
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

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／放課後等デイサービス事業
資格／児童発達支援管理責任者
待遇／当法人規定、詳細面談
応募／電話後履歴書送付

フルタイム職員募集

専修学校　熊本ＹＭＣＡ学院
〒８６０‐８７３９　熊本市中央区新町１‐３‐８
緯096‐353‐6393（担当：加藤）

オルカの入院請求業務（有床診）
できる方　探しています！！

時給／９００～１,０００円（社員登用制度有）
面接随時　まずはお気軽にお電話下さい

医療事務急募

医療法人社団　下田会
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

【経験不問】８月ＯＰＥＮ　！　展示場での受付
■受付案内、来場者の集計、清掃等
《八代市》８月下旬～長期　時給/１,０００円
時間/９：００～１８：００　休日/水曜＋１日

《八代》住宅展示場＊受付事務

テンプスタッフ福岡株式会社
熊本市中央区水道町８‐６朝日生命熊本ビル９Ｆ
錆0120‐106‐102

時間／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・准看護師パート

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

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

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）

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　月１５日程度
勤務／シフト制（休日相談可）

ＧＳスタッフ　６０歳以上の方歓迎

㈲木下石油セルフ玉東店
玉名郡玉東町木葉１２１‐１

緯0968‐85‐2920

病棟２名、デイケア１名
時給／９００円～（未経験者８５０円～）
※処遇改善手当別途、正社員登用制度有
面接随時　まずはお気軽にお電話下さい！！

介護福祉士（パート）

医療法人社団　下田会
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

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

内容／精神保健福祉士通信制教員
資格／精神保健福祉士実務５年以上
待遇／当法人規定、詳細面談
応募／電話後履歴書送付

フルタイム・パート募集

専修学校　熊本ＹＭＣＡ学院
〒８６０‐８７３９　熊本市中央区新町１‐３‐８
緯096‐353‐6393（担当：加藤）

給与／①正社員　固給１６５,０００円～１９５,０００円
②パート　時給８５０円～９００円

休日／週休２日制
応募／まずはお電話下さい。詳細面談

ショートステイオープンにつき介護職

ケアホームともづな
熊本県菊池市西寺１５８１

緯0968‐23‐7570

資格/准看護師、高卒以上、経験者
給与/固給１４.７万円～+諸手当
時間/８：４０～１８：３０　日祝・水土午後休み
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

資格/高卒以上、経験者
給与/固給１３～１７.５万円＋諸手当
時間/８：４０～１８：３０　日祝・水土午後休み
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

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/Ｈ２９.９～Ｈ３０.９※産・育休代員
時間/８：４５～１７：１５　資格/ＰＣのできる方
給与/当院規定　詳細面談　土日祝休
◎未経験者可。まずはお電話下さい

薬局事務員（契約職員）

済生会みすみ病院
〒８６９‐３２０５　宇城市三角町波多７７５‐１
緯0964‐53‐1611（担当/企画総務室　宮川）

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）

場所/宇土市内工場内社員食堂　時給/①８００円
②８５０円　時間/①８：３０～１３：３０・９～１４時（４名
募集）②１５～２０時（２名募集）　休日/年末年始・
お盆休有・交通費・車通勤可・雇用保険付

調理パート募集（新規オープン）

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４F
緯096‐383‐5888

勤務時間/７：００～１３：００・１２：４５～１８：４５
他　※勤務時間はご相談下さい。
応募/電話連絡後、詳細は面談にて

調理助手（パート）急募

ヒルサイドガーデン大樹
熊本市南区城南町今吉野９８９
緯0964‐28‐0018

サービス付き高齢者向け住宅

給与／時給１,０００円
内容／３施設分（約７０食分）を行います
休日／応相談
応募／まずはお電話下さい。詳細面談

業務拡張につき栄養士（パート）

ケアホームともづな
熊本県菊池市西寺１５８１

緯0968‐23‐7570

給与／①正社員　固給２１５,０００円～２４５,０００円
②パート　時給１,０００円～１,１００円（日勤のみ）

休日／週休２日制
応募／まずはお電話下さい。詳細面談

ショートステイオープンにつき看護職

ケアホームともづな
熊本県菊池市西寺１５８１

緯0968‐23‐7570

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。

雇用形態/パート
給与/当院規定　詳細は面談の上
時間/５～６時間程度（相談可）

調理員（病院給食）

医療法人社団　原口会

原口循環器科内科医院
熊本市東区保田窪２丁目１‐４
緯096‐383‐3880

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

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。
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

業務／調理
勤務時間／８時半～１７時半
６時～１５時、９時半～１８時半
詳細は面談にて。まずはお電話下さい。

調理員（常勤、非常勤）

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

給与/月固１７万～１９万円（経験・能力考慮）
時間/８：３０～１７：００　４週５休　資格/要普通免
許　待遇/社保完、昇１賞２、残業手当・作業服
有、交費支給　応募/随時電話後履歴持参

ガス配送スタッフ

合資会社　中島石油
上益城郡嘉島町鯰１８６６‐１

緯096‐237‐0031

給与／時給１,３００円～
時間／応相談
条件／経験者優遇
※まずはお電話ください。

桜が丘病院
熊本市西区池田３‐４４‐１

緯096‐352‐6264

パート外来看護師
①正職員②パート　給与/当院規定
詳細は面談の上　②は５～６時間程
度（相談可）、当直のみの方も歓迎

看護師・准看護師

医療法人社団　原口会

原口循環器科内科医院
熊本市東区保田窪２丁目１‐４
緯096‐383‐3880

未経験者大歓迎です！　給与/詳細は面談
にて　時間は都合に合わせてOK！　月１０日
程度の勤務です※自家用車の持込可能
な方　応募/随時電話連絡後履歴書持参

ガスメータ検針業務

合資会社　中島石油
上益城郡嘉島町鯰１８６６‐１

緯096‐237‐0031

一般事務（ＰＣでの資料作成等）
週５日勤務　９：００～１７：００
給与／大学規定による
応募／履歴書郵送

大学事務（パート）

熊本大学医学研究機構
熊本市中央区本荘２‐２‐１

緯096‐373‐6848

業務／病院での医療相談業務
条件／月９日休　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）

勤務地／荒尾市増永　①４０歳位まで②年齢、性別、国籍不問
時間／８：１０～１７：１０　休日／日祝、土隔週（月８日休）
待遇／①委細面談②時給８００円＋諸手当　社会保険完備
応募／まずはお電話ください。②は時間等、応相談

荒尾市　①食料品製造（正社員）②包装ライン業務

緯0968‐64‐1119（採用係）

高森興産株式会社
荒尾市増永君郷２８００番地２

勤務/熊本市内・外勤務地多数　！　期間/即日～Ｈ３０.３月等　時給/９００円～
時間/７～１９時内・短時間ＯＫ　！　延長保育時間歓迎♪　◇要予約、１時間程度
◇登録会◇　８月３１日木１０～２０時：熊本テルサ/　９月４日月１０～２０時：県立体育館
対象：保育士・幼稚園教諭・子育て支援員他/お子様連れ・ご友人同行大歓迎　!

保育士・他☆８・９月に登録説明会を開催　!

緯096‐355‐5232

サマンサ㈱パワーネット
熊本市中央区新市街１３‐１９　岡村ビル３Ｆ

期間/採用～Ｈ３０年３/３１　年度更新制。　勤務場所/熊本市子ども文化会館（中央区新町）
内容/児童（１８歳未満）に関する指導・相談業務など　時間/週３５h（シフト制）　休日/週休２日
（休館日＋１日）　給与/固定給１４７,５００円　資格/教員免許（幼稚園教諭含む）もしくは保育士
免許保持者　応募/履歴書（写真付）を郵送または持参　書類選考後、面接による選考

熊本市子ども文化会館スタッフ（保育士等）

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

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

時給／７５０～８５０円　土日祝日休み　就業時間／９時～１６時まで
募集／履歴書送付後面接　◎未経験可　手仕事が得意の方
通勤場所／菊池郡大津町杉水　杉水公園近く　通勤手当有
お気軽にお電話ください　椅子に座っての作業です

パート募集　弓道の道具を作る仕事です

緯096‐349‐3741

㈲フェザークラフト
熊本県菊池郡大津町杉水２９６９‐５

内容／写真プリントとフォトブックの検品・梱包・出荷作業
時間／①９：００～１５：００②１２：００～１８：００③９：００～１８：００※相談可
給与／時給７５０～９００円　　★未経験者歓迎　！　研修有
応募／履歴書（写貼）・職務経歴書を下記住所へ郵送してください。

工場内軽作業（パート）募集

緯096‐241‐2591

しまうまプリントシステム㈱
〒８６２‐０９６７　熊本市南区流通団地１丁目２５（熊本ラボ）

職種／①薬剤師（パート）　②看護師　③介護・看護アシスタント
時間／①１２：００～１８：００（応相談）　②③常勤（夜勤有り）
給与／①時給２,０００円～２,５００円　②③当会規程による　諸手当有り
応募／お気軽にお電話下さい。履歴書郵送後、面接日等ご連絡致します。

薬剤師・看護師・介護職募集

緯096‐286‐3611

（医）ましき会　益城病院
〒８６１‐２２３３　上益城郡益城町惣領１５３０

内容/①特殊車輌メーカー向け油圧機器・産業用ラジコンの営業②農畜産資材の
営業、受発注管理、納品　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　※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

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（月収２３０,０００円以上可　※経験者優遇） 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

［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

７/１オープンのオシャレな新感覚ホテル
オープニングスタッフ大募集!!
短時間・時給９５０円のお仕事です!!

内　容/客室、ロビーなどの共用スペース、
トイレなどホテル内の清掃作業

勤務地/HOTEL THE GATE KUMAMOTO
　　　　（熊本市西区春日１‐１４‐１）
休　日/シフト制（月２０日程度の勤務）
資　格/未経験OK!!　扶養内勤務やWワークOK
時　給/９５０円＋交通費実費（２万円迄）
時　間/１０：００～１５：００（実働４Ｈ）
待　遇/制服貸与、雇用保険（規定有）、

JR熊本駅前徒歩１分!!　１日４Hのお仕事!!
面接は熊本市内にて（詳細は応募連絡時）

総合システム管理㈱
福岡市博多区博多駅東１‐９‐１１　大成博多駅東ビル６F
緯092‐441‐4479

清掃＆ベッドメイク（パート）
職種／①経営指導員（商工業者の指導）
　　　②経営支援員（①の補佐業務）
資格／①商工業に係る経験・有資格等
　　　②簿記３級程度
勤務地／県内の商工会（異動あり）
給与／①基本給１８０,１００円～３７９,８００円

②基本給１４０,１００円～２６４,１００円
賞与、各種手当、定期昇給あり

試験日／１０月２２日㈰
応募／ＨＰから専用申込書・履歴書を

ダウンロードし、郵送ください。
９月２８日木消印有効

※必ず詳細をＨＰでご確認ください
　http://www.kumashoko.or.jp
熊本県商工会連合会　総務課
熊本市中央区安政町３‐１３‐８Ｆ
緯096‐325‐5161

商工会職員　募集

勤務地／菊池市のカネヒロ熊本工場
　　　　※面接は勤務地で行います
時　給／８００円～８５０円
待　遇／社保完備、交通費支給
内　容／アルミ加工部品の検査、
　　　　軽作業（組付け、バリ処理等）
休　日／土日、年末年始・盆・ＧＷ連休
時　間／８～１７時（応相談）
募　集／お気軽にお電話下さい

［急募　!　］業務拡張によるパート社員募集

　　　　熊本工場：〒８６９‐１２０５　菊池市旭志川辺１９５５‐１
緯0968‐37‐4370（担当/杉田）

　　　　本　　社：〒１０１‐００３２　東京都千代田区岩本町２‐１１‐２

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

業務内容／接客・舟券発売の案内業務など
給　　与／時給８２０円～９２０円
勤務時間／①９：３０～１７：１５②１７：００～２１：００

※シフトにより月１８～２０日程度
※土日祝の勤務あり

雇用形態／パート　募集人員／１名
勤務場所／ミニボートピア長洲（長洲町大字清源寺字外浜４９９‐１）
そ　の　他／社会保険完備、制服貸与
応募方法／お近くのハローワークで申し込みをお願いします。

大村市競艇企業局
〒８５６‐０８３４　長崎県大村市玖島１‐１５‐１

ボートレース場外発売場スタッフ急募！

緯0957‐54‐4111代　担当/岸川

ミニボートピア長洲での勤務になります。

給食調理員募集！！
週４日程度の勤務で
働きやすい職場です

勤務／熊本市内銀行内食堂
　　　（中央区花畑町）
資格／栄養士、又は調理師免許所持者
時間／９：００～１４：３０（休憩３０分）
時給／８００円～
休日／土・日・祝日・他
待遇／交通費支給（当社規定）

制服・靴貸与　各種保険完備
応募／８月７日月８：３０～より受付

まずはお気軽にお電話下さい。
※面接は現地にて行います。

株式会社　メフォス
〒８３９‐０８６４　久留米市百年公園１‐１　久留米リサーチセンタービル７F
錆0120‐44‐7586

メディカルフードサービス

職　　種／①ビール・清涼飲料製造の業務（設備の運転・管理・保全を行なう仕事）
　　　　　②生産管理・資材の業務（原料・包装資材の手配・工程管理等の事務）
勤　務　地／サントリービール㈱九州熊本工場
勤務時間／所定労働時間８時間（職種①は３交替制）
休日休暇／年間１１９日（指定休日制）、年次有給休暇（初年度１０日）
給　　与／経験・技能を考慮し、弊社規定による
待　　遇／昇給年１回　賞与年２回、通勤手当・交替勤務手当等有り
応募方法／履歴書（写真付・メールアドレス・志望職種①②を必ず

記入）、職務経歴書（経験自己ＰＲ記入）の両方を送付
（受付：８月２２日火曜必着）
書類選考結果は８月下旬に通知します。
面接・試験は９月上旬頃に実施し、入社時期は１０月以降となります

九州サントリーテクノプロダクツ㈱
〒８６１‐３１０４　熊本県上益城郡嘉島町北甘木４７８

お問い合わせ　緯096‐237‐1115　採用担当Ｋ係迄

生産能力増強にともない正社員募集　！

東京（羽村）・新田で積極採用中！！ [正]部品の組立・加工・検品/無期雇用派遣

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

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！

日本郵政スタッフ株式会社

短期事務スタッフ１８００名　今年も募集スタート　！

［熊本支社］　熊本市西区春日1‐1２‐１０
錆0120‐450‐752

勤務地／大江…①書類点検②データ入力③電話照会④運搬
　　　　駅前…②データ入力④運搬⑤到着
時　給／①Ａフルタイム８ｈ　９５０円　時短４ｈ　８５０円
　　　　　Ｂフルタイム８ｈ　１,０５０円
　　　　②フルタイム８ｈ　９５０円　時短４ｈ　８５０円
　　　　　　夜間４ｈ　９００円＋交通費５００円/日
　　　　③フルタイム８ｈ　１,２５０円　④⑤フルタイム８ｈ　９００円
　　　　★過去３年間の当社年調業務経験者は上記時給に加えさらに５０円時給加算
　　　　　　　例：入力フルタイム　９５０円＋５０円＝今年時給　１,０００円
　　　　★８月末までに登録（応募）→内定し契約満了した方は
　　　　　　　　　　　　　　　　　３,０００円のボーナス支給
　　　　◎１０月中旬以降ＯＰ研修スタート（研修時給７２０円　２日～６日間程度）
登録会場／熊本市中央区花畑町１‐１　三井生命熊本ビル１Ｆ
　　　　　日本郵政スタッフ㈱熊本支社サテライト

・８月末までの内定者には３,０００円の
　ボーナス支給　!
・過去３年間の経験者は時給５０円加算　!


