
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）

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）

時間／９：００～１８：００　休日／土日祝
給与／（月固）２０～５０万円（経験・能力

により優遇）　※社会保険完備
応募／まずはお電話下さい

１・２級建築士募集

㈱日創アーキテクト
熊本市東区長嶺南６丁目８番１号
緯096‐331‐0450

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）

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）

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）

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）

時間／１７：００～８：３０（平日）　８：３０～８：３０（土日祝）
給与／日当６,７２３円～１１,３０６円　雇用保険あり
勤務地／熊本高専八代キャンパス　車通勤可
電話連絡後　随時面接します。

施設警備業務

㈱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/９９２円　日額５,９５７円（実働６時間）
時間/①６：３０～１４：００　②１０：３０～１８：００
休日/シフト制（６ヶ月後有給休暇有）
年齢/不問　各種保険完備

調理スタッフ

熊本県くすのき園
宇城市松橋町豊福２８３２

緯0964‐33‐7788

業務内容/建築設計図面をＣＡＤにて作成等
給与/固給２０～３０万円（経験、能力による）
時間/９：００～１８：００　休日/土日祝
※社会保険完備　応募/まずはお電話下さい

ＣＡＤオペ募集

㈱日創アーキテクト
熊本市東区長嶺南６丁目８番１号
緯096‐331‐0450

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）

勤務地/熊本県内（八代・阿蘇地区の方特に急募）
資格/高卒以上～６５歳位迄（要普免）
給与/（パ）時給１,０００～２,５００円　（正）固給１５万～
３０万円（経験応）　未経験歓迎　お問合せ下さい

葬祭スタッフ（正社員・パート）

合同会社オフィス高野
熊本市南区江越２‐３‐１‐４０６
緯096‐379‐5239

時給／１,０００円
時間／午前９時～午後４時
応募／電話の上履歴書持参

保育園調理員

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

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

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

時給／９００円
時間／日中数時間
応募／電話の上履歴書持参

保育園事務

ムジカ保育園
中央区本荘６‐７‐１８

緯096‐200‐6944

時給/７２０円～１,５００円（別途手当有）
時間/９：００～１８：００（終業時刻相談可）
休日/土日祝日　但し繁忙期は残業有
☆まずはお気軽にお電話ください

行政書士補助業務

ほりかわ行政書士事務所
熊本市南区南高江７丁目９‐１５０
緯096‐297‐9178

キャッスルホテル社員食堂での盛付・洗浄・
提供など　９～２１時内シフト制５Ｈ（応相談）
時給／７５０円～　※１６時以降は時給ＵＰ
食事補助・雇保・労災　通勤手当有

社員食堂の補助業務

淀川食品株式会社
中央区水前寺６‐４６‐２１　星光交易ビル３F‐B
緯096‐387‐6020（福里）

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

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

職種／医療事務　窓口業務
給与／当院規定
応募／履歴書持参　委細面談
　　　詳細はお電話ください

医療事務（常勤・正職員）

水前寺脳神経外科
熊本市中央区水前寺３‐３０‐４０
緯096‐384‐0186

給与／固定給２００,０００円以上　昇給有　時間
／８：００～１７：００　休日／日祝他　資格／高卒
以上　リフト資格者優遇　①はコンクリート技
士優遇　賞与年２回　社保完　◎履歴書郵送

①工場作業員②トラック運転手

蛇の目ブロック株式会社
〒８６２‐０９２０　熊本市東区月出１‐４‐７６
緯096‐383‐2345

勤務地／益城町惣領の老人ホーム厨房
時間／５：３０～１４：３０・１０：３０～１９：３０　シフト制
固給／１６～２１万円　週休２日　経験者優遇
保険完備　交通費支給　昇給・賞与有

施設の調理業務全般

淀川食品株式会社
中央区水前寺６‐４６‐２１　星光交易ビル３F‐B
緯096‐387‐6020（福里）

ギフト商品のピッキング作業と伝票整理　期間
/６/２８～７/下旬　時給/８５０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

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

◎病棟勤務◎　常勤・パートどちらも可
常勤３交替　早遅あり　残業なし　週休２日
パート希望時間対応可　時給８５０円
まずはお電話下さい　委細面談

看護助手急募（正・パ）

医療法人康生会　小柳病院
熊本市東区山ノ神２丁目２‐８

緯096‐369‐3811（担当/宮田）

基本給/１３万２千円～（別途手当）
時間/７時～１７時半（交替制８時間勤務）
年令・資格・経験/不問
内容/入院患者さんの調理・院内清掃

病院内調理・清掃員

樽美外科整形外科医院
菊池郡大津町大津１１７７

緯096‐293‐2100

時給/１,１００円　勤務地/長嶺校（長嶺西２‐１‐５７）
【通常授業時】火～金（２ｈ）１８：４０～１９：４０・２１：３０
～２２：３０　土（３ｈ）１６：４０～１８：４０・２１：００～２２：００
【講習時】（３ｈ）１６：２０～１８：２０・１９：５０～２１：２０

駐車場警備

早稲田スクール　長嶺校
熊本市東区長嶺西２‐１‐５７

緯096‐380‐1180

ホテル日航熊本電話取次業務

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

勤務地/中央区　固給/１５５,０００円
時間/７時３０分～２２時の間で８時間
休日/シフト（月９日休み）　年齢/３５歳迄
☆有休・交通費・各保完、他手当有

清掃員パート

㈱グッドスタッフ
熊本市東区新南部４‐７‐３８「ＯＭビル」４F
緯096‐213‐0051（担当/北村）

勤務地/大津町　年齢不問
時給/８００円～　ガソリン代支給
時間/３時間～８時間（要相談）
簡単な清掃です　まずはお電話下さい

うさぎ薬局春日店　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　待遇/就職
一時金有　昇給・賞与　電話後写付歴送

常勤薬剤師

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）

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

職種／建築設計・監理
待遇／詳細面談・各種保険有り
資格／１・２級建築士又は助手から
※電話後履歴書持参下さい。

建築士急募

㈲ウテナ設計
〒８６１‐８０７２　熊本市北区室園町３‐４８
緯096‐345‐0171

時間／１４：００～１８：３０（月～金）
勤務先／九州音楽京塚幼稚園
内容／預り保育担当　時給／９００円
応募／電話後履歴書郵送又は持参

保育士（パート）

学校法人九州音楽学園
〒８６２‐０９５６　熊本市中央区水前寺公園２３‐２１
緯096‐384‐1656

清掃員パート

㈱グッドスタッフ
熊本市東区新南部４‐７‐３８「ＯＭビル」４F
緯096‐213‐0051（担当/北村）

勤務地/阿蘇市赤水、一の宮、波野等
時給/８００円～　ガソリン代支給
時間/２時間～８時間（要相談）年齢不問
簡単な清掃です　まずはお電話下さい

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です

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

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

勤務地/①中央区本荘②山都町
時　間/①９：００～１４：３０（休憩３０分）
　　　　②１５：３０～１９：３０　※詳細面談
時給制　雇保有　盛付、洗浄等の業務

調理補助募集

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

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

勤務地／熊本市中央区・北区
時給／９００円～　実働６h超手当有
時間／１０時～１８時・９時～１８時　等
保育・幼稚園就労☆資格必須

夏休みのみ！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

給与/日給８,５００円　月収１７０,０００円以
上可　勤務地/江津湖そば　資格/ボ
イラー又は電気工事士　時間/１７：００
～翌８：３０　休日/シフトによる

病院設備管理スタッフ募集

株式会社　三勢
熊本市中央区帯山３丁目８‐４４
緯096‐383‐2341

勤務地／熊本市東区
時給／８５０円～
時間／８：３０～１７：００　週３日OK！
保育園でのお仕事ですよ♪

調理師急募

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

資格／ＰＣ操作必須。英語でき
る方優遇。時間／９：３０～１８：３０
時給／８００～１,０００円
応募／履歴書郵送後、面談

事務員募集

㈶バイオダイナミックス研究所
〒８６２‐０９５４　中央区神水１‐２４‐６　建神ビル３F
緯096‐383‐4577（担当/山城）

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/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

勤務地／熊本市中央区世安町
時給／９００円～　昇給有
時間／９：００～１６：００等
その他ご相談可能ですよ！

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

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

勤務地/中央区水道町１４‐１（メルパルク熊本内社員
食堂）　時給/①②７８０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

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

応募／詳細についてはホームページでご確認下さい
教科／美術科講師、情報科講師、ICT助手他
受付／２０１７年７月７日㈮午後４時まで

中学・高校　講師・助手募集

緯096‐364‐6134（担当/関口・村上）

九州学院中学校・高等学校
熊本市中央区大江５‐２‐１　http://www.kyugaku.ed.jp/

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。

［正社員・契約社員］中高年・初心者も歓迎！　内容/熊本市内、菊池郡の大学、工
場等の安全管理　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　！　（熊本市内、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

資格／不問
　　　（介護福祉士の方は採用面で優遇）
給与／①介護福祉士：月固１８９,０００円～

　そ　の　他：月固１７９,０００円～
　+交通費（月４回の夜勤含む）
②時給９００～１,０００円
（勤務可能な時間で可）

休日／１０７日（シフト勤務・夜勤は２２～７時）
待遇／賞与：年２回　選考／面接・書類選考
応募／電話連絡の上、履歴書を郵送下さい。
※１夜勤勤務可能な方で本採用決定後に支給

特別養護老人ホーム　シャトー天草
〒８６３‐００１２　天草市今釜町８‐５８

緯0969‐22‐1888（日曜除く　８：３０～１７：３０）

介護職員募集（①正社員・②パート）
就職支度金

３０万円
支給　※１

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／上滝）

☆宅配正社員大募集☆

資　格／普通免許（ＡＴ限定可）
給　与／固給２２２,０００円　※他諸手当有（試用期間３ケ月は固給２０２,０００円）
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：６月２０日火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

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

土日祝お休み！官公庁業務短期スタッフ募集
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!!
短時間・時給９５０円のお仕事です!!

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＋交通費実費（２万円迄）
時　間/１０：００～１５：００（実働４Ｈ）
待　遇/制服貸与、雇用保険（規定有）、

JR熊本駅前徒歩１分!!　１日４Hのお仕事!!
面接は熊本市内にて（詳細は応募連絡時）

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）
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）

◎年齢不問◎
職種／専門職及び一般事務
待遇／当組合規定による　
　　　詳細面談
応募／７月１５日迄　
　　　写真付履歴書必着

熊本宇城農業協同組合　総務部人事課
緯0964‐34‐3311

嘱託・臨時・パート職員募集
農協事業関連有資格者

専
門
資
格

（例）　農業改良普及員、
　　　農機・車両整備士
　　　自動車事故損害査定、
　　　旅行・福祉業務等

宇城市松橋町松橋３５７‐１

ホンダ 期間従業員【９月中旬以降（弊社指定日）に入社可能な方】短期（３ヵ月間）希望者も歓迎 !
職　種／①【契】半導体製造装置保守・保全業務
　　　　②【契】半導体製造オペレーション業務
　　　　③【契】液晶パネルの製造・組立・検査業務
給　与／①時給１,１００円～　月収例：２３１,９６８円以上可能　※月１５日稼働残業３０H含む
　　　　②時給１,０００円～　月収例：２１０,８８５円以上可能　※月１５日稼働残業３０H含む
　　　　③時給１,０３０円～　月収例：２１０,０００円以上可能　
　　　　　※実働７.５Hシフト制　深夜３０H含む
時　間／①A７：３０～１９：３０　B１９：３０～翌７：３０（交替制）
　　　　②A７：３０～１９：３０　B１９：３０～翌７：３０（交替制）
　　　　③A５：４５～１４：００　B１３：４５～２２：００（交替制）　C２１：４５～翌６：００（交替制）
休　日／①②３勤３休、４勤４休（会社カレンダー）
　　　　③６勤２休　土日休み（会社カレンダー）
待　遇／①②③正社員への登用もあります　昇給・賞与あり退職金制度あり
　　　　・入社祝金２０万円　・日払い有（規定有）
　　　　・寮費半額（規定有）※夫婦・カップルも入居できます！
　　　　・帰省費毎月支給（規定有）　・年間休日１８５日程　・有給休暇制度有
　　　　・社会保険完備
勤務地／①②熊本県　菊陽町
　　　　③熊本県　菊池市泗水町
応　募／まずはお電話下さい。面接日等の連絡をいたします。

熊　本
事業所

半導体・液晶パネル製造スタッフ急募

熊本市北区武蔵ヶ丘１丁目６‐９３

錆0120‐58‐5889

仕　　事／高速道路の料金収受業務
雇用期間／平成２９年１０月１日～平成３０年９月３０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６月３０日金までに、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


