
勤務地／熊本健康管理センター
給　与／当社規定　詳細面談
経験者・資格保持者優遇
夜勤有り※お気軽にお電話を

設備保守・点検業務　正社員募集

株式会社ＢＫＮ
中央区神水２丁目９‐５北野ビル４階
緯096‐382‐6722（担当/岩村）

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）

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

給与／固給１８.５～２１万円＋夜勤１回１万円
時間／８：３０～１８：００・１７：３０～９：３０
休日／シフト制　待遇／交通費・諸手当
面接随時。まずはお気軽にお電話を下さい

正・准看護師

あだち内科胃腸科
北区龍田７‐３６‐４０

緯096‐338‐1888

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

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

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

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）

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）

内容／実験補助（細胞培養、ＦＡＣＳ　等）
時間／９：００～１７：００（月～金）応相談
時給／熊本大学有期雇用職員規定による
応募／履歴書郵送、選考後面談

技術補佐員

熊本大学発生医学研究所腎臓発生分野
〒８６０‐０８１１　熊本市中央区本荘２‐２‐１
緯096‐373‐6615（担当/西中村）

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

正職員募集（①②共にパートも可）
時間／８：３０～１７：３０
※勤務時間、日数応相談　委細面談
詳細はお気軽にお問い合わせ下さい

①介護　②ケアマネ

介護老人保健施設ひらた苑
熊本市北区植木町平原２２１
緯096‐272‐5487

◆８/１火オープンのショートステイ
時給／介福１,０００円　初任者９００円
時間／９：００～１８：００　勤務地／西原村
待遇／社保、交通費、ボーナス、有給

〈新規オープン〉介護職

株式会社ツクイスタッフ
熊本市中央区桜町１‐２０　西嶋三井ビル１４階
錆0120‐925‐291（担当/家入）

◆送迎業務あり◆週３日～ＯＫ　！
時給／介福１,０５０円　初任者９５０円
時間／８：３０～１７：００　勤務地／琴平
待遇／社保、交通費、ボーナス、有給

デイサービス/介護職

株式会社ツクイスタッフ
熊本市中央区桜町１‐２０　西嶋三井ビル１４階
錆0120‐925‐291（担当/家入）

勤務場所/中央区大江付近高校寮
時間/①５：００～９：００②１６：００～２１：００
時給/①８５０円②８００円　休日/年末年始・お盆
待遇/交通費・雇保付・車通勤可・調理経験者

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／熊本市北区清水　時給／７６０円～８００円
時間／６時～９時内５.５ｈ　休日／完全週休２日制
待遇／交通費支給（当社規定）、車通勤可、制服
貸与、各種保険完備、労災・食事手当有

盛付・洗浄スタッフ募集

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

給与/本学園給与規定による
勤務/日時等、応相談
資格/幼稚園教諭免許　保育士資格
応募/まずはお電話下さい

常勤・非常勤募集

坪井幼稚園
中央区内坪井町４‐１９(夏目漱石旧居隣)
緯096‐352‐1257

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

◆７/２０木見学会開催◆週２日～ＯＫ　！
時給／介福１,０００円　初任者９００円
時間／８：００～１７：００　勤務地／泗水町
待遇／社保、交通費、ボーナス、有給

〈土日祝休みＯＫ〉介護職

株式会社ツクイスタッフ
熊本市中央区桜町１‐２０　西嶋三井ビル１４階
錆0120‐925‐291（担当/家入）

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

◆残業月２～３時間程度◆未経験可　基本給/
介福１６４,０００円～、実務者１５９,０００円～※別途
資格、処遇改善手当あり　時間/８：３０～１７：３０　
勤務地/北区龍田　待遇/社保、賞与、交通費

訪問介護/サービス提供責任者

株式会社ツクイスタッフ
熊本市中央区桜町１‐２０　西嶋三井ビル１４階
錆0120‐925‐291（担当/家入）

給与/固給１３０,０００円～　
時間/８：３０～１７：３０　１０：３０～１９：３０
待遇/昇給有、賞与年２回
　　　　　交通費、諸手当有

受付事務正職員

天神整骨院
熊本市中央区大江６‐２４‐１３

緯096‐363‐3388（担当：藤元）

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

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／パソコンサーバ管理できる方
時間／９：００～１８：００　残業なし　！
給与等／詳細面談
応募／随時面接、お電話下さい。

営業及びシステム支援

合資会社エスティアール
玉名市中６３番地４

緯0968‐71‐1777

時給/①９００円（１年更新）②８５０円（６ヶ月更新）
時間/①２交替制②３シフト制（２０ｈ未満/週）
勤務地/城南図書館　休日/週休２日制、年末年始
待遇/交通費規定支給　車通勤可　経験者優遇

司書（パート）

㈱紀伊國屋書店　熊本営業所
熊本市中央区花畑町４‐１‐２F
緯096‐322‐5666

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

待遇／正社員
給与／当社規定　昇給賞与あり
時間／８：３０～１７：００　日祝隔土休み
詳細面談ＴＥＬ後履歴書持参

臨床検査技師

㈱熊本県予防医学協会
熊本市東区健軍１丁目２７‐２１
緯096‐369‐1313

勤務地／アパ熊本ホテル内レストラン
時間／ＡＭ５：００～ＡＭ１１：００迄の（４～５ｈ）
　　　配膳できる人優先
時給／８００円～１,０００円　※詳細面談

ホテルホール係急募！！

モーニングエース九州
熊本市東区小山２丁目２４‐１

緯090‐3327‐5855（担当/中田）

病院敷地内保育所で１日定員１１名、
０歳～６歳までの職員の子どもを中
心に預っています。保育士免許要。
※詳細面談　お気軽にお電話を

保育士募集

医療法人信愛会玉名病院
玉名市築地１４５２‐３

緯0968‐72‐5155

勤務地/熊本市城南総合スポーツセンタート
レ室（南区城南町舞原）　時給/８００～９００円　
時間/８：４５～２１：３０の間でシフト制　休日/毎
週火曜日休館　資格/運動指導資格者優遇

運動指導員（パート）

㈱パブリックビジネスジャパン
熊本市南区江越１‐１４‐１０‐２F
緯096‐237‐7266

勤務地/熊本市東部交流センター
（東区戸島）　時給/８００～９００円
時間/８：３０～２２：３０の間でシフト制
休日/毎週火曜日休館

運営スタッフ（パート）

㈱パブリックビジネスジャパン
熊本市南区江越１‐１４‐１０‐２F
緯096‐237‐7266

勤務地／玉名市、熊本市
資格／不問　未経験者可
時給／８３０円～
勤務／週３～５日程度　時間応相談

店舗内販売スタッフ

株式会社　ラフィット
長崎県諫早市津久葉町６‐１３　２F
緯0957‐44‐7666

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）

〔正職員・非常勤〕給与/当法人規定
休日/月９日

シフトによる（非常勤応相談）
電話後、履歴書持参下さい

介護職員・看護職募集

小規模多機能型居宅介護　よかひより
熊本市南区富合町廻江５９９‐１
緯096‐243‐1011

勤務地/熊本市夢もやい館（北区楠１丁
目）　固給/１６０,０００円　時間/８：３０～１７：３０・
９：００～１８：００　休日/毎週日曜、祝日ほか
シフト制（週休２日）　資格/保育士

保育士（子育て支援施設・正社員）

㈱パブリックビジネスジャパン
熊本市南区江越１‐１４‐１０‐２F
緯096‐237‐7266

給与/基本給１７５,０００円～
資格/エクセル可能な方　４０歳迄
時間/９：００～１７：３０
応募/電話後、履歴書（写真付）持参下さい

一般事務　正社員募集　！

㈱内田安喜商店
熊本県上益城郡益城町小池８３７‐１
緯096‐287‐3375

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

勤務／外来８：３０～１７：３０
給与／詳細は面談にて説明
面接／電話後履歴書持参
お気軽にお電話下さい

看護師（外来）

熊本内科病院
中央区手取本町７‐１（鶴屋百貨店隣）
緯096‐356‐5500

●●● マンション管理員募集作業員募集

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）

仕事内容／カウンター業務（英語学習施設内）
勤務時間／月～金曜日　１１：３０～１８：３０（６０分休憩）他
給与／時給８５０円　条件等／英語で外国人と意志疎通できる方
応募／７月２８日（必着）迄に履歴書を法人課N係へ郵送下さい。（ＨＰ参照）

学校事務（パート職員）募集

緯096‐326‐3441（直通）

学校法人君が淵学園　崇城大学
〒８６０‐００８２　熊本市西区池田４丁目２２‐１

給与／時給９００円　時間／６：００～１０：００　※休日は応相談
待遇／研修期間有、制服貸与　車・バイク・自転車通勤ＯＫ
　　　駐車料金無料　◎３０～６０代のスタッフ活躍中　！
応募／まずはお気軽にお電話下さい（詳細面談）

ホテル朝食の調理スタッフ募集

緯096‐322‐2211　担当／木﨑

レストラン肥後菊
熊本市中央区下通１‐７‐１８　ホテルサンルート熊本４F

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　◎未経験可
院内保育所・職員寮完備　

看護助手募集

緯096‐237‐1133（担当/石原・齊藤）

熊本回生会病院
〒８６１‐３１９３ 上益城郡嘉島町鯰１８８０

職種/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

緯096‐237‐1133（担当/石原・齊藤）

熊本回生会病院
〒８６１‐３１９３ 上益城郡嘉島町鯰１８８０

資　格／６４歳以下の方（６５歳定年制）　※職務経験不問
※省令１号　※要普通免許（AT限定可）

給　与／月固２５万円　但し試用期間中
（途中入社月を除く３ヵ月）は月固２２万円
１３ヵ月後から業績連動型給与になります
（月固２３万円＋売上手当＋新規お預け手当）

時　間／８：３０～１７：３０（実働８h）　※時差出勤制度あり
休　日／週休２日制（土曜・日曜・祝日）　※第一土曜日出勤

特別有給・有給休暇・リフレッシュ休暇あり
待　遇／昇給、賞与（年２回）あり、各種社会保険完備、退職金
　　　　制度、交通費支給（会社規定）、通勤車貸与可、駐車場あり
応　募／面接：７/１８火９：３０～１７：００　当日ご都合の悪い方は

お電話下さい。履歴書（写真貼付）持参でお越し下さい。

男女正社員募集（配置薬固定得意先管理）

布亀株式会社　熊本営業所
■創業明治９年・社員２０００名　http://www.nunokame.co.jp

〒８６０‐０８３４　熊本市南区江越２‐２２‐４８　緯096‐312‐8011（担当/松尾）

セルフガソリンスタンドスタッフ

業務内容／５ｔ・８ｔによる熊本県内配送。石膏ボード及び袋物
給与／当社規定による。経験者優遇　勤務地／大津町益城町
※詳細は面談の上　資格／要大型免許　応募／履歴書（写真
付）を下記宛てにご郵送下さい。後日面接日ご連絡します

ドライバー正社員募集　！

緯0986‐52‐1800

有限会社　三輪陸運
宮崎県北諸県郡三股町樺山４６７２‐１７３

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

熊本6店舗ホール・キッチンSTAFF合同募集 ! 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！


