
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）

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

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

給与／当院規定
年齢／３０歳位迄
面接／電話連絡後履歴書持参
　　　または、郵送

医療事務（正職員）

尾崎医院
〒８６９‐０４３１　宇土市本町１‐８
緯0964‐22‐0241

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／１７：００～翌朝９：００　月１０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）

日給/８,０００～１５,０００円　時間/８：００～
１７：００　休日/日曜他　資格/年齢不問
未経験可　待遇/社保完　寮有　昇給・
賞与有　◎入社祝金５万円支給

塗装スタッフ（正社員）

㈱福吉建設工業
熊本市東区画図町下無田１４３２‐１３
錆0120‐887‐343

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１３,０００円　雇用保険あり
時間／８：３０～８：３０　シフト制
勤務地／熊本労災病院　車通勤可
電話連絡後　随時面接します。

施設警備員募集

㈱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）

①契約社員②アルバイト　時間/８：００～１６：３０
休日/４週６休　給与/①基本給１９０,０００円～
＋通勤手当　社保完、賞与有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（大型運転手）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）

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

勤務地/中央区八王寺町
給与/固給２００,０００円～＋諸手当
時間/９：００～１８：００
応募/まずはお電話下さい

急募　！　ケアマネジャー（正社員）

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８００円～
時間／９：００～１８：００の間で３時間～ＯＫ
応募／まずはお電話下さい

介護職（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）

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096‐383‐1414

㈱熊本駅構内タクシー
熊本市西区田崎本町８‐３０

緯096‐352‐4325（９～１８時　人事課）

資格/パソコン操作できる方
内容/電話応対・無線業務
全自動配車のため地理は心配不要です
まずはお電話下さい。詳細面談

電話応対・配車
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

職種/病棟
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

㈱熊本駅構内タクシー
熊本市西区田崎本町８‐３０

緯096‐352‐4325（９～１８時　人事課）

資格/２級整備士取得者
※経験者優遇

勤務地/西区田崎本町
まずはお電話下さい。詳細面談

自動車整備士
うさぎ薬局春日店勤務　給与/年俸４６０～５５０
万円　時間/平日９：００～１８：００土９：００～１３：００
※週５日～勤務可の方※在宅有　待遇/就職
一時金　昇給・賞与　電話後写付歴送

薬剤師（正社員）

株式会社　七草堂
熊本市東区石原１丁目１１‐１１‐２１０号
緯096‐273‐9978（担当/田上・汐見）

勤務地/早稲田スクール高校部水前寺校
（中央区水前寺１‐１７‐２５）　時給/８００円
時間/（通常）月～金９～１２時　土７：３０～１０時
（講習）７～１０時　休日/週３～４日休（シフト制）

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096‐383‐1088

うさぎ薬局古川町店勤務　給与/年俸４１５～
６５０万円　時間/平日９：００～１７：００　土９：００～
１３：００　※週５日～勤務可の方　待遇/就職一
時金・昇給・賞与　応募/電話後写付歴郵送

管理薬剤師（正社員）

株式会社　七草堂
熊本市東区石原１丁目１１‐１１‐２１０号
緯096‐273‐9978（担当/田上・汐見）

働きやすい環境。明るくやる気のある方歓迎。
資格/４５歳位迄　時給/当院規定　面談の上決定
時間/平日９時～１２時半・１４時～１７時半　土９時
～１２時半　交通費有　ＴＥＬ後履歴書持参下さい

正・准看護師（パート）

佐藤皮ふ科医院
中央区南熊本５‐７‐３（南熊本駅前）
緯096‐371‐3933（担当/後藤かずえ）

業務内容／電機・機械部品の組立作業
時給／７２０円～（４５歳位迄）
時間／９：００～１５：２０（土日祝休）
応募／電話後、履歴書をご郵送下さい。

パート・アルバイト募集

株式会社シー・エス・アイ（舞原工場）
上益城郡甲佐町府領１８２‐１２（イオンモール熊本車で約１０分）
緯096‐352‐0959（担当/古閑）

うさぎ薬局中原店勤務　給与/年俸５２５～
６５０万円　時間/月火金９：００～１８：００水９：００
～１９：００木土９：００～１３：００　待遇/就職一時
金　昇給・賞与　応募/電話後写付歴郵送

管理薬剤師（正社員）

株式会社　七草堂
熊本市東区石原１丁目１１‐１１‐２１０号
緯096‐273‐9978（担当/田上・汐見）

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
事前見学歓迎します。

介護職員

菊陽台病院
菊池郡菊陽町久保田２９８４

緯096‐232‐1191

３ヶ月試用有　給与/当会規定（経験・能力
等考慮）　時間/８：３０～１７：３０　待遇/４週８休
各保完　交費規定有　有給休暇　履歴書を
郵送または持参　お気軽に問合せ下さい

杉村病院　診療情報管理士

医療法人　杉村会
熊本市中央区本荘３‐７‐１８

緯096‐372‐3322（担当/西村）

勤務地／水前寺
時間／①８：００～１０：００
　　　②９：００～１３：００
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

部品配送業務　６０歳位迄の方
基本給/１６万円～（残業有）※別途手当
支給　時間/８：００～１７：００　休日/土日
待遇/社保有・制服貸与・その他

正社員募集　植木勤務

㈱テクニカルブレーン
北区龍田町弓削８１２‐１マルソービル
緯096‐215‐8144

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③時給８７０円・社保完・賞与有・試
用期間有　応募/随時受付・電話後、歴持面談

①試験室②運転手③事務

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）

業務／入院食及び通所リハビリ昼食
時間／シフトによる　勤務／週４～５日
時給／８５０円から　社会保険有
まずはお問い合わせ下さい

調理師（パート）募集

橋本整形外科内科
熊本市北区改寄町２３８０‐５

緯096‐272‐0052

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）

金属部品加工業務　６０歳位迄の方
基本給/１６万円～（残業有）※別途手当
支給　時間/８：００～１７：００　休日/土日
待遇/社保有・制服貸与・その他

正社員募集　植木勤務

㈱テクニカルブレーン
北区龍田町弓削８１２‐１マルソービル
緯096‐215‐8144

正）４週８休シフト制　パ）週４日程勤９：００～
１８：００　給与/当法人規程による　応相談
※詳細は面談時　応募/電話連絡後、面接

正・准看護職（正・パート）急募

ヒルサイドガーデン山吹
熊本市南区城南町今吉野９８９
緯0964‐28‐0018

介護付有料老人ホーム

職種/調理業務　休日/日曜他２日
勤務地/西区①花園②小島
時間/８：３０～１５：００（実働５.５ｈ）
時給/社内規程による　※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/中央区水道町１４‐１（メルパルク熊本）
時給/７７０円　時間/①９：３０～１８：３０（休憩６０分）
②９：００～１５：００（休憩３０分）　休日/シフト制
待遇/①社会保険完備、制服貸与、交通費規定支給

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

１週１～３日
※１日４～８時間（応相談）
年令（４０才位迄）
時給面談の上

鍼灸師パート

京塚クリニック
熊本市中央区帯山３‐３８‐１３
緯096‐213‐2511

勤務／４週８休シフト制　※夜勤有
給与／当法人規程による※詳細は面談時
応募／電話連絡後、面接

介護職正職（急募）

ヒルサイドガーデンひなぎく
熊本市南区城南町今吉野９８９
緯0964‐28‐0018

小規模多機能型居宅介護事業所

資格/初任者研修修了者・ヘルパー１・２級、
介護福祉士、（運転免許又は原付免許）◎１日
２～３ｈからで週３日以上働ける方　時給/１,０２０
～１,３２０円　＋交通費他各種手当有

訪問介護員（ホームヘルパー）募集

㈱介護サポート　だいち
熊本市北区鶴羽田１丁目９番６５号
緯096‐343‐2114（担当/杉野）

医師の事務的サポート、書類代行作成等
時間/平日８：３０～１７：００※休日月１回程度当
番勤務有り　給与/当院規定　未経験者も大歓
迎　！　６/２までに人事室宛に履歴書郵送下さい

医療秘書（契約職員）

済生会熊本病院
〒８６１‐４１９３　熊本市南区近見５‐３‐１
緯096‐351‐8074（人事室・担当長松）

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）

雇用形態/パート
給与/当院規定　詳細は面談の上
時間/５～６時間程度（相談可）

調理員（病院給食）

医療法人社団　原口会

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

１５人体制、盛付、配膳、洗浄など
時間/１６：１５～１９：１５（３時間）
時給/８００円　休日は希望に沿えます
どうぞお気軽にお電話ください

調理補助

龍田病院
熊本市中央区黒髪６‐１２‐５１

緯096‐343‐5819（担当/下田）

ベビールーム、イベント保育のお仕事
年齢／２０～５０歳　休日／シフト制
時給／７２０円～　◎土・日勤務ＯＫ
交通費有　履歴書郵送後面接

保育スタッフ募集

㈲ベビーシッターハーもニー
熊本市中央区水道町１‐９イーストンビル
緯096‐325‐8580

地元企業の調査（概要レポート作成他）
※完全出来高制、交通費全額支給　委細面談
応募/写真付履歴書、職務経歴書を６/４㈰まで
郵送。書類選考後、説明選考会の日時を連絡

〔業務委託契約〕企業調査スタッフ

㈱帝国データバンク熊本支店
中央区紺屋今町２‐１コーヨービル２階
緯096‐324‐3344

リハビリを受ける方への補助全般
パート勤務　週５日程度
経験不問　年齢４５歳位迄※学生不可
応募／電話後、履歴書持参　詳細面談

城間整形外科
熊本市西区出町４‐４

緯096‐311‐2800

リハビリ助手募集
ギフトの包装・事務作業　期間/６/２８～７/下旬
時給/８００円　時間/９：００～１７：００　休憩６０分　資格/高
卒以上、自転車・原付での通勤が可能な方　面接/
電話後、写真付履歴書持参又は郵送して下さい

お中元アルバイト募集

㈱鶴屋百貨店商品センター
〒８６２‐０９６２　熊本市南区田迎５‐１６‐１６
緯096‐379‐1515　担当/村上

内容/障がい児への療育指導
資格/保育士か児童指導員　給与/当社規定
勤務/８：２０～１７：２０　基本週休２日＋祝日
社保完、詳細ＨＰ参照※電話後履歴書郵送

保育士又は児童指導員

済生会なでしこ園
〒８６１‐４１２７　南区内田町３５６０‐１（事務局）
緯096‐223‐3330（担当/カナザキ）

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/固定給２０５,０００円～　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）

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）

業務内容／菓子接客販売業務
勤務地／熊本空港、熊本駅、フードパル、城彩苑
給与／時給７５０～８７５円　月固１５万円～※交通
費あり　委細面談　電話後履歴書ご持参下さい

パート・正社員募集

肥後もっこす本舗　あんたがたどこさ
熊本市北区和泉町１６８‐１８

緯096‐245‐5211（担当/渡邉）

勤務地/中央区神水　時給/７２０円
勤務時間/７時～１２時
車通勤不可　休日/日曜、祝日
詳細は面談時に説明致します。

病院内清掃スタッフ

クリーンペア九州㈱
東区小山町２２１７‐１

緯096‐389‐5263（担当　磯田）

勤務地/中央区二の丸　時給/７５０円
勤務時間/７時～１２時
車通勤不可　休日/日曜　週６日勤務
詳細は面談時に説明致します。

病院内清掃スタッフ

クリーンペア九州㈱
東区小山町２２１７‐１

緯096‐389‐5263（担当　磯田）

資格/一種免許（１名）男女不問
　　　二種免許（１名）
詳細は面談にて
まずはお気軽にお電話下さい

運転代行ドライバー募集

松橋代行運転
宇城市松橋町豊福１２１８‐２

緯0964‐32‐3477

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１６万円～　職種/洗場、調理補助
時間/１７時～２３時頃（食事２回付き）
　　　年齢不問　※詳細は面談の上
応募/まずはお電話下さい。ＰＭ４時以降

社員募集

和食　後とう
熊本市中央区下通１‐９‐２９

緯096‐322‐6978

給与/日給１３,０００円　男女・年齢経験不問
時間/朝７：３０～翌朝７：００※週１回
日曜～月曜にかけての勤務（休憩有）
応募/お気軽に電話下さい（高齢者歓迎）

電話受付・配車業務

宮社交通タクシー㈲
熊本市南区白藤１丁目２１‐８８
緯096‐357‐4311

社員募集　中高年の方も歓迎
時間/８：３０～１７：３０（基本）
給料/月固２０万～２８万円　社保完
応募の方は会社にご連絡下さい。

配送業務及び給油業務

有限会社　中橋石油
熊本市東区上南部４丁目１‐２９
緯096‐380‐2162

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

固給／１８～２３万円（夜勤・通勤手当別途）
時間／８：２０～１７：２０・１７：００～翌９：００
面接随時　ブランクのある方でも大丈夫!!
※パートからでもOK（時給１,０００～１,１００円）

正・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

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）
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

常勤（２交代制）・パート
給与／当施設規定による
※詳細はハローワークへ
　お問い合せ下さい

介護職員

介護老人保健施設　希望の園
山鹿市山鹿３６９

緯0968‐44‐2100

リハビリ専門でパート募集　正社員登用あり
給与／時給１,２００円～今春卒の方も歓迎
夜勤、入浴、食事なし　送迎可能な方
※電話受付後面接します

①生活相談員・②介護福祉士

上通りデイサービス
中央区南坪井町１‐２９（上通整骨院ビル１F）
緯096‐356‐9349

◆未経験歓迎！接客・おかず調理◆
時給／１,１００円※週払可◎西区上代
時間／１５～２１時◎週２日～シフト
◎勤務日や時短もご相談下さい

おべんとう屋スタッフ

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※M９‐３６０‐０６

勤務/サンピアン店、はません店２店舗　資
格/３０～５５歳　運転免　時間/８時間（月２２日
出勤）　給与/月固１６１,０００円～（社保完備）
応募/まずはお気軽にお問い合わせ下さい

店内スタッフ（正社員）

おしゃれ工房
熊本市中央区白山２丁目１‐２８
緯096‐375‐6355

１種・２種免許取得者
曜日・時間応相談
保証給＋歩合給　詳細面談
電話連絡後、履歴書持参下さい。

ワールド運転代行
熊本市北区徳王２‐１‐６２

緯096‐359‐2234

代行運転手募集

●●● 公文式教室での生徒指導および運営
時間／社 員７：３０～１６：３０（実働７時間）　時給７８０～９５０円
　　　パート７：３０～１２：００（実働４時間）　時給７８０～１,０００円
待遇／制服貸与、交通費有、有給休暇有、保険完備
場所／大江法務局前交差点角　　※お気軽にお電話ください

新社屋・カーペット清掃（掃除機）が主体です

緯096‐356‐3233

㈲中央ビルメンテナンス
熊本市中央区桜町１‐２０　西嶋三井ビル

資格／１８歳～　時給／①②１,２００～１,５００円（実働８ｈ以上で日給
１０,０００円）　③７２０円以上　各種保険あり　時間／８：００～１８：００（応
相談）◎曜日等応相談、年齢不問、経験者歓迎（②はユンボ・溶
接経験者歓迎）※②③支配人候補　応募／電話後履歴書持参

①支配人　②グリーンキーパー　③フロント事務

緯096‐352‐3001（進実商事）

熊本益城カントリー倶楽部
上益城郡益城町小池３４８３

勤務先/リッチモンドホテル熊本新市街　給与/固給１６０,０００円※研修期間の
２ヶ月固給－１万円　時間/８：００～１６：００（実働６.５時間）　休日/週１日
待遇/交通費支給（月１５,０００円迄）制服貸与　雇用・労災・健康・厚生保険あり
応募/緯０９０‐１５１７‐７３０６（採用担当者/佐藤）までご連絡下さい。

客室整備・主任補佐（契約社員）

錆0120‐21‐5855

㈱ふようサプライ
福岡市早良区百道浜２丁目３‐２　TNC放送会館３F

固給/１５０,０００円
待遇/社保完、退職金制度、住宅手当、賞与年３回、交通費
時間/８：３０～１７：３０（月２３日勤務）
応募/下記迄連絡頂き来社面接（要履歴書）

事務員募集

緯096‐338‐0107（担当/上田）

㈲肥後化学白蟻研究所
〒８６１‐８００１　熊本市北区武蔵ヶ丘９丁目１番３６号

持込・軽ドライバー（委託）募集施設警備員募集

山鹿市民医療センター
山鹿市山鹿５１１

緯0968‐44‐2185（経営管理課：田尻・福山）

看護師・助産師・社会福祉士募集　！
③社会福祉士【急募】①看護師　②助産師職 種
上記資格を有し、医
療機関等での実務経
験者

上記免許を有する方、
又は来春取得見込み
の方

応募資格

随時平成３０年４月１日採 用 日
任期付職員　若干名
※給与等は正職員と同等

①正職員　１０名程度
②正職員　３名程度募集人数

随時
※応募書類受理後連絡します平成２９年７月２９日土試 験 日

応募資格・方法・試験内容・給与等について
は、ホームページをご参照ください。応募方法

事務アシスタント＆編集補助


