
時間/Ａ６：３０～１５：３０Ｂ７：００～１６：００
Ｃ１０：００～１９：００（週３～４日、シフト制）
時給/８５０～９５０円（介護福祉士優遇）
面接随時、お気軽にお電話下さい!!

療養介護職（パート）２名

医療法人社団　下田会
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

給与／当社規定による
時間／９：００～１８：００
休日／日、祝日他シフト制
待遇／社保完　詳細面談※電話後歴持参

縫製スタッフ募集

株式会社　いまり
熊本市中央区本荘６‐１２‐１８
緯096‐363‐3204

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
◎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

時給/８００～９００円（経験者優遇）
時間・日数等相談に応じます
※パソコンできる方で医療事務
　に興味ある方もどうぞ!!

医療事務・受付パート

医療法人社団　下田会
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

時給／７５０円～
時間／９：００～１７：００（相談可）
詳細面談、自宅でできる仕事もあ
ります。お気軽にお問い合せ下さい

縫製パート募集

株式会社　いまり
熊本市中央区本荘６‐１２‐１８
緯096‐363‐3204

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）

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）

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

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）

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）

楽しくアドバイスできる方募集！！
勤務/週２～３日　１０～１３時　委細面談
勤務地/熊本西店又は熊本東店

手作り教室講師募集！！

みしんのとまと
（熊本西店）西区上代１‐２‐２２
（熊本東店）東区沼山津３‐２‐３
錆0120‐967‐569

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

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）

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）

勤務地/菊陽病院　給与/当会規定
時間/８：３０～１７：００、１２：００～２０：３０（土１２：３０迄）
休日/日祝、年末年始、土（指定）　応募/履歴書・
免許証写し送付：９/１金必着　試験日：９/９土

作業療法士（正職員）

社会医療法人　芳和会本部
熊本市中央区神水１丁目１４‐４１
緯096‐381‐5887（担当/川上）

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

データ更新、校正その他関連業務
時給/７２０円～　別途：交通費　（雇用保険有）
９時～１６時　休日/日祝隔週土　年齢不問
難しい仕事ではありません

パソコン入力業務

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎４９７‐２（健軍電停７分）
緯096‐289‐1300（浜田）

扶養範囲内のお仕事も可　！　（給与等委細面談）
内容・時間／①シーツ交換・平日９～１５時　②電話
オペレーター・平日１７～２０時※１１時半～２０時も可
８/２５までに人事室宛に履歴書郵送下さい

短時間スタッフ募集

済生会熊本病院
〒８６１‐４１９３　熊本市南区近見５‐３‐１
緯096‐351‐8074（人事室・担当長松）

●熊本特産品の発送等の軽作業１名
●時給/７５０円～　週に３日～４日程度
●９時３０分～２０時までの中で応相談
※土曜日の勤務あり　電話後歴持参

パート募集・商品発送

㈱熊本毎日広告社　通販部
熊本市中央区出水８丁目１２番１５号
緯096‐362‐3632

勤務地/菊陽病院　給与/当会規定
時間/８：３０～１７：００（土１２：３０迄）　休日/日
祝、年末年始、土（指定）　応募/履歴書・免
許証写し送付：９/１金必着　試験日：９/９土

精神保健福祉士（正職員）

社会医療法人　芳和会本部
熊本市中央区神水１丁目１４‐４１
緯096‐381‐5887（担当/川上）

資格/保育士免許　時給/９５６円
時間/４～７.５時間　※週３日以上勤務
応募/電話連絡後、履歴書（写真貼付）

をご持参下さい

保育士（パート）

社会医療法人芳和会　菊陽病院
菊池郡菊陽町原水５５８７（JR三里木駅より車で３分）
緯096‐232‐3171（担当/川上）

時給/８３０～８５０円、賞与有、資格手当（介
護福祉士）、通勤手当　時間/８：００～１９：００
迄の１日４ｈ～（応相談）　年齢、資格・経験
不問※正職員も同時募集！（詳細面談）

介護職（パート）

特養　きほう苑・きらら
菊池郡菊陽町辛川１９２９番地

緯096‐232‐1188（担当/森）

子育て中の方や６０歳以上も可♪♪
時給/１,５００円～（交通費別途）　週１～３日
時間/８：３０～１２：３０、１３：３０～１７：３０（応相談）
応募/電話後履歴書郵送。（書類選考・面接）

正・准看護師・ＯＲＴ（パート）

たかの眼科
〒８６８‐０４２２　球磨郡あさぎり町上北１９３‐１
緯0966‐47‐2550

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）

職種／建築設計・監理
待遇／詳細面談・各種保険有り
資格／１又は２級建築士
※電話後履歴書持参下さい。

建築士募集

㈲ウテナ設計
〒８６１‐８０７２　熊本市北区室園町３‐４８
緯096‐345‐0171

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

食堂厨房での盛付・配膳・洗浄
勤務地/北区植木町一木の社員食堂
時間/１０：３０～１４：００　土日祝・お盆・正月休み
時給/７５０円～　雇保・労災完備　交通費支給他

社員食堂での調理補助

淀川食品株式会社
中央区水前寺６‐４６‐２１星光交易ビル３F‐B
緯096‐387‐6020（担当/福里）

時間／平日８：４０～１８時（木～１２時）
　　　　　　　土　８：４０～１４：３０
木午後・日・祝休み（パート、土も休）
給与等応相談 ※お電話下さい

からしま小児科
上益城郡嘉島町上島９５１

緯096‐235‐6333

医療事務（正職orパート）
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

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

時給／１,０５０円＋交通費　社保有
時間／８：３０～１７：１５　車通可
休日／土日祝　即日～来年３/３１
コミュニケーション力ある方歓迎！

大学内事務（日赤近く）

㈱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）

勤務地／合志市須屋（企業寮・住込）
時　間／４時～２１時の間（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

●資格試験の監督・補助●
勤務地/西区　時間/８：３０～１６：３０
時給/１,０００円～１,２００円（部署による）
内容/試験問題配布、回収、誘導、アナウンス等

１日だけ！９/１０試験監督

ランスタッド㈱熊本オフィス
熊本市中央区水道町８‐６朝日生命熊本ビル５Ｆ
錆0120‐706‐530

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）

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

調理パート募集（補助及び洗浄）

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

場所/北区植木町舞尾の社員食堂　時給/①８００円
②７８０円　時間/７～１３時・８：３０～１４：３０・１２～１７時
休日/シフト制　月１０日程度休　①調理経験者
待遇/雇保付・交通費・車通勤可・食事補助有

◇扶養内OK・短時間OK◇　ブランク有もしっかりサポート　!
勤務／熊本市内・益城・嘉島・合志・八代等・・・多数
時間／９：００～１６：００・７：３０～１３：００・１５：００～２０：００（就労一例）

障がい児デイ、小規模園等、条件・勤務先多数♪

週３日～☆保育士サポート業務

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

場所/中央区大江付近高校　時給/８７０円
時間/５：００～９：００（調理経験者優遇）
休日/年末年始・お盆、他交替休有
待遇/交通費付・雇用保険付・車通勤可

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

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。

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

職種／大型複合商業施設等の施設内警備員（常駐）
給与／時給１,１００円　月収２５０,０００円（諸手当・残業含む）以上可
形態／契約社員　※１８歳以上　未経験者可（資格取得支援制有）
時間／①２０：００～翌９：００　②９：００～翌９：００　※仮眠有り、日勤有り、勤務地によるシフト自己申告可
待遇／交通費全額支給、寮完備（３年間は家賃不要　以降は応談　※光熱費のみ自己負担）
　　　法定研修３０ｈ（２８,０５０円支給）、赴任交通費は全額補助します。
　　　資格・残業・深夜手当有り、社会保険有り　※正社員への登用の道有り
期間／６ヵ月以上　応募／熊本での面接会を開催します。まずはお電話ください。

東京都渋谷区本町１‐７‐５初台村上ビル２F
緯03‐3374‐7853

大手百貨店等での受付・出入管理・巡回警備
東京２３区内で働きたい方を募集します。（未経験者歓迎）

≪現地面接・説明会≫
９月１０日日・９月１１日㈪・９月１２日火１４時～
ＴＫＰガーデンシティネストホテル熊本（うんぜん）
熊本市中央区辛島町４‐３９（熊本市電「辛島町」徒歩５分）

創業４０年　施設内常駐警備会社

熊本出身者
多数活躍中

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

勤務地/熊本県内各地に多数　！　時間/４時間～フルタイムまで可　時給/介福１,０００円
～１,２００円　初任者（ＨＰ２級）９００円～１,１００円　待遇/社保、交通費、ボーナス、有給
相談会◆８月２２日火　９～１２時　ゆめタウンサンピアン１Ｆミスド店内※予約優先
　　　◆８月２４日木　９：３０～１２時　森都心プラザ６Ｆ※求人見れます　！　地下P有

介護職募集　！　お仕事相談会開催！！

錆0120‐925‐291（担当/イエイリ）

㈱ツクイスタッフ　熊本支店
熊本市中央区桜町１‐２０　西嶋三井ビル１４階

応募資格／看護師又は助産師の資格を有する方、若しくは来春資格取得
見込みの方。

試験日／平成２９年１０月７日土　採用日／平成３０年４月１日
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。

看護師・助産師（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／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）　※高卒以上

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：８/２１月９：００～１７：００　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）

内容／熊本市南区を中心とした訪問看護業務
給与／基本給２２万～３０万円（経験者優遇）
　　　月収２４万～３５万円可（各種手当含む）
　　　時給１,２００～２,０００円（経験者優遇）
勤務日／月～土（土は午前中）　時間／８：３０～１７：３０（パート相談可）
休日／年間１１０日程度、リフレッシュ休暇、年末年始休暇等
資格／看護師免許、普通運転免許（AT可）
待遇／各種保険完備、賞与年２回、

昇給年１回、退職金有
　　　託児所（外部契約）、和楽（職員料金利

用）

事業拡大の為、訪問看護師（常勤・パート）募集
みゆきの里の在宅部門で働きませんか？
体制リニューアルによる新規スタッフ募集　！

みゆきの里本部　人事センター
緯096‐370‐2229（担当/宮本）熊本市南区御幸笛田６丁目７‐４０

☆面接会を実施します　！　お気軽にお越しください☆
日時：平成２９年８月３１日木　１３:３０～１６：３０
場所：菊陽町武蔵ヶ丘コミュニティセンター
各種保険完備　　交通費支給　　制服貸与
入社祝金６万円支給　　教育充実
丁寧な指導で未経験者でも安心

〈〈〈〈〈〈〈〈　他にもお仕事多数あります　〉〉〉〉〉〉〉〉
㈱テクノネット

上益城郡益城町田原２０８１‐２８　KSKビル２０４
錆0120‐580‐109

スタッフ募集　経験、年齢、学歴不問　！

バイク部品の研磨加工・検査（合志市豊岡）
※出荷部品の最終工程である研磨作業と検査業務にな
ります
給与/時給１,０００円　※月収２０万円以上可
時間/８：００～１７：００　実働８時間　休日/日・他（年間１０８日）

セルフガソリンスタンドスタッフ

※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

●●● BPO･コールセンター 企業デビュー !

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

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　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／Ａ.大江（ゆめタウン大江となり）　B.熊本駅前（白川口より徒歩すぐ）
勤務地ＡＢ共通★業務監督者（班長・副班長・業務補佐）　時給１,２５０円～
　　　　　　　（業務監督者は、９月中旬以降スタート）
　　　　　　　①ＳＶ（班員からの質問対応）　９時～１８時　時給１,１５０円
　　　　　　　②データ入力　９時～１８時　時給９５０円
　　　　　　　③データ入力　１９時～２３時　時給９００円＋交通費５００円/日
　　　　　　　④運搬　９時～１８時　時給９００円
　　　　　　　⑤要員・備品担当　９時～１８時　時給９５０円
勤務地Bのみ　①データ入力　１０時～１４時　時給８５０円
　　　　　　　②開封・仕分け　９時～１８時　時給９００円
◎１０月中旬以降ＯＰ研修スタート（研修時給７２０円　２日～６日程度）
休　日／土日祝（指定日の出勤あり）
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　!


