
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（総務課　永廣）

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
◎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

時間/８：００～１６：３０の間で５～７時間
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）

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）

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（総務課　永廣）

勤務／病棟　交代制（応相談）
給与／当院規定による。各種手当有
応募／履歴書郵送・電話問合せ可
　　　※入職日は相談に応じます

くまもと心療病院
宇土市松山町１９０１

緯0964‐22‐1081

看護補助者（正職員）
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）

勤務／病棟　交代制（応相談）
給与／当院規定優遇　各種手当有
応募／履歴書郵送・電話問合せ可
　　　※入職日は相談に応じます

くまもと心療病院
宇土市松山町１９０１

緯0964‐22‐1081

正・准看護師
時間/７：００～１７：００の間で実働７.５時間
勤務/済生会熊本病院内（熊本市南区）
時給/８４０円～、経験者評価、通勤手当等
応募/電話連絡後、履歴書郵送又は持参

病院内レストラン調理師（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）

募集人員／２名
業務内容／病棟における補助業務
給　　与／当院規定に準ずる
応　　募／お電話でお問合せ下さい

看護助手募集

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（総務課　永廣）

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

職種／法律事務　※要普免
年齢／２０～３５歳
給与／詳細面談　休日／土日祝日
応募／履歴書送付後書類選考。面接

有斐（ゆうひ）総合法律事務所
中央区南千反畑町１４‐１オリエントマンション第２ビル２階
緯096‐312‐8133

法律事務
日給／６,５００円　月８～１３日勤務可　雇保有
場所／熊本市東部又は八代市内店舗
時間／９：３０～２１：３０（８H）　初心者歓迎
施設内巡回、入社祝金５０,０００円、車通可

男女私服警備（パート）

㈱アイ・トラスト
熊本市南区田迎町田井島７７３‐１
緯096‐214‐3600

◆シニアさん活躍中の簡単作業です◆
時給／９００～１,０００円◎南区会富町
時間／８：３０～１７：００
休日／完全自由シフト

６０代歓迎◇野菜箱詰

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

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）

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

働きやすい環境。明るくやる気のある方歓迎。
勤務地/南熊本駅前　４５歳位迄　正・准看護師
時給/当院規定　面談の上決定　交通費有
時間/平日９～１２：３０・１４～１７：３０　土９～１２：３０

看護師（パート）

佐藤皮ふ科医院
中央区南熊本５‐７‐３

緯096‐371‐3933（担当/後藤かずえ）

給与／当院規定による
休日／４週７.５休制
応募／随時受付。
お電話でお問合せください

看護師募集

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

◆明るく元気な方、待ってます！◆
給与／日給８,４００円以上
賞与／業績により支給
時間、曜日等、ご相談下さい

警備スタッフ募集

株式会社　ミライアルリンク
菊池市泗水町住吉１３３２‐１７
緯0968‐26‐6111

固給／１３６,５００～１６８,５００円　各保完備
場所／熊本市東部又は八代市内店舗
時間／９：３０～２１：３０（８H）　初心者歓迎
施設内巡回、入社祝金５０,０００円、車通可

男女私服警備（社員）

㈱アイ・トラスト
熊本市南区田迎町田井島７７３‐１
緯096‐214‐3600

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

セルフスタンドでの監視業務です
勤務時間／１４：００～２３：００（土日のみ）
時給／７１５円～７５０円
６０歳以上の方歓迎（熊本回生会病院近く）

セルフスタンドスタッフ

合資会社　中島石油
上益城郡嘉島町鯰１８６６‐１

緯096‐237‐0031

給与／時給８００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/テレビ熊本（熊本市北区徳王）
時給/１,０００円　土日祝　年末年始
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）

宇城市/電子部品の製造　時給/１,１００円
１０：００～１５：００（実働４Ｈ）/月～金内で
３日間勤務　視力が必要になります。
手先が器用、長期間勤務出来る方歓迎

宇城市パート

㈱アヴェイル熊本南営業所
熊本県宇城市松橋町曲野３５１０‐１
緯0964‐46‐1780

時間／３：３０～１７：１５の間で８時間程度（シフト
制）　４週８休　給与／月固１４５,０００円～１８０,０００
円　別途手当　賞与有　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

固給／１９～２０.５万円（夜勤・通勤手当別途）
時間／８：２０～１７：２０・１７：００～翌９：００
休日／年間１０５日　シフト制
面接随時　お気軽にお電話下さい　！

准看護師

下田内科クリニック
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

◎経理事務（税理士事務所経験
者優遇）　固給／１８０,０００円～
時間／９：００～１８：００
応募／TEL後、詳細は面談の上。

日本記帳代行㈱
熊本市中央区新大江２‐８‐２８
緯096‐288‐2710

監査事務（正社員）
時間/８：００～１８：００（１２０分休憩）
週２日～OK　給与/時給７２０円
経験・年齢不問、社会保険完備
電話後履歴書持参（随時受付）

食器洗浄業務／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

給与／日当①５,９８９円②１１,８００円　雇用保険有
時間／①平日１７：００～８：３０（実働８ｈ）②土日祝８：３０
～８：３０（実働１４.５ｈ）※①②の組合せで週３～４日
シフト制勤務　車通勤可　電話後随時面接

熊本県こども総合療育センター警備員募集

㈱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／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）

◎一般事務（経理事務経験者優遇）
時給／８５０円～
時間／９：００～１８：００内で相談可
応募／TEL後、詳細は面談の上。

日本記帳代行㈱
熊本市中央区新大江２‐８‐２８
緯096‐288‐2710

経理事務（パート）
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～９５０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

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。

給与／固給１６０,０００円～　内容／ホテル・健康ランドの受付フロント業務等
時間／１４：００～翌１：００の間で１日８ｈ（休憩１ｈ）・深夜１：００～１０：００（休憩１ｈ）
休日／４週６休　資格／経験者優遇　未経験の方も大歓迎
待遇／社会保険、制服貸与、従業員駐車場有　応募／電話後履歴書持参

フロントスタッフ募集

緯096‐388‐1188

ピースフル優祐悠
熊本市東区下南部３丁目１１‐１３６

まずはお気軽にお電話ください
勤務地／熊本市中央区本荘　給与／大学規定による　資格／ＰＣ操作　秘書
業務　英語できれば尚可　時間／８：３０～１７：００の間の７時間
待遇／交通費、社保完、賞与有　応募／電話連絡後履歴書、職務経歴書郵送

事務補佐員　医局秘書業務

緯096‐373‐5893（担当：明石）

熊本大学神経内科
〒８６０‐８５５６　熊本市中央区本荘１‐１‐１

あなたも、綺麗な環境で、人の
役に立つ仕事をしてみませんか？

山鹿温泉リハビリテーション病院
山鹿市新町１２０４

緯0968‐43‐4151（担当/戸澤）

事務員募集／未経験者歓迎

資格／高卒以上、未経験者歓迎
業務／受付、会計、外来・入院、電話応対、
　　　レセプト、その他
給与／固給１４０,０００～１８０,０００円
待遇／各社会保険完備、退職金制度
　　　制服貸与、社員旅行有

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）
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！

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）

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／５月１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 【営業（カスタマーサポート）】未経験歓迎！人物重視
職　　種/●業務スタッフ・営業キャリアアップ有り

　（生産管理、在庫管理、配車等の管理業務）
●電気技術者・資格者優遇

資　　格/大卒以上　年齢３５歳迄
給　　与/固給　２３０,０００円～３００,０００円

残業手当、通勤費は別途支給
勤務時間/８：００～１６：３０
休日休暇/土日祝日（第五土曜除く）　年末年始、夏季、

慶弔休暇、有給休暇等
待　　遇/昇給年１回　賞与年２回、各種保険完備
応　　募/履歴書（写真貼付）を送って下さい。

締切/５月１２日金必着、書類選考の上試験、面接日を追って連絡します。

株式会社JSP九州工場

正社員募集（幹部候補）

〒８６１‐０１１１　熊本市北区植木町宮原５５３　緯096‐274‐7101　http://www.co-jsp.co.jp

会社概要
資本金　１０,１２８百万円

（東証１部上場）
本社／東京都千代田区
発泡プラスチックの総合メー
カー、独自の発泡技術、加工
技術を用いて幅広い用途分
野に供給しており、製品の高
機能性、優れた省資源性が
評価されています。「郵便物取集」３０～６０歳活躍中！！／通勤車貸与・週払可　職種／市内郵便ポストから郵便物の取集

および郵便局への持ち帰り業務　報酬／日額：７,２１８円～９,１２６円　休日／シフト制（週１～２日）
待遇／通勤車貸与有、週払可、車持込歓迎、郵便局勤務経験者歓迎　時間／１２：００～２０：００
応募／電話の上、履歴書（写貼）持参にてお越し下さい。　業種／貨物軽自動車運送業・利用運送業

軽ドライバー（業務委託）募集

緯096‐273‐9260（採用係）

国内ロジスティクス㈱熊本支店
熊本市東区健軍３‐２３‐３　Rコーポ２０２号

正社員
職種／大型長距離

（熊本→大阪往復定期便）
給与／月固４０～５０万円
時間／実働８時間
休日／日曜祝日（当社規定）
資格／要大型免許
その他／制服貸与　社会保険完備　

詳細面談
応募／随時、電話後履歴書持参下さい

株式会社白馬物流グループ
熊本市東区戸島町４０８‐１緯096‐380‐8911

（担当/末上）

白馬物流グループ（２００台稼働）各種ドライバー募集
入社祝金１５万円支給（２ヵ月後）、
会社保有の社員寮完備（１５棟）

◎白馬グループ小型から大型まで
　２００台活躍中
◎新規事業の為、２名募集!!
　新車（１１ｔ）でスタート
●会社保有マンション・アパート（１５棟）
　（資金無しで即入居可）

勤務地/熊本を含む九州の各教室（勤務地応相談）　資格/正看護
師・介護福祉士の資格取得後実務経験５年以上の方　時間/９：００～
１８：３０※シフト制（週２～３日相談可）　待遇/労災保険、交通費全額支
給、研修あり　給与/時給２,０００円～　応募/履歴書・職務経歴書郵送

福祉講座講師　追加募集

緯092‐737‐6373（担当/黒木）　受付/平日９：００～１９：３０

三幸福祉カレッジ
〒８１０‐０００１　福岡市中央区天神１‐１３‐２１　天神商栄ビル６F

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。

職　　種／学校事務
雇用条件／嘱託１年の２回更新後、３年目に正規職員への採用

試験あり。
資　　格／平成３０年３月卒業見込の方（高校卒不可）
　　　　　平成２２年３月以降卒業の方（高校卒可）
　　　　　※長期キャリア形成をはかるため
採　用　日／平成２９年８月１日（予定）・平成３０年４月１日（予定）
給　　与／固給１６１,７００円～（大学卒参考）＋諸手当（経験等

考慮）、賞与（年２回）
勤務時間／月曜～金曜　 ８：３０～１７：３０　配属による交代制勤

務あり 　①８：３０～１７：３０②１２：４５～２１：３０
年間休日数１３０日程度（平成２８年度実績）

学校法人君が淵学園　崇城大学
お問い合わせ 緯096‐326‐3441（法人課N係）

事務職員（学校事務）募集！！
待　　遇／私学共済保険完備
勤　務　地／学校法人君が淵学園・崇城大学
提出書類／履歴書（写真貼付）・卒業証明書（又は卒業見込証

明書）・成績証明書・志望動機書（本学職員を志望
した理由と本学で特に取組みたい仕事：Ａ４用紙１
枚）を５月１９日金迄（必着）に法人課N係へ郵送下
さい。提出書類は返却致しません。（HP参照）

選考内容／一次選考：書類選考
　　　　　二次選考：筆記試験①・②、課題　
　　　　　　　　　　６月１５日木９：００～
　　　　　最終選考：プレゼンテーション・個人面接　
　　　　　　　　　　６月２９日木９：００～

事業内容／高等教育機関

〒８６０‐００８２ 熊本市西区池田４丁目２２番１号 http://www.sojo-u.ac.jp/


