
月、水、金　透析室勤務
１日６時間程度
詳細は面談の上
ＴＥＬ後履歴書持参下さい。

准看護師パート

あやの第一クリニック
熊本市東区長嶺南１‐２‐１０

緯096‐387‐3800

新展示場オープンに付！　年齢／不問
給与／当社規定※経験により優遇
やる気のある方　休日／水（木１・３・５）
各種保険完備※電話後履歴書持参

現場管理者（正社員）

株式会社カシマホーム
上益城郡嘉島町北甘木２３５６‐１
緯096‐235‐4077

時給／９００円～　車通勤可
短期7月～１２月（６ヶ月間）
時間／８：３０～１７：３０（実働７.５ｈ）
　　　※月１０日程度

施設内清掃（南区）

株式会社日本ビルシス
熊本市中央区安政町４‐１９　TM‐１０ビル７階
緯096‐211‐0033

職種／社員食堂調理スタッフ
時間／９：００～１７：００　※詳細面談
給与／①固給１３万円～②時給８００円　休日／
①月６日位②月１０～１５日位　まずはお電話を

調理①契約社員②パート

モナコパレス　グリーンランド店
熊本県荒尾市本井手１５７４‐４３
緯0968‐66‐0555

新展示場オープンに付！　年齢／不問
給与／当社規定※経験により優遇　
やる気のある方　休日／水（木１・３・５）
各種保険完備※電話後履歴書持参

営業職（正社員）

株式会社カシマホーム
上益城郡嘉島町北甘木２３５６‐１
緯096‐235‐4077

職種/病棟業務　時間/８：３０～１７：００
（早出・遅出あり）　４週６休
給与/当院規定　募集/履歴書送付
後面接　院内保育所・職員寮完備

看護助手募集

〒８６１‐３１９３ 上益城郡嘉島町鯰１８８０
緯096‐237‐1133（担当/石原・齊藤）

熊本回生会病院

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/９００円～　時間/８：００～１８：００の間で
２～６時間程度（応相談）　資格/ヘルパー２
級、介護福祉士　※資格取得の助成あり
社保有　まずは、お気軽にお電話下さい

訪問介護スタッフ（常勤・パート）

㈲シルバーケアあけぼの
菊池郡大津町陣内１８４４‐４

緯096‐349‐3811（担当/城戸）

職種/病院内臨床・生理機能検査
業務　時間/８：３０～１７：００　４週６休
給与/当院規定　募集/履歴書送付
後面接　院内保育所・職員寮完備

検査技師経験者募集

〒８６１‐３１９３ 上益城郡嘉島町鯰１８８０
緯096‐237‐1133（担当/石原・齊藤）

熊本回生会病院

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）

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

調理スタッフ（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）

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　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

調理パート募集

栄食メディックス㈱
熊本市中央区水前寺６丁目３７‐２１西原ビル４階
緯096‐383‐5888

勤務場所/北区植木町舞尾の社員食堂
時間/７～１３時・８：３０～１４：３０・１２～１７時
休日/シフト制　月８日程度休　調理経験者
時給/８００円　雇用保険、交通費有

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

勤務/中央区世安町熊本日日新聞社内
　　　中央区上通り熊日会館内
内容/ビル内の清掃　時間/７：００～１１：３０
（４.５ｈ）　給与/当社規定※詳細面談

清掃スタッフ（パート）

有徳臣商事
〒８６０‐０８２３　熊本市中央区世安町１７２
緯096‐361‐3106（担当/原）

ご登録頂ければ教材費は負担します！
（サマンサから就労が条件です）委細面談
保育園でのお仕事☆資格については市
HPへ　就労先は相談の上決定しますよ♪

子育て支援員になりませんか

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

勤務/大津町　時間/８：００～１７：００　休日/日曜日
給与/①月固２３万～２５万円（諸手当あり、経験
者優遇）②月固１６万～２０万円・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）

業務内容/山都町内のスクー
ル・コミュニティのバス運行業務
給与/詳細面談　応募/大型Ⅰ
種・Ⅱ種/電話の上履歴書持参

バス乗務員急募

有限責任事業組合　山都交通
上益城郡山都町浜町１８７番地バスターミナル内
緯0967‐72‐3880

スポーツ・英会話教室等の総合受付一般事務
勤務／①みなみＹＭＣＡ　②むさしＹＭＣＡ
①１６～２１時②９～１５時　週３～５日　時給／７５０円
１８時～８００円　履歴書７/８土必着

事務パートタイム職員

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）

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
夏休みのみ ！ 募集☆資格必須

保育・幼稚園就労

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

正社員急募　９月新規開設予定
時間／１０～１８時　給与／当社
規定　年齢不問　勤務地／北区
武蔵ヶ丘　まずはお電話下さい

児童発達支援管理責任者

㈱エム・ソリューション
熊本市中央区下通１丁目６‐１５
緯096‐354‐7377

勤務地／熊本市中央区・東区
時給／８００円～　※研修修了者
保育補助のお仕事です
詳しくはお問い合わせ下さい！

子育て支援員大募集

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

スポーツ・英会話教室等の総合受付一般事務
勤務地／みなみＹＭＣＡ又はむさしＹＭＣＡ
待遇／当法人規定、固給、シフト制
応募／写真付履歴書７月８日土必着郵送

事務フルタイム職員

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）

勤務地/ひがし成人循環器内科クリニック
　　　　メディカルフィットネスh３（玉名）
時給/８００円　交通費有　有休有
時間/８：１５～　４～５h程度　月～土（応相談）

清掃スタッフ募集

㈱エイチスリーサポート
玉名市岩崎６６５‐１‐２

緯0968‐73‐1188

㈱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
教科／高校国語　勤務／９月～
給与／当校規定　資格／高校教員免許
応募／自筆履歴書（写真付）送付、
書類選考の上、後日面接日など連絡

非常勤講師募集

九州技術教育専門学校
熊本市中央区細工町５‐３５‐１
緯096‐211‐0181

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

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）

給与/当院規定による
時 間/８：３０～１８：００　水１９：３０、
土１５：００　休日/日・祝日
まずはお電話下さい

医療事務　募集

長野皮膚科・形成外科
熊本市北区清水亀井町２６‐２７
緯096‐345‐2511

お中元仕分け／光の森

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　※Ｍ９‐３７７‐０１

◆８月１０日迄の短期　！　未経験歓迎◆
時給／１,０００～１,２５０円　◎週払い可
時間／２０：３０～翌４：１５（実働７Ｈ）
休日／シフト（週３～５日勤務で相談）

◆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

給与/当院規定による
時 間/８：３０～１８：００水１９：３０、
土１５：００　休日/日・祝日
まずはお電話下さい

正・准看護師募集

長野皮膚科・形成外科
熊本市北区清水亀井町２６‐２７
緯096‐345‐2511

給与/固給１６万円～　職種/洗場、調理補助
時間/１８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

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

勤務地/水道町１４‐１（メルパルク熊本内社員食堂）　
時給/①②８００円～　時間/①９：３０～１８：３０（休憩６０
分）②９～１５時（休憩３０分）　休日/週休２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

時間/６：００～１５：００　週３～４日程度
職種/患者送迎
応募/電話連絡後履歴書持参
給与/委細面談（詳細はハローワークへ）

運転手募集（パート）

みどりかわクリニック
宇土市野鶴町３４０‐１

緯0964‐22‐1171

新規住宅展示場受付
八代住宅展示場センターハウス受付
時間／１０時～１８時　時給／９００円
休日／水曜他　週２～３日応相談
交通費別途支給※まずはお電話下さい。
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

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／１,０００円　月１５日程度
※５：００～６：００は時給８００円

ＧＳ夜間専門スタッフ

㈲木下石油セルフ竜北店
八代郡氷川町鹿野３５４‐１

緯0965‐52‐3324

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／乗車券販売・改札・清掃等
時間／６時半～１９時（交代制）
時給／８１０円　休日／日・祝（隔週土休）
面接／電話後、履歴書持参下さい

熊本電気鉄道㈱　鉄道部
北区室園町１‐１　北熊本駅

緯096‐343‐2552（担当/中野）

藤崎宮前・堀川駅パート 簡単な清掃作業（新設）
日常生活の延長で出来る簡単な清掃
勤務地/菊池市　時給/８５０円＋交通費
休日/土日祝　時間/９時～１６時（応相談）
☆年齢不問　！　未経験者歓迎です　！
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／８時半～１７時、９時半～１８時
月固／１９０,７００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

保健師　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

５、６人の食事の準備
パークドーム近く　時給/８５０円～
時間/①６時～８時②１６時～１８時　朝
のみなど、相談も可　就業日/７月～
９月までの土日祝　未経験歓迎です
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

介護福祉士（２名）／時給８５０～９００円
８：３０～１７：００（週３～４日）シフト制
日曜定休　※処遇改善手当有り
面接随時　お気軽にお電話下さい

デイケアスタッフ（パート）

デイケアセンター鶴羽田
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

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　医療事務経験者優遇

杉村病院　医療事務急募

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）

固給／１９～２３万円（夜勤・通勤手当別途）
時間／８：２０～１７：２０・１７：００～翌９：００
ブランクのある方でも大丈夫!!
面接随時　※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

時給／１,０５０円＋交通費
時間／８：３０～１７：３０　制服有
休日／土日祝　社保有
期間／即日～長期　車通勤可

一般事務（菊陽町原水）

㈱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/江里口）

①定年された方歓迎　！　福岡～熊本間　②電話受付他簡単な事務が出来る方
資格／①普通免許以上　②普通免許要、４０歳以上
勤務／①月５～１０日程度　②９～１７時の間（応相談）、月１０日程度
給与／①日給６千円　②時給７５０円　※応募は写真付履歴書を郵送下さい

①送迎ドライバー（普通車）②事務パート

緯096‐383‐4911

日本きもの推進協会
〒８６２‐０９５０　熊本市中央区水前寺１丁目１‐５ダイアパレス水前寺駅通５０３

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／当院規定　賞与年２回、社会保険完備、交通費有　時間／９：００～
１８：００　１０：００～１９：００（シフト制）　日勤のみ　休日／日祝日・水曜午後・月１
回リフレッシュ休暇　外来看護業務　当院ＨＰご覧下さい　◎玉名でお仕事
お探しの方見学のみでもどうぞ　！　詳細はハローワークHPもご覧下さい。

正・准看護師（常勤）募集

緯0968‐71‐0600

ひがし成人・循環器内科クリニック
玉名市岩崎６６５‐１‐１

仕事内容／医療システムの運用管理
時　　間／７：３０～２０：００までの間のシフト制

（１日７時間４５分勤務）
勤　務　地／熊本市東区湖東
待　　遇／基本給１８～２２万円

週休２日制土日祝休み、駐車場有（無料）
応　　募／履歴書、職務経歴書を郵送ください。
　　　　　書類選考のうえご連絡いたします。

www.kdis.co.jp

株式会社熊本流通情報センター
〒８６２‐０９６７　熊本市南区流通団地１‐２４

緯096‐377‐2056　担当：岩本

ＳＥ募集（契約社員：正社員登用制度有り）
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

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

資格/大学・短大・専修学校卒業の者又はH３０年３月卒業見込みの者及び高校既卒の者
年齢：Ｓ５７年４月２日以降の出生の者（３５歳まで）
JA熊本うき管内居住または通勤可能な方、要普通免許（AT限定不可）

給与/当組合規定による。　※専門職は資格・経験等考慮し別途定める
待遇/賞与年２回、昇給年１回、試用期間３ヶ月間あり
応募/履歴書・成績証明書・卒業（見込み）証明書・卒業

証書（写し可）・写真１枚（履歴書と同じもの）を下記
まで郵送もしくは持参下さい。
■応募締切日：H２９年７月２０日木　■試験日：H２９年７月２６日水　
■採用期日：原則としてＨ３０年４月

熊本宇城農業協同組合　総務部・人事課

正職員募集

HP参照▷www.jauki.or.ｊｐ

宇城市松橋町松橋３５７‐１
緯0964‐34‐3311

●総合職：大卒・短大卒、高校既卒…若干名
●専門職：大卒・短大卒、専修学校卒、高校既卒…若干名
　　　　　（営農指導員、旅行業務に携わる者、農機・車輛整備士、生活・福祉に関わる者、共済渉外職）

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）
勤務先/GRホテル銀座通　給与/①交通費（月１５,０００円迄）あり時給８００円（試用
期間１ヶ月位７８０円）②交通費なし時給８６０円（試用期間１ヶ月位８４０円）　時間/９：
３０～１４：３０（実働４.５時間）　待遇/制服貸与　雇用・労災保険あり　勤務日数は相
談応　応募/緯０８０‐２７２５‐６４８１（採用担当者/東大森）までご連絡下さい。

客室整備業務（パート・アルバイト）

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

内容/インテリアショップでのレジ
（商品整理等）　※７/２０～８/２７の短期
勤務地/山鹿市（大型ショッピングモー
ル内/産交バス馬見塚バス停歩３分）
資格/未経験歓迎　※高校生不可
時間/９：３０～１８：３０、１１：１５～２０：１５
（シフト）※週３日～OK
時給/１,２２０円　※研修中は７１５円
（７/２０or２１、２３or２４、２５内３日間）
待遇/交全給、熊本駅より送迎あり、服
貸、車通勤可、皆勤手当５,０００円（規定）
※山鹿市民交流センターにて現地
登録会あり　※７/６①１０～１２時
②１３～１５時　※他日時相談OK
㈱ピーアンドピー九州支社
福岡市博多区博多駅東２‐５‐２８　博多偕成ビル３Ｆ
錆0120‐331‐423（担当/採用窓口）

オープニングレジ業務

窓口対応・電話応対・事務補助ほか　期間/採用～９月３０日（４・１０月更新制）
場所/水前寺野球場・競技場、南部総合SC、アクアドーム他　日給/６,２４０円（８h勤務）
交通費（条件あり）　資格/PC操作、指導に関する資格取得者・泳げる方歓迎　
応募/履歴書を総務課へ郵送または持参◎書類選考後面接　詳細はお問合せ下さい。

公共スポーツ施設の事務・管理補助

緯096‐385‐1042（９～１７時、月曜休）

（一財）熊本市社会教育振興事業団
〒８６２‐０９４１　熊本市中央区出水２‐７‐１

場所/①アクアドームくまもと②南部総合スポーツセンター　期間/①８月３１日迄②９月３０日迄　時間/１日３
～８h程度※週３０h未満　時間帯・勤務日応相談　時給/７６０円◎Tシャツ貸与　資格/泳げない方不可　１８歳以
上（高校生以下不可）　学生や子育て中の方も歓迎　応募先/①アクアドームくまもと　南区荒尾２丁目１‐１　
緯０９６‐３５８‐２７１１（水曜休）　②南部総合スポーツセンター　南区白藤５丁目２‐１　緯０９６‐３５８‐４３１１（月曜休）

プール監視（アルバイト）募集　！

緯096‐385‐1042（９～１７時、月曜休）

（一財）熊本市社会教育振興事業団
〒８６２‐０９４１　熊本市中央区出水２‐７‐１

オープニングスタッフ（アルバイト・パート）大募集 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ヶ月間）希望者も歓迎！


