
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）

うさぎ薬局古川町店　給与/管薬年俸４５０～
６５０万円　パート時給２,０００円～　時間/平日
９：００～１７：００　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

薬剤師（正・パ）

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）

資格／日商簿記３級以上　※研修制度有
給与／固給１８万円（試用期間１７万円）
時間／８：３０～１８：００　年齢／２０～４５歳
休日／日祝日、第３、４土曜日

経理事務

未来開発株式会社　野田照廣税理士事務所
熊本市東区石原１丁目１１番１１号
緯096‐380‐3500

働きやすい環境。明るくやる気のある方歓迎。
資格/５０歳位迄　時給/１,０００円～１,２００円
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）

うさぎ薬局春日店　給与/薬剤師年俸４６０
～５５０万円　時間/平日９：００～１８：００
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

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）

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６/２５㈰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

資格／日商簿記３級以上　※研修制度有
給与／固給１８万円（試用期間１７万円）
時間／８：３０～１８：００　年齢／２０～４５歳
休日／日祝日、第３、４土曜日

会計の入力指導及び入力内容の確認業務

未来開発株式会社　野田照廣税理士事務所
熊本市東区石原１丁目１１番１１号
緯096‐380‐3500

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）

うさぎ薬局春日店　給与/時給２,０００円～
時間/平日９：００～１８：００　土９：００～１３：００
※勤務時間応相談
待遇/昇給・賞与　電話後写付歴送

パート薬剤師

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）

相談支援業務及び事務ができる方
月～金　９～１８時の内５時間程度
時給/８００円～　交通費・雇保有
勤務地/益城町木山　履歴書６/１７土必着

益城町仮設団地支援業務（パート）

公益財団法人　熊本YMCA
〒８６０‐８７３９　熊本市中央区新町１‐３‐８
緯096‐353‐6397（担当/村田）

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／８５０円（試用８００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）

時間/①月～土９～２０時の間で３～５ｈ程度
　　　②月～金１４～１９時（週２～可能）
時給/①７５０円～（１８時以降８００円～）②８００円～
写真付履歴書郵送。お気軽にお電話下さい。

①受付・事務②学童保育指導員

みなみYMCA
〒８６２‐０９６２　熊本市南区田迎５‐１２‐５０
緯096‐378‐9370（担当/桑原）

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

時間／早朝２：００～７：００迄　要普免
６５歳位迄　男女不問　長期勤務出来る方
応募／履歴書郵送の上　委細面談
各コンビニ店外配送

㈲長田進文堂
西区蓮台寺１‐１４‐２５

緯096‐326‐5157

スポーツ新聞配送
時給／１,０００円＋交通費　勤務地／宇城市
調理・盛付・洗浄等　時間／①８：００～１７：００
②１０：３０～１９：３０　休日／土日　保険完備
※未経験ＯＫ長期勤務出来る方歓迎

宇城市！！社員食堂勤務

㈱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/９：００～１２：３０（月～土）　一般外来
※勤務時間・日数応相談　詳細面談
給与/当院規定による　車通勤可

准・正看護師パート

宇野耳鼻咽喉科医院　　アレルギー科
東区秋津新町１‐１

緯096‐368‐2628

税理士会館の保安、管理、清掃等　給与/
夫婦で月固１６万円　待遇/賞与年２回、社
保完　年齢/夫婦ともに６５歳迄　応募/６/２０
迄に夫婦それぞれの写真付履歴書を郵送

夫婦住み込み管理人募集

南九州税理士会
〒８６２‐０９７１　熊本市中央区大江５丁目１７番５号
緯096‐372‐1151

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月
固２１.５万円～③月固１６万円～・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）

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

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）

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）

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）

業務/大学・高校受付業務他、シフト制
給与/日給５,７６０円（＋夜勤手当千円/回）～
待遇/各種保険完備、嘱託社員（継続有）
応募/電話後、面接日を通知、経験不問

施設警備員（学校）

ヤマダユニア㈱九州支店
熊本市東区新南部４丁目１‐２１
緯096‐384‐0567

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

病院内事務（経験者のみ・受付なし）
給与／基本給２０万円＋残業代別
時間／８～１７時・９～１８時交替勤務
●時間固定可●年齢不問※６０代以上可

算定基礎の入力（阿蘇市）

㈱総合プラント
熊本県菊池郡大津町杉水下岩迫１１４６‐１
錆0120‐011‐017　No.Z２‐２２０‐０１

時給／８００円～
時間／１７：３０～翌２：３０

工場内清掃（鹿本町）

有限会社　熊本ビルシス
熊本市東区戸島西６‐１０‐２

緯096‐360‐2854

勤務地/市西２地域包括支援センター、
けあまっぷ城西　給与/委細面談　経験
者優遇　待遇/週休２日制　社保完備　
保育室有　応募/履歴書郵送後、通知

熊本市西２地域包括支援センター
熊本市西区島崎２丁目２２‐１５
緯096‐354‐1731

社会福祉士・ケアマネ募集
職種/鋼材に穴明作業他
時給/８００円　時間/ＡＭ９：００～ＰＭ
４：００　町内の方歓迎　ご年配の方
でも出来ます　性別問いません

パート募集

株式会社吉野製作所
熊本市南区城南町舞原１１３０‐１
緯0964‐28‐5551

時給／１,０００円～
時間／２２：００～翌６：００

夜間清掃員

有限会社　熊本ビルシス
熊本市東区戸島西６‐１０‐２

緯096‐360‐2854

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

時間／８時半～１７時、９時半～１８時
月固／１９６,７００円～経験に応じて算出

賞与・昇給有。まずはお気軽に
お電話下さい。担当：中村

主任ケアマネ　急募

ささえりあ江津湖
熊本市東区新生２丁目２‐１０
緯096‐214‐6888

職種／パート（午前中）
資格／年齢不問
応募／歴持委細面談
まずはお気軽にお電話下さい

正・准看護師急募

内科・小児科　戸島中央クリニック
熊本市東区戸島西１丁目２７‐２６
緯096‐367‐6000

アイスクリーム・クレープ販売接客業務
勤務地/宇土シティ、イオン八代、ゆめタウン八代
給与/①基本給１６～２０万円②時給８００～９５０円
時間/９時～２２時　休日/シフト制※詳細面談

①正社員②パート募集

サーティワンアイスクリーム　八代店
八代市大手町２丁目４番２５号

緯0965‐34‐3583（求人受付番号）

時給／１,０００円　休日／日祝他
時間／９時～１８時（土は半日）
年齢／３０代まで　備考／歯科助手も可
※有休・交通費・社保完

中央区での歯科衛生士

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

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）

給与／当院規定による
人数／２名
資格／薬剤師の資格を有する者
休日／週休２日制

薬剤師（正職員）

荒尾市民病院
荒尾市荒尾２６００

緯0968‐63‐1115

給与／当院規定による
人数／若干名
資格／正看護師の資格を有する者
休日／週休２日制

看護師（正職員）

荒尾市民病院
荒尾市荒尾２６００

緯0968‐63‐1115

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満載

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。

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

給与／固定給１７万円＋歩合給
〈※経験者〉　固定給２０万円＋歩合給
◎簡単なパソコン出来る方
面接／ＴＥＬ後、履歴書持参

営業スタッフ募集

クローバー補聴器
熊本市中央区神水本町２０‐３‐１０１
緯096‐213‐7433

①正職員②パート　給与/当院規定
詳細は面談の上　②は５～６時間程
度（相談可）、当直のみの方も歓迎

看護師・准看護師

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

◆正社員◆　木曜・日曜・祝日休診
固給/１４０,０００円～　通勤手当別途支給
時間/月～金　９：００～１８：３０　土曜　９：００～１８：００
応募/電話後履歴書持参

受付募集

緯096‐379‐1717

エクセル歯科医院
熊本市南区田迎３‐２‐１（旧浜線沿）

職種／洗車及びバッテリー、オイル交換他
給与／時給８００円より＋通勤手当　時間／１０～１７時　※週４日程
待遇／無料社員駐車場有り・制服貸与　経験者優遇
応募／写真付履歴書送付下さい　休日／応相談（土日は出勤）

簡単な車のお仕事　年齢不問　長期

緯096‐378‐2221 求人担当まで

オートバックス熊本浜線
熊本市南区出仲間７丁目１３‐８

◆男女不問◆
履歴書不要　！

機械に１㎏程度の重さの
カバーを取り付けるお仕事　！

勤務地／菊池郡大津町岩坂
　　　　（空港から車で約５分）
時　間／８：３０～１７：３０
休　日／土日祝
時　給／１,０００円

月収例：１６万円可（８h×２０日）
資　格／経験不問
待　遇／各種保険完備、残業なし、
　　　　３ヵ月更新予定
※週払い可（規定あり）
ランスタッド㈱熊本オフィス
熊本市中央区水道町８‐６　朝日生命熊本ビル５Ｆ
錆0120‐706‐530

大量募集◇カンタン軽作業

［正社員・契約社員］中高年・初心者も歓迎！　内容/菊池郡の電子部品工場の出
入管理・巡回など　時間/シフトによる交替制　週休２日（曜日は応相談）　給与/
固給１２.３万円　月収１５万円以上可　資格/資格不問、初心者歓迎　待遇/深夜手
当、制服無償貸与　応募／全員面接保証。電話連絡後、履歴書（写貼）を持参。

警備員大募集　！　（菊池郡）

緯096‐325‐9060（大塚・岡本）

㈱スリーエス　熊本営業所
熊本市中央区花畑町１２‐１　エム・タワービル８F

①・披露宴当日に、ご両家の方々やゲストの皆様の送迎
　・平日の宴会の送迎　要大型自動車免許、経験者大歓迎　時給１,１００円～
②木曜～日曜　※週４日程度～ご相談ください。時給７９０円～
※①②土日祝出勤可能な方　詳細はお電話にて。

婚礼式場①送迎ドライバー②料理盛付け

緯096‐338‐3100（担当/水田）

クレアージュリゾート
熊本市北区龍田町弓削８１４（東バイパス沿い）

介護付有料老人ホームいこいの里（３０室・特養併設）
職種/介護職員（又は准看護師）　時間/シフト制３交替（夜勤
月４回程度）　給与/当会規定（処遇改善加算３７,０００円支給）
その他/交通費支給・制服支給有、介護福祉士・経験者優遇

９月新規オープンにつき職員募集　！

緯096‐287‐5666（開設準備室/西田　中村）

特別養護老人ホームいこいの里
上益城郡益城町福原１９８８‐１

７/１オープンのオシャレな新感覚ホテル
オープニングスタッフ大募集!!

ＪＲ熊本駅前徒歩１分!!　１日４Hのお仕事!!
内　容/客室、ロビーなどの共用スペース、

トイレなどホテル内の清掃作業
勤務地/ＨＯＴＥＬ　ＴＨＥ　ＧＡＴＥ　ＫＵＭＡＭＯＴＯ
　　　　（熊本市西区春日１‐１４‐１）
休　日/シフト制（月２０日程度の勤務）
資　格/未経験OK!!　扶養内勤務やWワークOK
時　給/９５０円
時　間/１０：００～１５：００（実働４Ｈ）
待　遇/制服貸与、雇用保険（規定有）、

交通費実費（２万円迄）
面接は現地にて行います

総合システム管理㈱
福岡市博多区博多駅東１‐９‐１１　大成博多駅東ビル６F
緯092‐441‐4479

清掃＆ベッドメイク（パート）
勤務先/GRホテル銀座通　給与/時給９５０円　責任者手当１０,０００円/月　試用
期間２カ月　時間/８：３０～１５：３０（休憩１時間・実働６.０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０８０‐２７２５‐６４８１（採用担当者/東大森）までご連絡下さい。

客室整備責任者（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

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）

電気主任技術者　募集

給　　与／固給２２０,０００円～２８０,０００円
時　　間／９：１５～１８：００
休　　日／第１、２、４土曜日、日曜、祝日
資　　格／年齢３５歳迄（キャリア形成の為）
　　　　　普通免許（AT不可）
待　　遇／各種保険完備、マイカー通勤可
　　　　　昇給１回、賞与年２回、
　　　　　交通費支給（月１５,０００円迄）
応　　募／まずはお気軽に電話下さい
事業内容／百貨店、ショッピングセンター、専門店、
　　　　　什器リース、ディスプレイ、店舗設計施工

株式会社　熊本アルス
〒８６０‐０８２３　熊本市中央区世安町３０６‐１
緯096‐325‐6229

正社員募集
固定取引先へのルート営業

流通業・デザイン/ディスプレイに興味のある方歓迎

事務職　（正職員募集） サントリー九州熊本工場①サポートスタッフ②電話応対スタッフ

勤務地／鶴屋百貨店本館１Ｆ　「Ｍａｘ　Ｍａｒａ」
給　与／基本給１８０,０００～２６０,０００円　昇給あり　通勤手当
　　　　報奨金制度　制服貸与　社員割引
時　間／９：１５～１９：４５の間で７.５h程度/早・遅シフト制
休　日／週休２日　各種保険完備　◎正社員登用制度有
応　募／電話後、履歴書を郵送下さい

☆MaxMaraに興味がある方

ベースメント　株式会社
〒８１０‐００２２　福岡市中央区薬院１‐８‐２０

緯092‐735‐1190（月～金１０：００～１７：００　担当/井手）

販売スタッフ　（熊本市中央区）

ファッションアドバイザー

警備スタッフ大募集！！ 勤務地／熊本県内一円（熊本市内、阿蘇地区、山鹿地区、荒玉地区、宇城地区、天草地区、人吉地区）

募集職種／電気工事士エンジニア　募集人数／２名
勤務時間／８：００～１７：００
資　　格／要普免、電気工事士（一種・二種）、
　　　　または電気主任技術者
給　　与／年俸制３００万円～５００万円（資格・経験に準

ずる）
休　　日／週休２日制（土・日）、祝日、年末年始、
　　　　有給休暇、特別休暇　ほか
待　　遇／各種社会保険完備、制服貸与、ガソリン代、車両貸与
勤務地／熊本県阿蘇郡西原村（益城町近く）
応募方法／電話連絡の上、履歴書（写真貼付）を郵送してください

ソラリグ・ジャパン合同会社　採用担当
〒１０７‐００５２　東京都港区赤坂２‐１３‐１　ルーセント赤坂４階

緯03‐4520‐5296（９：００～１８：００）

正社員募集
太陽光発電所の保守・管理　電気工事士エンジニア

発電所、電力会社の勤務経験者、建物内電源設備の保守点検
経験者歓迎　！

当社はスペイン本社のほか、世界８か国で太陽光発電事業や太陽光発電機器の
販売・施工を行っています。

東京など関東で働きたい方大募集 !!


