
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）

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

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
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）

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

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

病院厨房での調理業務全般　固給/１６～２２万円
時間/５：１５～１４：３０・９：００～１８：００（実働８H）
勤務地/東区山ノ神の精神病院　休日/月８～９回
待遇/各種保険完備、交通費支給、制服貸与

調理師大募集

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

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）

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）

給与／時給１,３００円～
時間／応相談
条件／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
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／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）

調剤薬局事務急募

あさがお薬局　画図店
東区画図所島１１２‐２

時間/平日９：００～１８：００（土～１３：００）
休日/週休２日　固給/１７万５,０００～２１万円
応募/電話後履歴書持参　詳細応相談
※有給１００％消化　※経験者

緯096‐334‐7773（担当/遠藤）

資格/保育士・社会福祉関係・幼教
　　　　　実務経験５年以上
待遇/当法人規定、詳細面談
応募/２月末迄、電話後履歴書送付

専門学校教員募集

専修学校　熊本ＹＭＣＡ学院
〒８６０‐８７３９　熊本市中央区新町１‐３‐８
緯096‐353‐6393（担当：加藤）

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

放課後及び長期休暇中の児童の
育成や支援業務　保育士可
待遇/当法人規定による・要相談
写真付履歴書２月２５日土必着郵送

児童支援員募集（職員）

学校法人　熊本ＹＭＣＡ学園
〒８６０‐８７３９　熊本市中央区新町１‐３‐８
緯096‐353‐6397（担当：村田）

幼稚園教諭免許及び保育士資格取得者
勤務地/みなみＹＭＣＡ・水前寺幼稚園等
待遇/当法人規定による・要相談
写真付履歴書２月２５日土必着郵送

幼稚園教諭・保育士募集（職員）

学校法人　熊本ＹＭＣＡ学園
〒８６０‐８７３９　熊本市中央区新町１‐３‐８
緯096‐353‐6397（担当：村田）

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

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

幼児教育に関する専門学校教員
資格/幼児教育経験５年以上
待遇/当法人規定による・要相談
写真付履歴書２月２５日土必着郵送

専門学校教員募集（職員）

学校法人　熊本ＹＭＣＡ学園
〒８６０‐８７３９　熊本市中央区新町１‐３‐８
緯096‐353‐6397（担当：村田）

資格／要普免　３０歳迄
給与／固給１８１,０００円～　高卒以上
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

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）

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
益城又は御船での相談支援業務・事務
月～金９～１８時の内５時間程度
時給８８０円～　交通費・雇保有
写真付履歴書２月２５日土必着郵送

仮設団地支援員募集（パート）

公益財団法人　熊本ＹＭＣＡ
〒８６０‐８７３９　熊本市中央区新町１‐３‐８
緯096‐353‐6397（担当：村田）

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）

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）

勤務地/七城町蘇崎の社員食堂内　時給/７５０円
時間/１０：３０～１４：３０（４ｈ）　休日/土日・年末年
始・お盆　待遇/交通費、雇用保険、車通勤可
仕事内容/ホールのテーブル拭き、ゴミ出し他

盛付・洗浄パート募集

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／２名
勤務時間／相談に応じます
給　　与／当院規定に準ずる
応　　募／お電話でお問合せ下さい

パート薬剤師

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）

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）

時給/７８０円・交費付　時間/９～１５時（実働５ｈ）
勤務/益城町　工場内社員食堂
休日/土日祝・盆・正月・ＧＷ　
内容/盛付・提供・パソコン入力・食事補助

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

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）

◆ご自宅近くの勤務地を紹介可◆
時給／９００～１,０００円　◎６０代も活躍
休日／土日祝（週２日勤務～ＯＫ）
時間／固定①７～９時②１７～１９時

保育士・子育て支援員

保育士派遣のマルル
熊本市中央区桜町１‐２０西嶋三井ビル１４F
緯096‐223‐8230　※M４‐１０４‐０１

時間／７：００～１８：００（残業有）
年齢／５５歳位迄　※４ｔドライバー
も募集　給与／日給９,０００円

緯090‐1977‐6547（塚本）
緯096‐248‐8493

牛の肥育

塚本畜産
菊池市泗水町福本２３０５‐２（孔子公園近く）

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

正職員薬剤師

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）

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）

ローズラブ
菊池郡大津町大津２４９６‐１

緯096‐293‐3230

勤務地/菊池郡大津町
時間/１２時～翌１２時　月１０日程度
日給/１１,７００円＋交通費
応募/面接随時　電話連絡後履歴書持参ください

客室清掃係

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
業務/病院での医療相談業務
条件/月９日休　委細面談まずはお電

話下さい
応募/履歴書送付後　面接日時等連絡

社会福祉士（常勤）

医療法人田中会　武蔵ヶ丘病院
熊本市北区楠７丁目１５‐１

緯096‐339‐1161（担当　金丸）

内容／醤油・味噌の製造に関する作業
給与／固給１４万円～＋諸手当
時間／８：１５～１７：３０　休日／日祝日
月２回程度土曜日　応募／電話後面接

食品工場製造正社員

丸亀醤油株式会社
山鹿市中１０００‐２

緯0968‐44‐3131

勤務地/南区近見　時間/９：００～１６：００
シフト制　週３日程度　　時給/７１５円～
入社祝金１万円（社内規定有）
詳細は電話にて。追って勤務地にて面接

㈲クルメビルサービス
福岡県久留米市上津町１８３５‐１０
緯0942‐21‐1352（担当/廣瀬）

急募！病院内清掃
業務内容／菓子接客販売業務
勤務地／熊本空港、熊本駅、鶴屋、城彩苑
給与／時給７５０円　月固１５万円～※交通費あり
勤務地相談　電話後履歴書ご持参下さい

パート・正社員募集

肥後もっこす本舗　あんたがたどこさ
熊本市北区和泉町１６８‐１８

緯096‐245‐5211（担当/渡邉）

業務内容／事務・菓子販売
勤務地／フードパル熊本
時給／７５０円以上※交通費あり
社員登用有　電話後履歴書ご持参下さい

パートアルバイト募集

㈱岩田コーポレーション
熊本市北区和泉町１６８‐１８

緯096‐245‐5211（担当/渡邉）

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）

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）

資格／簿記３級以上、ＰＣ入力経験、要普免
時間／９：００～１７：００　休日／土日祝他
時給／８４０円　履歴書（写貼）持参（２/２４迄）
書類選考後、該当者へ連絡

熊本市河内商工会
熊本市西区河内町船津２１０４‐４
緯096‐276‐0342

記帳指導職員（パート）
仕事/給油の監視及び清掃作業
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

給与／最低保障日給５,５００円＋歩合
時間／１９：００～４：００（内８時間勤務）
資格／一種免許・二種免許取得者
１９時以降にお電話ください

運転代行乗務員募集

有限会社西日本運転代行
熊本市東区戸島１‐１‐１１

緯096‐388‐8583

業務/調理
勤務時間/８時半～１７時半
６時～１５時、９時半～１８時半
詳細は面談にて。まずはお電話下さい。

調理員（常勤）

医療法人田中会　武蔵ヶ丘病院
熊本市北区楠７丁目１５‐１

緯096‐339‐1161（担当　事務部城戸）

勤務地／西区小島　共同調理場
給与／時給８５０円～１,０００円・研修期間８００円
時間／８時１５分～１７時１５分
休日／土・日・祝日及び学校休業日

学校給食スタッフ募集

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／中央区新大江（サービス付
高齢者住宅）　給与／時給１,１００円
時間／９時～１５時３０分
休日／土曜、日曜、祝祭日

栄養士募集

株式会社　三勢
熊本市中央区帯山３丁目８‐４４
緯096‐383‐2341

●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）

年齢／１８～４０歳位まで
給与／当社規定による（社保完）
応募／履歴書郵送ください。
　　　書類選考の上面接日通知。

熊本城稲荷神社
〒８６０‐０００２　熊本市中央区本丸３‐１３
緯096‐355‐3521

神社（巫女）職員
勤務地／西区（上熊本駅近く）５５歳位迄
時間／８：３０～１７：３０　休日／土、日、祝
給与／時給９５０～１,０００円（月収１８万～２２万円可）
待遇／雇用、社保あり、通勤手当、制服貸与

倉庫内リフト作業員募集

株式会社　リアルエンジニア
熊本市東区長嶺東８丁目１‐１
緯096‐284‐1233

パソコンを使ったラベル作成
場所／益城町　時給／８００円
時間／１１：００～１８：００　年齢／２０～５５歳
休日／土日（GW、年末年始、盆休み有）

容器のラベル作成

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

資格/高卒以上、経験者
給与/固給１３～１７.５万円＋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

受付・医療事務（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

菊陽町（空港近く）　時給/９００円＋交通費
休日/シフト制　時間/①６：００～８：４５②１７：００
～２０：００※①②両方勤務できる方　５０歳以
上活躍中　！　未経験ＯＫ　！　各種保険完備　！

グループホーム内での食事作り

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

勤務地/中央区本荘
給与/固給１８～２５万円　時間/８時間労働
休日/週休２日制（希望休有）　待遇/各種保険・
交通費・制服貸与・試用期間３ヶ月は時給計算

調理師及び調理スタッフ

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

給与/基本給１５０,０００円～。別途交通費。昇給有。
時間/９：００～１８：００、９：００～１９：００　交代制
９：００～１３：００（水・土）◎ハローワークに掲載中
応募/まずはお電話お待ちしています。

医療事務受付　正社員

水前寺胃腸科外科
熊本市中央区水前寺３‐３‐２８
緯096‐384‐1930

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/菊池市（道の駅旭志側）
時間/８：３０～１７：００（残業なし）
休日/土・日・祝・他　時給/９２０～９５０円＋
交通費※多少パソコンの出来る方歓迎

入力事務（急募）

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

給与／日給９,１３９円
（深夜、諸手当含）

時間／２１：００～７：００
勤務／月１５日程度（２勤２休）
勤務地／東区下南部３丁目

（３月下旬オープン　!）
資格／危険物乙４類
待遇／各種保険完備
応募／９：００～１８：００（土日祝除く）

の間でお電話下さい
面接は勤務地近隣で行い
ます

㈱文化コーポレーション
福岡市博多区博多駅前３‐１９‐１４
錆0120‐960‐586

急募！夜間セルフＳＳスタッフ
業務内容／植木病院内におけるリハビリテーション業務全般
給与／日給９,１５０円　通勤手当あり　有給休暇あり　年齢／不問
時間／月～金の８：３０～１７：１５（月１回程度土曜日の勤務有）
応募方法／まずはお気軽にお電話下さい。

理学療法士（臨時職員）募集

緯096‐273‐2111（採用担当）

熊本市立植木病院
熊本市北区植木町岩野２８５‐２９

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）

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。

業務内容／一般秘書業務
短大卒以上でワード、エクセルが使える方

給　　与／熊大基準に準ずる。
委細面談　履歴書郵送

大学秘書募集

熊本大学消化器内科
〒８６０‐８５５６　中央区本荘１‐１‐１

緯096‐373‐5150（担当/直江）

勤務地/ジェトロ熊本事務所（熊本市中央区横紺屋町）
職種/①海外ビジネスアドバイザー
内容/担当ブロック内における農水食品分野の輸出を中心とす

る相談対応、情報等の企業支援業務
時間/９：００～１７：４５、週休２日制（常勤嘱託員）
給与/月固３３万円、健保、社保、雇保加入、他当機構の定めによる
職種/②アシスタント
内容/支援業務補助（セミナー、商談会等）、経理等庶務業務
時間/９：００～１７：００、月１５日かつ週２９時間以内（非常勤嘱託員）
給与/当機構定めによる
応募/詳細HP参照　https://www.jetro.go.jp/recruit/

JETROの海外ビジネス支援事業です

日本貿易振興機構（JETRO）人材デスク
東京都港区赤坂１‐１２‐３２　アーク森ビル

緯03‐3582‐4977　問い合わせ：E-mail：shokutaku-saiyo@jetro.go.jp

海外ビジネスアドバイザー、スタッフ募集

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

勤務地/東区健軍２丁目１１‐５４（熊本マリスト学園）　休日/シフト制　週５日勤務
時間/①５：００～９：００②９：００～１４：００③１５：００～１９：３０
時給/①９００円②８００円③８５０円　待遇/制服貸与、交通費規定支給、車通勤可
電話後履歴書持参※グループ会社のユーレストジャパン㈱との雇用契約です

新規オープン　調理スタッフ募集

緯096‐213‐7000

西洋フード・コンパスグループ株式会社
熊本市中央区水前寺６丁目３７‐２１

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スポット　※詳細面談にて　給与／当社規定
時間／①８時３０分～１７時１５分　②時間・曜日は相談に応じます
勤務地／①阿蘇方面②熊本市内　資格／①普通免許②大型免許

※業務拡張による人員募集

送迎運転手　募集

緯096‐367‐0553（担当/小出・坂梨）

有限会社　ゆうしん
熊本市東区錦ヶ丘２６‐１１

東京で働く！　正社員営業
職種／公共施設の管理・運営業務（受付・日常清掃）、
　　　公共施設での運動指導ほか
※フルタイム・基本給（勤務地）／①１７５,０００～１９０,０００円（熊本市東区・南区）、

②１６５,０００円（熊本市北区）
※パート・時給（勤務地）／③８００～９００円（熊本市南区）、

④８５０～９５０円（熊本市東区）、⑤７５０円（熊本市北区）
時間／①８：４５～２１：３０の間でシフト制、②８：３０～１７：３０・９：００～１８：００、
　　　③８：４５～２１：３０の間でシフト制、④１８：００～２２：３０、
　　　⑤５：００～１４：００、１５：１５～０：１５（①～⑤それぞれ応相談）
休日／シフト制（応相談）　待遇／通勤手当、制服貸与
その他／運動指導士ほか運動指導に関する資格者優遇（①、③、④）、
　　　　保育士資格（②）、熊本市内の公共施設での勤務（①～⑤）
応募／電話連絡後、履歴書をご郵送ください

（指定管理者：株パブリックビジネスジャパン）
熊本市東部交流センターほか

熊本市南区江越１‐１４‐１０‐２F
緯096‐237‐7266

受付ほか公共施設の運営スタッフ（フルタイム・パート）

仕　　事／高速道路の料金収受業務
雇用期間／平成２９年６月１日～平成３０年３月３１日＊契約更新の可能性あり（条件あり）
勤　務　地／県内の高速道路料金所１２ヶ所（八代・八代南・日奈久・松橋・益城熊本空港・益城本線・御船・

人吉・南関・菊水・植木・熊本）のいずれか　通勤が１時間程度の料金所
勤　　務／昼夜勤（２４時間交代制勤務）（休憩４時間、仮眠４時間）
給　　与／固給１７３,０００円～１７９,０００円　＊別途通勤費支給
休　　日／週休２日制（ローテーション）　待遇／社会保険完備、社員登用制度あり、車通勤歓迎、制服貸与
応　　募／電話連絡の上、履歴書（写真添付）を平成２９年３月６日㈪までに、郵送して下さい。

＊履歴書の返却は致しません。予めご了承ください。書類選考の上、試験日と会場を通知します。
採用前研修（６週間）があります。まずは、お気軽にお電話下さい。

西日本高速道路サービス九州株式会社
〒８６９‐４６１６　熊本県八代市川田町西６９１

緯0965‐31‐4115　FAX0965‐31‐4116　受付/平日９：００～１７：００

契約社員募集
４５歳～５５歳の男女活躍中　接客経験者歓迎

インフォメーションスタッフ募集（パート）
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

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）

職種／事務補佐員（非常勤職員）
募集人数／１名
雇用期間／平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日

※年度毎契約：更新の可能性あり
業務内容／大学における国際交流に関する各種対応・渉外業務補助

大学における総務・会計関係事務補助
応募資格／●エクセル、ワード、電子メール等パソコンの基本・応用操作ができること。

●企業等・公的機関における事務経験を有していること。
●日常会話レベルの英語能力があれば望ましい。

勤務場所／熊本大学国際戦略課（熊本市中央区黒髪２‐４０‐１）
勤務時間／９時から１７時まで（１日７時間勤務、休憩１２：００～１３：００）
休日・休暇／大学の規定に従う
給与・賞与／大学の規定に従う（前年度末年齢２１から２４才で時給９３６円、各種手当あり。）
待遇・福利厚生／大学の規定に従う
応募書類／①履歴書（市販のもので可。写真貼付）②職務経歴書※応募書類は返却致しません。
応募期限／平成２９年２月２４日金１７時まで必着。　封筒の表に「事務補佐員応募書類在中」と朱書

きの上郵送（または持参）。
選考方法／書類選考後、面接実施

国立大学法人熊本大学国際戦略課
〒８６０‐８５５５　熊本市中央区黒髪２‐４０‐１

緯096‐342‐2109（担当/興梠）　E-mail:kusgu-j@jimu.kumamoto-u.ac.jp

熊本大学国際事務補佐員募集●●● 施設警備員募集！

お仕事/商品の店出し、レジなどの店内業務
時　間/夕方　５時以降のご希望の２～４時間
時　給/夕方５時以降８００円、６時以降８５０円
勤務地/熊本市東区尾ノ上４丁目

（新外入口バス停そば）
店舗名/スーパー・キッド新外店（新規開店）
研修開始/３月８日※開始日応相談

採用試験/３月２日（木曜）
①１４時～　②１７時～　③１９時～

会　場/ユースピア熊本（熊本県青年会館）
熊本市中央区水前寺３‐１７‐１５
（北水前寺五叉路そば）

応　募/当日受付、当日面接
履歴書も不要、手ぶらでお越し下さい
※お勤め中の方も、学生さんもOK

株式会社アレス（スーパー・キッド）

夕方から短時間のお仕事
あと少し収入が欲しい方、お仕事や習い事の
お帰りに夕方からお勤めしませんか？

熊本市北区楠７‐８‐１０お問合せ緯096‐348‐7222

軽ドライバー（業務委託）募集

二輪・汎用製品の製造（3月上旬［弊社指定日］に入社可能な方）
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


