
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）

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（自筆）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）

業務／会員の送迎
時給／７５０～９００円
勤務／フルタイムOK
休日／日・祝・他応相談

送迎ドライバー募集

イーランドスポーツクラブ
熊本市南区近見８‐１３‐５０

緯096‐358‐3009

◎正社員募集◎
時間／９：００～１８：００（火・土１４時迄）
応募／まずはお電話下さい。

詳細面談

医療事務

大和調剤薬局
熊本市中央区九品寺６‐１‐２５
緯096‐366‐3702

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／３５歳～５０歳
時給／１,０００円
時間／１４時～１８時（月～金）
応募／まずはお電話下さい

看護師（パート）募集

小貫内科・小児科・耳鼻科医院
熊本市北区龍田５丁目１０‐４３
緯096‐338‐8011

扶養内勤務大歓迎　！　子育て中の方など
時給/１,０００円　資格/簿記３級　２５～４５歳位迄
時間/９時～１８時の３時間～OK　週３日～OK
※まずはお気軽にお電話下さい

パート事務員・短時間正社員

赤塚智哉税理士事務所
熊本市中央区神水本町１２番６７号
緯096‐227‐6150

仕事／ガソリンスタンド業務、配達
資格／普通運転免許要
時給／８５０円～　※正社員も募集中（詳細面談）
勤務／シフト制（休日相談可）

ＧＳスタッフ６０歳以上の方歓迎

㈲牛嶋石油
熊本市西区西松尾町４４１３

緯096‐329‐7039

記帳の仕訳・ＰＣ入力作業　休日/
完全週休２日　時間/８：３０～１７：１５
応相談　時給/８００円＋交通費　資
格/簿記３級※履歴書８/２３必着

商工会職員（臨時）

熊本市植木町商工会
熊本市北区植木町滴水４４１‐７

緯096‐272‐0236（つのだ）

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

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
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

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

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

[２０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）

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
※詳細はハローワーク迄
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

スポーツ・英会話教室等の総合受付一般事務
勤務地／むさしＹＭＣＡ（光の森そば）
待遇／当法人規定、固給、シフト制
応募／写真付履歴書８月１９日土必着郵送

事務フルタイム職員

公益財団法人　熊本YMCA
〒８６０‐８７３９　熊本市中央区新町１‐３‐８
緯096‐353‐6397（担当/村田）

勤務地／菊陽町辛川（病院１００床）
時　間／９：００～１８：００（４週８休）
条　件／当社規定による　※詳細面談
献立・発注のみ　経験者優遇　※各保有

栄養士募集

九州トータルプランニング㈲
中央区水前寺２丁目６‐２０　水前寺KTビル２F
緯096‐381‐1112

正　職　員
※詳細はハローワーク又は
当院までご連絡下さい

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

時間/８：３０～１７：３０　固給/正職１４.６万円～パート時
給８５０円～（処遇改善加算含、資格、経験により優
遇。他諸手当あり）　資格/ヘルパー２級以上、普免、
初心者、中高年の方歓迎、明るく楽しい職場です。

通所リハビリスタッフ

八景水谷クリニック
熊本市北区八景水谷１丁目３１‐１６
緯096‐344‐8811

時給／１,４００円＋交通費　社保有
時間／８：３０～１７：３０　車通可
休日／土日祝　即日～長期勤務
資格／保健師　残業月２０ｈ程度

企業保健師（菊陽町原水）

㈱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：江里口

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）

資格/パソコン操作できる方
①全自動配車業務　地理の心配不要
②事務・乗務員管理業務
まずはお電話下さい。詳細面談

①無線配車員②運行管理者

㈱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/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

勤務地／合志市須屋（企業寮・住込）
時　間／５：００～１９：３０（昼食業務なし）
条　件／当社規定による　※詳細面談
夫婦又は姉妹であること　※各保有

寮住込調理職員募集

九州トータルプランニング㈲
中央区水前寺２丁目６‐２０　水前寺KTビル２F
緯096‐381‐1112

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） 生･損保 保険調査スタッフ
応募資格/社会福祉士の資格を有し、病院又は介護施設等での実務経験者
※無資格者で上記経験を有する人はご相談ください。
業務/病院での医療相談、退院調整等　応募/随時　書類受理後に試験日等連絡
応募資格・方法・試験内容・給与等についてはホームページをご参照ください。

医療ソーシャルワーカー（正職員）募集　！

緯0968‐44‐2185（経営管理課：田尻・福山）

山鹿市民医療センター
山鹿市山鹿５１１

資格／４５歳迄。高卒以上　要普通免許（AT限定可）営業未経験者歓迎
固給／１７５,９７０円～２６３,６７０円（年齢、資格により異なる）＋営業実績手当
時間／９：００～１８：００※１日あたり訪問目安１６～１８軒　休日／週休２日　夏期　年末年始他
待遇／社保完備、昇給賞与有　社有車貸与　応募／履歴書を熊本（営）宛に郵送して下さい。

配置薬のルート営業（正社員）

緯096‐380‐1310

株式会社富士薬品　熊本営業所・熊本西営業所
熊本市東区長嶺東１丁目２番５２号・熊本市中央区平成３丁目１１‐７

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

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

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

基本給/１２７,０００円～１８５,０００円　職務手当５,０００円　夜勤手当６,０００円
宿直手当３,０００円　有資格者１,５００円　通勤手当１５,０００円まで　昇給有
賞与年２回（３.４ヶ月分）　待遇/雇用保険・退職金共済・健康保険・労災
保険加入・処遇改善加算支給・教育制度有　休日/週休２日制　有給取得

介護職募集　新たな気持ちで働きませんか！！

緯096‐273‐7608

社会福祉法人慈敬会　ヒューマン・ケア　たかばの杜
合志市幾久富１１２１‐１

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

職種／①薬剤師（パート）　②正看・准看　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・看護職・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

男女空港保安検査員（正社員）
雇用期間／平成２９年１２月１日～平成３０年９月３０日＊契約更新の可能性あり（条件あり）
勤　務　地／県内の高速道路料金所１１ヶ所（八代・八代南・日奈久・松橋・御船・益城熊本空港・益城本線・

熊本・植木・菊水・南関）のいずれか　通勤が１時間程度の料金所
勤　　務／①昼夜勤（２４時間交代制勤務）（休憩４時間、仮眠４時間）②日勤③夜勤（休憩１時間）
給　　与／基本給１６３,０００円※別途手当支給　月収１７６,０００円～１８２,０００円
休　　日／週休２日制（ローテーション）
待　　遇／通勤費実費支給、社会保険完備、社員登用制度あり、車通勤歓迎、制服貸与
応　　募／電話連絡の上、履歴書（写真添付）を平成２９年８月３１日㈭までに、郵送して下さい。

＊履歴書の返却は致しません。予めご了承ください。書類選考の上、試験日と会場を通知します。
採用前研修（６週間）があります。まずは、お気軽にお電話下さい。

西日本高速道路サービス九州株式会社
〒８６９‐４６１６　熊本県八代市川田町西６９１

緯0965‐31‐4115　FAX0965‐31‐4116　受付/平日９：００～１７：００

契約社員募集/高速道路の料金収受業務
４５歳～５５歳の男女活躍中　接客経験者歓迎

●●● BPO･コールセンター 企業デビュー !

資　格／２１歳以上～５０歳位
大型二種免許取得者　および　取得可能者
※養成制度があるため、未経験者も大歓迎♪♪
詳細は面談にて☆

勤務地／①西部車庫・松橋・山鹿・光の森・木山
②玉名・八代・水俣・人吉・大津・阿蘇・高森・天草・三角・牛深
※ご希望を伺った上で、配属いたします。

給　与／基本給１９０,０００円～（当社規定による）
平均月収例：入社１年目～３年目実績（諸手当含む）
　　　　　　①２４７,０００円　②２３０.０００円

待　遇／各社会保険完備、退職金制度有、
　　　　社員寮有、社宅制度有

募集説明会開催中　！　詳しくはホームページまたは
お電話でお気軽にお問合せください。

九州産交バス株式会社 熊本市西区上代４丁目
１３番３４号　西部車庫２階

運行課　山本・小田　緯096‐325‐8244（平日９：００～１８：００）

バス運転士募集（正社員）
速報　！　平成２９年１０月１日～、希望勤務地配属OK☆

安心してご応募いただけます!!

ブライト企業認定企業

kyusanko-saiyo@kyusanko.co.jp　メールでのお問合せも大歓迎　！緯096‐361‐2345

ドライバー嘱託社員募集
業務内容／新聞・チラシの配送および付帯業務
資　　格／高卒以上　※大型トラック経験者優遇
給　　与／当社規定により優遇　年俸３５０万円～
待　　遇／賞与年２回、各種社会保険完備、制服貸与
契約期間／平成２９年９月１日～平成３０年３月３１日
　　　　　（以後１年ごとの更新）
採用人員／若干名　勤　務　地／熊本市
勤務時間／原則として２３：００～７：００（実働７時間）
採用条件／中型自動車以上の免許取得者でトラック運転経験者
応　　募／履歴書（写真貼付）職務経歴書の２点を下記宛てにご郵送ください。

（要必着８月１８日㈮迄）　書類選考のうえ、追って面接日をご連絡します。
＊応募の秘密は厳守します。＊応募書類は返却いたしません。

株式会社　熊日物流 〒８６０‐０８２３
熊本市中央区世安町７８番地１

[ 正 ] 部品の組立･加工･検品 /無期雇用派遣

創業から６０年以上の歴史を持つ老舗企業。
数多くの食品パッケージを取り扱い、大手企業との取引もあり　！

〈業務拡張につき正社員募集〉パッケージ製造から販売まで　！

①営業職　②営業事務職　③製造職
仕事／①ルート営業にて包装デザイン打ち合わせ、価格・納期提示
　　　　※デザインの作製はありません
　　　②電話応対、注文処理、営業補佐
　　　③機械操作によりポリエチレン樹脂を溶解してフィル

ム状にする作業
時間／①②８：１５～１７：４５③８：００～１８：００または２０：００～６：００
給与／①固給２０３,０００円～２１９,０００円（研修期間１～２ヵ月有：時給８００円）
　　　②固給１３８,０００円～１５８,５００円（研修期間１～２ヵ月有：時給７１５円）
　　　③固給１６３,０００円～１９９,０００円（研修期間１～２ヵ月有：時給８００円）
　　　　※③は毎月時間外勤務あり。時間外手当は４０,０００円程度
休日／①②年間１０５日（週休２日、祝日、年末年始、ＧＷ、夏季、慶弔）
　　　③年間１２５日（４勤２休シフト制、年末年始、ＧＷ、夏季、慶弔）
待遇／昇給年１回、賞与年２回（前年実績４ヵ月）、通勤費、マイカー通勤、
　　　社会保険、退職金、家族手当、借上寮、慶弔金、勤続表彰、再雇用
応募／まずお気軽にお電話ください。（担当：野村）

三共ポリエチレン㈱九州事業所 山鹿市鹿央町合里２２４１
緯0968‐36‐2366

①大卒以上
③経験不問

※上記、７販売センターのいずれかでの採用になります。
待　　遇／昇給年１回　賞与年２回　委細面談、退職金制度　社会保険ほか各種　

保険有り　休日は週休、年休有
応募資格／４０歳迄
応募方法／願書受付：平成２９年９月１１日月消印有効、ご希望の販売センターが

あれば販売センター名をご記入の上、下記事務局宛履歴書を郵送
して下さい。
合同面接日：平成２９年９月２６日火予定　場所、時間などは後日連絡
致します 。

熊本日日新聞販売店協同組合　事務局
〒８６０‐８５０６　熊本市中央区世安町１７２　熊本日日新聞社販売局内

（お問い合わせ）緯096‐361‐3124

熊本日日新聞販売センター　営業スタッフ
業務内容／熊日販売センター内における管理業務と読者開発業務

植木販売センター
北区植木町滴水１７３‐３　緯096‐272‐0759

熊本北販売センター
北区四方寄町７５６‐４　緯096‐245‐1488

帯山販売センター
東区尾ノ上２‐３‐８　緯096‐383‐6948

菊池販売センター
菊池市片角３２４　緯0968‐24‐1157

泗水販売センター
菊池市泗水町豊水３５０３‐１０　緯0968‐38-2351

大津北販売センター
菊池郡大津町室７８　緯096‐293‐2215

川尻販売センター
南区川尻４‐１１‐５２　緯096‐357‐0211

●●● 電気主任技術者〈正社員〉
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　！

日本郵政スタッフ株式会社

短期事務スタッフ１８００名　人気の業務から応募急増中！　ボーナス支給は８月末内定者まで！

［熊本支社］　熊本市西区春日1‐1２‐１０
錆0120‐450‐752

勤務地／大江…①データ入力②運搬③電話照会④書類点検
駅前…①データ入力②運搬⑤書類開封・仕分け

時　給／①フルタイム８h　９５０円　時短４h　８５０円
夜間４h　９００円＋交通費５００円/日
②⑤フルタイム８h　９００円　③フルタイム８h　１,２５０円
④フルタイム８h　９５０円～１,０５０円（業務によって異なる）
時短４h　８５０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　!

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！！


