
内容/①PCへの入力・農家さん手配
②自社での発送業務

給与/正：固給１５万円～　パ：時給７５０円～
時間/８：４０～１７：４０　土日祝休

（正・パ）入力・発送業務

㈱大嶌屋
宇城市松橋町古保山２７１５‐１９

緯0964‐53‐9475（山部・永村）

内容/①自社カタログ・チラシ・DM制作
②①の企画立案

給与/正：固給１５～２０万円　パ：時給８００円～
時間/８：４０～１７：４０　土日祝休

（正・パ）DTPデザイン・企画

㈱大嶌屋
宇城市松橋町古保山２７１５‐１９

緯0964‐53‐9475（山部・永村）

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
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

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／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

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　！

※受付事務※

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）

内容/自宅にいながらお仕事できます
①フルーツのご案内②お手紙書き

報酬/時間８００～９００円　頑張りは報酬に反映
※説明会開催予定・お問合せ下さい

（委）在宅　電話案内・手紙作成 

㈱大嶌屋
宇城市松橋町古保山２７１５‐１９

緯0964‐53‐9475（山部・永村）

内容/①Webの受注・問合せ対応
②ランディングページ作成

給与/正：固給１５万円～　パ：時給８００円～
時間/８：４０～１７：４０　土日祝休

（正・パ）Web受注・問合せ対応

㈱大嶌屋
宇城市松橋町古保山２７１５‐１９

緯0964‐53‐9475（山部・永村）

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

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）

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

内容/全国のフルーツ等のご案内　ノルマなし
給与/正：固給１５万円～　パ：時給８００～１,１００円
時間/８：４０～１７：４０・１２：００～２１：００
勤務/本社（松橋）・田崎・合志

（正・パ）電話でのご案内（１５名）

㈱大嶌屋
宇城市松橋町古保山２７１５‐１９

緯0964‐53‐9475（山部・永村）

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/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）

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）

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）

地元企業の調査（概要レポート作成他）
※完全出来高制、交通費全額支給　委細面談
応募/写真付履歴書、職務経歴書を３/１２日まで
郵送。書類選考後、説明選考会の日時を連絡

〔業務委託契約〕企業調査スタッフ

㈱帝国データバンク熊本支店
中央区紺屋今町２‐１コーヨービル２階
緯096‐324‐3344

３月１日オープニングスタッフ募集　！　お気軽にお電
話下さい　！　給与／①固給２５万円～②１件３,０００円
時間／①８：３０～１７：３０②応相談
待遇／①②訪問車支給・各保険・制服貸与

理学療法士（①正②パ）

訪問看護ステーションCruto大矢野
上天草市大矢野町中４８７‐１３
緯0964‐27‐4433

３月１日オープニングスタッフ募集　!
給与/１件３,０００円同行１,５００円
時間/応相談　応募/お気軽にお電話下さい
待遇/訪問車支給　各保険　制服貸与

看護師パート募集

訪問看護ステーションCruto大矢野
上天草市大矢野町中４８７‐１３
緯0964‐27‐4433

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）

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）

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

◎正職員募集（パートも可）◎
時間/８：３０～１７：３０
※勤務時間・日数応相談　委細面談
未経験者でも丁寧に指導致します

PTまたはOT

デイケア田原坂
熊本市北区植木町平原２１２
緯096‐272‐5487

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）

勤務地/中央区内坪井町２‐２　※経験不問新卒可
固給/１４万円～　諸手当
時間/９～１８：３０（月火水金土）・９～１３：００木
日祝・木曜午後休、昇給・賞与有　電話後履歴書郵送

行徳眼科
（履歴書郵送先）〒８６０‐００７７　中央区内坪井町２‐２
緯096‐352‐0269（担当/松野）

医療事務
給与／当院規定
時間／８：４５～１７：３０他　夜勤有（相談可）
休日／年間１０８日　※パート可
まずはお電話下さい

正看・准看・介護

（医）　芳仁会　山口病院
熊本市西区田崎３丁目１‐１７
緯096‐356‐0666

調理・盛り付け・提供・洗浄作業
時間/８時～１４時・８時～１５時（週４～５日）
給与/時給９００円　休日/日祝＋個人休日
☆宇土市境目町　※年齢・経験不問

調理（パート５名）

㈱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）

時間／７時～１９時（シフト制）
給与／固定給１８万円
応募／電話の上履歴書持参。

詳細面談

保育士（常勤）

ムジカ保育園
中央区本荘６‐７‐１８

緯096‐200‐6944

阿蘇の保育園勤務（保育士資格取得者）
パート月～金　９～１８時の内５時間程度
時給/８００円～　交通費・雇保有・職員別
写真付履歴書３月１０日金必着郵送

保育士募集（パート・職員）

社会福祉法人熊本YMCA福祉会
〒８６９‐２２３５　阿蘇市狩尾１７９８‐９
緯0967‐32‐0213（担当/久保）

時給／１,０００円
時間／午前１１時～午後４時
応募／電話の上履歴書持参

保育士パート

ムジカ保育園
中央区本荘６‐７‐１８

緯096‐200‐6944

職種/製品の加工及び検査　年齢/不問
時間/９：００～１６：００（応相談）　休日/週休２日
給与/時給７８０円　待遇/各保完、制服貸与
応募/まずはお電話下さい。面接日後日連絡

パート社員若干名募集

九州ネットワークケーブル株式会社
熊本県上益城郡甲佐町早川２００１
緯096‐234‐1180㈹

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
内容/現金の計算・整理他
時間/８：００～１８：００の間５h程度
時給/８００円　面接/連絡後履歴
書持参　◎時間帯の相談可

パート募集

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）

勤務地／大津町中核工業団内地大手
メーカー　給与／時給１,２００円　安全、
きれいな室内で精密機器の作業です
時間／９：００～１７：３０　休日／土・日・祝

機械の梱包出荷

㈱ヒューマン
上益城郡益城町田原２０８１‐１７（テクノリサーチパーク）
緯096‐214‐5691（月から受付：西野）

阿蘇の保育園での給食業務・栄養管理
資格／栄養士または調理師資格取得者
待遇／当法人規定による・要相談
写真付履歴書３月１０日金必着郵送

栄養士・調理師募集（職員）

社会福祉法人熊本YMCA福祉会
〒８６９‐２２３５　阿蘇市狩尾１７９８‐９
緯0967‐32‐0213（担当/久保）

時給／１,５００円
時間／午後４時～７時
応募／電話の上履歴書持参

保育士パート

ムジカ保育園
中央区本荘６‐７‐１８

緯096‐200‐6944

薬剤師

青磁野リハビリテーション病院
熊本市西区島崎２丁目２２‐１５
緯096‐354‐1731

◎常勤（パート可）
給与／委細面談、経験者優遇
待遇／週休２日、保育室有
応募／履歴書郵送後通知

時給/７２０円～＋交通費（全額）
時間/１３：００～１８：００　週３～５日勤務
※勤務日・時間は相談可　勤務地/上天草市
大矢野町登立　藍のあまくさ村内おだ商店

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

◎パート募集◎
詳細は電話連絡後面談
（履歴書持参）

医療事務・受付

内田クリニック
熊本市中央区水前寺２‐６‐２０
緯096‐285‐5073

職種/①正職員②非常勤
給与/①当法人規定による

②時給：正看１,０００円・准看９００円
勤務時間/②週５日程度、６～８時間（応相談）

看護職員（正・非常勤）職員募集

デイサービス方保田薫寄堂（かよいどう）
〒８６１‐０３８２　山鹿市方保田３６３６‐２
緯0968‐36‐9592（担当/谷脇）

◆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

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080‐8368‐0913（担当/今田）

資格／年齢・性別不問　要免許（ATOK）
給与／時給１,５００円～
時間／１６：００～１７：００・１：００～２：００
休日／要相談　※出張面接致します。

急募送迎ドライバー

㈱ヒューマンリープ
熊本市中央区出水１‐１‐２５

緯096‐223‐5859

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 看護・介護職員

青磁野リハビリテーション病院
熊本市西区島崎２丁目２２‐１５
緯096‐354‐1731

教育プログラム充実　夜勤可の方
給与／委細面談、経験者優遇
待遇／週休２日、２４時間保育室あり
応募／履歴書郵送後通知

職種／マスコミ関係広告業営業社員
及び簡単な事務スタッフの募集です。
給与／当社規定・経験者優遇
時間、休日、応募等は問合せ下さい

営業社員事務スタッフ

綜合企画㈱
〒８６０‐０８６３　熊本市中央区坪井１‐２‐２７
緯096‐346‐1711

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

職種/正職員　介護職
給与/当法人規定による
勤務/勤務表による月９日間の休み
時間/交代制（夜勤含む）

介護職員（正職員）募集

住宅型有料老人ホーム薫寄堂（かよいどう）
〒８６１‐０３８２　山鹿市方保田３６３６‐２
緯0968‐36‐9592（担当/谷脇）

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）

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／８５０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） 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／７４０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２７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

崇城大学　駐輪場整理・清掃
時給／７１５円
時間／８：００～１６：００
休日／土、日、祝日

長期パート募集

崇城大学グループ　㈱秀拓
西区上熊本３丁目２０‐６　池亀バス停側
緯096‐352‐0911

勤務/益城町工場内社員食堂　時給/７８０円
時間/９時～１５時（実働５ｈ）　待遇/雇用保険、
交通費付　休日/土日祝・盆・正月・GW
内容/盛付・提供、簡単なパソコン入力他

盛付、提供及び事務パート

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

勤務/中央区大江、高校内　時給/８５０円
時間/５時～９時　※月２０日～２２日勤務
休日/希望日による週休２日制　盆・正月休有
待遇/交通費、雇用保険、車通勤可

簡単な朝食調理パート

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

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）

外来のみ　入院なし
４月より勤務　初めての方も大歓迎

詳細はハローワークにて
◎お気軽にお電話下さい　委細面談

准看護師募集

ながみね耳鼻咽喉科クリニック
熊本市東区長嶺南７‐９‐１０

緯096‐388‐8787

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

勤務/七城町の社員食堂内　時給/７５０円
時間/１０：３０～１４：３０（４ｈ）　休日/土・日・盆・正月
待遇/交通費、雇用保険、車通勤可
内容/盛付、洗浄、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

時給／７５０～８００円
時間／８：００～１４：３０
勤務／週４日程度
場所／北区武蔵ヶ丘

学校給食調理員募集

㈱総合人材センター
熊本市中央区九品寺２丁目１‐２４　熊本九品寺ビル
緯096‐223‐5127（担当/川添）

勤務/病棟看護補助業務
　　　交代制（応相談）
給与/当院規定による　応募/詳細
は面談にて。まずはお電話下さい

看護補助者

山鹿回生病院
山鹿市古閑１５００番地１

緯0968‐44‐2211（担当/赤星）

時給/１,０８０円（未経験者１,０００円）
９時～１７時（残業無）、北区ＴＫＵ近く
休日/日曜他（月９日休）　社保完備
車通勤可、約１年間の勤務です

経験不問　介護事務＆受付

㈱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）

【経験不問】封筒開封、仕分、電話応対
《中央・北・東区》２ヶ月～最大６ヶ月間
時給/９００円（研修３/１６・１７・２１は８５０円）
時間/８：１５～１７：１５　休日/土日祝

給付金に係る業務

テンプスタッフ福岡株式会社
熊本市中央区水道町８‐６　朝日生命熊本ビル９Ｆ
錆0120‐106‐102

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

種別／①公用車②スクールバス　※詳細面談にて　給与／当社規定
時間／①８時３０分～１７時１５分　②６時３０分～８時３０分　１４時～２０時
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
福利厚生／①②とも社会保険完備 ※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

◎未経験者歓迎・研修制度充実
◎寮完備
給与／固給２０万円以上、昇給有、別
途手当有　勤務地／千葉県・東京都

ＳＥ・総務事務

株式会社ソフィア
千葉県船橋市湊町２‐１１‐３　２F
緯047‐437‐8007

職務／外来受付・会計
時間／８：３０～１７：１５
給与／時給９００円～１,０００円
期間／２９年１０月末迄（延長有）

医療事務（契約社員）

あおば病院
宇城市松橋町萩尾２０３７‐１

緯0964‐32‐7772

時給／８００～９５０円　勤務／週４～５日
時間／８：００～１６：３０ほか　場所／中央区京町
その他／夏・冬休み、長期休暇有　有資格者優遇
学校と同様のスケジュールで働けます　！

学校給食調理員募集

緯096‐223‐5127（担当/川添）

㈱総合人材センター
熊本市中央区九品寺２丁目１‐２４　熊本九品寺ビル

給与／①固給１７５,０００円～２４５,０００円（諸手当あり）　②時給１,０００円（諸手当あり）
勤務／シフトによる交替制
待遇／各種社会保険完備　制服貸与　社宅完備
応募／まずはお気軽にお電話下さい

緯0968‐73‐8888（担当/人事課）

業務拡張につき宴会サービススタッフ大募集!!
～ホテル館内での昼食・夕食を接客サービス～

①正社員　②パートスタッフ

〒８６５‐００６１
熊本県玉名市立願寺５０‐１

幅広い年齢層の方、未経験者大歓迎　！
ＧＷ・夏期・年末年始に大型連休有　！

　ジェイティプラントサービス㈱熊本支店
〒８６１‐１１１２　熊本県合志市幾久富１５６８‐３

緯096‐248‐3671　受付／平日８：３０～１７：００（担当/長友・内田）

急募！！　軽作業員大募集　！　（契約社員）

職　　種／日本たばこ産業㈱［ＪＴ］西日本原料本部内での葉たばこ加工処
理に関わる構内作業
【軽作業】葉たばこのほぐし及び包装材料の整理等

雇用期間／２０１７年４月１日～２０１８年３月３１日※契約更新の可能性有（６５歳迄）
給　　与／基本給１２９,６００円＋（交替手当支給有１２,６００円　２０日/月の場合）
時　　間／①早番５：５０～１３：５７②遅番１３：４２～２１：４９

（週単位で早番と遅番を交替）
休　　日／土・日　※当社カレンダーによる
待　　遇／社会保険完備、交通費支給、賞与有、有給休暇制度有

制服貸与、食堂有（社員価格）
応　　募／まずはお気軽にお電話ください　！

勤務地/ヤマハ熊本プロダクツ㈱　給与/時給７４０円＋交通費規定支給
休日/土・日・GW・お盆・正月　時間/①９：３０～１５：００②９：５０～１５：２０（休
憩１ｈ・週５日勤務）　待遇/車通勤可　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。

①調理補助②売店販売

錆0120‐563‐537（１０時～１９時）

西洋フード・コンパスグループ㈱
八代市新港町４丁目８番地

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）

職種／品出し、洗車及びバッテリー、オイル交換他
給与／時給８００円より＋通勤手当　時間／１０～１７時　※週４日程
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

研修フォローが充実しているので安心
仕事／電話応対・PC入力等の一般事務

未経験でも安心して勤務できます！
時間／９：００～１７：００
　　　（時間・曜日相談に応じます）
給与／時給８００円＋交通費（会社規定）
休日／日曜・祝日
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。
待遇／社会保険完備
面接／２/２７月９：００～１７：００
　　◎明治製品の宅配事業
　　◎創業明治９年・社員１,６００名

パート事務員募集

緯096‐312‐8115（担当/江隈）

布亀株式会社
マザーケア熊本デリバリーセンター　熊本市南区江越２‐２２‐４８

熊本県トラック協会　企業合同説明会運営事務局
熊本市東区東町４丁目６‐２　http://www.kuma-ta.com

緯096‐369‐3968

運輸・物流産業　企業合同説明会
参加無料　事前予約不要　服装自由

ドライバー（近距離・中距離・長距離）、営業職、総務・一般事務、
倉庫内作業従事者、クレーン作業者、フォークリフト作業者、荷役助手など
経験者はもちろん、未経験から始められる職種も多数ございます。

同時開催　★初めて合同説明会参加の方をサポート　！　★

主催：公益社団法人熊本県トラック協会
後援：熊本労働局・ハローワーク　熊本運輸支局　熊本県

キャリアカウンセラーによる
就職相談コーナー

あなたの適職がわかる！？
無料適性診断コーナー

日程／平成２９年３月１１日土　時間／１３：００～１６：００（受付１２：３０～）
会場／ウイングまつばせ　コミュニティアリーナ　駐車場有

宇城市松橋町大野８５　緯０９６４（３２）５５５５
対象／県内で就職を希望される方　運輸・物流産業に興味のある方

他業種からの転職希望者も大歓迎　！　年齢不問　！　
ドライバー以外の職種も多数　！　話を聞くだけでもＯＫ　！

◎大型免許等取得支援制度もあり、
　現時点で免許がなくてもドライバーを目指せます　！
参加予定企業／熊本県内に事業所のある企業　２７社

※雇用保険受給中の方を対象に「参加証明書」を発行いたします
　来場特典　スタンプラリーでQuoカード進呈（数に限りがあります）☆

●●● マンション管理員募集

営業正社員求ム!!４月開設の熊本事業所立ち上げスタッフ【営業･事務】

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／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）

取引業者募集
急募　！

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

◎　大工・左官・水道・内装　◎職　　種／①現場管理（設計・清算・ＣＡＤ）
②既存顧客定期訪問・メンテナンス活動

給　　与／①固定給２６０,０００～３６０,０００円
②固定給１９５,０００～２７５,０００円＋歩合給
※資格・経験者優遇

仕事内容／①新築・リフォームの現場管理・設計・積算
　　　　　②既存顧客定期訪問・メンテナンス活動
時　　間／８：３０～１７：３０
休　　日／日曜・祝日・お盆・年末年始
資　　格／①高卒以上　要普通免許

１級・２級建築施工管理技士又は１級・２級建築士の
いずれかの資格者は優遇します
②高卒以上　要普通免許（経験者優遇）

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・営業

急募　！
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（3月上旬［弊社指定日］に入社可能な方）


