
内容/山林整備　草刈り等　日給/６,５００円
～（経験・能力等考慮）日払い可
資格/年齢性別不問　要普免　時間/８～
１７時　※詳細面談　まずはお電話下さい

林業スタッフ（阿蘇郡市内）

渡辺農林
阿蘇市一の宮町宮地平田５９３
緯080‐4313‐2111

業務/会計業務
（できれば簿記のわかる方）

勤務/毎日９：３０～１７：００（応談）
まずは履歴書を郵送下さい　詳細面談

パート募集

下田尚登税理士事務所
〒８６１‐８００６　熊本市北区龍田７‐２０‐１８‐１０１
緯096‐337‐8000

雇用形態／①、②とも正職員・パート
給与／当院規定。詳細は面談の上
応募／電話連絡後、歴持面談
医療法人社団　原口会

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

資格/経験不問、非喫煙者　給与/基本給１２.５～
１４万円※別途手当３.７万円支給　時間/変形シフ
ト制（週休２日）　休日/日・祝　待遇/昇給、賞与、交
通費有（上限１万円）　応募/気軽にお電話下さい

受付・医療事務（正社員）

江津耳鼻咽喉科・アレルギー科クリニック
熊本市東区江津４丁目５‐１

緯096‐370‐8770

勤務地／菊池郡大津町　時間／９：００
～２４：００の間（２～８ｈ程度）　給与／
時給７１５円～（日勤）、８９４円～（夜勤）
内容／工場内での簡単なお仕事です　！

軽作業員　年齢不問！！

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

会計仕訳・データ入力他一般事務作業
時給／９００円～経験考慮　時間／９時～１６時
待遇／土日祝休　有給休暇有　４月～勤務
応募／電話連絡後履歴書郵送

事務会計パート募集

学校法人九州音楽学園
熊本市中央区水前寺公園２３‐２１
緯096‐384‐1656

●出荷商品の仕分・準備●
勤務地/西区　時給/９００円
時間/８：００～１７：００
休日/日曜＋平日１日

カンタン◎トマトの仕分け

ランスタッド㈱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

時給/７２０円～８００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

㈱大栄エクスプレス
緯096‐372‐8481

ダンプ・バス運転手
正社員給与／月固２５万円以上
寮完備　経験者優遇
時間／８：００～１８：００　日祝日休
電話後、履歴書送付ください。

熊本市中央区水前寺６丁目１４‐１５

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

常勤およびパート（夜勤専門職員）
給与・待遇／当社規定による
資格／不問（※有資格者優遇）
まずはお電話下さい。

介護職員募集

グループホーム聖徳苑
熊本市西区中原町５０４‐３

緯096‐329‐9138

時間／９：００～１８：００
日・祝休み
委細面談

電話後、履歴書送付ください。

経理事務（男女）

大栄企業株式会社
熊本市中央区白山１丁目４‐９
緯096‐362‐5777

経験／資格者または事務経験５年以上
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／①日祝日、第３、４土曜日

社労士補助業務

未来開発株式会社　冨永孝一社労士事務所
熊本市東区石原１丁目１１番１１号
緯096‐380‐3500

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）

時間給１,１００円（８月末迄の勤務）
基本９～１８時（１７時迄も可）土日休み
社会保険、雇用保険あり　年齢不問
応募／お気軽にお電話下さい

美里町（工場内作業）１名

㈱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～受付　担当/石井）

売店の品出、盛付け、機械食器洗浄他
給与/時給１,３００円　年齢不問
時間/１６：３０～２０：３０（土・日・ＧＷ休み）
期間/ご希望日～５月末位　３名募集

食堂内業務/大津（パート）

㈱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　担当/西野）

資格/正・准看護師　給与/当院規定
勤務/月・火・木・金８：３０～１８：００

水・土８：３０～１２：００　外来勤務
応募/まずはお電話ください。

正・准看護師募集

庄野循環器科内科医院
熊本市東区健軍４丁目５‐４

緯096‐331‐3777

社員食堂での盛付・洗浄・レジ等
勤務地/植木町一木　時給/７５０円～
時間/１０時～１６時（応相談）土日祝休み
交通費支給、雇保完備、食事補助有

土日休みの厨房業務

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（担当/福里）

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

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／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

フルタイム又はパート（平日５時間）
勤務地/帯山　業務/受付一般事務
待遇/YMCA規定による・要相談
写真付履歴書４月１５日土必着郵送

専門学校事務職員募集

専修学校熊本YMCA学院
〒８６０‐８７３９　熊本市中央区新町１‐３‐８
緯096‐353‐6397（担当/村田）

フルタイム又はパート（５時間程度）
勤務地／むさしYMCA（合志市）
給与／YMCA規定による・要相談
写真付履歴書４月１５日土必着郵送

一般事務職員募集

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）

勤務地／市内・合志・八代・他
時給／９００円～　昇給有
時間／園によって様々
ＨＰも有！　まずはご相談を♪

保育士募集

サマンサ㈱パワーネット
中央区新市街１３‐１９　岡村ビル３Ｆ
緯096‐355‐5232

給与／日当４,２００～９,４００円　雇用保険有
時間／８：３０～２１：００（実働５～１１ｈ：シフト制）
勤務地／サテライト新市街店　車通勤不可
電話連絡後　随時面接します。

サテライト新市街警備員募集

㈱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）

勤務地/菊池市泗水町（福祉施設）　時間/６：００～
１５：００・１１：３０～２０：３０（８H）　固給/１８万円～２０万
円　待遇/交通費支給・制服貸与・各種保険完備

調理スタッフ募集

㈱魚国総本社
東区尾ノ上１‐４８‐１５　２F
緯096‐383‐2257

緯080‐6449‐8593（松山）

午前パート
給与／当院規定
休日／日祝日、木曜日
応募／歴持参　委細面談の上

正・准看護師（パート）

平井皮膚科アレルギー科
熊本市北区武蔵ヶ丘４‐１０‐２５
緯096‐348‐1877

　〈正社員〉　給与／当社規定
　◎勤務時間等詳細は面談の上
待遇／交通費支給（規定あり）他
応募／まずはお電話下さい

和食調理スタッフ

㈲江戸長
玉名市高瀬４５９

緯0968‐74‐2288

時給/７５０円～８５０円　勤務日数/応相談
時間/７：００～２２：００の間で応相談
待遇/交通費支給（当社規定）制服貸与
応募/電話後写真付履歴書持参

温泉施設のスタッフ

なごみ温泉　やすらぎの湯
宇城市小川町北新田字小鶴５‐１
緯0964‐34‐0001（担当/上野）

勤務地／熊本市西区・他
時給／９００円～　※経験による
時間／８：３０～１４：３０・他
夏休み等有・補助業務♪

幼稚園教諭

サマンサ㈱パワーネット
中央区新市街１３‐１９　岡村ビル３Ｆ
緯096‐355‐5232

勤務地/八代市（学生食堂）　時間/９：００
～１５：００（５.５H）　時給/７４０円　待遇/交
通費支給・制服貸与・各種保険完備

調理スタッフ募集

㈱魚国総本社
東区尾ノ上１‐４８‐１５　２F
緯096‐383‐2257

緯080‐6449‐8593（松山）

勤務地／熊本市内　要資格
イベント託児・ベビーシッター
曜日・時間も様々有！○委細面談
お気軽にお問い合わせ下さい。

保育士☆単発☆

サマンサ㈱パワーネット
中央区新市街１３‐１９　岡村ビル３Ｆ
緯096‐355‐5232

給与／日当５,５６３～１４,８７５円　雇用保険有
時間／８：００～２３：１５（実働５ｈ～：シフト制）
　　　（週１日～・週払・短期ＯＫです。）
勤務地／まるみつ浜線店　車通勤可

駐車場オープニングスタッフ募集

㈱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）

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

勤務地/八代市（学生寮）　時間/６：００～
２０：３０（５.５H～６H）　時給/７４０円～８００円
待遇/交通費支給・制服貸与・各種保険完備

調理スタッフ募集

㈱魚国総本社
東区尾ノ上１‐４８‐１５　２F
緯096‐383‐2257

緯080‐6449‐8593（松山）

時間／３：３０～１７：１５の間で８時間程度（シフ
ト制）　４週８休　給与／時給９５０円～１,１００円　
早朝勤務者は別途手当支給　年齢不問　社
会保険完備　電話後履歴書持参（随時受付）

調理師/合志市

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

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／益城町空港方面
給与／時給７５０円～
時間／８：００～１２：００
休日／土曜・日曜・祝日

清掃スタッフ募集

株式会社　三勢
熊本市中央区帯山３丁目８‐４４
緯096‐383‐2341

時間/５：００～１７：１５の間で５時間程度（シフ
ト制）　勤務日/週２日～ＯＫ（シフト制）　時給
/７５０円～８５０円　早朝勤務者には別途手当
支給　年齢　経験不問　電話後履歴書持参

調理補助/合志市

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

勤務地／熊本市中央区保田窪
給与／①時給７５０円②時給９００円
時間／①７：００～１６：００②１６：００～１８：００
休日／シフト休

清掃スタッフ募集

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／中央区神水の病院
時間／７：００～１１：３０
休日／日曜・祝日
給与／面談の上、まずお電話下さい

急募　清掃員

㈱OKビル管理
熊本市南区馬渡２丁目３‐１６
緯096‐370‐2577

勤務地/東区佐土原一丁目（社食）
時　間/８：３０～１４：００　※詳細面談
条　件/時給制　土日、水曜日は休み
雇保有　３０食～４０食　経験者優遇

調理パート（佐土原）

九州トータルプランニング㈲
中央区水前寺２丁目６‐２０　水前寺KTビル２F
緯096‐381‐1112

勤務地／植木山鹿方面
給与／時給７５０円～
時給／８：００～１６：００
休日／日祝他シフト休

清掃スタッフ募集

株式会社　三勢
熊本市中央区帯山３丁目８‐４４
緯096‐383‐2341

常勤・パート
正・准・高看生

まずはお電話下さい。詳細面談
http://www.doinaika.net/

看護師・看護助手募集

医）土井内科胃腸科医院
〒８６１‐５２５５　熊本市南区砂原町３４１
緯096‐227‐1818

経験・年齢不問、引継ぎあり
〈中央区世安〉　車通勤可　時給/１,０００円
時間/９～１７時（残業無）　土日祝休
データ入力・電話応対・庶務業務等

６月末までの短期事務

㈱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）

勤務地/八代市鏡町デーサービス
時　間/８：００～１４：００（実働５.５時間）
条　件/時給制による　※詳細面談
雇保有　仕込、盛付、洗浄等の業務

調理補助（八代市鏡町）

九州トータルプランニング㈲
中央区水前寺２丁目６‐２０　水前寺KTビル２F
緯096‐381‐1112

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　残り３名　年齢
不問　時給/１,０００円　休日/土日祝　９月末
迄の半年間（更新可能性あり）　社保完備

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～１,０００円＋交通費（規定有）
時間/１２：００～２４：００（実働５～８ｈ）応相談
休日/シフト制週休二日　勤務地/西原村
●食品工場での簡単な作業です

食品の目視検査

㈱アヴェイル熊本営
上益城郡益城町田原１１５５‐８
緯096‐214‐5710

勤務場所/上通り熊日会館、熊本日日新聞社内
仕事内容/清掃　勤務時間/７：００～１１：３０（４.５ｈ）
給与/当社規定　詳細面談（賞与、退職金有）
待遇/交通費支給、雇用保険・労災あり

パート募集

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）

勤務地/長洲町（長洲港そば）
時給/１,０００円＋交通費　時間/８：２５～１６：５０
休日/隔週土・日・祝　各種保険完備
簡単な軽作業で２０～５０代の方活躍中！

軽量部品の組立

アビリティ株式会社（荒尾サービスセンター）
荒尾市東屋形２‐２‐９グリーンランド通り
求人受付錆0120‐544‐645

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）

業務／医師の事務作業支援
資格／経験者優遇、ＰＣ操作必須
給与／当院規定、土・日祝休み
詳細は当院ＨＰをご覧下さい

医療秘書・嘱託職員２名

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）

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満載

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。

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）

採用　Ｈ２９.５.１～Ｈ３０.３.３１又はＨ３０.５.３１
※産・育休代替員の為、次年度更新無
給与／当院規定、詳細はＨＰをご覧下さい
試験　Ｈ２９.４.２４月実施　筆記・面接

理学療法士・嘱託職員２名

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）

①・披露宴当日に、ご両家の方々やゲストの皆様の送迎
　・平日の宴会の送迎　要大型自動車免許、経験者大歓迎　時給１,１００円～
②木曜～日曜　※週４日程度～ご相談ください。時給７９０円～
※①②土日祝出勤可能な方　詳細はお電話にて。

婚礼式場①送迎ドライバー②料理盛付け

緯096‐338‐3100（担当/水田）

クレアージュリゾート
熊本市北区龍田町弓削８１４（東バイパス沿い）

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

資格／中卒以上　未経験者可　勤務／熊本
給与／基本給１９５,０００円＋賞金及び諸手当　月収３００,０００円～
待遇／社員寮完備、各種保険完備（健康・厚生・雇用・介護）、

制服貸与、毎年社員旅行有（国内・海外）

営業企画アシスタント募集

緯096‐292‐7070

株式会社　野田建工
熊本市東区石原３丁目１‐１２

資格／日商簿記２級程度
年齢／２５歳～４５歳迄
●H２９年６月から勤務出来る方　委細面談
応募／履歴書郵送後面接日通知

税理士補助者募集

緯096‐345‐6211

永田会計事務所
〒８６０‐０８６３　熊本市中央区坪井６丁目２３‐３

仕事内容／レセプトの内容点検、専用端末へのデータ入力
資格／レセプト点検経験・医療事務経験・医療事務資格取得者

のいずれかに該当する方。簡単なＰＣ操作が出来る方
勤務地／熊本市中央区
時給／７３０～１,０００円＋交通費定額支給　※経験等により決定
時間／９：００～１７：００（応相談）
期間／平成３０年３月３１日まで　※更新の可能性有
休日／土日祝日　年末年始
待遇／雇用保険　労災保険
応募／随時電話後、履歴書（写真付）を郵送して下さい。
　　　※契約社員同時募集

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

レセプト点検（医療事務）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）

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）
勤務地／イオンモール熊本（上益城郡嘉島町大字上島字長池２２３２）
勤務／１２：００～１８：００　時間・勤務日は相談に応じます
資格／洋服寸法直し経験者（年齢不問）
時給／９００円以上　※まずはお電話下さい

イオンモール熊本内オープンにつき社員募集！！

緯072‐865‐4195　携帯080‐6221‐3478（担当/吉田）

PSFA洋服店
本社　〒５７２‐００４４　大阪府寝屋川市清水町２９‐１７

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
時間／１０：００～１８：００（応相談）　　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

職種／単位制高校・公務員受験生の指導　時間／９：００～１８：００（３時間程度）
年齢／２３～３５歳迄（要高校教員免許）　勤務／月～金曜（土日祝休）
給与／当校規定による　※昇給有、経験に依り優遇　特別手当・交通費支給
科目／国語・商業・保健体育科　応募／履歴書（写付）郵送下さい

準常勤・非常勤講師急募

緯096‐371‐6332㈹人事担当/緒方

クラーク記念国際高校　　　清和国際高等学園
〒８６２‐０９７２熊本市中央区新大江１丁目２７番２号清和学園ビル（熊本高校正門東）

清和学園
キャンパス

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／４/１０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

株式会社　西川印刷

正社員募集（営業・事務）

〒８６１‐５５１４　熊本市北区飛田２丁目１２‐１１６
緯096‐352‐1121（代表）　担当/池口

東証一部上場　共立印刷㈱グループ会社

●営業
給　与／基本給１８～２３万円＋諸手当
勤務地／熊本・福岡・宮崎
内　容／お客様の販売促進をサポートする

お仕事です。
時　間／８：３０～１７：３０（休憩時間あり）
休　日／週休２日制（年間休日１２３日）

フレックス勤務（コアタイムなし）

●事務
給　与／基本給１６万円＋諸手当
勤務地／熊本
内　容／一般事務
時　間／８：３０～１７：３０

（休憩時間あり）
休　日／週休２日制

キャリア優遇！！　子育て中の方も活躍中！
職　　種／①理容師：経験者（正社員）

②理容師：経験者（パート）
給　　与／①固給（月）２５０,０００～４５０,０００円　②時給１,０００円以上

※経験・能力に応じて優遇　※いずれも残業代は１分単位で支給　！
仕事内容／ヘアカット、接客（シャンプー・顔剃りナシ）※５０代活躍中　！
勤　務　地／イオンモール熊本店　※この他､福岡県天神エリア・博多エリア

・粕屋エリア等の勤務も有。希望勤務店舗のご相談はお気軽に　！
時　　間／１０：００～２０：００　※店舗による　※（正）シフト制･休憩１h

※（パ）週１日～､時間･曜日応相談！夕方までの勤務も大歓迎　！
休　　日／月６～１０日の選択制　　資　　格／理容師有資格者
待　　遇／交通費全額支給、年１回査定、有給休暇、社会保険完備、

皆勤手当、研修制度、車通勤応相談（店舗による）、
入社祝金１０万円（規定有）

応　　募／まずはお電話下さい。（面接は現地にて）

ＱＢハウス（キュービーネット㈱）
本社/東京都渋谷区渋谷２‐１２‐２４　東建・長井ビル７F
錆0120‐006‐052（担当/採用係）

理容師

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

勤務地／熊本支社（熊本市、天草市）
　　　　八代営業所（八代市）
　　　　玉名営業所（玉名市）
職　種／法人会会員企業の福利厚生制度の

推進、加入・脱退等の手続をして頂く
お仕事です。

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/鈴木・山田）

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・
天草市で募集中！！

営業未経験者、お仕事のブランクが長い方でも大丈夫。
育児と仕事どちらも大切にしたい方など大歓迎です！
充実の研修制度と丁寧な指導♪　安心してご応募下さい。

正 社 員 募 集

軽ドライバー（業務委託）募集

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４０歳位迄、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


