
給与／時給１,３００円～
時間／応相談
条件／手術室経験者優遇
※まずはお電話ください。

桜が丘病院
熊本市西区池田３‐４４‐１

緯096‐352‐6264

パート看護師
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

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

内容/電話応対、受付等　時給/８５０円～（試用期
間時給８００円）９～１８時内で応相談（実働４～
６h）　資格/PC操作できる方　土日祝休、年末年
始、GW、お盆　雇用保険、昇給有、社員登用有

受注事務スタッフ

株式会社　利他フーズ
熊本市北区清水亀井町１６‐１１オフィスカメイビル２F
緯096‐342‐4933

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
熊本市東区錦ケ丘５‐１９

緯096‐360‐8889

●生活相談員（正）８：３０～１７：３０（日勤のみ）
資格/社会・介護福祉士・介護支援専門員
●夜勤（パート）１８：００～８：００　週２日程度
資格/不問　給与/当社規定による

デイサービス（スタッフ募集）

すまいるデイサービス
合志市野々島２４５０‐２

緯096‐242‐8370

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

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
玉名市両迫間６３５‐１

緯0968‐72‐0067

内容/経理、総務に関わる業務全般　時給/８５０
円～（試用期間時給８００円）９～１５時（休憩１h）
資格/経理経験者の方　土日祝休、年末年始、
GW、お盆　雇用保険、昇給有、社員登用有

経理事務スタッフ

株式会社　利他フーズ
熊本市北区清水亀井町１６‐１１オフィスカメイビル２F
緯096‐342‐4933

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）

パック詰め、寿司作り等簡単な作業です。
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。

鮮魚・精肉パート

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

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

病院内売店販売員（契約職員）
時間/７：００～１５：００/１４：００～２２：００/１７：００
～２２：００　勤務/済生会熊本病院内（熊本
市南区近見）　時給/７４０円～、通勤手当有
応募/電話連絡後、履歴書郵送又は持参
熊本県済生会　支部事務局
〒８６１‐４１９３　熊本市南区近見５‐３‐１
緯096‐351‐8000（担当/ナイジュウ）

入院患者の相談業務・転退院支援　時間/８：３０～
１７：００（７.５Ｈ）　給与/当院規程　資格/社会福祉士
もしくは精神保健福祉士をお持ちの方　経験者優
遇。２/２８迄に人事室宛に履歴書を郵送ください

医療ソーシャルワーカー（産休補充）１名

済生会熊本病院
〒８６１‐４１９３　熊本市南区近見５‐３‐１
緯096‐351‐8074（人事室・担当尾ノ上）

◎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

時間/８：００～１６：３０の間で５～７時間
勤務/済生会みすみ病院内（宇城市三角
町）　時給/７４０円～、通勤手当等有
応募/電話連絡後、履歴書郵送又は持参

病院内レストラン調理員（契約職員）

熊本県済生会　支部事務局
〒８６１‐４１９３　熊本市南区近見５‐３‐１
緯096‐351‐8000（担当/ナイジュウ）

給与／固給：２５０,０００円～
休日／日曜日他ＧＷ休暇等あり
各種保険等あり。詳細は面談にて。
未経験の方も見習可。男女問わず

建築大工（正社員）

株式会社　笹原建設
合志市豊岡２０００‐１６０５

緯096‐247‐0310

給与／固給：２００,０００円～
休日／日曜日他ＧＷ休暇等あり
各種保険等あり。詳細は面談にて。
建築士免許等資格者優遇

現場管理（正社員）

株式会社　笹原建設
合志市豊岡２０００‐１６０５

緯096‐247‐0310

資格/介護支援専門員取得者で普通自動車
運転免許取得者　採用日/平成２９年４月１日
詳細面談　受付期間/２/１３～２/１７　１次試験３/５
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

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）

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）

資格／栄養士又は管理栄養士
給与／時給７８０円～
時間／９時～１７時の内４～８ｈ
週３～５日　休日／日曜他

栄養士募集（パート）

総合福祉施設　ゆうとぴあ
熊本市南区富合町古閑９９４‐１

緯096‐358‐4117（担当/本田）

病院内売店販売員（契約職員）
時間/７：００～１９：００の間で７時間
勤務/済生会みすみ病院内（宇城市三角
町）　時給/７４０円～、通勤手当等有
応募/電話連絡後、履歴書郵送又は持参
熊本県済生会　支部事務局
〒８６１‐４１９３　熊本市南区近見５‐３‐１
緯096‐351‐8000（担当/ナイジュウ）

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）

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）

資格／要大型一種免許　給与／時給９５０円～
時間／７：４５～１０：１５、１３：３０～１６：１５（計５.２５h）
休日／土日祝他　勤務地／幼稚園（中央区黒髪）
待遇／交通費支給、車通勤可　応募／月曜～TEL下さい

スクールバス運転士募集

大新東株式会社　熊本営業所
〒８６２‐０９２６　熊本市東区保田窪３‐１‐１０
緯096‐213‐0770

常勤　未経験可
先ずは履歴書をお送り下さい
こちらからご連絡致します
詳細は面談にて

介護支援専門員

居宅介護支援センター　虹の家
〒８６９‐１２１９菊池郡大津町大林２２５‐２
緯096‐349‐3553

主に美容皮膚科部門勤務　美しくなる事、
人を美しくする事に喜びを感じる方希望。
年齢３５歳位まで常勤　月～土ＡＭ９：００
～ＰＭ６：３０勤務可能な方　詳細面談

看護師（正・准）募集

（医）フォーチュンなかがわ整形
熊本市北区武蔵ヶ丘２丁目２‐２
緯096‐386‐3188

固給／１４８,８００円　期間／Ｈ２９.４/１～Ｈ３０.３/３１
時間／８：３０～１７：１５　休日／土日祝日
応募／電話後履歴書持参　面接有　締切／２/１７迄
業務内容／水道メーター取替等

嘱託職員募集

（公財）熊本市上下水道サービス公社
熊本市中央区水前寺６丁目２‐４５
緯096‐288‐7462

勤務／常勤またはパート（４時間）
給与／詳細は面談の上
時間／８：３０～１７：３０　週休２日
応募／電話後、履歴書持参面接

正・准看護師

宮川内科医院
合志市栄２４９７‐１０

緯096‐248‐2155

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）

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

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

職種/記帳指導職員　給与/当会規程
資格/簿記３級以上　待遇/賞与、社保ほか
応募/履歴書郵送（２/１７迄当日消印有

効）書類選考、筆記試験

商工会職員

熊本市城南商工会
〒８６１‐４２０２　熊本市南区城南町宮地１０８０‐１
緯0964‐28‐2317

外来のみ
月～土曜日の午前中勤務
詳細は面談にて
まずはお電話下さい

やん胃腸科外科医院
熊本市西区上熊本３‐１６‐１８
緯096‐351‐1377

正・准看護師（パート）

資格／介護福祉士、正・准看護師
給与／当社規程、各種手当、昇給・賞与有（応業績）

★２月１日リニューアルオープン！
★まずはお気軽にお問い合わせ下さい

オープニングスタッフ

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

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

◎新規開業、５月オープン◎
勤務／常勤及びパート
給与／当院規定による
応募／ハローワーク参照　委細面談

医療事務　正・准看護師

わたなべ内科クリニック
八代市永碇町１０７３‐５

緯080‐8388‐7411

仕事内容／受付事務
勤務地／阿蘇市農村環境改善センター
勤務日／毎週金曜日
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

勤務/大津町（国道５７号線沿い）　時間/８：００～
１７：００　休日/日曜日　給与/①月固２３万円～②
時給１,１００円・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

①試験室業務②運転手

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）

期間／３/１～３０年３/３１（更新あり）　時間／８：３０
～２２：００のうち７ｈ　給与／固給１２３,７００円　昇給
有　諸手当他　休日／週休２日他　◎応募条件
がありますので、詳細はHPをご覧下さい。

財熊本市国際交流振興事業団
〒８６０‐０８０６中央区花畑町４‐１８

緯096‐359‐2020（担当/前田・伊藤）

国際交流会館受付
場所/天草郡苓北町（病院）
時間/５時～１９時内８Ｈ（シフト制）
月固/１６５,０００円～１８０,０００円
受付/１３日月９時～　※委細面談

調理係急募！！

㈱東臣
菊池郡大津町杉水字一ノ迫３０２１‐１
緯096‐294‐7020

資格／高卒以上４５歳位迄未経験者可
給与／当院規定による　社保完備
木土午後休　日祝休　夏季冬季休有
応募／履歴書送付後面談

医療事務（正職員）

吉井皮ふ科
熊本市東区健軍本町５２‐３

緯096‐331‐5253

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
場所/上天草市松島町（施設）
時間/６：３０～１９：００の内８Ｈ（シフト制）
時給/７８０円～８２０円
受付/１３日月９時～　※委細面談

調理係急募！！

㈱東臣
菊池郡大津町杉水字一ノ迫３０２１‐１
緯096‐294‐7020

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）

職務／病棟での夜間介護（経験不問）
時間／２３：３０～８：３０の８時間
給与／日給１０,０００円
応募／まずはお電話ください（花園）

夜勤専門介護職

あおば病院
宇城市松橋町萩尾２０３７‐１

緯0964‐32‐7772

時給/８００～９００円（時間等相談可）
※介護職員処遇改善手当有り
　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

時給/８５０円～　要普通免許
時間/９：００～１８：００　休１時間
日数は応相談　お料理好きな方歓迎
研修有・年齢不問　詳しくは面接で

調理実習スタッフ急募

ヨシノ熊本南
天草市佐伊津町３４８７‐２

緯0969‐24‐2005

介護保険でのレンタル・販売・住改
資格／福祉用具専門相談員
給与／当社規定、経験者優遇
応募／電話後履歴書持参

福祉用具専門相談員

㈲熊本託麻義肢
熊本市東区八反田２丁目１‐４９
緯096‐380‐8673

４０～５０代活躍中!!　パートからでもＯＫ
固給/１９.５～２４万円（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

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

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

通所リハでの食事入浴介助、リハビリ、送迎等
給与／当院規定、賞与年２回、退職金制度有

委細面談
応募等の詳細はホームページをご覧下さい

介護福祉士（専門正職員）

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）

職種/①病棟　②通所リハ（デイケア）
給与・待遇/当院規定による
応募/履歴書送付後面接　詳細相談応
資格等取得者優遇

介護職員

菊陽台病院
菊池郡菊陽町久保田２９８４

緯096‐232‐1191

職種/①病棟　②外来
給与・待遇/当院規定による
応募/履歴書送付後面接　詳細相談応
事前病院見学等歓迎します。

看護師（正、准）

菊陽台病院
菊池郡菊陽町久保田２９８４

緯096‐232‐1191

通所リハでの食事入浴介助、リハビリ、送迎等
給与/当院規定よる　週３日・５時間以上勤務可で
介護福祉士、介護職員初任者または介護経験者
応募等の詳細はホームページをご覧下さい

介護職員（契約職員）

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）

職種／精密製缶業務※溶接経験者求む
※７０歳位迄の方可能／実務経験者
給与／基本給２０～３０万　別途諸手当有
待遇／社保その他有り　制服貸与

正社員急募　菊池勤務

㈱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

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

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

募集人員／２名
職務内容／調剤業務全般
給与／当院規定に準ずる
委細面談・まずはお電話下さい。

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（第１空港線沿い）
緯096‐232‐3111（事務部/城）

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）

勤務地／南区白藤１丁目（クローバー調剤薬局）
勤務／９：００～１８：００　休日／日・祝日、他
給与／基本給＋賞与年３回、その他手当有　委細
面談　面接／まずはお電話にて　担当前田まで

薬局受付・契約社員募集

㈲エム・エム・ドラック
熊本市東区三郎１‐１４‐２１

緯096‐383‐8880

８：３０～１７：３０（短時間勤務可）
休日/日祝＋他１日　時給/９００円
益城インター近く、車通勤可
即日～約１ヶ月間、２名募集

〔短期〕倉庫内部品運び

㈱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）

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/益城町安永　工場内社員食堂
時間/９～１５時（実働５ｈ）　時給/７８０円・交費付
休日/土日祝・盆・正月・ＧＷ　内容・待遇/盛
付・洗浄・パソコン入力・食事補助・制服貸与

調理補助及び事務パート

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

募集人員／１名
職務内容／退院調整業務など
給与／当院規定に準ずる
委細面談・まずはお電話下さい。

社会福祉士募集

熊本リハビリテーション病院
菊池郡菊陽町曲手７６０（第１空港線沿い）
緯096‐232‐3111（事務部/城）

時給/７２０円～１,５００円（別途手当有）
時間/９：００～１８：００（終業時刻相談可）
休日/土日祝日　但し繁忙期は残業有
☆まずはお気軽にお電話ください

行政書士補助者業務

ほりかわ行政書士事務所
熊本市南区南高江７丁目９‐１５０
緯096‐297‐9178

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
食事介助、就寝支援等　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

未経験者・５０代の方歓迎　！
給与／当法人規定（昇給・賞与有）
時間／シフト制　待遇／社保完備
応募／電話連絡後履歴書持参下さい

障害者支援施設　くぬぎ園
合志市御代志７２２‐７

生活支援員募集

緯096‐242‐5666（担当/野崎まで）

勤務地／八代市沖町　時間／８：００～
２２：００（シフト制：実働８ｈ、休憩１ｈ）
給与／固給１９０,０００円～２００,０００円
内容／商業施設の施設管理

施設管理（契）

株式会社　ヒューマンウェイブ
〒８６１‐８０３５　熊本市東区御領２丁目２８‐１４　大森ビル１０３
緯096‐389‐4663

窓口対応・事務補助ほか　期間/採用～H２９年３月３１日（更新あり※４・１０月
更新制）　場所/市総合体育館・アクアドーム他　日給/６,２４０円（８h勤務）通
勤手当（条件あり）　資格/PC操作　泳げる方（プール監視有）他　応募/履歴
書を総務課へ郵送または持参◎書類選考後面接　詳細はお問合せ下さい。

公的スポーツ施設の事務・管理補助

緯096‐385‐1042（９～１７時、月曜休）

（一財）熊本市社会教育振興事業団
〒８６２‐０９４１　熊本市中央区出水２‐７‐１

①スポーツ・運動指導職（スポーツ施設）②技術職（文化施設）　期間/Ｈ２９.４/１～Ｈ３０.３/３１
（更新あり）　給与/基本給１４０,０００円　各種手当　賞与年２回　応募/専用の申込書（HPより
ダウンロードもしくは事務局受け取り。）にて２/１９までに申し込み。　選考/選考試験有（１次
　２/２６）　詳細はHP（http://kc-sks.com）にて確認、もしくはお問合せください。

契約職員（公的スポーツ・文化施設）募集

緯096‐385‐1042（９～１７時、月曜休）

（一財）熊本市社会教育振興事業団
〒８６２‐０９４１　熊本市中央区出水２‐７‐１

勤務地／東区上南部　時給／１,０００円
期間／即日～３ヶ月（更新の可能性有）
時間／１０時～１７時（土・日）・１６時～２１時木
※時間帯相談可・車通勤可・交通費支給

急募　！　接客補助・レジ・店内業務

株式会社グッドスタッフ
熊本市東区新南部４‐７‐３８　OMビル４F
緯096‐213‐0051（担当/松岡）

職種/空港近くのルート配送　研修有
勤務/日勤：６：１５～１８：００　夜勤：１９：１５～５：００
※６勤２休　日勤夜勤交互（固定可）
給与/日給１２,５００円（交通費込）

２ｔトラック運転手大募集　！

株式会社グッドスタッフ
熊本市東区新南部４‐７‐３８　OMビル４F
緯096‐213‐0051（担当/松岡）

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。

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

勤務地／熊本県菊池郡大津町or菊池市　時給／１,０５０円～
時間／交代制９：００～１９：１５（１１：００～２１：１５）、２１：００～翌７：１５（２３：００～
翌９：１５）　休日／４勤２休（会社カレンダー）　待遇／寮費無料、交通費規定
支給、社会保険完備、制服貸与、工場見学ＯＫ　応募／出張面接受付中　！

簡単な組立・検査

錆0120‐263‐269（採用係）

株式会社Jフォスター
熊本県熊本市北区植木町岩野２６６‐１２　グリーンAビル２F（派４０‐３００６０４）

マーチャンダイザー（委託） 電気主任技術者 募集施工管理（建築・土木）
業務/病院内での診療放射線技師業務（Ｘ線・ＣＴ・ＭＲＩなど）当直業務・オンコー
ルによる呼び出しあり雇用形態/正社員（３か月間の試用期間あり）給与/当会規
定による＊経験・能力等考慮します時間/８：３０～１７：３０その他/基本４週８休待遇/
各種保険完備、交通費規定支給、有給休暇等応募/履歴書を郵送または持参。

杉村病院　診療放射線技師　募集

緯096‐372‐3322（担当/西村）

医療法人杉村会
熊本市中央区本荘３‐７‐１８

まずはお気軽にお電話ください
勤務地／熊本市中央区本荘　給与／大学規定による　資格／ＰＣ操作　秘書
業務　英語できれば尚可　時間／９：００～１７：００又は～１７：４５（応相談）
待遇／交通費、社保完、賞与有　応募／電話連絡後履歴書、職務経歴書郵送

事務補佐員　医局秘書業務

緯096‐373‐5893（担当/横田）

熊本大学神経内科
〒８６０‐８５５６　熊本市中央区本荘１‐１‐１

成尾整形外科病院内での事務業務（ソフト入力業務、支払業務）です。
職種／一般事務（簿記２級以上、要普免）　勤務／熊本市中央区岡田町
給与／当社規定による　各種保険完備　時間・休日／当社規定による
応募／履歴書、職務経歴書郵送後面接日時連絡

事務職募集（成尾整形外科病院内）

緯096‐371‐9903（担当/清水）

㈲成商事（成尾整形外科病院グループ会社）
〒８６２‐０９５８　熊本市中央区岡田町１２番２４号

仕事内容／病院・施設等での給食調理業務
勤務地／熊本県内各地に事業所があるため、お住いの

近くをご提案致します。
時間／勤務地による　※実働７.５時間又は８時間
休日／勤務地による　※月７日又は８日（希望休有）
給与／月固定１６万円～２０万円（経験による）＋通勤手当

（規定有）
待遇／賞与年２回、退職金制度有、社会保険有完備、

制服貸与、資格手当有※調理師、（管理）栄養士
備考／パート勤務者も募集しております。

お気軽にお電話下さい。

株式会社九州フードサプライセンター
熊本市北区貢町７８０‐１０

緯096‐215‐9901

給食調理スタッフ（正社員）募集
※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 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・他

（月１０日程度）
待遇／交通費支給（当社規定）

制服貸与
応募／２月１３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

勤務地／（１）熊本市東区長嶺南（２）熊本市中央区本荘
（３）熊本市南区近見　（４）阿蘇市

業務内容／①外来受付②入院会計
③外来クラーク④病棟クラーク

時間／（例）月～金８：３０～１７：１５（休憩４５分）
※配属先により異なる

給与／当社規定による
待遇／年次有給休暇、社会保険完備、制服貸与、交通費実費

支給（月上限５万円迄）、正社員登用制度、
キャリアアップ制度有、産前産後休暇・育児休業制度

応募／業務内容・勤務時間は配属先により異なります。
まずはお気軽にお電話・メールください!!

◆経験者・有資格者、大歓迎!!
◆未経験者も歓迎します　！

株式会社ニチイ学館　熊本支店
熊本市中央区花畑町１‐７MY熊本ビル５F

ms832j@nichiigakkan.co.jp　錆0120‐781‐247

医療事務スタッフ　大募集!!

●●● 夕食弁当･食材等お届け販売スタッフ募集●●● 施設警備員募集！

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）
固定得意先の宅配で安定した収入を！！初めての方・中高年（男女）の方も歓迎◎

明治の宅配専用人気商品をご家庭にお届けする仕事です 。

布亀株式会社マザーケア熊本デリバリーセンター
〒８６０‐０８３４　熊本市南区江越２‐２２‐４８　緯096‐312‐8115（担当／上滝）

☆宅配正社員大募集☆

資　格／普通免許（ＡＴ限定可）
給　与／固給２０２,０００円　※他諸手当有
時　間／（月～金）８：３５～１７：００　（土）８：３５～１５：００
休　日／日・祝（土・ウィークデーも代配制度でお休みが取れます）
待　遇／昇給・賞与、マイカー持込歓迎（マイカー手当有）、各種社

会保険有（定年６５歳：６５歳まで各種社会保険有）
※定年後、仕事継続可能（業務委託契約）

応　募／履歴書持参の上お越し下さい。ご都合の悪い方はお電話
下さい。　面接：２月１６日木９：００～１７：００

■明治製品の宅配事業〈創業明治９年・社員１６００名〉

６５歳以上のご応募は業務委託　◎年齢制限なし
契約となります（条件委細面談）　◎宅配日・時間は応相談
※６５歳未満の方もご相談ＯＫ　 ◎年金受給年齢より年金受給可能

給　　与／固定給２６０,０００～３６０,０００円　※資格・経験等考慮の上優遇します

仕事内容／増改築・リフォームの現場管理、
　　　　　設計、積算、メンテナンス訪問

時　　間／８：３０～１７：３０

休　　日／日曜・祝日、お盆・年末年始

資　　格／高卒以上　要普通免許（AT限定不可）
　　　　　１級・２級建築施工管理技士又は１級・
　　　　　２級建築士のいづれかの資格者は優遇します

待　　遇／賞与年２回、社会保険完備、通勤手当有、マイカー通勤可

応　　募／事前に、履歴書（写真付）郵送下さい。追って面接日時ご連絡いたします。
　　　　　お電話でのお問合わせもOKです

事業内容／個人住宅の新築・増改築・リフォーム及び塗装等の総合建築請負業です。
　　　　　リクシルリフォームショップとしてLIXILの提携店でもあります。

有限会社　熊本装新
熊本市西区島崎２丁目３３‐１７（千原台高校そば）

緯096‐325‐1773（採用係）

現場管理（設計・積算・ＣＡＤ）

急募！　経験者優遇
リフォーム・リノベーション・新築

”創業４０年”新築・リフォーム・増改築

給　　与／当社規定　詳細は面談にて

時　　間／８：３０～１７：３０

休　　日／日曜・祝日、お盆・年末年始

応　　募／事前に、履歴書（写真付）郵送下さい。
　　　　　追って面接日時ご連絡いたします。
　　　　　お電話でのお問合わせもOKです

事業内容／個人住宅の新築・増改築・リフォーム及び塗装等の総合建築請
負業です。

　　　　　リクシルリフォームショップとしてLIXILの提携店でもあります。

有限会社　熊本装新

熊本市西区島崎２丁目３３‐１７（千原台高校そば）

緯096‐325‐1773（採用係）

大工・左官募集
急募！　経験者優遇

リフォーム・リノベーション・新築

”創業４０年”新築・リフォーム・増改築

二輪･汎用製品の製造（２月中旬～３月上旬［弊社指定日］に入社可能な方）


