
休日／４週７.５休
給与／当院規定
詳細はお電話にてお問合せ
ください。

医師事務作業補助

熊本整形外科病院
〒８６２‐０９７６　熊本市中央区九品寺１丁目１５‐７
緯096‐366‐3666

給与／時給７５０円～
時間／８：００～２２：００　シフト制
応相談　勤務地／宇土市立岡
資格／危険物乙４類

内田興産有限会社
八代市永碇町６６６‐２

緯0965‐35‐2681

セルフＳＳスタッフ
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

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）

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）

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/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/８００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/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/８００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）

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）

正　職　員
月・火・木・金　８：３０～１８：３０
水　８：３０～１３：３０　土　８：３０～１４：３０
※詳細はハローワークまで

准看護師募集

桃崎整形外科
上益城郡甲佐町緑町２７５‐２０
緯096‐235‐8111

時間/１０：３０～１８：００（休憩１h）勤務日/応相談
（水曜定休）条件/未経験者でも大歓迎。土日
働ける方優遇。時給/７５０円～待遇/社会保険完
備、マイカー通勤ＯＫ（駐車場無料）、制服貸与

ホールスタッフ

FLAT　CAFE
熊本市東区健軍本町１‐８　コンフォートハウス１F
緯096‐367‐6244（橋本）

時間／１６：００～１０：００（休憩２時間）
給与／１回２０,４００円+交通費
資格／介護福祉士、ヘルパー２級
勤務／グループホーム他

夜間専任介護職員

㈱南阿蘇ケアサービス
阿蘇郡南阿蘇村久石２７２１‐２
緯0967‐67‐1606

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/東区健軍（マリスト学園）
時間/①７～１９時内　８ｈ②９～１４時　シフト制休
①固給２０万円②時給８００円＋交通費規定支給
制服貸与、車通勤可　電話後写真付履歴書持参

新規オープン①調理師②調理スタッフ募集

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

業務/会計業務
時給/８００円～
勤務/毎日９：３０～１７：００（応談）
まずは履歴書を郵送下さい

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

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
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／１５.８万～２１.５万円（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）

勤務地／そのだ脳神経外科（パート）
時間／６：３０～１３：１５　１２：１５～１９：００
時給／７４０円　休日／月１０日程度
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい

調理業務全般

㈱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）

①正看護師②准看護師　給与/
当院規定　勤務/有床診療所病
棟勤務　時間/２交代制
応募/まずはお電話ください。

看護師・准看護師（正社員）

医療法人社団悠愛会かじお温泉クリニック
北区梶尾町１７００‐１

緯096‐378‐3355

◆服装自由　！　土日休・土日のみ可◆
時給／９５０～９８０円※５時間給与保証
時間／８：３０～１７：００※変動有
休日／自由シフト（週３～５日勤務）

野菜の箱詰／植木町

総合プラント
熊本市中央区桜町１‐２０西嶋三井ビル１４F
錆0120‐122‐017 ※Ｍ３‐０６８‐０１

資格/准看護師、高卒以上、経験者
給与/固給１４.７万円～と諸手当
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

准看護師（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

◆６０代以上限定！家事の合間に◆
時給／９５０円※交通費別途支給
休日／土日祝休み＋長期休暇あり
時間／１２：００～１４：３０（２.５時間）

保育園清掃（南区近見）

㈱総合プラント熊本支店
熊本市中央区桜町１‐２０西嶋三井ビル１４F
錆0120‐122‐017 ※M４‐４１２‐０２

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）

①正看護師②准看護師③介護職員
給与/当院規定③は介護福祉士手当有
時間/８：３０～１７：３０（土曜日は半日）
応募/まずはお電話を③は資格不問

デイケアスタッフ（正社員）

医療法人社団悠愛会かじお温泉クリニック
北区梶尾町１７００‐１

緯096‐378‐3355

①介護福祉士②登録　資格／ヘル
パー２級以上、５５歳迄、要普免　
給与／当社規定　応募／随時ＴＥＬ
後履歴書持参委細面談
ファーマダイワ介護サービスセンター
熊本市南区流通団地１丁目５３番地
緯096‐214‐3776（担当/北川内）

訪問介護スタッフ急募 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～９００円（ノルマあり）
９：００～１３：３０②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　４０～６０代活躍中

緯096‐289‐1300（担当/タナベ）

時間/８：００～１６：４５・１６：１０～０：３５の２交替
休日/土・日・祝・他　勤務地/八代市
給与/時給１,０５０～１,３１２円　月収１７～２６万円可
未経験者歓迎※現地面接も行ってます

アルミサッシの製造

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

資格/未経験者歓迎　固定給/２５万～４０万円
時間/正社員８：００～２１：００の間も８h（休憩
あり）　待遇/交通費支給（規定有）、制服貸
与、社会保険完備、食事手当有※寮完備

調理師・調理見習（正社員）

草草　博多大丸天神店
勤務地/福岡市中央区１‐４‐１　エルガーラ６F
緯092‐732‐8882（担当/ヒラノ）

時間/８：００～１６：３０の間５～７h　
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）

小規模多機能居宅介護事業所　大和
熊本市西区花園４丁目３‐４３

緯096‐312‐5515（担当/矢取）

資格/ヘルパー２級以上、要普免　給与/当社
規定　社会保険完備　・２４H交替制（実働８H）
応募/電話後、履歴書持参、詳細面談
※送迎スタッフも同時募集

介護職（正社員）急募
業務内容/デイサービス内での入浴等の介助・
送迎　時間/８：３０～１７：３０　週５日　６５歳位迄
給与/当院規定　社保完　面接/まずはお電話下
さい　運営：竜山内科リハビリテーション病院

デイサービス助手（パート可）

ヒルズ竜山遊水公園
熊本市北区室園町１０‐１７

緯096‐344‐3311

時間／７：００～１１：００/週２回　１６：００～
１９：００/週４回　９：００～１７：００/週３～４回
時給／未経験８００円・ヘルパー８３０円・
　　　介護福祉士８８０円

介護職（パート）

特定施設　つどい
阿蘇市小池９番地

緯0967‐32‐2321

時間/常勤８：３０～１７：３０
年齢/６５歳位迄　給与/当院
規定による
面接/まずはお電話下さい

薬剤師（常勤・パート可）

竜山内科リハビリテーション病院
熊本市北区室園町１０‐１７

緯096‐344‐3311

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１９５,０００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）

業務拡大のため・居宅介護の経験者
勤務地/当事業所　給与・休日/当社規定
社会保険完備　要普免
応募/随時、電話後面接（履歴書持参）
ファーマダイワ介護サービスセンター
熊本市南区流通団地１丁目５３番地
緯096‐214‐3775（担当/八木）

ケアマネジャー募集
●熊本特産品の発送等の軽作業１名
●時給/７５０円～　週に３日程度
●９時３０分～２０時までの中で応相談
※土曜日の勤務あり　電話後歴持参

パート募集・商品発送

㈱熊本毎日広告社　通販部
熊本市中央区出水８丁目１２番１５号
緯096‐362‐3632

職種/①病棟　②通所リハ（デイケア）
給与・待遇/当院規定による
応募/履歴書送付後面接　詳細相談応
資格等取得者優遇

介護職員

菊陽台病院
菊池郡菊陽町久保田２９８４

緯096‐232‐1191

職種/①病棟　②外来
給与・待遇/当院規定による
応募/履歴書送付後面接　詳細相談応
事前病院見学等歓迎します。

看護師（正、准）

菊陽台病院
菊池郡菊陽町久保田２９８４

緯096‐232‐1191

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。

勤務地/熊本駅構内　期間/１ヵ月
給与/時給９００円　時間/８：００～１７：００
（相談可）　休日/日・他シフトにより１日
※レストラン内での軽食提供・接客の仕事

急募！！カフェスタッフ

株式会社アヴェイル
上益城郡益城町田原１１５５‐８
緯096‐214‐5710

職種／病院内歯科衛生士業務
勤務時間／９：００～１７：３０　時給／１,１００円
応募／まずはお電話ください。
勤務時間等相談に応じます。詳細面談

歯科衛生士（パート）募集

熊本回生会病院
上益城郡嘉島町鯰１８８０

緯096‐237‐1133（担当/石原・齊藤）

データ入力メイン・注文書の不備確認・電話応対業務
場所/辛島町　時間/９時～１８時　時給/９００円＋交通
費　休日/土日祝　夏季休暇、年末年始　※社保・
有給完備　２０～４０代活躍中　！　未経験者歓迎

受注事務業務

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

封書類の目視検査等　時給／９００円
勤務地／玉名　時間／９時～１７時又
１９時～４時　休日／シフト制（土・日休可）
パート可・交通費別途支給・各保完

軽作業急募！５月末迄

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

職種／施設管理業務　
年齢／４５歳位迄
給与・待遇／当院規定による
応募／履歴書送付後面接

施設管理

菊陽台病院
菊池郡菊陽町久保田２９８４

緯096‐232‐1191

内容／プラスチック製品の検査、組
立、梱包、出荷作業　休日／土・日
時給／７３０円～　未経験可　見学可
時間／９：００～１７：００の間５ｈ程度

軽作業スタッフ

辻本化成㈱
菊池市旭志川辺１１２６‐１７

緯0968‐37‐3666

時間／８：３０～１７：００　休日／隔土曜、日曜、祝日、夏季休暇、年末年始
給与／時給７８０円　待遇／交通費支給（上限有）、車通勤可、各種保険
完備、昼食は食堂にて無料で麺が食べれます。年齢制限ありません。
応募／下記へご連絡後、写真付履歴書必要（平日９：００～１７：００）

工場内作業員（めん類の製造及び梱包作業）

緯0964‐28‐7005（担当：堀江）

五木食品株式会社
熊本市南区城南町坂野９４５

給食配送車で小中学校へ給食をお届けするお仕事です。
時給／１,０００円　勤務地／松橋学校給食センター（松橋町曲野１０７‐１）
時間／８：３０～１５：３０（休憩１ｈ）　休日／土日祝（春・夏・冬休み・有給有）
待遇／交通費支給（規定有）、車通勤可、社保有　資格／普通自動車免許（AT限定不可）

学校給食センター従業員募集（給食配送）

緯092‐292‐3125　採用係（受付/９～１７時）

株式会社東洋食品　九州事業部
福岡市博多区博多駅前２‐２０‐１５　第７岡部ビル５F

熊本県空港ライナー運行委託事業
勤務時間／１日７時間程度　シフト表あり
勤務日／１勤１休（または２勤務２休日）　給与／固給１２０,０００円
福利厚生／社会保険完備　必要資格／普通自動車二種免許

タクシー乗務員　募集

緯096‐293‐3355（担当/大久保）

株式会社　大阿蘇大津タクシー内
菊池郡大津町大字引水８０９番１

休日／日、祝、木曜、土曜午後　給与／当院規定　◎交通費支給
※パートの方は面談の上、経験者優遇します
応募／電話連絡後、確認して下記迄履歴書を郵送下さい。

正・准看護師正職員・パート募集

緯096‐213‐1666

つきで整形外科
〒８６２‐０９２０　熊本市東区月出１‐３‐３（事務長宛）鉄砲塚バス停歩１分

業務拡大につき正社員募集　！　未経験者ＯＫ・幹部候補生
時間／９：００～１８：００　固定給／２０万円＋交通費＋賞与有
休日／月６日間休み　待遇／社会保険完備
資格／要普通免許（AT限定可）

内装業現場職人募集

緯096‐285‐1148

株式会社オックス
熊本市中央区水前寺公園７‐４３　３F

内容／番組・ＣＭの制作業務　時間／９：３０～１８：３０
給与／固定給１８０,０００円～　休日／日曜・祝日他、会社指定日
待遇／各種保険完備、マイカー通勤可　資格／要普通免許
応募／まずは履歴書郵送ください

ディレクター・カメラマン・エディター募集　!

緯096‐341‐5577（担当/杉野）

株式会社エリア
熊本市中央区坪井６丁目３８‐１５　建峰ビル３F

資格／高卒以上　年齢不問　多少簿記の知識がある方歓迎
給与／時給８００円　土、日、祝日休み　時間／１０：００～１５：００（１４：００でも可）
待遇／年２回、勤務年数と能力により特別手当あり。制服貸与
応募／まずはお電話下さい。

経理一般事務（パート）募集

緯096‐322‐2211

ホテルサンルート熊本
熊本市中央区下通１‐７‐１８

仕事内容／・ペットのお葬式・供養に関わる全般の業務・ねこのお世話（清掃、
飼育全般）・霊園の清掃、管理　給与／基本給１７２,０００円～　時間／８：４０～１８：００
休日／４週６休（土日祝出勤有）　資格／年齢５０歳迄　要普免　待遇／雇用、労災、
社保有　賞与年２回　昇給年１回　応募／電話連絡後、履歴書持参下さい

ペット葬祭業務スタッフ募集

緯096‐380‐6666

熊本総合ペット霊園　ゆうみん社
上益城郡益城町木山１５４８‐１

誰でも出来るお仕事です　！　明るく元気なスタッフ活躍中☆アルバイト応相談
給与／　〈作業員〉　基本給３５万円～　〈営業〉　基本給１７万円～
　　　　〈アポインター〉　時給９００円～　〈経理〉　基本給２０万円～
休日／月４日　応募／お気軽にお電話ください!!　　〈熊本店同時募集〉

松橋店スタッフ急募！！

錆0120‐631‐811

㈲大東石材店
熊本市西区二本木２丁目８‐１０

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／パソコン入力程度、

設備管理経験者は優遇します
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、応相談

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）
資格・仕事内容/年齢不問①、②調理好きな方歓迎③ホテルの朝食
サービス　給与/①時給９００円②、③時給８００円　時間/①５：３０～９：３０
②、③ともに６：００～１０：００　月２０日位の勤務　待遇/年２回、勤務年数
と能力により特別手当あり　制服貸与。車通勤可。駐車料金無料

①調理②調理補助③フロア　スタッフ募集（パート）

緯096‐322‐2211

ホテルサンルート熊本
熊本市中央区下通１‐７‐１８

時給／①７５６円～　２２：００以降は時給９５６円～②７４５円～　２２：００以降は時給９３１円～
勤務先／①荒尾市荒尾字上川後田４１６０②山鹿市山鹿字黒田７５４
条件等／社保完、車・バイク通勤可、社割あり　週３日～、１日４時間～未経験者歓迎
応募／まずはご希望の店舗にお電話下さい。詳細は面談の上

店内スタッフ①あらお店②やまが店　募集

あらお店緯0968‐66‐2668　やまが店緯0968‐43‐6166

株式会社　BOOKS　あんとく
福岡県久留米市小頭町６‐２１（本部）

職種／①介護職員　②看護職員　③リハビリ職員　雇用形態／常勤又は非常勤
勤務地／西区上熊本２丁目、中央区北千反畑町のいずれか　給与／当院給与規定のとおり
（平成２９年４月改定）　年齢／①６０歳位迄　②、③５０歳位迄　資格／①初任者研修以上　②看
護師・准看護師　③ＰＴ・ＯＴ　面接／４月１７日以降、お気軽にお問い合わせ下さい。

業務拡大につき職員募集

緯096‐343‐6161　担当／吉田

医療法人　起生会　表参道吉田病院／なでしこ
熊本市中央区北千反畑町２‐５（藤崎宮参道）

仕事の内容／①土産品の販売、接客
　　　　　　②スナックコーナーの調理・接客等
時　　　間／５：００～２３：００の間でご相談下さい。
　　　　　　※未経験者大歓迎！
時　　　給／８１０円～９６０円
　　　　　　期間、曜日、回数等詳細は面談の上
休　　　日／ご相談下さい
待　　　遇／各保完、交通費支給（規定有）、
　　　　　　有給休暇有
応　　　募／まずはお気軽にお電話下さい

西日本高速道路リテール㈱（玉名下り売店）
〒８６１‐０８２１　熊本県玉名郡南関町下坂下三反田１６３５‐１
緯0968‐53‐9259㈹　（担当/西村）

玉名P.Aスタッフ募集！
業務／電話・来客応対、データ入力、伝票処理など
　　　社員：給与計算、経理業務の対応できる方
給与／社員固給：１８万～３０万円　※経験等を考慮
　　　パート時給：７７７～９００円　通勤手当あり、賞与あり
勤務／８：３０～１７：３０　パート勤務時間はご相談ください
待遇／昇給あり（年１回）、各社会保険完備
休日／会社カレンダーによる（年間休日１１０日）
応募／履歴書を郵送ください

お気軽にお問合せ下さい

★★下記職種も同時募集!!★★
電気部品の組立、検査、梱包作業のパートさん

夜勤希望の方、シニアの方も歓迎

三重津田電器産業㈱
〒８６１‐１３１２　菊池市森北１８１２‐２５

緯0968‐24‐5511（担当/よこた）

総務・経理事務員募集（正社員・パート）

勤務地/東員本社工場　四日市工場
職種/①プレス作業（プレス加工に関わる操作全般及び品質確認）《未経験者歓迎》

②スポット溶接作業（自動車部品のスポット溶接作業）《未経験者歓迎》
③品質スタッフ（品質保証業務、又は品質管理業務）《経験者求む》
④技術スタッフ（工場の保全業務）《経験者求む》

給与/日給１０,４００円　月収例　２６５,２００円～２９７,７００円
◎残業時間２０ｈ～４０ｈ（３２,５００円～６５,０００円）　◎月平均労働日２０.３日、深夜６０ｈと想定（１９,５００円）

時間/〔日勤〕７：００～１６：００〔夜勤〕①１６：０５～翌１：１０②１８：００～翌３：０５③１９：００～翌４：０５※月ごとの生産量により変動有
休日/土曜、日曜、ＧＷ、夏季・年末年始※年間休日１２１日（当社カレンダーによる※変則も有）
待遇/交通費支給（上限２０,０００円）、各種社会保険完備、住宅補助制度有、慰労金６万円（※支給条件６ヶ月満了の場合）有
応募/まずはお気軽にお電話の上、履歴書・職務経歴書を東員本社工場へ（管理課石川宛まで）送付下さい。

　　　東プレ東海株式会社　　　　　　　　緯0594‐86‐1010（担当/石川）

三重県で働きませんか？　規模拡大による期間従業員大募集！！
正規登用制度有　！　東証１部上場企業東プレ㈱の１００％子会社

受付：東員本社工場

【東員本社工場】〒５１１‐０２５２　員弁郡東員町大字瀬古泉２００番地　【四日市工場】四日市市上海老町字西大沢１５２７‐１

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/今村・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５月中旬～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　！

内容／本田技研工業㈱熊本製作所内にある社員食堂での簡単な調理補助業務です。
先輩パートさんが、一から教えてくれます♪

時給／５：００～８：００　：９７０円　８：００～１７：００　：８４０円　１７：００～２２：００　：１,０００円
時間／①６：００～９：３０②７：００～１０：３０③１０：００～１３：３０④１２：００～１５：００⑤１８：００～２０：３０

＊上記のいずれかを選択
休日／原則土日、GW・夏季・年末年始に長期連休（各９日間程度）、入社半年後に有休１０日間
待遇／制服貸与、労災保険、車・バイク通勤可（無料駐車場有）、交通費支給、

１０年毎に勤続旅行（１０万円支給）、６０歳定年制（再雇用制度有）
勤務地／本田技研工業㈱熊本製作所内（菊池郡大津町平川１５００）
応募方法／履歴書（写真貼付）を送付してください。

HP:http://www.honda-kaihatsu.co.jp/

ホンダ開発㈱熊本事業部　採用担当迄
〒８６９‐１２３１　菊池郡大津町平川１５００
緯096‐293‐6232

〈Hondaグループ〉調理補助パート大募集（土日休）

持込･軽ドライバー（委託）募集

本社〒８６２‐０９５０　熊本市中央区水前寺３丁目９‐５　ヤマックスビル
緯096‐340‐8840（西岡）

正社員（設計士・戸建て営業他）大募集！！
募　集／正社員（設計士・戸建て営業・インテリアコーディネーター）
資　格／４５歳まで　要普通免許　設計士については有資格者大歓迎
給　与／当社規定（経験・年齢を考慮）
勤務地／本社
待　遇／賞与年２回、年間休日１０７日、各社会保険完備他
応　募／お電話の上、下記まで履歴書（写貼）と職務経歴書をお送り
　　　　下さい。

東証JASDAQ上場

株式会社ヤマックス
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！

仕事内容／産業車両、自動車、鉄道用鋳鉄部品の製造に関わる各種作業
資　　格／高卒以上
給　　与／基本給１６～２３万円　社会保険完備、交通費支給
勤　務　地／熊本工場（菊池郡大津町）
休　　日／土・日、ＧＷ・夏季・年末年始（年間１１１日）
応　　募／履歴書（写真付）、職務経歴書を郵送下さい。

武山鋳造株式会社　熊本工場
〒８６９‐１２３３　菊池郡大津町大字大津１８７
問合せ先　緯096‐293‐4321

正 社 員 募 集
トヨタグループ向け鋳造品、創業８５年のメーカー
☆遠隔地在住者も歓迎！住居費補助制度有ります☆

http://www.takeyama-foundry.co.jp

急募

株式会社　エイジェック
〒８６９‐０１０５　玉名郡長州町清源寺３９１‐７　城戸ビル２F

熊本県限定　確かな技術が身につく　正社員募集　男女不問　未経験者大歓迎　!

月収250,000円以上可
①インテリア製品の組立・梱包
勤　務　地/玉名郡長洲町
勤務形態/①日勤専門②夜勤専門　※希望を考慮
休　　日/土・日・祝日（会社カレンダー）
②液晶パネルの製造・検査
勤　務　地/菊池市
勤務形態/交替制
休　　日/月８日程度（シフト制）
③軽量のフレーム組立・梱包
勤　務　地/八代市
勤務形態/交替制
休　　日/土・日・祝日（会社カレンダー）

長洲会場　随時開催しております

錆0120‐628‐277
　　（採用担当/スギモト・ミヤザキ）

昇給年1回 賞与年2回 退職金制度 ※全て規定有交通費支給 各種保険
完備

社宅完備
備品レンタルOK

熊本会場　随時開催しております

基本給16万円～

ネット応募：求人専用サイト「A‐JOB」２４H．３６５日応募OK
エイジェック　求人　検索

➡

メール応募可　メールアドレス：nagasu@agekke.co.jp

http://agekke.jobnet.jp/

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

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


