
勤務地／菊池市七城町蘇崎
給与／時給９５０円～　時間／７：３０～１２：００
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

資格/介護支援専門員取得者で普通自動車
運転免許取得者　採用日/平成２９年７月１日
詳細面談　受付期間/５/１～５/１５　１次試験５/２８
申込/所定の申込用紙に記入し郵送又は持参

介護支援専門員（正職員）

嘉島町社会福祉協議会
上益城郡嘉島町上島５５１

緯096‐237‐2981

時間/８：３０～１７：１５（月～金）
　　　８：３０～１２：３０（土）交代休、日祝休
給与/当院規定
応募/電話後、履歴書持参、詳細面談

医療事務（正職員）急募

あおば病院
宇城市松橋町萩尾２０３７‐１

緯0964‐32‐7772（担当/森川）

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/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２５万円～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）

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

年齢不問　未経験者　男性・女性共に歓迎
養成制度充実　ホテル等のお得意様多数
ＧＰＳによる配車業務　各種保険完備
給与/当社規程　勤務時間は応相談

乗務員・教習生

熊本大衆タクシー㈱
熊本市中央区古川町３

緯096‐352‐5111（代表）

時給／１,０００円～※ローテーション有
待遇／当院規定により優遇
　　　※日曜・祝日休み
お気軽にお電話下さい。委細面談

臨床検査技師（パート）

尾崎医院
宇土市本町１‐８

緯0964‐22‐0241

扶養内勤務大歓迎　！　子育て中の方など
時給/１,０００円　資格/簿記３級
時間/９時～１８時の３時間～OK　
※まずはお気軽にお電話下さい

パート事務員募集

赤塚智哉税理士事務所
熊本市北区津浦町３番１４号
緯096‐227‐6150

◎正社員１名　ローテーション有
◎パート１名　勤務時間の相談可

５５歳位迄
給与／当院規定により優遇

尾崎医院
宇土市本町１‐８

緯0964‐22‐0241

調理スタッフ募集
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
内容/山林整備　草刈り等　日給/１０,０００円+
歩合（試用期間あり６,５００円～　経験・能力考
慮）　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

勤務地／東区画図東・南区田迎
給与／固給１８０,０００円～＋諸手当
時間・休日／９：００～１８：００・月９回（シフト制）
応募／まずはお電話下さい

急募　！　夜間専従（契約社員）

住宅型有料老人ホーム　大瑠璃
熊本市東区画図東１丁目１１‐１５

緯096‐288‐6308（担当/下村・川添）

勤務地／東区画図東・南区田迎　給与
／時給１,５００円　時間／１８：００～２０：００、
２０：００～２２：００、５：００～７：００、６：００～８：００
応募／まずはお電話下さい

急募　！　夜間専従（パート）

住宅型有料老人ホーム　大瑠璃
熊本市東区画図東１丁目１１‐１５

緯096‐288‐6308（担当/下村・川添）

時給/７５０円　時間/８：００～１２：００※シフト制
勤務地/東区県立大近くのマンション
応募/随時。電話後、履歴書持参下さい。
※未経験者の方も安心して働けますよ！！

清掃スタッフ

株式会社日本ビルシス
熊本市東区長嶺東５丁目２‐２５

緯096‐288‐9106（担当/宮崎）

勤務地／市内・合志・八代・他
時給／９００円～　昇給有
時間／７：３０～・～１８：００等
他条件も多数！TEL大歓迎♪

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

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

◆６０代の方活躍中　！　簡単作業です◆
時給／７５０～１,０００円◎南区会富町
時間／８：３０～１７時◎週末のみ勤務
休日／完全自由シフト

野菜の箱詰め

㈱総合プラント
熊本市中央区神水１丁目３８‐１０
錆0120‐377‐017

仕事／給油の監視及び清掃作業
資格／危険物（乙四類）取得者
時給／８００円（夜間１,０００円）
月１５日程度　シフト制（休日相談可）

ＧＳスタッフ６０歳以上の方歓迎

㈲木下石油セルフ竜北店
八代郡氷川町鹿野３５４‐１

緯0965‐52‐3324

勤務/熊本市世安町１７２　熊本日日新聞社内　
内容/社員食堂での調理業務　時間/①９～１７
時（休憩１ｈ）１２～１７時（土）　②１２～１７時（休１ｈ）
給与/当社規定※詳細は面談の上

調理スタッフ（①正社員・②パート）

㈲徳臣商事
〒８６０‐０８２３　熊本市中央区世安町１７２
緯096‐361‐3106（担当/原）

◆接客未経験の方も積極採用中◆
時給／１,１００円※週払い可※保険有
時間／９：３０～１９：００※時短もＯＫ
◎週休２日（週２～３日勤務もOK）

食品販売／鶴屋地下

㈱総合プラント
熊本市中央区神水１丁目３８‐１０
緯096‐285‐3143

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／中央区世安町熊本日日新聞社内
中央区上通り熊日会館内　内容／ビル内の清掃
時間／①７時～１６時（７.５ｈ）７：００～１１：３０（隔週土）
②７：００～１１：３０（４.５ｈ）　給与／当社規定※詳細面談

清掃スタッフ（①正社員・②パート）

有徳臣商事
〒８６０‐０８２３　熊本市中央区世安町１７２
緯096‐361‐3106（担当/原）

仕事／給油の監視及び清掃作業
資格／危険物（乙四類）取得者
時給／８００円（夜間１,０００円）
月１５日程度　シフト制（休日相談可）

ＧＳスタッフ６０歳以上の方歓迎

㈲木下石油セルフ山鹿店
山鹿市方保田２８４０‐３

緯0968‐41‐5210

勤務地/植木校（北区植木町植木１２４‐３）
緯０９６‐２７３‐５１１５　時給/８００円
時間/（通常授業時）火～土７：００～９：３０
　　　（講習時）５：３０～８：００

清掃パート

株式会社早稲田スクール
〒８６１‐０１３２　熊本市北区植木町植木１２４‐３
緯096‐273‐5115

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

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

勤務地／阿蘇市
時給／８５０円
時間／詳細は面談にて
休日／シフト制　週３～OK

調理・調理補助

㈱グッドスタッフ
東区新南部４‐７‐３８　OMビル４F
緯096‐213‐0051

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

時間／①１７：００～０８：３０
②８：３０～翌８：３０③８：３０～１７：００　週１～２日
給与／日給①１１,０００円②１６,５００円③５,５００円
応募／まずはお電話下さい　詳細面談

守衛２名急募　！

熊本循環器科病院
熊本市南区御幸笛田２‐１５‐６

緯096‐378‐0345（担当/永田）

勤務地/武蔵ヶ丘校（北区武蔵ヶ丘５‐２３‐１５）
緯０９６‐３３９‐１９００　時給/８００円
時間/（通常授業時）火～金８：３０～１１：３０
土５：３０～８：３０　（講習時）５：３０～８：３０

清掃パート

株式会社早稲田スクール
〒８６１‐８００１　熊本市北区武蔵ヶ丘５‐２３‐１５
緯096‐339‐1900

勤務地／熊本市南区
時給／８００円
時間／詳細は面談にて
休日／シフト制　週３～OK

調理・調理補助

㈱グッドスタッフ
東区新南部４‐７‐３８　OMビル４F
緯096‐213‐0051

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）

勤務地/帯山校（中央区帯山３‐３‐１）
緯０９６‐３８３‐１４１４　時給/８００円
時間/（通常授業時）火～金８：００～１１：３０
土７：００～１０：３０　（講習時）６：００～７：４５

清掃パート

株式会社早稲田スクール
〒８６２‐０９２４　熊本市中央区帯山３‐３‐１
緯096‐383‐1424

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

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）

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）

給与/時給７２０円
勤務時間/９：００～１６：００
受付業務全般、医事業務補助
応募/電話連絡後履歴書持参下さい

事務職（パート）

熊本市中央区帯山４丁目２‐８８
緯096‐384‐1011

大腸肛門病センター　高野病院

給与/規定による
勤務時間/８：３０～１７：３０　※早出・遅出あり
病棟看護補助業務
応募/電話連絡後履歴書持参下さい

看護補助（正職・パート）

大腸肛門病センター　高野病院
熊本市中央区帯山４丁目２‐８８
緯096‐384‐1011

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
応募／電話連絡後、下記迄履歴書郵送。

正・准看護師正職員・パート募集

つきで整形外科
熊本市東区月出１‐３‐３

緯096‐213‐1666

時間／平日８：４０～１８：００
　　　　土　８：４０～１４：３０
木午後・日・祝休み　詳細面談
電話後履歴書送付下さい

からしま小児科
上益城郡嘉島町上島９５１

緯096‐235‐6333

医療事務（正職orパート）
給与/時給７５０円　勤務時間/①６：００～１５：３０
（休憩９０分）②１０：００～１９：００（休憩６０分）
患者給食調理、配膳・下膳等
応募/電話連絡後履歴書持参下さい

調理補助（パート）

大腸肛門病センター　高野病院
熊本市中央区帯山４丁目２‐８８
緯096‐384‐1011

◎外来看護業務とリハビリを
　受ける方への補助

年齢/４０歳位迄
応募/電話後、履歴書持参。詳細面談

看護師募集（パート）

城間整形外科
熊本市西区出町４‐４

緯096‐311‐2800

勤務地/菊池市隈府周辺　給与/当社規定
時間/７：００～１２：００又は１３：００～１６：３０　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

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/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

勤務地/テレビ熊本総務部
時給/１,０００円　完全週休２日制
時間/９：３０～１７：３０（実働７ｈ）残業無し
車通勤可　社保等完全加入

長期の一般事務

㈱TKUヒューマン
北区徳王１丁目６‐５２　TKUぷらざ２F
緯096‐359‐3412（担当/髙木）

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

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１名　年
齢不問　時給/１,０００円　休日/土日祝　
９月末迄の半年間　社保完備

復興補助金の書類確認

㈱TKUヒューマン
北区徳王１丁目６‐５２　TKUぷらざ２F
緯096‐359‐3412（担当/高木）

勤務地/熊本市西区田崎
給与/時給９５０円＋通勤手当
時間/１６：００～２０：００（４ｈ）
休日/週休２日制（シフトによる）

扶養内！データ入力業務

㈱ＴＫＵヒューマン
北区徳王１丁目６‐５２　ＴＫＵぷらざ２F
緯096‐359‐3412（担当/藤本）

勤務地／天草郡苓北町志岐
　　　　パチンコ店
時間／８：３０～１５：３０（休憩１時間）
日給／５,０００円　他詳細は面談にて

清掃スタッフ募集

㈲ナワ環境管理
熊本市北区武蔵ヶ丘９‐２‐５８
緯096‐337‐6722

勤務地/東区戸島町（日・祝・土月２休）
時給/１,０００円　時間/８：３０～１７：３０
◎事務経験・要PC操作（交通費支給・社保完）
応募/まずはお電話を。※面接は現地近郊にて

一般事務（長期）

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

時給／１,０５０円＋交通費
時間／８：３０～１７：００　休日／土日祝
期間／即日～H３０年４月中旬
車通可　社保有　残業無　制服有

一般事務（北区大窪）

㈱TKUヒューマン
北区徳王１丁目６‐５２　TKUぷらざ２F
緯096‐359‐3412（担当/江里口）

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）
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）

給与／①当院規定による②時給１,０５０円
資格／①薬剤師②診療放射線技師　休日／①②週休２日制
待遇／①②賞与年２回、各種保険完備、交通費（規定有）、
院内保育所施設　詳細についてはＨＰをご覧下さい。

①薬剤師（正職員）②診療放射線技師（非常勤）

緯0968‐63‐1115（担当/総務課）

荒尾市民病院
荒尾市荒尾２６００

内容/フランチャイズチェーンの計算センター（帳簿指導・試算表作成・
分析・説明）　給与/固給１７～２２万円（応相談）　資格/簿記３級程度、要普
免、エクセル表計算が出来る方　時間/９：００～１７：３０（土１２：００迄）　休日/
日祝、第一土　待遇/昇給・賞与有、車通勤可、社保完備、退職金制度有

業務拡張につき、経理スタッフ募集（男女不問）日赤通り近く

緯096‐389‐1266

㈲吉冨財経センター（吉冨税理事務所）
〒８６１‐８０３８ 熊本市東区長嶺東１丁目５‐６

昔ながらのナポリタン、寒天の工場です　年齢、経験、国籍は問いません
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

急募！　荒尾・玉名・南関　長期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

インフォメーションスタッフ募集（パート）
職　　種/サントリービール㈱九州熊本工場内における酒類・清涼飲料製造に

関わる業務　醸造調合工程設備のオペレーション業務
給　　与/基本給１６３,２００円
契約期間/入社６月１日付、試用期間６ヶ月、２回目以降１年×３回、最終１年６ヶ月

（※契約更新有。その場合、更新は最長５年まで。）
時　　間/実働８時間（３交替制）
休　　日/年間１１９日（原則週休２日・当社カレンダーに基づく指定休日制）
待　　遇/各種保険完備、通勤手当有、正社員登用制度有、
　　　　　５年の期間満了時、報奨金有
応募方法/履歴書（写真貼付、希望職種・保有資格・技能を明記）、職務経歴書

（経験・専門・自己PRを記入）を書類送付先に５月１日月必着にて郵
送下さい。
書類選考の上、折り返し、面接日程をご連絡させていただきます。

九州サントリーテクノプロダクツ㈱
【書類送付先】〒８６１-３１０４　熊本県上益城郡嘉島町北甘木４７８　採用K係
【問い合わせ先】緯096‐237‐1115（受付時間：月～金曜日９：００～１７：３０）採用担当

契約社員募集
雇用形態／正職員
募　　集／診療放射線技師１名（既卒）
業務内容／中央放射線部での診療放射線技師業務
給　　与／当院規程による
勤務体制／７：３０～１６：００、８：３０～１７：００、宿直・日直あり
休日・休暇／週休２日制、年末年始
応募締切／５月８日月
採用試験／一次試験：５月２２日月、二次試験：６月１日木
応募資格・書類／詳細は当院ホームページ参照
　　　　　　　　エントリーシートをダウンロード可

〒８６１‐４１９３　熊本市南区近見５丁目３番１号
緯096‐351‐8074（人事室/担当尾上）

診療放射線技師（正職員・既卒）募集！

時　間／①７：３０～１９：１５②７：１５～１９：１５③７：４５～１８：１５　各時間の間でシフト制
（正社員）１ヵ月単位の変形労働時間制（パート）時間・曜日応相談

給　与／正社員/固定給１６.８万円～　パート/時給８００円～１,０００円（時間帯による）
勤務地／①鶴田病院　おひさま保育園（東区保田窪本町）②九州記念病院　八福園（中央区水前寺

公園）③天草慈恵病院附属保育園（天草郡苓北町上津深江）
待　遇／交通費支給（当社規定による）、社内表彰制度有、産休・育休、年次有給休暇、車通勤可、社内

外研修、社員持株会［正社員のみ］各種社会保険完備、昇給年１回、賞与年２回、残業手当有
休　日／（正社員）日・祝、その他、月８～９日（パート）シフト制※希望休日相談可能
応　募／お気軽にお電話ください。採用サイトからもご応募承っております。園の見学だけでもOK!!

死[採用HP]http://www.aigran.co.jp/recruit/（２４時間受付OK）

保育士（正社員・パート）急募!!

株式会社アイグラン　九州支店
福岡市博多区博多駅東３丁目１１‐２８　博多サンシティビルⅡ４F
緯092‐414‐0070（受付/月～土９～１７時３０分）

認可保育園・事業所内保育園の運営

病院にお勤めの方のお子様をお預かりする小規模保育園です

※要保育士資格

仕　　事／高速道路の料金収受業務
雇用期間／平成２９年８月１日～平成３０年３月３１日＊契約更新の可能性あり（条件あり）
勤　務　地／県内の高速道路料金所１０ヶ所（八代・八代南・日奈久・松橋・益城熊本空港・益城本線・御船・

菊水・植木・熊本）のいずれか　通勤が１時間程度の料金所
勤　　務／昼夜勤（２４時間交代制勤務）（休憩４時間、仮眠４時間）
給　　与／固給１７３,０００円～１７９,０００円　＊別途通勤費支給
休　　日／週休２日制（ローテーション）　待遇／社会保険完備、社員登用制度あり、車通勤歓迎、制服貸与
応　　募／電話連絡の上、履歴書（写真添付）を平成２９年５月９日㈫までに、郵送して下さい。

＊履歴書の返却は致しません。予めご了承ください。書類選考の上、試験日と会場を通知します。
採用前研修（６週間）があります。まずは、お気軽にお電話下さい。

西日本高速道路サービス九州株式会社
〒８６９‐４６１６　熊本県八代市川田町西６９１

緯0965‐31‐4115　FAX0965‐31‐4116　受付/平日９：００～１７：００

契約社員募集
４５歳～５５歳の男女活躍中　接客経験者歓迎

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

●●● 公文式教室での生徒指導および運営●●● 警備スタッフ大募集 !!

【嘱託社員】店長（営業）募集 !

業務内容／お弁当の盛付作業及び調理作業です。①製造のライン長、班長として将来管理職として働いていただける方を歓迎します　！
給与／①基本給２５０,０００円～３５０,０００円＋交通費（上限２０,０００円）　②時給　７６０円（８時～１７時）、８６０円（１７時～２２時）、９６０円（２２時～翌５時）、８６０円（５時～８時）

※日曜、祝日は５０円プラス
時間／①８：００～翌８：００の間で実働８時間※若干の残業有　※シフトでの勤務になります
　　　②８：００～１７：００　２２：００～翌５：００※多少の前後あり　※勤務時間応相談致します　※１日４ｈ～の勤務でも大丈夫　！
休日／①シフト制※月８日（年間休日９６日）　②勤務日数はご相談に応じます。週２日～の勤務でもＯＫ　！
資格／２２時～翌５時は年齢１８歳以上
待遇／マイカー通勤ＯＫ　作業衣一式貸与　誕生月にはケーキあり　試用期間あり　出産祝い金など支給します
　　　資格試験合格者への報奨金支給制度　①賞与年３回（前年実績）各種保険完備
その他／詳細は面談にて
応募／毎日随時　電話後履歴書持参下さい（履歴書は返却しません。当社で責任もって処分させていただきます。）

熊本市西区春日７丁目２６‐７０（ラウンドワン近く）

緯096‐324‐3666

大幅な製造ラインが増えた為、食品工場内スタッフ大募集　！
ヒライで働こう！！

私たちは中食産業として「食のインフラ」を目指し、社会貢献の高い会社です。責任はありますが、やりがいのある仕事です。
調理経験などは問いません　！　安心してスタートできます　！　充実の研修制度　！　※社員教育制度に力を入れています。
出産祝い金など嬉しい待遇もあります。

①正社員（ライン長、班長候補）　②パート・アルバイト

「
き
ち
ん
と

ご
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ん
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」を

応
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。

マンション管理員・マンション清掃員募集


