
時給／７５０～９００円　入力業務、電話応対
就業時間については相談可能です
詳細はお電話いただくか
「ふくえん　介護用品」で検索ください

一般事務（契）（パ）

株式会社ふくえん
南区出仲間４丁目２‐４６

緯096‐285‐7586

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
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４/９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

５０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

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

勤務／８：００～１６：３０（交替制有り）
年齢／６０歳まで
給与／当院規定（賞年２・退職金有）
応募／まずはお電話下さい。

看護補助者（正職員）

桜が丘病院
熊本市西区池田３‐４４‐１

緯096‐352‐6264

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

①訪問理美容師（５０歳以上歓迎）　②事務職
給与／①歩合給（委細面）　②固給１３万円～
勤務地／①病院等　②武蔵ヶ丘本部

ハートグループスタッフ募集

㈱ハートグループ
熊本市北区武蔵ヶ丘３丁目１１‐２１　ハートビル２F
緯096‐339‐8822（本部）
緯080‐5245‐5325（担当/本多）

業務/マイクロバスで会員を送迎
時給/７５０円　休日/日・祝・他
勤務時間/４～８時間　６５歳ＯＫ
勤務日数/３～５日・応相談

送迎ドライバー募集

イーランドスポーツクラブ
熊本市南区近見８‐１３‐５０

緯096‐358‐3009

勤務／水・土曜は半勤
　　　夜勤（月４回）できる方
　　　社保完
応募／履歴書持参　委細面談

緒方医院
熊本市南区奥古閑町１６８８

緯096‐223‐1000

准正看護師募集
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

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）

資格/幼稚園教諭又は保育士の資格所有者
時間/１３：３０～１８：３０　時給/１,０００円
※土・日祝日休　幼稚園、保育園経験者歓迎
応募/お電話にて面接日時等ご相談下さい

延長保育の担任

（学）花陵学園　花陵幼稚園
熊本市西区田崎３丁目１番５２号
緯096‐353‐0745

勤務地／菊池市七城町蘇崎
給与／時給８００円～　時間／７：００～１２：００
休日／土曜・日曜・祝日・年末年始
※まずはお電話下さい。

清掃スタッフ募集

トモウェイ㈱
熊本市西区中島町１８６８‐２

緯096‐212‐2206

和水町立病院での清掃　時給/７８０円～
時間/①８：００～１７：００②８：００～１２：００

③１３：００～１７：００
勤務日/シフト制（勤務日数相談可）

清掃スタッフ/和水町

株式会社総美
熊本市中央区渡鹿２丁目１１‐１７
緯096‐363‐2740

◎急な休みにも対応◎
時給／９００円　勤務地／御領８丁目
休日／店休日（土曜日）
時間／１２：００～１５：００　週３日～６日

パート募集

ラーメン　つけ麺　金太郎
熊本市東区御領８丁目１‐３

緯096‐389‐7771

職種/調理業務　休日/土・日曜他１日
勤務地/西区①花園②小島
時間/８：３０～１５：００（実働５.５ｈ）
時給/７５０円～　※電話後履歴書持参

新規スタッフ募集（パート）

㈲スクラム
熊本市東区錦ヶ丘２６‐９

緯096‐367‐0587（担当/人事部）

勤務地／玉名市内
時間／６：３０～１９：３０　時給／８００円
待遇／交通費支給、制服貸与、
　　　雇用保険有

調理スタッフ（パート）

㈲トマピー
熊本市北区高平２丁目９‐２５‐２０５
緯096‐345‐1831

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

勤務地／熊本市北区鶴羽田
時間／７：００～１８：３０　時給／７５０～８５０円
待遇／交通費支給、制服貸与、
　　　雇用保険有

調理スタッフ（パート）

㈲トマピー
熊本市北区高平２丁目９‐２５‐２０５
緯096‐345‐1831

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）

職種／法律事務所事務員
待遇／時給９００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
寄港したクルーズ船乗船者への応対等
時給/９５０円～　時間/６：００～２０：００で５～８時間
※応相談　週１～２回の勤務（クルーズ船寄港
予定による）　事前研修有　随時電話受付

案内・誘導業務/八代外港

株式会社あんしんCo.,Ltd.
熊本市北区四方寄町５６２‐１
緯096‐319‐1605

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）

会計の入力指導及び入力内容の確認業務

未来開発株式会社　野田照廣税理士事務所
熊本市東区石原１丁目１１番１１号
緯096‐380‐3500

資格／日商簿記２級程度
給与／時給１,０００円　年齢／２３～５５歳
時間／９：００～１８：００間の５時間程度
休日／土日祝　夏季休暇　年末年始

給与／日当１３,０００円　雇用保険あり
時間／８：３０～８：３０　シフト制
勤務地／熊本労災病院　車通勤可
電話連絡後　随時面接します。

施設警備員募集

㈱ホームセキュリティ熊本
熊本市中央区本山２丁目７‐１

緯096‐322‐2000　担当/工（たくみ）

勤務／ゆめタウン浜線店
資格／２０歳～５０歳（販売業務はありません）
時間／１０時～２０時（３～５Ｈシフト制）
時給／７８０円～９８０円（社保完備）

オープニングスタッフ募集

おしゃれ工房
熊本市中央区白山２丁目１‐２８
緯096‐375‐6355

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／木香館（美里町）　時間／６：００
～１２：００　８：３０～１４：３０　１３：３０～１９：００
※固定勤務可能　時給／７２０円～
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい

調理員パート募集（経験者優遇）

㈱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（担当/神原）

勤務地／愉和荘（北区植木町）　時間／
６：００～１５：００　８：００～１７：００　９：００～１８：００
月固／１４.５万～２１万円（試用期間３ヶ月）
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい

栄養士募集（経験者優遇）

㈱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（担当/神原）

経理事務　正社員（パート相談可）

未来開発株式会社　野田照廣税理士事務所
熊本市東区石原１丁目１１番１１号
緯096‐380‐3500

資格/実務経験①５年以上②１０年以上
給与/固給①２０万円②２５万円
時間/８：３０～１８：００　年齢/２３～４５歳
休日/日祝日、第３・４土曜日

給与／日当５,９８９円～１１,８００円　雇用保険あり
時間／１７：００～８：３０（平日）、８：３０～８：３０（土日祝）
勤務地／松橋、菊陽、合志など　車通勤可
電話連絡後　随時面接します。

施設警備員募集

㈱ホームセキュリティ熊本
熊本市中央区本山２丁目７‐１

緯096‐322‐2000　担当/工（たくみ）

①熊本市東区戸島町　②阿蘇市黒川
◎２ｔ～４ｔ車の運転が可能な方
給与／時給１,０５０円＋交通費（社保完）
時間／８：３０～１７：３０（日祝・土曜月２回）

配達・軽作業

㈱スタッフ・アクティオ
福岡市博多区中洲中島町２‐３　福岡フジランドビル１０F
錆0120‐723‐735

勤務／ゆめタウンサンピアン店
資格／４０歳～６０歳　土日出勤可の方
時間／１０時～２０時（３～５Ｈシフト制）
時給／８００円～１,０５０円※販売業務無し

②店内スタッフ（パート）

おしゃれ工房
熊本市中央区白山２丁目１‐２８
緯096‐375‐6355

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）
固給/１７万５,０００～２１万円
応募/電話後履歴書持参　詳細応相談
休日/週休２日　※経験者優遇

緯096‐334‐7773（担当/遠藤）

勤務／ゆめタウンサンピアン店
資格／２０歳～５０歳（販売業務はありません）
時間／１０時～２０時（３～５Ｈ程度シフト制）
時給／７８０円～９８０円（社保完備）

①店内スタッフ（パート）

おしゃれ工房
熊本市中央区白山２丁目１‐２８
緯096‐375‐6355

給与/当会規定　３交代制①７：００～１３：３０
②９：００～１５：３０③１３：３０～２０：００
基本４週８休　雇用保険・労災完備
運転免許必須　電話後面接日を連絡

杉村病院駐車場の管理全般

医療法人杉村会
熊本市中央区本荘３丁目７‐１８

緯096‐374‐6262（担当/岡田）

勤務地/イオンモール宇城（１日のみ）
日給/１０,０００円　時間/２１：００～翌５：００
その他/未経験者歓迎・年齢不問・

週払い可能

イベント会場設営（４/７限定）

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

時給/８００円～　応募/電話後履歴書
休日/定休月曜　土日祝応相談
時間/９：３０～１７：００　応相談
勤務地/大津店

事務スタッフ募集　！　（パート）

熊本三菱自動車販売株式会社
菊池郡大津町室７２５‐１

緯096‐294‐2511（担当/金田）

勤務地／中央区大江
時給／９００円　◎年齢不問
時間／８：１０～１７：１０（休憩６０分）
休日／土日祝

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

清掃スタッフ！！
勤務地/益城西原消防署他資格/普通
免許時間/８：００～１３：００の間５ｈ（移動
あり）給与/時給７１５円～休日/土日祝

緯080‐8362‐5519（こが）
緯096‐206‐2203

株式会社ボーラ
熊本市中央区本荘町７３７‐６

【経験不問】人気の官公庁でのお仕事
受付、書類チェック、ファイリング、入力
《宇城市》４/１２～７月末　時給/９００円
時間/８：３０～１７：１５　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

給与／時給８５０円～
時間／９：００～１６：００（２～４時間）
勤務／週１日からOK（時間日数応相談）
※まずはお電話ください！

障がい者就労支援作業補助員

メディカルジャパニクス㈱　風の森
熊本県合志市御代志１６００‐１３
緯096‐242‐7777

病院連携室での勤務（３ヶ月の試用期間有）
給与/当会規定　時間/８：３０～１７：３０・２１：００
～８：３０（宿直）４週８休制　社保完　交費支給
電話後履歴書郵送　詳細面談　経験者優遇

社会福祉士（正社員）

医療法人杉村会　杉村病院
〒８６０‐０８１１　熊本市中央区本荘３丁目７‐１８
緯096‐372‐3322（担当/事務部長　西村）

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

介護業務全般（３ヶ月の試用期間有）　給与/
当会規定　賞与有　時間/８：３０～１７：３０・１２：００
～２１：００他シフト制　４週８休制　各保完　交費・
有給休あり　年齢不問　電話後履歴書郵送

介護職員（正社員）

グループホーム　ピース
〒８６０‐０８１８　熊本市中央区弥生町３‐８
緯096‐371‐2677（担当/馬場口）

時給/８００円～　応募/電話後履歴書
休日/定休月曜　土日祝応相談
時間/９：３０～１６：００　応相談
勤務地/八代店

事務スタッフ募集　！　（パート）

熊本三菱自動車販売株式会社
八代市高下西町１７５０

緯0965‐33‐2131（担当/城田）

内容/利用児童（主に小・中学生）の送迎
時間/１４時～１９時　休日/シフト制（応相談）
時給/８００円　応募/電話後履歴書持参ください
定年後の方もOK。詳細はお問い合わせください

送迎スタッフ募集

ふりーだむ子ども支援センター
〒８６２‐０９５４　熊本市中央区神水１‐８‐１２
緯096‐386‐8711（担当/組脇）

正職員（２交代制）
給与／当施設規程による
※まずはお電話ください。

正・准看護師

介護老人保健施設　希望の園
山鹿市山鹿３６９

緯0968‐44‐2100

給与/固給１６万円～　職種/洗場、調理補助
時間/１７時～２３時（食事２回付き）
　　　年齢不問　※詳細は面談の上
応募/まずはお電話下さい。ＰＭ４時以降

正社員募集

和食　後とう
熊本市中央区下通１‐９‐２９

緯096‐322‐6978

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

勤務地/熊本市北区和泉町の大学内食堂
時間/９：００～１５：００（休憩６０分）　時給/７４０円～
休日/土・日・祝（春・夏・冬休みあり）
待遇/制服貸与・交通費規定支給・車通勤可

調理パート募集

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
緯096‐213‐7000

　週１回、２時間～でもＯＫ!!
◎アットホームな環境で日常のお相
　手をして頂きます。　時給/７５０円～
※詳細面談　まずはお電話下さい。

介護施設スタッフ募集

清水水源の家　二番館
菊池市七城町清水３１７‐２

緯0968‐24‐7700（担当/冨岡）

勤務地/益城町惣領の病院内売店
時　間/８：３０～１３：３０・１２：００～１７：００の交代制
時　給/７４０円　休　日/土・日・祝日
待　遇/制服貸与・交通費規定支給・車通勤可

売店スタッフ募集

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
緯096‐213‐7000

勤務地/菊池市隈府周辺　給与/当社規定
時間/７：００～１２：００　休日/日祝　経験不問
日数応相談　制服貸与　交通費
６０歳以上も活躍中　！　まずはお電話下さい

急募　！　病院清掃員（数名）

環境技研㈱
菊池市重味９７３‐１

緯0968‐27‐1700

勤務地/菊池市隈府・公共施設
給与/当社規定
時間/８：００～１４：００　休日/土日祝
まずはお電話下さい

急募　！　清掃スタッフ

環境技研㈱
菊池市重味９７３‐１

緯0968‐27‐1700

給与/時給１,１００円～＋交通費　時間/２２：１０
～翌７：１０　その他/初任者研修（ヘルパー２
級）以上または看護学生　事前研修有　車
通勤可　まずはお気軽にお電話ください

夜勤専門スタッフ

特別養護老人ホームたくまの里
熊本市東区御領１丁目１３‐２６

緯096‐382‐3222（担当/梅林）

給与/時給１,０５０円～＋交通費　時間/８：００
～１８：００で都合の良い時間　その他/初任
者研修（ヘルパー２級）以上　事前研修有
まずはお気軽にお電話ください

訪問介護員（パート）

ヘルパーステーションたくまの里
熊本市東区御領１丁目１３‐２６

緯096‐382‐3222（担当/梅林）

正職員（２交代制）
給与／当施設規程による
※まずはお電話ください。

介護職員

介護老人保健施設　希望の園
山鹿市山鹿３６９

緯0968‐44‐2100

時間／９：３０～１５：００
時給／７４０円～＋交通費
休日／土日、ＧＷ、お盆、お正月
応募／電話連絡後、履歴書持参

食堂　スタッフ

西洋フード・コンパスグループ株式会社
八代市新港町４丁目８番地

緯0965‐37‐1849

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/一種免許取得者（免歴３年以上）
        ※２種免許取得費用立替制度有
時間/２４勤、２１勤等応相談　男女不問
まずはお電話下さい。詳細面談

タクシー乗務員

㈱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/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

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

勤務地／熊本市夢もやい館（北区
楠１丁目）　月固／１６５,０００円
時間／８：３０～１７：３０・９：００～１８：００
休日／毎週日曜休館・シフト制

保育士（フルタイム）

株パブリックビジネスジャパン
熊本市南区江越１‐１４‐１０・２F
緯096‐237‐7266

書類のチェックや電話での確認業務
熊本県庁前８：３０～１７：３０　７名大募集
時給/１,０００円　完全週休２日制
９月末迄の半年間　社保等完全加入

復興補助金の書類確認

㈱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/高木）

未経験OK♪　座り作業でラクチン♪　ライン作業
ではありません！　事前見学有　勤務地／北区大窪
時間/９：００～１６：００　時給/９５０円～１,０００円　休日/
土日　備考/社保完！皆勤手当有　！　２０～４０歳迄　！

目視検査業務

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／１,０００円　＋交通費
時間／８：３０～１７：３０　車通可
休日／土日祝※第３土のみ出勤
期間／即日～１年（育休代替）

一般事務（合志市須屋）

㈱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／１,０００円　＋皆勤５千円
時間／９：００～１７：００（研修有）
休日／土日※車通可、社保有
期間／５/１１～９/３０（短期５ヶ月）

（簡単作業）北区大窪６名募集

㈱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）

申請書受付・確認、電話応対等（テクノ
リサーチパーク内）　車通可　約１年程度
時給/１,０５０円　＋通勤手当　社保有
８：４５～１７：３０（残業少）　土日祝他休

公的機関での一般事務

㈱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）

給与/時給７１５円～＋各種手当有※日曜・祝日は時給５０円ＵＰ※１年以上勤続者
に賞与手当有　時間/８：００～（実働６時間）　待遇/交通費支給　制服有　休日/金・
土曜（詳細面談）※学校の休日と連動の為夏休み・冬休み等はお休みです。
応募/随時、電話後履歴書持参下さい　事業内容/学校給食パン・冷凍生地製造

学校給食パン製造

緯0968‐26‐4255

熊本県パン共同工場
菊池市七城町蘇崎１３６０‐５

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／９００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）
給与／①時給１,０００円～１,１００円（研修期間３ヶ月９００円）②時給８５０円～
時間／８：３０～１７：３０　休日／土・日・祝　交通費／社内規定による
仕事内容／①顧客からの電話対応②顧客からの電話取次ぎ
募集／①３～４名程度②２名程度　応募／履歴書郵送　後日面接日連絡

①テレフォンコミュニケーター　②電話交換

緯096‐364‐5121　担当/お客様担当課

株式会社RKKコンピューターサービス
熊本市中央区九品寺１丁目５番１１号

伝票作成、データ入力、会議室準
備、議事録作成、来訪者対応など
幅広い業務をお願いします。
※分からない所は教えて頂ける
　ので安心　！
勤務地／人吉市（人吉ICから５分）
時給／８００円
　　　月収例：１２４,０００円～
期間／４月～長期
時間／９：００～１７：４５
休日／土日祝
資格／ＰＣ基本操作必須
応募／お気軽にお問合わせくだ

さい
ランスタッド株熊本オフィス
中央区水道町８‐６　朝日生命熊本ビル５Ｆ
錆0120‐706‐530

人吉市◇官公庁での受付事務
ライフスタイルに応じて働くことができます　!　経験は問いません。初め
てでもきちんとフォローします。　給与／当院規定による（経験者優遇）
昇給有・各種手当あり　待遇／社保完、賞与２回、退職金制度あり
年齢／不問　パート・アルバイト応相談　面接／随時　電話後履歴書持参

看護助手・介護福祉士　募集!!

緯096‐276‐1151（総務課人事係）

聖ヶ塔病院
熊本市西区河内町船津８９７

職　種／受付事務及び施設管理等
研修制度で教育訓練有り

①常勤スタッフ　②パートスタッフ
時　間／８：３０～１７：３０（実働７時間４０分）
休　日／①月曜日ほか、週休２日

②月曜日ほか、週休３～４日
給　与／①時給８５０円（交通費有り）

②時給７５０円（交通費有り）
待　遇／各種保険完備、定期健康診断等
資　格／高卒以上　未経験可

福祉関係に興味がある方
勤務地／植木温泉福祉交流館「風の湯」
応　募／電話連絡後、履歴書持参下さい。

㈲スクラム
熊本市東区錦ヶ丘２６‐９

緯096‐367‐0587（担当/人事部）

スタッフ募集（常勤・パート） ①訪問看護師 ②リハビリスタッフ（正社員･パート）

◎業務拡張の為急募◎　年齢／不問※やる気のある方
給与／当社規定※経験により優遇致します。
休日／水・木（第１・３・５）　待遇／社会保険・各種保険完備
応募／電話連絡後履歴書持参下さい。詳細は面談にて

現場管理者（正社員）

緯096‐235‐4077

株式会社カシマホーム
上益城郡嘉島町北甘木２３５６‐１

仕事内容／熊本市内の小中学校への集配業務（児童生徒の検尿容器の
　　　            配布・検体回収業務、梱包業務）※詳細は面談にて
勤務期間／４/３～５/３１　勤務時間／９：００～１７：００（月～金）
休日／土曜日・祝日　時給／９００円　勤務地／熊本市内

集配業務（短期アルバイト）

緯096‐366‐2711

熊本市医師会ヘルスケアセンター
熊本市中央区本荘５丁目１５番１２号

まずはお気軽にお電話下さい♪
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
応募／履歴書郵送

急募　！　大学秘書

緯096‐373‐5150（担当/直江）

熊本大学消化器内科
〒８６０‐８５５６　中央区本荘１‐１‐１

※上記、７販売センターのいずれかでの採用になります。
待　　遇／昇給年１回　賞与年２回　委細面談、退職金制度　社会保険ほか各種　

保険有り　休日は週休、年休有
応募資格／４０歳迄
応募方法／願書受付：平成２９年４月１０日月消印有効、ご希望の販売センターが

あれば販売センター名をご記入の上、下記事務局宛履歴書を郵送
して下さい。
合同面接日：平成２９年４月２５日火予定　場所、時間などは後日連絡
致します 。

熊本日日新聞販売店協同組合　事務局
〒８６０‐８５０６　熊本市中央区世安町１７２　熊本日日新聞社販売局内

（お問い合わせ）緯096‐361‐3124

熊本日日新聞販売センター　営業スタッフ
業務内容／熊日販売センター内における管理業務と読者開発業務

植木販売センター
北区植木町滴水１７３‐３　緯096‐272‐0759

熊本北販売センター
北区四方寄町７５６‐４　緯096‐245‐1488

帯山販売センター
東区尾ノ上２‐３‐８　緯096‐383‐6948

田迎御幸販売センター
南区出仲間１‐１２‐３　緯096‐378‐6161

泗水販売センター
菊池市泗水町豊水３５０３‐１０　緯0968‐38-2351

大津北販売センター
菊池郡大津町室７８　緯096‐293‐2215

水前寺販売センター
中央区出水５‐７‐５４　緯096‐364‐4991

勤務／菊池市森北字仁田畑（森北工業団地内）　休日／週休２日・シフト制
時間／２２：００～翌７：００、９：００～１８：００　※１日２～３ｈ、週１日～相談可
給与／４/３～２ヶ月　時給１,０００円　３ヶ月目～時給９００円（日勤のみ）
資格／未経験者大歓迎　☆２０～６０代男女活躍中　！　応募／お電話下さい

６０代の方も積極採用します　！　コンビニ食品盛り付け

錆0120‐925‐825（平日１０：００～１９：００）担当/タカムネ

キャリアリンク㈱　一般労働者派遣（派１３‐０８０２２０）
（お問合わせ）兵庫県姫路市豊沢町１３７番地　姫路センタービル２F

英会話コーディネーター（正社員）
内容/スクールで講師と生徒さんとのコーディネート
時間/シフト制（早番１０：００～１９：００　遅番１２：３０～２１：３０　休憩１時間含む）
給与/当社規定　　休日/月８日　
待遇/各種保険完備・通勤手当・家族手当・住宅手当。　詳細は面接時にて

子供英会話講師（パート）
内容/外国人講師と子供に英会話を楽しく教える。要フォニックス。経験者優遇。
時間/土曜の午後と週２日の午後から夕方
給与/時給１,５００円～（交通費支給）

業務拡張のため正社員及び、子供英会話講師募集

ワシントン外語学院 熊本市中央区上通町２‐３０　ニューキクチビル３階
緯096‐359‐6083（担当/岩崎）

熊本市南区田迎６丁目1‐４０（浜線バイパス沿い）
緯096‐334‐4129　《受付/９：００～１５：００》

業務拡張のため正社員　５名急募!!
ルートセールス（食肉、食品の卸販売・納品等）

給与／月固１８０,０００円～２３０,０００円
資格／高卒以上、要普通自動車運転免許
時間／あさ８：００～夕方１７：００　　休日／月６日間（日･祝日含む）
待遇／通勤手当、昇給１回、賞与２回、各種保険完備、退職金制度あり、詳細は

面談にて
面接随時／電話後、履歴書（写真貼）持参ください。

未経験者も大歓迎
給　　与／固給１６５,０００円＋通勤・夜間・時間外手当有
仕事内容／駐車場の監視、車両誘導、料金徴収業務　施設・設備の保全、

管理、修理等
勤務時間／①６：３０～１５：１５②８：３０～１７：１５③１５：００～２３：４５④１７：００～翌１：４５

※①～④のシフト制、実働８時間
必要な経験等／設備管理（警備・清掃を除く）実務経験のある方

※電気関係・消防関係・ビル管理関係等の資格があれば尚可
年　　齢／不問　休　　日／週休２日制、有給休暇
待　　遇／健康・労災・雇用保険、厚生年金、制服貸与
そ　の　他／通勤手当有、社会保険完備
応　　募／電話連絡後、履歴書をご郵送ください。選考後、こちらから

面接日をご連絡いたします。
事業内容／市営駐車場・公共施設管理等
雇用期間／平成２９年４月～平成３０年３月※更新可能（条件あり）

一般財団法人　熊本市駐車場公社
〒８６０‐０８０４　熊本市中央区辛島町１番地下１号

緯096‐328‐2923（担当/田島・坂崎）

技術嘱託職員

マンション管理員・マンション清掃員募集

勤務地／熊本支社（熊本市中央街）
　　　　八代営業所（八代市）
　　　　玉名営業所（玉名市）
職　種／法人会の福利厚生制度推進
給　与／基本給１６万円＋諸手当（初年度）
時　間／９：００～１７：００
休　日／完全週休２日制（土・日・祝日）
　　　　夏期・年末年始休暇・半日休暇
　　　　有給休暇
　　　　（入社３ヶ月目から　最高年２０日）
待　遇／賞与（年２回）・通勤交通費支給
　　　　各種社会保険適用
　　　　共済基金貸付制度
　　　　退職金制度（勤続３年以上）
　　　　保養所有（海外）
　　　　育児休業・介護休業制度有

大同生命保険株式会社　熊本支社
熊本市中央区中央街３‐８

緯096‐354‐4584（担当/山田・原）

企業福利厚生プランナー大募集!!　法人市場が中心（個人の家庭訪問なし）

熊 本 市・八 代 市・玉 名 市 で
募 集 中！！

営業未経験者・お仕事のブランクが長い方、
育児と仕事どちらも大切にしたい方など大歓迎です!
未経験者大歓迎!!
丁寧に指導いたしますので
安心してご応募下さい。

正 社 員
募　 集

「厚生労働省認定
子育てサポート企業」

●●● タクシー乗務員50名大募集


