
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１０～１５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

場所／熊本市東区御領（銀行社食）
時間／９時～１５時（６.０Ｈ勤務）
時給／７２０円～７５０円
休日／土日祝

調理係募集（新規）

株式会社　東臣
菊池郡大津町杉水字一ノ迫３０２１‐１
緯096‐294‐7020

資格／年齢不問
時給／当院規定
時間／１４時～１８時（月～金）
※正職員も募集中　詳細面談

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

資格/簡単パソコン操作・男女
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）

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／益城町広崎　時給／８００円
勤務時間／７時～１２時
車通勤可　週５～６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）

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）

熊本市内の調査　※時間自由
資格／年齢不問　給与／出来高払い
※詳細はお電話にて説明します
　（受付は８月２８日月から）

アンケート調査員

㈱ビデオリサーチ
福岡市中央区天神２‐１４‐１３
錆0120‐48‐3737

勤務地/南区出仲間　時給/８００円
勤務時間/７時～１５時、８時～１６時
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）

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

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

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）

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

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

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

時給／９４０円　※月収１０万円程度可
時間／平日１６～２０時
　　　土曜１２～１９時
６０歳以上歓迎「※要中型免許以上」

バス運転手急募

マリーンスイミングクラブかもと
熊本市北区植木町宮原２２４‐４

緯096‐274‐7771（担当　小代）

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
待遇/社会保険完備、各種手当あり
賞与年２回、年齢不問、委細面談

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

週１回、１日２時間～OK!!
こじんまりとした施設で毎日の
お世話をします♪
時給/７５０円～　詳細は面談にて

老人ホームのお手伝い

たのしそう
菊池市西寺１８３９‐２

緯0968‐36‐9795（担当/松永）

給与／当院規定（経験者優遇）
正社員登用制度あり
※パソコンできる方で医療事務に
興味のある方もお待ちしています！！

医療事務・受付パート

下田内科クリニック
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

老人保健施設内の一般事務
給与/当法人規定による

詳細は面談にて
応募/電話後履歴書を持参ください

一般事務

介護療養型老人保健施設　ゆずりは
熊本市南区城南町高１０９９

緯0964‐28‐6311　担当/南

時給／８５０～９５０円（処遇改善手当別途）
病棟／早出６：３０～１５：３０　遅出１０：００～１９：００
デイケア／８：３０～１７：００（どちらも週３～４日）
面接随時　お気軽にお電話下さい！！

介護スタッフ（パート）

医療法人社団　下田会
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

時間/８：３０～１７：３０
待遇/通勤手当・賞与年２回支給
各種手当あり　委細面談

介護支援専門員（パート可）

田原坂指定居宅介護支援事業所
（田原坂クリニック併設）
熊本市北区植木町平原２１２
緯096‐272‐5487

内容/①医療器械・器具の販売
　　　②器具・器材の受注発注、管理納品
給与/固定給１８～２５万円　休日/土日祝他
資格/普通自動車免許　勤務地/熊本市南区江越

営業職（正社員）募集

㈱アルゴ・コーポレーション熊本営業所
熊本市南区江越１丁目１６‐２２
緯096‐370‐6233

時間／９：００～１６：００
給与／時給当社規定　経験不問
休日（土日祝）　５０歳位迄の方
詳細面談時、履歴書送付下さい。

㈲ミッキー保育用品
熊本市南区出仲間５‐３‐２

緯096‐378‐5120

事務員（パート）募集

場所/中央区世安町　熊本日日新聞社内
　　　中央区上通　熊日会館内
時間/７：００～１１：３０（４.５ｈ）　ビル内清掃
給与/当社規定　詳細は面談の上

清掃スタッフ（パート）

㈲徳臣商事
〒８６０‐０８２３　熊本市中央区世安町１７２
緯096‐361‐3106（担当/原）

給与/月固１８万～２４万円　時間/１０時～１８時
休日/月７日、年末年始、有給休暇有
待遇/車通勤可、交通費有、各種保険有
応募/まずはお気軽にお電話下さい。

男女カメラマン（正社員）

ユウベル株式会社
熊本市東区尾ノ上２丁目２１‐１０（ユウベルプラザ内）
緯096‐368‐7777

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

勤務地／阿蘇市乙姫
時給／８４０円（月収１１万円可）
時間／①６：３０～８：３０②１６：３０～２０：００
土曜のみ６：３０～９：００

グループホームケアサポート（阿蘇）

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

職種/ユウベルプラザ内福祉施設のお仕事
給与/月固１８万～２５万円　時間/シフト制
待遇/各種保険有、車通勤可　交通費有
資格/ヘルパー２級以上　応募/電話後面談

介護正社員募集

ユウベル株式会社
熊本市東区尾ノ上２丁目２１‐１０（ユウベルプラザ内）
緯096‐368‐7777

時給／９５０～１,１５０円　社保有
時間／８：３０～１７：３０　車通可
休日／土日祝　１０/１～来年９/３０
機械関連の経験のある方歓迎！！

工場内作業１３名（合志市栄）

㈱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）

場所/熊本市中央区世安町　熊本日日新聞社内
内容/社員食堂で料理を作るお仕事
時間/１１：００～１５：３０（休憩３０分）
給与/当社規定、詳細面談

調理スタッフ（パート）

㈲徳臣商事
〒８６０‐０８２３　熊本市中央区世安町１７２
緯096‐361‐3106（担当/原）

資格／初任者研修以上（資格なし相談可）要普免
勤務／２４時間シフト制　週休２日制　通い１８名
泊り６名まで　訪問業務あり　※夜勤専従も可
※家庭的な職場です。電話後履歴書持参下さい

介護職（正職員・パート）

(医）小規模多機能型居宅介護事業所　ゆう
熊本市中央区黒髪６‐７‐７

緯096‐345‐2252代担当：緒方

経験不問　受付・レジ・電話対応等
時間/１０～１９時　出勤曜日は応相談
時給/１,０５０円　即日～来年３月末迄
制服貸与、人と接する事が好きな方

【水道町】クリニック受付

㈱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）

お菓子の箱詰他諸作業（４５歳位迄の方）
時給／９００円～（月収１６～２０万円位可）
時間／８：３０～１７：３０　休日／土日　経験不問
待遇／社保有り・制服貸与・諸手当有り

正社員募集　大津勤務

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

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

勤務地／阿蘇市・南阿蘇
日給／７,０００円
時間／２１～７時/シフト制
週３からでもＯＫ！　お電話下さい

夜間支援員（阿蘇市）

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

職種／展示場内で接客・受付
給与／時給１,０２０円
時間／１０～１８時（パート勤務も可）
待遇／各種保険有

住宅展示場受付／八代市内

㈱ヒューマン
上益城郡益城町田原２０８１‐１７　テクノリサーチパーク
緯096‐214‐5691（担当/西野）

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。

職種／建築設計・監理
待遇／詳細面談・各種保険有り
資格／１級又は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

施設警備員募集大手企業新設工場勤務　！
職種／事務・製造　勤務地／合志市
時給／９５０円～１,１００円
時間／８：３０～１７：３０　休日／土日祝
年齢／５０代前半迄　☆社保・有休完備　！
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

９月中旬以降、順次スタート ！
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）
時　間／基本９：００～１８：００（一部シフト勤務あり）
（副班長・業務サポート）
期　間／９/２５～１２/１７
時　給／１,２５０円～１,３５０円（研修１,０５０円）
（要員・備品担当）
期　間／９/１９～１２/１７
時　給／１,０５０円
休　日／土日祝（指定日の出勤あり）　社会保険加入
※勤務地・時給は担当業務により異なる

【短期】業務リーダー（大江・熊本駅前）

日本郵政スタッフ株式会社
［熊本支社］　熊本市西区春日１‐１２‐１０
錆0120‐450‐752

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

過去３年間の経験者は時給５０円加算　！
応募急増中　！　ご応募はお早めに　！

大江／研修　１０/１９～２３・２５ 時給７４０円　９：３０～１７：３０
　　本稼働　１０/２６～１２/７ 時給９５０円　９：００～１８：００
駅前／研修　１０/１９～２３・２５ 時給７４０円　９：３０～１７：３０
　　本稼働　１０/２６～１２/３ 時給９５０円　９：００～１８：００
休日／土日祝（指定日の出勤あり）

登録会場／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

【短期】データ入力フルタイム（大江・熊本駅前）

日本郵政スタッフ株式会社
［熊本支社］　熊本市西区春日１‐１２‐１０
錆0120‐450‐752

［正社員・契約社員］中高年・初心者も歓迎　！　社会保険完備　!　内容/熊本市内の
大学、大津町の工場等の安全管理　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。まずは電話連絡を　!

警備員大募集　！　（熊本市内、大津町）

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

過去３年間の経験者は時給５０円加算　！
時給とは別に交通費５００円／日を支給　！

大江／研修　１０/１９～２３・２５　時給７４０円　１９：００～２３：００
　　本稼働　１０/２６～１１/１９　時給９００円　１９：００～２３：００
駅前／研修　１０/２０・２３～２６　時給７４０円　１９：００～２３：００
　　本稼働　１０/２７～１１/１９　時給９００円　１９：００～２３：００
休日／土日祝（指定日の出勤あり）

登録会場／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

日本郵政スタッフ株式会社
［熊本支社］　熊本市西区春日１‐１２‐１０
錆0120‐450‐752

【短期・夜間】データ入力（大江・熊本駅前）

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

ショールームスタッフ正社員募集
職　種／ショールームスタッフ（当社商品の説明・見積・プラン作成等）
勤務地／熊本ショールーム（熊本市中央区世安町３５６‐１）　移店に伴う業務拡張の為
資　格／専門・短大卒以上　３５歳未満（経験不問）
時　間／９：１０～１８：００（ショールームスタッフ）
休　日／完全週休２日制　土・日・祝は原則勤務、平日休
給　与／固給１７９,５００円～（諸手当含む）
待　遇／昇給年１、賞与年２、社会保険完備、交通費当社規程支給　※マイカー通勤可
応　募／履歴書（写真貼付）職務経歴書を９月１１日㈪必着にて下記宛郵送下さい。

熊本市中央区世安町３５６‐１
緯096‐319‐0100　担当／亀川

熊本支店

※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

勤務地／菊池郡菊陽町
時　給／１,３００円（月収２７万円以上可）
時　間／７：３０～１９：３０、１９：３０～翌７：３０
　　　　※１ヶ月単位の変形労働時間制（月間総労働時間１６２.４５時間）
　　　　※２交代勤務／日勤・夜勤は２週間毎に交替
休　日／３勤３休・４勤４休シフト（工場カレンダー）
資　格／学歴不問、未経験者大歓迎！
待　遇／週払いOK（規定有）、社会保険完備、交通費月１万円まで支給、
　　　　制服貸与、満了金５万円支給、入寮希望の相談も可

熊　本
事業所

構内運搬業務　オープニングスタッフ５０名大募集

熊本市北区武蔵ヶ丘１丁目６‐９３

錆0120‐58‐5889

かんたん作業　！　☆３日あれば作業内容はすべて覚えられます　！　☆
●１０月～２月まで５ヶ月限定　●時給１,３００円　●満了金５万円

●シニア応援　！　学生さんもOK！　●未経験者大歓迎　●入寮希望も相談可

９/５火９～１２時　熊本流通情報会館　　９/５火１３～１６時　ハローワーク上益城
９/６水１３～１６時　ハローワーク八代　　９/６水１３～１６時　泗水公民館
９/７木１３～１６時　ハローワーク天草　　９/８金１３～１６時　ハローワーク玉名

説明会も開催！　お気軽にお越しください。

[ 正 ] 部品の組立･加工･検品 /無期雇用派遣監理技術者募集 !

●●● 通販受付スタッフ100名募集 !●●● BPO･コールセンター 企業デビュー ! 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 !


