
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／９：００～１６：００（内４～６時間）
　　　正職員も随時募集中
時給／１,０００～１,２００円
待遇／通勤手当・賞与年２回支給

田原坂クリニック
北区植木町平原２１２

緯096‐272‐5487

正・准看護師（パート）
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）

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）

在宅医療における医師の診療補助
時間／１３：３０～１７：００
時給／１,１００円　資格／非喫煙者
応募／電話後、履歴書郵送

准看護師（パート）募集

熊本ホームケアクリニック
〒８６２‐０９５４ 熊本市中央区神水１‐１９‐２１
緯096‐387‐2918（担当/職場復帰支援事業部）

勤務地/保田窪・鶴羽田・松橋町　時給/８００円～
時間/６：００～１８：３０　休日/シフト制
資格/経験者優遇　待遇/雇用保険有、制服貸与、
通勤手当　※当社規定有　詳細面談

急募！調理スタッフ

有限会社トマピー
北区高平２丁目９‐２５　ロイヤルハイツT２０５号
緯096‐345‐1831（担当/宮木）

各種保険完備・交通費有
委細面談　ＴＥＬ後履歴書持参
お気軽にお問い合わせ下さい

山崎町調剤薬局
中央区山崎町３１

緯096‐328‐5041

一般事務
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

内容／ごみ処理施設の運転及び保全業務
給与／基本給１７５,０００～２５０,０００円
　　　諸手当あり　各種保険完備
時間／交替制　休日／週休２日他

環境プラント運転管理

テスコ株式会社
菊池郡大津町古城１０４６‐２

緯096‐294‐3744

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）

時間／８時～１７時　１７時～２時　応相談
時給／７５０円～１,０００円
資格／ワード入力程度
応募／電話後、履歴書持参下さい

電話受付・配車係

株式会社三和タクシー
熊本市中央区世安町２８２

緯096‐353‐5005

見守り中心です。パートも同時募集中。
時間/８：３０～１７：３０、１７：００～翌１０：００
給与/固１３０,０００円以上　賞与年２回
待遇/社会保険完備、各種手当あり

介護スタッフ（正社員）

住宅型有料老人ホーム田原苑
熊本市北区植木町平原２１８‐１
緯096‐272‐5487

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

病棟介護職　固給／１６～１６.５万円
早出・遅出あり、夜勤なし
※処遇改善手当・交通費別途支給
面接随時、お気軽にお電話下さい！！

介護福祉士

下田内科クリニック
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

給与／委細面談　経験者加算有
待遇／週休２日制　夜勤有　保育室有
応募／履歴書郵送後、通知
青磁野リハビリテーション病院
老人保健施設　青翔苑
熊本市西区島崎２丁目２２‐１５
緯096‐354‐1731

介護職員
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/城南図書館・児童館（熊本市南区城南
町舞原４５１‐９）　時間/８：００～１２：３０、１２：３０～
１７：００の二交代制　時給/７２０円～　休日/シフト
制　交通費支給（上限有）、マイカー通勤可

日常清掃スタッフ募集

九州綜合サービス株式会社
熊本市中央区大江６丁目２４番１９号
緯096‐366‐3770（担当/吉村）

勤務地／東区下江津　休日／日、祝日他
給与／固給１５万円～（能力等考慮）　経験、資
格がなくても大丈夫です。まずはお電話下さい

調剤事務

緯0964‐43‐5622（本店）
緯090‐9650‐6381（担当/星野）

すまいる薬局　セイラタウン店
熊本市東区下江津３‐１５‐２２

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

時給／１,０００円～
時間／２２：００～翌６：００
内容／コンビニ等の巡回清掃

夜間清掃員

有限会社　熊本ビルシス
熊本市東区戸島西６‐１０‐２

緯096‐360‐2854

時間／９：００～１８：３０
休日／週休２日（平日・日曜）・祝日
給与／当院規定・社保完備
面接／電話連絡後、履歴書持参の上にて

事務（正社員）

吉永歯科医院
宇城市松橋町浦川内８２４‐８
緯0964‐32‐5801

給与／委細面談　経験者優遇
待遇／週休２日制　社保完備
　　　保育室有
応募／履歴書郵送後、通知

青磁野リハビリテーション病院
熊本市西区島崎２丁目２２‐１５
緯096‐354‐1731

病院事務
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

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

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

勤務地/中央区二の丸　時給/７５０円
勤務時間/７時～１２時、１３時～１８時
車通勤不可　週６日勤務
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）

内容／病院内通所リハビリでの入浴介助
勤務時間／９時～１２時、または１３時～１６
時　午前午後両方も可　条件／日曜休み
　詳細は面談にて。まずはお電話下さい

介護職員

医療法人田中会　武蔵ヶ丘病院
熊本市北区楠７丁目１５‐１

緯096‐339‐1161

業務／居宅介護支援事業所における
　　　ケアマネジャー業務
勤務時間／８時半～１７時半　月９日休み
詳細は面談にて。まずはお電話下さい

ケアマネジャー（常勤）

医療法人田中会　武蔵ヶ丘病院
熊本市北区楠７丁目１５‐１

緯096‐339‐1161

年齢不問・経験者優遇・給与当院規定
平日８時～１９時　土曜８時～１５時半（早
出・遅出あり）木曜８時～１２時
委細面談・お気軽にお電話下さい

正・准看護師（常勤）

医療法人　西山医院
菊池市隈府１１５‐４

緯0968‐25‐2561

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

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

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

勤務／田井島（ゆめタウンはません内社員食堂）
時間／①９～１５時②１０～１６時（①②共休憩３０分）
時給／８５０円　休日／シフト制　待遇／制服貸与、
交通費規定支給、車通勤可　電話後履歴書持参

新規オープン　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）

職種／訪問介護事業所
資格／要介護福祉士
　　　　　　経験者優遇
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

◆未経験者大歓迎！　１０名大募集◆
時給／１,０００円　◎レジ同時募集中
時間／５：００～１０：００（実働５Ｈ）
休日／週休２日（シフト）◎駐車可

早朝品出し／菊池市

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　※Ｍ１‐０８２‐１１

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
社保完　時給/１,０００円　休日/土日祝
即日～３月末迄　[更新可能性有]　駐輪場有

[５名募集]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）

時間/①７：００～１０：００・１６：００～１９：００（土曜
　　　　のみ８：００～１７：００）②９：００～１５：００
休日/ご希望により相談可
給与/時給８５０円～　待遇/雇用保険・労災有

保育士募集（①パート②補助）

津久礼ヶ丘保育園
菊池郡菊陽町津久礼２‐３

緯096‐288‐6591（担当/山田）

時間／運行予定による　年齢／不問　給与／日給
９,０００円　月１７日位の勤務（月収１５３,０００円以上可）
休日／運行予定による　待遇／各保完　制服・携帯
電話貸与　社員証提示で産交バス一般路線乗車可

スクールバス運転業務

九州産交バス㈱
西区小島８丁目１６‐１

緯096‐325‐0557

靴専門店での販売業務
夢タウン内レディースシューズ専門店
時間/１０時～２２時の間で８時間
時給/８５０円＋交通費　年齢/４０歳まで
☆社保完　！　販売経験者優遇
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

◎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
資格／年齢・性別不問　要免許（ATOK）
給与／時給１,５００円～
時間／１６：００～１７：００・１：００～２：００
休日／要相談　※出張面接致します。

急募送迎ドライバー

㈱ヒューマンリープ
熊本市中央区出水１‐１‐２５

緯096‐223‐5859

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

熊本市中央区　通勤便利な街中での勤務☆
時給／８００円～　時間／９：３０～１５：００　週５日程度
（単発、掛け持ちＯＫ）　ビジネスホテル、旅館等　！
高校生～元気な方であれば大丈夫　！　ＴＥＬ下さい

客室清掃　５時間程度☆

㈱グッドスタッフ
東区新南部４‐７‐３８　「OMビル」４F
緯096‐213‐0051

給与／当院規定による
休日／４週７.５休制
応募／随時受付。お電話で
　　　お問合せください。

事務職（経理）募集

熊本整形外科病院
熊本市中央区九品寺１丁目１５‐７
緯096‐366‐3666

西区・南区近場でお仕事しませんか
時給/８００円～　時間/５：３０～２０：００までで２時間
週２～ＯＫ！！　時間帯相談下さい　年齢不問　元気
な方、男女問わず大募集　！　お気軽にＴＥＬ下さい

調理補助大募集!!急募

㈱グッドスタッフ
東区新南部４‐７‐３８　「OMビル」４F
緯096‐213‐0051

時間/７：００～１９：００（実働８Ｈシフト制）
休日/日曜他１日　給与/固給１５３,８００
円～＋諸手当（賞与年１回）　待遇/各
種保険完備・退職金制度有・有給休暇

保育士募集（契約社員）

津久礼ヶ丘保育園
菊池郡菊陽町津久礼２‐３

緯096‐288‐6591（担当/山田）

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）
業務内容／外来栄養指導
時給／１,０００円～　時間／９：３０～１７：００（応相談）月・木・土
応募／履歴書送付後面接
まずはお電話下さい。見学だけでもどうぞ　！

管理栄養士募集

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

勤務地／エイブルネットワーク八代店（八代市旭中央通１３‐４）
給　与／基本給１６万円～１８万円
　　　　①②別途残業手当３万円支給 ②別途資格手当１万円支給
資　格／高卒以上　PC操作必須　要普通免許（ＡＴ限定可）①３５歳以下
時　間／９：３０～１８：３０（休憩６０分）
休　日／週休２日制、年末年始７日、お盆１０日、ＧＷ８日
　　　　その他会社カレンダーによる４週６休
待　遇／車通勤可　昇給・賞与有 試用期間３ヶ月有（労働条件変更なし）
応　募／履歴書・職務経歴書を郵送下さい。書類選考後、面接日時等をご連絡します。

熊本地所㈱　熊本中央店
熊本市中央区白山３‐２‐２３

緯096‐364‐2121（担当/福島）

正社員募集　①営業②営業事務
八代市及び近郊における不動産賃貸・売買の仲介・管理
土・日・祝日勤務可能な方に限る②宅地建物取引士

通勤手当支給（１万円）
販売手当年４回
各種保険完備

A熊本市西区二本木２丁目８‐１０
B宇城市松橋町５３６‐６　Ｃ菊池郡大津町引水２４９‐１

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　！

給与／＜正社員＞①日払いOK　日給１３,０００～１６,０００円 残業あり
②固給２３万円＋歩合③固給２５万円～④固給２３万円～

＜アルバイト＞⑤時給１,５００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
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。

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

（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。

内容／観光バス運行業務　時間／変形労働時間制（１ヶ月単位）　年齢／不問
給与／日給１０,０７６円　月間２０日位の勤務（月収２２０,０００円以上可） 休日／年
間８４日（月７日）　加入保険／雇用・労災・健康・厚生 待遇／制服・携帯電話貸
与　社員証提示で産交バス一般路線乗車可　資格／大型二種免許　詳細面談

契約社員（正社員登用有）

緯096‐325‐0557

九州産交バス㈱貸切バス事業本部
西区小島８丁目１６‐１

職種／学校事務全般（常勤１名）　資格／ＰＣのできる方
選考方法／面接　採用予定日／平成２９年９月１日
給与待遇／詳細は面談の上　募集期間／平成２９年８月１８日金まで
まずはお電話ください。（月～金、午前９時～午後４時）詳細面談

学校事務職員募集

緯0968‐44‐8111（担当/宮田）

城北高等学校
山鹿市志々岐７９８

内容/油圧機器・産業用ラジコンの営業、受発注管理、納品など　取引先は大小特殊車輌
メーカーが中心です　給与/固定給１８～３０万円　時間/９：００～１７：４５（休憩４５分）　休日/土
日祝　他　待遇/社保完　交通費規定支給　賞与・昇給　退職金制度あり　資格/普通自動車
免許　勤務地/熊本市東区新外２丁目　◎３０～４０代が中心の職場です。まずはお電話を。

営業職（正社員）募集

緯078‐882‐2345（担当/増井・岡田）

オカダインダストリ株式会社
〒６５７‐０８５２　兵庫県神戸市灘区大石南町２丁目７‐３

給与／基本給１４万円～２０万円、資格手当５千円～１万円、皆勤手当５千円、
通勤手当実費（上限１万５千円）　時間／（月・火・水・金）
８：５０～１８：２０（昼休み１３：００～１４：３０）木８：５０～１３：２０土８：５０～１６：２０
（昼休み１３：００～１４：００）　休日／日曜、祝日、木曜午後、年末年始、お盆

正看護師・准看護師募集

緯096‐237‐7592

まるお皮ふ科
上益城郡益城町広崎字花立１０３８‐１

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

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 !
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

熊本県労働雇用創生課

IT分野キャリアアップ研修①熊本都市圏②人吉球磨コース

〒８６２‐８５７０　熊本市中央区水前寺６丁目１８‐１緯096‐333‐2344

対象／①県内IT企業への就職希望者②人吉球磨地域の企業への就職希望者
受講料／無料（一部教材費の負担あり）◎実習中は給与支給（受入企業の規定による）
説明会／①平成２９年８月２２日火

会場：ザ・ニューホテル熊本（熊本市西区春日１‐１３‐１）
②　　 〃 　　８月２３日水
会場：学校法人赤山学園　九州技術教育専門学校人吉校

（人吉市駒井田町２１６‐１２）
研修期間／集合研修：期間①９月上旬～平成３０年１月上旬　②９月～１１月

現場実習：期間①平成３０年１月上旬～３月上旬　②１２月～平成３０年１月
内容　実習先企業で業務を通じて行います（OJT訓練）

研修会場／①熊本県情報サービス産業協会（益城町２０８１‐２８　熊本ソフトウェア㈱内）
②説明会場と同じ　

申込み期限／８月２１日月

内 容

[ 正 ] 部品の組立･加工･検品 /無期雇用派遣


