
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

資格/簿記３級以上、ＰＣ経験、要普免
時間/８：３０～１７：１５　休日/土日祝他
時給/７２０円　履歴書持参郵送７/３１迄
書類選考後、該当者へ連絡。後日面接

一般事務職員募集

嘉島町商工会
上益城郡嘉島町上島９２９

緯096‐237‐0734（担当/山川）

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

基本給/１３万５千円～（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

５０歳位迄　常勤
院内併設の病児保育「みらい」業務
小児科受付・診療介助等の医療事務
臨床検査業務　応募／ハローワーク参照

保育士・臨床検査技師

にのみやクリニック
熊本市中央区帯山２丁目１２‐１０
緯096‐381‐8766

勤務地／宇城市松橋町
時間／７：３０～１８：３０（８ｈ）
◎学生・無資格者ＯＫ!
夏休みのみ☆　委細面談

学童保育のお仕事

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

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/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）

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／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

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

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

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）

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

作業員募集

株式会社八木運送
上益城郡益城町広崎１４９０‐１（益城ＩＣ隣）

袋積込み作業　６５歳以上の方も頑張ってい
ます。友達と一緒にどうぞ　時給/８００円以上
勤務地/益城営業所　週２～３日
時間/７時～１６時　まずは電話からどうぞ

緯096‐286‐8611（担当/日下部・濱井）

６５歳以上の方も頑張っています
日給/１０,０００円以上　時間/７時～１６時（８Ｈ）
勤務地/益城営業所　週２～３日
応募/お電話お待ちしております

１０ｔダンプ乗務員募集

株式会社八木運送
上益城郡益城町広崎１４９０‐１（益城ＩＣ隣）
緯096‐286‐8611（担当/日下部・濱井）

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

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）

書類のチェックや電話での確認業務
熊本県庁前　８：３０～１７：３０　年齢不問
２名募集　時給/１,０００円　休日/土日祝
即日～３月末迄　社保完備　駐輪場有

データ集計・書類確認

㈱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/森本）

業務内容／客室準備、配膳、後片付、
清掃等　給与／固給１４～１６万円
休日／月６回　待遇／制服貸与、車
通勤可、食事付、交通費

旅館業務全般（正社員）

旅館龍栄荘
熊本市西区河内町船津２７０９
緯096‐276‐0121

時給/９００円　時間/１２：００～２２：３０（土日
祝）　時間応相談。フル可能な方歓迎
休日/応相談　待遇/交通費支給（上限有）
応募/まずはお気軽にお電話下さい

洗い場スタッフ

四季の丘
〒８６０‐００８３　北区大窪２‐９‐１

緯096‐325‐0025（担当/田中）

①薬剤師（パート）時給/２,０００円～
②事務（正社員）月固/１５万円～
　９月東区榎町に新規開設予定
　※まずはお電話下さい

調剤薬局スタッフ募集

（同）シンテン
熊本市西区二本木１‐２‐２８　㈱聖心堂内
緯096‐325‐8168

開院（内科・消化器内科）看護師　正・パ

おみね田中クリニック
建設地：熊本市東区小峯２‐２６１２‐５７７

Ｈ２９年１２月開院予定（東稜高校近く）【日勤】
正：固給１７.５～２１万円＋諸手当　パ：時給１,３００
～１,４００円　※詳細はハローワーク熊本・看護協
会（ナースセンター）に求人にて。面接日８/６日

緯080‐5255‐6366（担当/田中）

勤務／常勤
給与／当院規定
詳細面談　経験者歓迎
応募／まずはお電話下さい

医療事務募集

胃腸科・内科こうせいクリニック
南区白藤１‐２１‐９１

緯096‐357‐5511（担当/土井）

勤務地／そのだ脳神経外科（画図町所島）
時間／７：００～１３：００、１２：３０～１８：３０（実働
５.５ｈ）　時給／７４０円～　休日／月１０日
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい

調理業務全般パート募集

㈱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）

簡単な仕分け／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

◆短期～８月１０日迄　！　未経験者歓迎◆
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）

資格/一種免許取得者（免歴３年以上）
        ※２種免許取得費用立替制度有
時間/２４勤、２１勤等応相談　男女不問
まずはお電話下さい。詳細面談

タクシー乗務員

㈱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）

㈱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
正　職　員

月・火・木・金　８：３０～１８：３０
水　８：３０～１３：３０　土　８：３０～１４：３０
※詳細はハローワークまで

准看護師募集

桃崎整形外科
上益城郡甲佐町緑町２７５‐２０
緯096‐235‐8111

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

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

勤務地／菊池市七城町蘇崎
時　　間／９：００～１６：００
未経験者の方歓迎します
詳細はＴＥＬ及面談にて

日常清掃スタッフ募集

㈲ナワ環境管理
熊本市北区武蔵ヶ丘９丁目２‐５８
緯096‐337‐6722

時間／早朝２：００～７：００迄　６８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
要普免　各コンビニ店外配送

㈲長田進文堂
西区蓮台寺１‐１４‐２５

緯096‐354‐6318

スポーツ新聞配送
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～８５０円　休日/①月７～９日②月１３
～１５日　まずはお気軽にお問い合わせ下さい

給食調理（①準社員②パート）

㈱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）

九商フェリー㈱
長崎県島原市下川尻町７‐５
緯0957‐65‐0456

経験者歓迎！
勤務／熊本港～島原港フェリー
詳細は面談にて説明します。
応募／まずは、お電話下さい

船員（甲板部・機関部）

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
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

介護福祉士　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

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

勤務地/天草郡苓北町の社員寮　職種/寮の管理・賄い（朝・夕食の提供）
時間/１日８時間程度（２名で交替制）　休日/週２日　給与/当社規定（正社員）
待遇/社保、家賃・水道光熱費会社負担　応募/下記へお電話ください。
履歴書必要（６ヶ月以内の写真貼付）　事業内容/福利厚生施設管理・運営

夫婦住込賄い管理人急募（調理必須）

緯092‐844‐7532（担当/ヤマカワ）

日立グループ　㈱日立アーバンサポート　九州支店
〒８１４‐０００１　福岡市早良区百道浜２‐１‐１　日立九州ビル２F

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

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

資格／フォークリフト免許　２０～４０歳代迄
給与／時給１,６００円
時間／①７：００～１６：００②１５：１５～２４：００
　　　③２３：００～７：３０（３交替）
　　　※平常勤務の場合 ８：００～１７：００
休日／会社カレンダーによる（年間１０５日）
　　　ＧＷ、年末年始、夏季休暇
待遇／各種社保完備、交通費規定内支給
応募／電話連絡の上、履歴書（写真貼付）・

職務経歴書を７月１４日㈮必着。
書類選考後、面接日・適性検査日を連絡。

アルミニウム製造に関わる作業
＊＊＊期間契約社員募集＊＊＊

〈月収例〉
３交替・月２２日出勤・休日出勤１回（深夜・休日手当含む）
310,074円＋通勤手当（当社規定）
ホンダグループの商社、ホンダ
トレーディング１００％出資会社

株式会社　ＭＡＰ
アルミニウム合金の製造及び販売

緯096‐293‐1515
（担当／総務人事課　原田）

菊池郡大津町平川１７４０‐１

給与／＜正社員＞①固給３５万円～　残業あり、日払いOK
②固給２３万円＋歩合③固給２５万円～④固給２０万円～

＜アルバイト＞⑤時給１,３００円～＋歩合
※誰でも出来る簡単なお仕事です

時間／①②③８～１７時④９～１８時
⑤９～２０時の間で時間・日数等相談に応じます

休日／①②③④月４日～　待遇／車通勤OK、WワークOK※他、当社規定
勤務地／A熊本市西区二本木２丁目８‐１０
　　　　　※市電「田崎橋電停」より徒歩２分
　　　　B宇城市松橋町松橋５３６‐６※松橋中学校バス停前
　　　　Ｃ菊池郡大津町引水２４９‐１
応募／まずは希望勤務地の連絡先へお電話下さい。
　　　面接時は履歴書をお持ちください。

熊本市西区二本木２丁目８‐１０
錆0120‐631‐811A　錆0120‐969‐667B　錆0120‐628‐016Ｃ

（正社員）①作業員②営業③軽作業④一般事務⑤アポインター（アルバイト）
お墓のことなら「大東石材」におまかせ
全職種とも未経験者OKです　！

事業内容／
総合商社、墓石、石材販売 有限会社　大東石材店

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。

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）

仕事内容／産業車両、自動車、鉄道用鋳鉄部品の製造に関わる各種作業
資　　格／高卒以上
給　　与／基本給１６～２３万円　社会保険完備、交通費支給
勤　務　地／熊本工場（菊池郡大津町）
休　　日／土・日、ＧＷ・夏季・年末年始（年間１１１日）
応　　募／履歴書（写真付）、職務経歴書を郵送下さい。

武山鋳造株式会社　熊本工場
〒８６９‐１２３３　菊池郡大津町大字大津１８７
問合せ先　緯096‐293‐4321

正 社 員 募 集
トヨタグループ向け鋳造品、創業８５年のメーカー
☆遠隔地在住者も歓迎！住居費補助制度有ります☆

http://www.takeyama-foundry.co.jp

急募 ●●● エリア限定型カスタマーセンター専任社員（転勤なし）

職種／①看護職員（契約社員・パート）
　　　②介護職員（正職員・契約社員・パート）
　　　③調理職（パート）
給与／①（契）固給１６５,１００円～１９０,０００円　（パ）時給１,０００円～１,２００円
　　　②（正）固給１４７,５８０円～１７８,０８０円　（契）固給１３２,８００円～１５２,８００円
　　　　（パ）時給８００円～
　　　③（パ）時給８２０円～
時間／①日勤のみ
　　　②７：００～１６：００、９：００～１８：００、１２：００～２１：００、１６：００～翌９：００
　　　※交代勤務/実働８時間
　　　③６：００～１２：００、１３：００～１９：００　時間、日数応相談
休日／完全週休２日制　
資格／①正・准看護師②初任者研修③不問
待遇／社保完、有給休暇有、車通勤可
応募／まずはお気軽にお電話下さい

くまもと龍田翔裕園
熊本市北区龍田町弓削２８０‐１

緯096‐241‐2160　担当/開設準備室　瀧本・とがお

介護職、看護職、調理職　オープニングスタッフ募集　！
にしはら翔裕園８月新規オープン!!
未経験の方・ブランクある方も大歓迎　！

製造スタッフ　契約社員大募集!!　未経験者も大歓迎　！
世界中の農業機械や建設機械などに

使用される製品の製造。正社員登用制度あり!!
仕事内容／ゴム製品（ゴムクローラ、ホースなど）の

製造（原材料や部品の加工・加硫と検査
など）における、マシンの操作など

雇用形態／㈱ブリヂストンの直接雇用（契約社員）
待　　遇／時給１,２５０円～（１,５００円まで昇給有）
　　　　　※月収例　２７５,０００円可
　　　　　※時給１,３５０円、夜勤手当他＋残業手当
　　　　　　２０ｈの場合
　　　　　　昇給（年１）賞与（年２）各保完、
　　　　　　通勤費支給、（規定有）
勤務時間／３交替制　ａ８：１５～１６：３５　ｂ１６：１５～０：３５　ｃ０：１５～８：３５
　　　　　５勤２休または５勤１休　※休日年間１０６日
応　　募／面接随時　まずはお電話の上履歴書（写貼）を下記宛に郵送下さい。

※応募者の個人情報は、採用選考等に限り利用させていただきます。

緯0968‐74‐0111
（８.３０～１２：３０　１３：３０～１７：３０　土日を除く）　担当/総務・環境保全課（人事担当）

熊本県玉名市河崎６００番地
熊本工場

東京など関東で働きたい方大募集！！

警備スタッフ大募集 ! 男女･シニア層活躍中 !! 第二新卒大歓迎 !! 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！


