
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）

資格／社労士資格者
時給／１,０００円～１,２００円
時間／４～５時間程度　月～金　応相談
給与計算・求人業務・社会労働保険業務

社会保険労務士（パート）

田中洋社会保険労務士事務所
〒８６１‐８０３４　熊本市東区八反田３‐８‐１６‐２０１
緯096‐380‐6366

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

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
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）

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

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）

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

給与/時給７５０円～　時間/７：００～１０：００もしくは
１６：００～１９：００　１日２Ｈ　ＯＫ、週３日～ＯＫ　待遇/各
種保険加入、制服貸与、通勤手当、資格支援有り
※正社員、夜勤専従同時募集中　詳細面談

介護スタッフ募集（パート）

清水水源の家
熊本県菊池市七城町清水３１７‐２
緯0968‐41‐5340（担当/松永）

勤務地/山鹿市大橋通　時給/８００円
勤務時間/７時３０分～１６時００分
車通勤可　週４日程度勤務
詳細は面談時に説明致します。

病院内清掃スタッフ

クリーンペア九州㈱
東区小山町２２１７‐１

緯096‐389‐5263（担当/磯田）

◎リハビリを受ける方への補助全般
パート勤務　週４日程度
経験不問　年齢４５歳位迄※学生不可
応募／電話後、履歴書持参　詳細面談

城間整形外科
熊本市西区出町４‐４

緯096‐311‐2800

リハビリ助手募集
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

資格/高卒以上、経験者
給与/固給１３～１７.５万円＋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

受付・医療事務（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

電子部品製造　正社員

㈱テクニカルブレーン
熊本市北区龍田町弓削８１２‐１マルソービル４０１
緯096‐215‐8144

勤務地／菊陽町　時給／１,０５０円～別途諸手当有
※月収例２５万～３０万円可
時間／①７：３０～１９：３０　②１９：３０～７：００
休日／４勤２休制　４５歳位までの方可

職種/通所リハビリテーション
資格/無資格可・介護福祉士優遇
　　　経験者優遇
※給与等詳細は面談にて。まずはお電話下さい

介護職員（常勤）

武蔵ヶ丘病院
熊本市北区楠７丁目１５‐１

緯096‐339‐1161

調理パート募集（幼稚園内）

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/東区新南部３丁目（調理経験者）
時間/６～１２：４５・８～１３：３０（交替制）　車通勤可
休日/土日祝、年末年始　勤務日数１４～１５日程度
時給/８３０円　雇用保険、交通費、食事補助有

給与／本組合規定による
時間／７：００～深夜２：００
出勤日／３日に１日
待遇／各種保険完備

無線従事者募集

熊本個人タクシー事業協同組合
熊本市東区下南部３丁目６‐３１
緯096‐389‐4186

勤務地／菊陽町　時給／１,０５０円～別途諸手当有
※月収例２５万～３０万円可
時間／①７：３０～１９：３０　②１９：３０～７：００
休日／４勤２休制　４５歳位までの方可

電子部品製造　正社員

㈱フロンティア
熊本市北区龍田町弓削８１２‐１マルソービル４０１
緯096‐215‐8134

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

職種/看護師
通所リハビリテーション、訪問看護ステーション、
看護小規模多機能ホームにて勤務。
※給与等詳細は面談にて。まずはお電話下さい

看護師（常勤）

武蔵ヶ丘病院
熊本市北区楠７丁目１５‐１

緯096‐339‐1161

職種／清掃・サービス他　時給／８００円
勤務場所／本館地下１階　オイシア（旧フードコート）
勤務時間／９：４０～１９：１０　時間応相談　高校生不可
面接／電話後履歴書持参下さい。駐輪場完備

オイシアスタッフ（短期の方も歓迎）

㈱鶴屋百貨店　人事部
〒８６０‐８５８６　熊本市中央区手取本町６‐１
緯080‐8368‐0913（担当/今田）

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

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　夜間専門可

緯096‐288‐2821（７/２４より受付）

業務/病院での医療相談業務
条件/月９日休※給与等委細面談まず

はお電話下さい
応募/履歴書送付後　面接日時等連絡

社会福祉士（常勤）

武蔵ヶ丘病院
熊本市北区楠７丁目１５‐１

緯096‐339‐1161（担当/金丸）

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

会計ソフト入力、現金管理等
北区和泉町、土日祝日休、車通勤可
８：３０～１７：３０、時給１,０５０円
期間：９/１～来年３/３１、社保完備

経理事務サポート

㈱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）

勤務地／菊池市七城町蘇崎
時　　間／９：００～１５：００　実働５時間
時　給／１,０００円～
未経験者の方歓迎します

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

勤務地/八代校（八代市松江町２２２）
緯０９６５‐３１‐１１１３　時給/８００円
時間/（月～金曜日）７：００～９：３０
　　　（日曜日）６：３０～８：１０

清掃パート

株式会社早稲田スクール
〒８６６‐０８８３　八代市松江町２２２
緯0965‐31‐1113

病院新築予定　上記パート募集
休日/日・祝　勤務/週３０Ｈ以内　応相談
詳細面談　応募/まずはお電話下さい
履歴書郵送後面接日等ご連絡します

薬局助手・医療事務

医療法人社団　栄康会　西村病院
上益城郡嘉島町北甘木２０８５

緯096‐237‐1551（担当/林田）

給与／固給１８万～２３万円　休日／シフト制
時間／８：３０～１７：３０　早遅出応相談
待遇／昇給有、賞与年２回、交通費
詳細はお気軽にお問い合わせ下さい

施設ケアマネ（正職）

水前寺高齢者複合施設
〒８６２‐０９４９　熊本市中央区国府１丁目３‐１５
緯096‐364‐1210（担当/入田）

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

書類確認事務

㈱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）

勤務地/帯山校（中央区帯山３‐３‐１）
緯０９６‐３８３‐１４１４　時給/８００円
時間/（通常授業時）火～金８：００～１１：３０
土７：００～１０：３０　（講習時）６：００～７：４５

清掃パート

株式会社早稲田スクール
〒８６２‐０９２４　熊本市中央区帯山３‐３‐１
緯096‐383‐1414

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

勤務地/水道町校（中央区水道町３‐２２‐２Ｆ）
緯０９６‐２４５‐７１３１　時給/８００円
時間/（通常授業時）火～土６：００～８：３０
　　　（講習時）６：００～８：３０

清掃パート

株式会社早稲田スクール
〒８６０‐０８４４　熊本市中央区水道町３‐２２　第７ロータリービル２階
緯096‐245‐7131

勤務地/京町校（中央区京町本丁１‐８０‐１）
緯０９６‐３２６‐１１０１　時給/８００円
時間/（通常授業時）火～金　７：３０～１０：００
土５：００～７：３０（講習時）６：３０～９：００

清掃パート

株式会社　早稲田スクール
〒８６０‐００８１　熊本市中央区京町本丁１‐８０‐１
緯096‐326‐1101

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

資格／看護師、介護福祉士、初任者
時給／８５０円～１,１５０円
時間・休日　応相談
詳細はお気軽にお問い合わせ下さい

介護施設パート職員

水前寺高齢者複合施設
〒８６２‐０９４９　熊本市中央区国府１丁目３‐１５
緯096‐364‐1210（担当/入田）

［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

勤務地／宇城市松橋町古保山３４６６　※マイカー通勤可（無料駐車場有）
時給／８８０円　待遇／賞与有、社保完、交通費月２万円迄支給
時間／８：３０～１７：３０（休憩６０分）　休日／週休２日制（土日）、祝他
応募／まずはお気軽にお電話ください。面接は現地にて。

自販機の研磨・塗装補助（アルバイト）

緯092‐651‐7180　採用担当/増田・梶山

コカ・コーラウエスト販売機器サービス株式会社
〒８１２‐８６５０　福岡市東区箱崎７‐９‐６６

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。

勤務地/菊陽町原水　内容/半導体製品（不良品）の異常究明業務
給与/基本給１７万円～１８万円　別途技術手当・交通費（１.５万円迄）支給
時間/７：３０～１９：３０・１９：３０～７：３０（シフト制）　休日/３勤３休・４勤４休
待遇/昇給・賞与・各種保険有、車通勤可（無料Ｐ有）、試用期間（３ヶ月）有

エンジニア補助募集（正社員）

緯096‐389‐4663

株式会社ヒューマンウェイブ　熊本支店
〒８６１‐８０３５　熊本市東区御領２丁目２８‐１４　大森ビル１０３

講師（常・非）/教科「国語・英語・数学・理（生・物）・地歴・公民・保体（各若干名）」
資格/中学・高校教員免許取得者（取得見込可）　待遇/当学園規定による
応募/電話後、履歴書に教科名を明記し、教員免許状写し（見込証明書可）を
８月８日㈫迄に提出　試験/８月１１日㈮　教科試験・小論文・面接

鎮西学園（鎮西高校、真和中・高校）教員募集

緯096‐364‐8176［詳しくはＨＰをご覧下さい］

学校法人　鎮西学園
〒８６２‐０９７６　熊本市中央区九品寺３丁目１番１号 正社員

職種／①経理事務
②大型長距離（熊本→大阪定期便）
③熊本県内及び九州定期便
　（４ｔ・１１ｔ）

給与／①月固１５～２０万円
②月固４０～５０万円
③月固２５～３５万円

時間／実働８時間
休日／日曜祝日（当社規定）
資格／要大型免許
その他／制服貸与　社会保険完備　

詳細面談
応募／随時、電話後履歴書持参下さい

株式会社白馬物流グループ
熊本市東区戸島町４０８‐１緯096‐380‐8911

（担当/末上、前田、堀内）

白馬物流グループ（２００台稼働）各種ドライバー募集
入社祝金１５万円支給（２ヵ月後）、

会社保有の社員寮完備（１６棟２８０部屋）
◎白馬グループ小型から大型まで
　２００台活躍中
◎新規事業の為、２名募集!!
　新車（１１ｔ）でスタート
●会社保有マンション・アパート（１６棟）
　（資金無しで即入居可）

資格／１８歳～　時給／①②１,２００円以上（実働８ｈ以上で日給１０,０００円）
③④８００円（ユンボ・カート操作できる方１,０００円以上）　各種保険有
時間／８：００～１８：００（応相談）◎曜日等応相談、年齢不問、経験者歓迎（②は
ユンボ・カート操作できる方歓迎）※②③支配人候補　応募／Tel後履歴書持参

①支配人　②グリーンキーパー　③フロント事務　④管理

緯096‐352‐3001（進実商事）

熊本益城カントリー倶楽部
上益城郡益城町小池３４８３

調理スタッフ急募（パート）

緯096‐378‐1822

医療法人しみず会　しみず整形外科内科クリニック
熊本市南区出仲間６丁目１１番１号

仕事内容／朝昼夕各１５食程度の食事提供業務
時給／８５０円～＋通勤手当　交通費１日１６５円（月５,０００円迄）
時間／７：００～１４：００・１４：００～１９：００
　　　週４～５日程度（シフト制）　制服貸与・朝食付き

[正]部品の組立・加工・検品/無期雇用派遣

㈱ホンダカーズ熊本　〒８６２‐０９４１　熊本市中央区出水７‐９６‐１　（担当/斉藤・尾上）
緯096‐285‐5551

営業職・サービス職・業務職　各正社員ならびに嘱託社員募集

http://www.hondacars-kumamoto.co.jp/

資　格／要普免　勤務地／熊本県内各拠点
休　日／年間休日１２０日（GW、夏期、年末年始）
給　与／基本給１８０,０００円～２３６,４００円＋諸手当＋インセンティブ
　　　　（インセンティブ例：営業６台販売７８,４９２円　※サービス職・

業務職にも業績に応じて成果給を支給します）
待　遇／昇給年１、賞与年２（今年実績５.９カ月）、ホンダ健保加入、そ

の他社保完、財形貯蓄、従業員販売制度、労働組合有、厚生年
金基金、ホンダ販売店厚生制度加入

応　募／電話にて受付後、下記住所宛に履歴書（写真貼付）をご郵送
下さい。書類選考の上、こちらからご連絡させていただきます。

仕事も休暇も両方欲張りたい方

熊本県内１６拠点のネットワーク 本田技研工業㈱１００％出資の会社です

熊本インター熊本インター店店

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

内容／御幸病院内の介護業務全般
給与／固定給２０万円～

月収３０万円以上可（夜勤・早遅出・残業等含む）
時間／早出７：００～１６：００　遅出１２：３０～２１：００

夜勤１６：３０～９：００
休日／月９日＋リフレッシュ休暇あり
資格／ホームヘルパー２級以上お持ちの方
福利厚生／制服貸与、駐車場完備、保険完備、自然食バ

イキングレストラン、トレーニング室◎天然
温泉を格安価格にて

　　　　　ご利用頂けます。

みゆきの里本部　人事センター
緯096‐370‐2229（担当/宮本）

みゆきの里　御幸病院　期間雇用介護スタッフ募集

安心・充実の２年１１ヶ月
６ヶ月勤務毎に報奨金１０万円支給
期間満了後の正職員登用あり

熊本市南区御幸笛田６丁目７‐４０

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）

ホンダ 期間従業員【10月初旬以降（弊社指定日）に入社可能な方】短期（３ヶ月間）希望者も歓迎！●●● エリア限定型カスタマーセンター専任社員（転勤なし）

東京（羽村）で積極採用中 !!


