
勤務／週３～４日程度
時間／１０：００～１３：００
給与／時給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

勤務/薩摩川内市・出水市・長島町　資格/大
型二種免許保持者※大型未経験者応募可委
細面談（詳細HP）就職支度金制度有（期間
限定）　応募/写真付履歴書郵送４/１４金締切

路線バス運転手（準社員）

南国交通㈱　人事労務課
〒８９０‐００５３　鹿児島市中央町１８‐１
緯099‐255‐2147（担当/松田）

勤務地／熊本市託麻総合出張所
　　　　（東区長嶺東７丁目）
時間／８：００～１２：００　休日／日曜
時給／８００円～　詳細は面談にて

清掃スタッフ募集

㈱中野
熊本市西区池田４丁目１７番１５号
緯090‐4980‐0079

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）

看護師（パ）８：３０～１７：３０（日勤のみ）
生活相談員（正）日勤のみ　資格/介護福祉士等
夜勤（パ）１８：００～８：００　週２日程度　資格/不問
登録ヘルパー（パ）　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

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）

時間／月～金１４：００～１９：００
　　　週２日程度～可
時給／８００円～
電話後、写真付履歴書郵送

学童保育指導員

みなみYMCA
〒８６２‐０９６２　熊本市南区田迎５‐１２‐５０
緯096‐378‐9370（担当/桑原）

給与／時給１,１００円　賞与有
時間／８：３０～１２：３０
勤務日数は相談可能

緯096‐344‐1303
緯096‐346‐8808（夜間）

准看護師（パート）

木下耳鼻咽喉科医院
北区清水亀井町１９‐１４

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
勤務地/熊本市京町　時給/７４０円　時間/８：３０～
１３：３０　１２：００～１７：００の交代制　休日/土・日・祝日
待遇/制服貸与・交通費規定支給　車通勤可　応募
/電話連絡後写真付履歴書をご持参ください。

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

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）

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

パート　電話案内業務

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎４９７‐２（桜木中学そば）

①時給/８２０円～　９：００～１３：３０
②時給/７５０円～　９：００～１６：００
休日/日祝・隔週土　交通費、雇保、駐車
場完備　ノルマなし　４０～６０代活躍中

緯096‐289‐1300（担当/タナベ）

資格/新卒者、パソコン操作できる方
①事務・乗務員管理業務
②デジタル自動配車業務
まずはお電話下さい。詳細面談

①管理業務者②コールセンター

㈱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）

時給／９４０円　※月１０万円程度
時間／平日１６～２０時
　　　土曜１２～１９時
６０歳以上歓迎「※要中型免許以上」

バス運転手急募

マリーンスイミングクラブかもと
熊本市北区植木町宮原２２４‐４

緯096‐274‐7771（担当　小代）

資格/２級整備士取得者
※経験者優遇

勤務地/西区田崎本町
まずはお電話下さい。詳細面談

自動車整備士

㈱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）

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/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／水前寺高齢者施設（パート）
時間／６：００～１２：００（実働５.５ｈ）
時給／７５０円　休日／月７～８日程度
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい

盛付・切り込み・食器洗浄

㈱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/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）

正社員　男女営業　２名採用

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎４９７‐２（桜木中学そば）

※高校や大学同窓会からの名簿委託制作
給与/基本給１７５,０００円～＋実績手当　９：００
～１７：２０　休日/日祝、隔週土　普通車免許
必須　※歩合＋別途手当　楽しく社会に貢献

緯096‐289‐1300（担当/タナベ）

勤務地／市原産婦人科医院
時間／６：００～１５：００　１０：００～１８：３０※（実働
７.５ｈ）　時給／７５０円～　休日／月７日
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい

給食調理（経験者優遇）準社員

㈱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）

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

資格／ヘルパー２級以上
時給／１,２５０円～
待遇／賞与・交通費別途支給
１日１時間～勤務OK！！

訪問介護スタッフ

㈱愛心ヘルプサービス
合志市須屋１４８２‐４‐１０１

緯096‐288‐1135

熊本県空港ライナー運行委託事業
時間／１日７.５h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

㈱大阿蘇大津タクシー
菊池郡大津町引水８０９番１

緯096‐293‐3355（担当/大久保）

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）

給与／時給１,２００円　職種／洗場、調理補助
時間／１８時～２２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

アルバイト募集

和食　後とう
熊本市中央区下通１‐９‐２９

緯096‐322‐6978

年齢／６０歳迄　社員登用有
時給／８００円～+交通費　経験者優遇
時間／９：００～１８：００（週３０時間以上各保あり）
応募／電話後履歴書持参　詳細面談

すみれ調剤薬局
熊本市北区植木町一木１７３‐３
緯096‐275‐1147

受付事務パート
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／婦人服オーダー
応募／電話連絡の上詳細面談
　　　※パートも可

履歴書を持参ください

ファッションショップ　むらもり
熊本市中央区白山３丁目６‐７
緯096‐366‐2313

縫製・裁断士・デザイナー
熊本県空港ライナー運行委託事業

時間/１日７.５h程度　シフト表あり　１勤１休又は２勤２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

㈱大阿蘇大津タクシー
菊池郡大津町引水８０９番１

緯096‐293‐3355（担当/大久保）

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）

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）

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／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・長期アルバイトも歓迎します

㈱西日本テック
城北営　合志市合生１００‐２

緯096‐242‐6697

電気工事士急募
※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

勤務／益城町　時給／７３０円
時間／①９～１７時・９～１５時

②８～１７時の内４時間から
一般事務正社員も同時募集中

①パック詰め②一般事務

㈱果実堂
上益城郡益城町田原１１５５‐５
緯096‐289‐8883

教科（高校）／英語（高校教科書）
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

交通センター徒歩３分
内　容／オフィスビルでのビル設備管理業務、

駐車場管理
勤務地／熊本市中央区花畑町
資　格／設備管理経験者、パソコン入力程度
時　給／９００円～
時　間／平日…１７：３０～２１：３０

土曜…７：３０～１３：３０
※土曜日勤務については、ご相談に
応じます。

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）
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　休日/土日祝　年齢不問
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）

時給/８００円～　勤務地/熊本市北区◎数名募集
時間/８：３０～１７：００　４～８時間　介護・福祉タクシー
※高齢者・ダブルワークＯＫ　性別不問
資格／普通免許・ヘルパー２級尚可

ケアドライバー（送迎）募集

㈱ケアサポート　ゆり
熊本市北区釜尾町９６５‐１

緯096‐325‐2770（担当/花田）

勤務/①益城町②和水町
時給/７５０円　時間/７：００～１２：００位
始業時間は季節により変わります。
週３～５日。勤務日数が選べます。

㈱果実堂
上益城郡益城町田原１１５５‐５
緯096‐289‐8883

ベビーリーフ刈取
◎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

勤務場所/熊本日日新聞社内社員食堂
給与/当社規定（賞与、退職金有）
時間/１２：００～１７：００（１ｈ休憩）週３日以上
休日/日祝日　待遇/交通費支給、雇用保険有

食器洗いスタッフ募集

有限会社　徳臣商事
〒８６０‐０８２３　熊本市中央区世安町１７２
緯096‐361‐3106　担当/原

資格/１８～４０歳位迄　高卒以上
給与/時給８００円～（経験者優遇）
時間/９：００～１９：００（応相談）
面接/電話連絡の上履歴書持参

動物病院スタッフ

あーす動物病院
菊池郡菊陽町原水１１８７‐８

緯096‐233‐0012

　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）

雇用形態／正職員・パート
給与／当院規定。詳細は面談の上
応募／電話連絡後、履歴書持参くだ
　　　さい。

①准看護師②調理員

原口循環器科内科医院
熊本市東区保田窪２丁目１‐４
緯096‐383‐3880

書類受付・確認、入力、電話対応等　
熊本空港近く　休日/土日祝　車通
勤可　時給/１,０５０円　通勤手当　社保
完　８：４５～１７：３０　期間/４月～１年間

官公庁での事務（益城町）

㈱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/森本）

勤務地/中央区内坪井町２‐２　※経験不問新卒可
固給/１５万円～　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
募集人員／１名
職務内容／管理業務、薬剤師業務全般
給与／当院規定に準ずる
委細面談・まずはお電話下さい。

薬局長候補募集

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（事務部　城）

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
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（免許センターより車約５分）
緯096‐232‐3111（事務部　城）

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。

昔ながらのナポリタン、寒天の工場です　年齢、経験は問いません
幅広い年代の方が活躍中　時間／８：３０～１７：１０（フルタイムのみ）
休日／日、祝日、土（隔週、カレンダーによる）　社会保険完備
時給／８００円＋交通費（条件有）、精勤手当　応募／お気軽にお電話ください

荒尾・玉名・南関エリア　食料品製造スタッフ募集

緯0968‐64‐1119（採用係）

高森興産株式会社
荒尾市増永君郷２８００番地２

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

緯096‐361‐2345

ドライバー嘱託社員募集
業務内容／新聞・チラシの配送および付帯業務
資　　格／高卒以上　※大型トラック経験者優遇
給　　与／当社規定により優遇　年俸３５０万円～
待　　遇／賞与年２回、各種社会保険完備、制服貸与
契約期間／平成２９年５月１日～平成３０年３月３１日
　　　　　（以後１年ごとの更新）
採用人員／若干名　勤　務　地／熊本市
勤務時間／原則として２３：００～７：００（実働７時間）
採用条件／中型自動車以上の免許取得者でトラック運転経験者
応　　募／履歴書（写真貼付）職務経歴書の２点を下記宛てにご郵送ください。

（要必着４月１４日㈮迄）　書類選考のうえ、追って面接日をご連絡します。
＊応募の秘密は厳守します。＊応募書類は返却いたしません。

株式会社　熊日物流 〒８６０‐０８２３
熊本市中央区世安町７８番地１ 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
仕事内容／書類の確認及び整理、データ入力、電話応対
資格／簡単なPC操作が出来る方

※医療事務経験者歓迎
派遣先／熊本市東区健軍２丁目

熊本県市町村自治会館内
期間／H２９年９月まで　※更新の可能性あり
時間／９時～１７時　昼休憩１時間
日数／月１２日～１６日　応相談
休日／土日祝日、年末年始
時給／８００円　交通費定額支給
応募／電話連絡後、履歴書を郵送して下さい。

お気軽にお問合せ下さい。

株式会社　日本医事保険教育協会
〒８６０‐０８０４　熊本市中央区辛島町３‐２０　NBF熊本ビル８Ｆ

事務スタッフ募集 

保険者（市町村等）より医療費適正化事業を受託している会社です

緯096‐212‐3280（担当/太田）

　接客・清掃・その他（寮有り）
　料理できる方同時募集
勤務／山鹿市内　給与／当社規定による
応募／電話連絡後履歴書持参下さい

旅館スタッフ募集

緯0968‐44‐0830（担当/内藤）

旅館　恵荘
山鹿市川端町１０８

他業種からの転職者が多数活躍中！　未経験者歓迎！　内容／路線バス運転業務・契約
バス運転業務　勤務地／鹿児島市内の営業所　給与／当社規定による　資格／大型
二種免許保持者　※就職支度金最高２０万円支給　免許取得支援制度有（４５歳以下）　
待遇／社会保険完備・制服貸与　応募／履歴書（写貼）を送付下さい　※詳細ＨＰにて

☆路線バス運転手（正社員）☆応募締切４/１４金

緯099‐255‐2147（担当/松田：問合せ平日のみ）

南国交通㈱　人事労務課
〒８９０‐００５３　鹿児島市中央町１８‐１

勤務地／中央区花畑町　資格／金融機関経験者（但し預金業務　経験者）
職種／①テラー②後方事務（パート）　時給／①１,０００円～②８００円～
時間／①・②（A）９～１７時（全日勤務）、②（B）９～１６時等（１５日勤務・扶養範囲内）
休日／土日祝　待遇／交通費規定支給、昇給　精励金有（６・１２月）社保完（全日）

①テラー②後方事務（熊本営業部のお仕事）

錆0120‐555‐987　http://www.ncos.jp/

西日本シティ銀行　人事部人事サービス室
福岡市博多区博多駅前３‐１‐１

トヨタ期間従業員募集　初めての方でも安心して働けます。

JA熊本中央会・連合会　担い手・法人サポートセンター
〒８６０‐０８４２　熊本市中央区南千反畑町２‐３

緯096‐328‐1027　平日　９：００～１７：００

ＪＡグループ作業スタッフ

◆仕事の内容
熊本地震で労働力不足になっているＪＡグループの選果場やＪＡ部会員の
ハウス・圃場などで各種の作業を支援します 。

　※主な作業は、以下のとおりです。

熊本の農業を支えるＪＡグループの選果場や
ハウス・圃場などで仕事をしませんか？

給　　与／時給７５０円～１，０００円
時　　間／（フル）８：００～１７：００（基本例）　※パートの可能な業務もあります。
就業場所／熊本市、玉名、阿蘇、上益城、宇城、八代ほか県内各地域

まずは、お問い合わせください　！

トマト、ミニトマト、ナス、
筍、柑橘などの選果、選
別、箱詰め、包装等を行
います。

野菜・果樹選果場
イチゴの選別、パック詰
め、箱作り等を行います。

苺パッケージセンター
トマト、ナス、メロン、ミ
カンなどのハウスや栽培
圃場などで、栽培の管理
や収穫などの作業を行
います。

野菜・果樹の圃場等軽ドライバー（業務委託）募集


