４日程度
　　　時間等応相談　委細面談
電話連絡後履歴書郵送（書類選考有）

銀河法律事務所
中央区子飼本町１‐５‐１F

緯096‐342‐1030

法律事務所パート募集
時給／調理師　　７９４円
　　　調理補助　７８２円
時間／応相談（常勤可）
待遇／無料駐車場、保険有

調理スタッフ

医療法人　森和会　森病院
熊本市南区近見１丁目１６‐１６

緯096‐354‐0177（担当/馬場）

勤務地/益城町福富　週２、３日～勤務ＯＫ
時間/７：３０～１１：３０、１２：３０～１６：３０・選択可
休日/交代制　時給/７２０～７５０円　試用期間有
年齢不問　交通費支給（月１万円迄）、車通勤ＯＫ

展示施設の日常清掃

ゴトクプロジェクト㈱
福岡市博多区祇園町７‐２０

緯092‐281‐7730（担当/渡辺）

金属部品加工業務　６０歳位迄の方
基本給/１６～１７万円（残業有）※別途手
当支給　時間/８：００～１７：００　休日/土日
待遇/社保有・制服貸与・その他

正社員募集　植木勤務

㈱テクニカルブレーン
北区龍田町弓削８１２‐１マルソービル
緯096‐215‐8144

パナソニック様等が開催するイベントでの
実演です。研修有。お気軽にお電話下さい。
勤務地区/天草内　勤務日数/平均月４～６日
時給/８５０円～　日給/７,０００円～

調理実演スタッフ急募

ヨシノ熊本南
天草市佐伊津町３４８７‐２

緯090‐1194‐7308（担当/井上）

部品配送業務　６０歳位迄の方
基本給/１６～１７万円（残業有）※別途手
当支給　時間/８：００～１７：００　休日/土日
待遇/社保有・制服貸与・その他

正社員募集　植木勤務

㈱テクニカルブレーン
北区龍田町弓削８１２‐１マルソービル
緯096‐215‐8144

勤務地/北区植木　休日/日曜
時間/７：００～１７：００（１人）
緯０９０‐９０７０‐７５４３（渡辺）
委細面談

有限会社　川藤
熊本市中央区保田窪１‐７‐２７
緯096‐285‐4833

清掃スタッフ（パート）
中習い可
日給／２２,０００円（日払）
時間／８：００～１７：００
応募／随時受付　後日面談

大工・ペンキ職人募集

屋根工事トモケン
熊本市中央区水前寺６丁目１０‐３０
緯096‐384‐7860

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

固定給／２５万～５０万円　社保有　
時間／９～１８時　車通可　休日／水
曜他　資格／一級又は二級建築士
　ハウスメーカーでの設計業務　！

建築士（合志市須屋）正社員

㈱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）

勤務/西原村鳥子工業団地内（熊本空
港から車で１０分）　時間/８：３０～１７：１５
土日休（有給休暇有）　入社日応相
給与/時給１,０５０円＋交通費＋入社祝金

一般事務の仕事（２名）長期

㈱ヒューマン
益城町田原２０８１‐１７（テクノリサーチパーク）
緯096‐214‐5691（担当石井）

固給２２万円～（３ヶ月間、時給１,０００円）
休日/毎週水曜他（年９６日）、９時～１８時
東区佐土原、地場の住宅会社です
伝票入力、電話・来客対応、ＰＣ操作等

経理事務　正社員前提

㈱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）

職　　種/サントリービール㈱九州熊本工場内における酒類・清涼飲料製造に
関わる業務　所属：品質管理業務

給　　与/基本給１６３,２００円
契約期間/入社４月、試用期間６ヶ月、２回目以降１年×３回、最終１年６ヶ月

（※契約更新有。その場合、更新は最長５年まで。）
時　　間/実働８時間（８：３０～１７：３０）
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、通勤手当有、正社員登用制度有、
　　　　　５年の期間満了時、報奨金有
応募方法/履歴書（写真貼付、希望職種・保有資格・技能を明記）、職務経歴書

（経験・専門・自己PRを記入）を書類送付先に２月１４日火必着にて
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

九州サントリーテクノプロダクツ契約社員
勤務地／八代郡氷川町
時給／９００円～　※経験による
時間／８：００～１７：００等　応相談
◎詳細はご相談ください◎

☆八代☆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

正社員 ! 未経験でも働ける医療事務
固給１９万円～（６ヶ月間、時給１,０００
円）土日祝休、８：１５～１７：３０（残業少）
中央区下通、地場企業の採用です
伝票入力、電話対応、ＰＣ操作等

一般事務　正社員前提

㈱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）

●急なお休みＯＫ●　時給１,０００円
土日祝休、８：３０～１７：３０（残業なし）
中央区九品寺、地場企業の採用です
研修充実　！　未経験者歓迎　！

【５名・長期】電話対応

㈱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●　時給１,０５０円
土日祝休、１０：００～１８：００（残業少）
菊陽町役場近く、地場企業の採用です
経理伝票作成・入力、電話対応等

【菊陽町】長期一般事務

㈱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）

済生会熊本病院内売店（近見町）
１２：３０～１８：００（実働５ｈ）　月～金
時給７３０円　別途交通費支給　電話後
履歴書郵送《時短でムリなく働く》

ベーカリーとお弁当販売

済生会熊本福祉センター
〒８６１‐４１２７　南区内田町３５６０‐１
緯096‐223‐3330　担当：カナザキ

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。

資格／要普免　３０歳迄
給与／固給１８１,０００円～　専門学校卒以上
応募／まずはお電話下さい
勤務地／玉名市・熊本市

体育指導員（正社員）急募

㈱太陽スポーツクラブ
鹿児島市東谷山２‐４４‐２

緯099‐268‐2221（本社）

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

給与/規程による（常勤・非常勤）どちらでも可
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

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

時給／７２０円
勤務時間／９：００～１６：００
受付全般（医事課業務）
応募／電話連絡後履歴書持参下さい

医事課（事務職パート）

熊本市中央区帯山４丁目２‐８８
緯096‐384‐1011

大腸肛門病センター　高野病院

資格／要普免　４０歳迄
給与／固給１７６,０００円～　短大卒以上
応募／まず電話連絡下さい
勤務地／熊本市

英語指導員（正社員）急募

㈱太陽スポーツクラブ
鹿児島市東谷山２‐４４‐２

緯099‐268‐2221（本社）

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/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

◎人の役に立ちたい、本気の人を求めています◎
仕事内容/犯罪被害者の相談対応、非常勤相談員の業務管理（研修期
間３年）　時間/８：３０～１７：１５　給与/固給１６７,５００円＋諸手当、賞与年２.４
月　休日/土日祝、有給休暇有　応募/履歴書（写貼）・職務経歴書送付

正規職員（相談員育成事業対象者）募集

緯096‐386‐0337

公益社団法人くまもと被害者支援センター
熊本市中央区水前寺６‐９‐５

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７５０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　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

●●● 店長候補（営業）募集

業務拡大につきパートさん大募集 !
交通センター徒歩３分

内　容／ビル設備管理・駐車場業務
勤務地／熊本市中央区花畑町
資　格／設備管理経験者、パソコン

（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ初歩程度）
時　給／８００円
※但し、入社より１ヶ月を試用期間とし
　その間は７５０円とする
時　間／平日…１７：３０～２１：３０

土曜…７：３０～１３：３０（要相談）
休　日／日・祝日　他
待　遇／社会保険完備、交通費支給（上限
　　　　１.５万：超過分は１/２支給）
応　募／下記番号へお問い合わせください
㈱九州ダイケン

〒８１２‐００１８福岡市博多区住吉２‐２‐１　８F
緯092‐271‐5063

設備管理（ア・パ）
①先端素材マグネシウム合金の成型・加工（正社員）②営業（正社員）
③金型の設計・製造（正社員）④プラスチック射出成型品の製造（正社員）
⑤プラスチック射出成型品の検査（パート）
給料／①～④基本給１４９,０００円以上　経験者優遇　諸手当あり　⑤時給７５９円
勤務地／①和水町　②～⑤南関町
勤務時間／①交替制勤務　②③８：００～１６：４５　④交替制勤務
　　　　　⑤パート　８：００～１６：４５　就業時間については相談に応じます
待遇／昇給年１回、賞与年２回、作業服無料貸与、社会保険、通勤手当あり
応募／まずはお電話ください。

ネクサス株式会社
玉名郡南関町下坂下１６８３‐４
緯0968‐53‐8181

正社員・パート募集（経験は問いません）サントリー九州熊本工場 サポートスタッフ


