
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）

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）

大型運転手①契約社員②アルバイト
時間/８：００～１６：３０　休日/日曜
給与/①基本給１９０,０００円～②時給１,１００円
応募/随時受付電話連絡後履歴書持参

ドライバー募集!!

原田コンクリート㈱
熊本市東区八反田１丁目３‐７０

緯096‐382‐2125（担当/山口）

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

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
Ｈ２９年１１月開院予定（東稜高校近く）
内科・消化器内科（日勤）面接日：８/６（日曜日）
※詳細はハローワーク熊本・看護協会（ナース
センター）に求人を出しています。委細面談

開院（看護師・医療事務）正・パ

おみね田中クリニック
建設地：熊本市東区小峯２丁目２６１２‐５７７
緯080‐5255‐6366（田中）

職種／法律事務所事務員
待遇／時給９００円～　週３～４日程度
　　　時間等応相談　委細面談
電話連絡後履歴書郵送（書類選考有）

銀河法律事務所
中央区子飼本町１‐５‐１F

緯096‐342‐1030

法律事務所パート募集
時間／７時～１９時（シフト制）
給与／固定給１８万円
応募／電話の上履歴書持参

委細面談

保育士（常勤）

ムジカ保育園
中央区本荘６‐７‐１８

緯096‐200‐6944

時給／１,５００円
時間／午前７時～１１時
　　　午後４時～７時
応募／電話の上履歴書持参

保育士パート

ムジカ保育園
中央区本荘６‐７‐１８

緯096‐200‐6944

時給／１,０００円
時間／午前１１時～午後４時
応募／電話の上履歴書持参

保育士パート

ムジカ保育園
中央区本荘６‐７‐１８

緯096‐200‐6944

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）

内容／研究資料の整理、データ入力他　
時給／１,２００円　諸手当有
期間／７月初旬～Ｈ３１年３月３１日
５/３１水迄に履歴書送付　書類選考の上連絡

研究補佐員（パート）２名

崇城大学工学部ナノサイエンス学科
〒８６０‐００８２　熊本市西区池田４丁目２２‐１
緯096‐326‐3891（黒岩）

◎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）
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）
外来看護業務　給与/当会規定による
時間/勤務日数・時間相談に応じます
待遇/各種保険完備　有給休暇等
応募/電話連絡後、履歴書郵送下さい

正・准看護師募集（パート可）

ヒルサイドガーデンクリニック
熊本市南区城南町今吉野９８９

緯096‐374‐6262（担当/岡田）

給与/原則当会規定（応相談）　休日/４週
８休制　時間/８：３０～１７：３０他　早出遅出・
夜勤あり　待遇/社会保険完備　交通費
支給　応募/電話連絡後、履歴書を郵送

介護職募集

小規模多機能事業所　島崎山荘
熊本市西区島崎５丁目２４‐５０

緯096‐353‐5015（担当/田口）

場所／上益城郡山都町（施設）
時間／①９：００～１３：００、１４：００～１８：００
②９：００～１５：００　※フルタイム同時募集
休日／土日祝　時給／７５０円～８５０円

①調理②栄養士急募　！

株式会社　東臣
菊池郡大津町杉水字一ノ迫３０２１‐１
緯096‐294‐7020

業務/事務業務全般（３ヶ月試用期間有）
給与/当会規定による　時間/８：３０～１７：３０
８：３０～２１：３０（当直業務時）　待遇/各種保
険完備、交通費規定支給、有給休暇等

杉村会事務職

医療法人杉村会
熊本市中央区本荘３‐７‐１８

緯096‐374‐6262（担当/岡田）

勤務地／香田整形外科医院（嘉島町北甘
木）　時間／６：３０～１５：００　９：３０～１８：００（実
働７.５ｈ）　時給／７５０円～９５０円　休日／月７
日　まずは、お気軽にお問い合わせ下さい

給食調理業務（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）

介護業務全般（３ヶ月の試用期間有）　給与/
当会規定　賞与有　時間/８：３０～１７：３０・１２：００
～２１：００他シフト制　４週８休制　各保完　交費・
有給休あり　年齢不問　電話後履歴書郵送

介護職員（正社員）

グループホーム　ピース
〒８６０‐０８１８　熊本市中央区弥生町３‐８
緯096‐371‐2677（担当/馬場口）

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／日曜祝日　当直事務
給与／時給９００円
時間／８：３０～１７：１５（日曜・祝日）
応募／履歴書郵送　内容／簡単な受付業務

事務職

医療法人　聖粒会　慈恵病院
〒８６０‐００７３熊本市西区島崎６‐１‐２７
緯096‐355‐6131（担当/総務課）

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）

全国の高校・大学同窓会名簿制作委託
時間/９：００～１３：３０　時給/８２０円～９００円
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）

◎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）

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/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

時給/７５０円～　時間/９：００～１２：００　土日祝休
勤務地/エバーライフ長嶺南
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）

固給／１８～２０.５万円（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　パートからでもOK
面接随時　ブランクのある方でも大丈夫!!

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

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。

職種/お客様サポート　商品　プランご提案　玉名、大津、菊陽、荒尾、熊本西、植木、山鹿各店
給与/固給大卒１８万円～短大・専門卒１６.５万円～高卒１５万円～※未経験可安心研修制度有
パート/時給９００円　資格/高卒以上　勤務時間は応相談　応募/電話又は履歴書郵送後面接
日時連絡　待遇/賞与年２回、昇給随時、社保完、特別休暇他有　試用期間（３ヶ月）

ドコモショップ　スタッフ募集!!

緯0968‐72‐5601（担当/吉田・池田）

株式会社　天水総合カンパニー
〒８６５‐００５１　玉名市繁根木５４‐６　NTT玉名ビル２F

勤　務　地／熊本県内
資　　格／営業職　経験者優遇
業務内容／物流機器及びフォー

クリフトの販売及び修
理・点検

給　　与／当社給与規程による
休　　日／当社年間カレンダー

（年間休日１０５日）
応　　募／電話連絡後、履歴書持参下さい

本社：熊本市西区上熊本２丁目４‐２２
緯096‐322‐5391（担当/椎葉）

営業職（正社員）

株式会社TMJ

日産自動車グループでの受付対応＆事務
損保ジャパン日本興和・東京海上日動火災保険など大手自動車保険に関する業務　未経験者歓迎！！
①代理店からの申込書や見積りに関するサポート　②①のフォロー、SVの補佐業務　③自動車保険加
入のお客様へ保険の継続・加入意思確認業務（期限連絡や新しいサービスの案内等）　④③のフォ
ロー、SVの補佐業務
時給／①１,０００円～１,１００円※土日祝は５０円アップ　②④１,０００円～

１,１００円（管理手当別途２００円/時）　③９００円～１,０００円
時間／①②８：５０～２０：００（実働８Hシフト制）　③④１１：００～２０：００

※③夕方までや、夕方からも相談可
休日／週休２日制（①②シフト制　③④火曜・水曜）　※①③週４日～OK
待遇／雇用保険　厚生年金　昇給制度　有給休暇制度　定期健康診断　

正社員登用制度　服装・髪型自由　給与前払い制度あり※稼働
分（規定有）　ベネッセグループ健康保険（会社規定）

応募／お電話での応募は担当者に係名〈熊本保険１５４８５係〉をお伝え
ください。

熊本市中央区安政町１‐２　カリーノ下通
錆0120‐929‐288

担当/熊本保険１５４８５係　（受付：平日１０時～１９時、土曜日１０時～１７時※１２～１３時除く）

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

業務／生命保険契約の確認業務◎ご自宅から直行直帰
（生命保険の募集は行いません、未経験可）

資格／３５歳～５０歳前後※月１回の研修会あり
対面の仕事につき誠実な方　要普通免許
簡単なパソコン操作有（パソコンは無償貸与）
※皆さん未経験からのスタートです　！

地区／主に熊本市内近郊および八代地区
報酬／完全出来高制※当社規定による

（１案件につき３,２００円～３５,０００円）※確認内容により異なる
応募／５月１９日㈮迄に履歴書（写真貼付）郵送して下さい。

書類選考の上面接日等を通知します。
煙応募者の個人情報の取り扱いについては当社HPをご
確認下さい

http://www.sumisei-sis.co.jp

スミセイ保険サービス㈱（住友生命関連会社）
〒８６０‐８５８７　熊本市中央区花畑町９‐２４　住友生命熊本ビル８Ｆ　住友生命熊本支社内

生命保険面接士（委託渉外員）募集！

緯096‐355‐2303・090‐5661‐0383　担当/坂本

業務内容／試薬作製、タンパク質電気泳動、遺伝子発現解析、免
疫染色、パラフィン切片作成　勤務時間／９時～１７時（月～金）
給与・待遇／大学規定による　応募／随時、履歴書を郵送してくだ
さい。（持参も可）　書類選考後、面接日時等をご連絡いたします。

熊本大学医学部附属病院整形外科技術補佐員募集

緯096‐373‐5226（担当/医局長）

熊本大学医学部附属病院　整形外科
〒８６０‐８５５６　熊本市中央区本荘１‐１‐１

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８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）

セルフガソリンスタンドスタッフ
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
〈軽作業〉基本給２０万～３５万円　〈営業〉基本給２３万円～　〈事務〉基本給２０万円～
〈アポインター〉時給１２００円～　勤務地/宇城市松橋町松橋５３６‐６
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

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

山鹿市小中学校給食のお仕事です　!　お子様の学校行事等に合わせ易い　!
時給／７５０円　勤務地／鹿本給食センター（山鹿市本町来民１２６７‐１）
時間／８：３０～１６：００の内で５.７５ｈ　休日／土日祝（春・夏・冬休み・年次有給休暇
有）　待遇／交通費支給（当社規定有）、車通勤可、雇用・労災保険有、制服貸与

学校給食センター従業員募集（調理補助）

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

●●● 夕食弁当･食材等お届け販売スタッフ募集●●● 熊本市内ではたらく　！　自動車保険の申込サポート

電気主任技術者 募集
固定得意先の宅配で安定した収入を！！初めての方・中高年（男女）の方も歓迎◎

明治の宅配専用人気商品をご家庭にお届けする仕事です 。

布亀株式会社マザーケア熊本デリバリーセンター
〒８６０‐０８３４　熊本市南区江越２‐２２‐４８　緯096‐312‐8115（担当／江隈）

☆宅配正社員大募集☆

資　格／普通免許（ＡＴ限定可）
給　与／固給２０２,０００円　※他諸手当有
時　間／（月～金）８：３５～１７：００　（土）８：３５～１５：００
休　日／日・祝（土・ウィークデーも代配制度でお休みが取れます）
待　遇／昇給・賞与、マイカー持込歓迎（マイカー手当有）、各種社

会保険有（定年６５歳：６５歳まで各種社会保険有）
※定年後、仕事継続可能（業務委託契約）

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。　面接：５月８日月９：００～１７：００

■明治製品の宅配事業〈創業明治９年・社員１６００名〉

６５歳以上のご応募は業務委託　◎年齢制限なし
契約となります（条件委細面談）　◎宅配日・時間は応相談
※６５歳未満の方もご相談ＯＫ　 ◎年金受給年齢より年金受給可能

事務アシスタント＆編集補助


