
◆自宅勤務可、子育て中の方歓迎◆
時間/１０：００～１６：００（フレックス）
時給/１,０００円～（経験者優遇）＋交通費（市内）
スキル/Ｅｘｃｅｌ、ＰＣ操作　休日/土日祝

省エネ計算補助

㈱総合設備コンサルタント
熊本市中央区山崎町６６‐７　熊本中央ビル４F
緯096‐325‐8075（担当/西川）

職種／医事課業務
給与／当院規定による
　　　経験者優遇
応募／まずはお電話下さい

病院医事業務者急募！

ピネル記念病院
熊本市東区佐土原１‐８‐３３

緯096‐368‐3974（担当/千々松）

職務／病院内給食施設での調理
勤務地／あおば病院内　昼食無料支給
時間／５：３０～２０：００（要相談）　正社員登用有
時給／７５０円～（経験者優遇）　制服貸与

調理スタッフ募集

㈱ホリスティック
宇城市松橋町萩尾２０３７‐１

緯0964‐25‐2333（担当/三浦）

時間／７時～１９時（シフト制）
給与／固定給１８万円
応募／電話の上履歴書持参

委細面談

保育士（常勤）

ムジカ保育園
中央区本荘６‐７‐１８

緯096‐200‐6944

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
場所／中央区、東区（社員食堂にお
ける調理補助）　時間／９時～１５時
の内４Ｈ～６Ｈ程度　時給／７５０円～
休日／土日祝　※週２、３日勤務可

調理補助

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

勤務地/帯山校（中央区帯山３‐３‐１）
緯０９６‐３８３‐１４１４　時給/８００円
時間/（通常授業時）火～金８：００～１１：３０
土７：００～１０：３０　（講習時）６：００～７：４５

清掃パート

株式会社早稲田スクール
〒８６２‐０９２４　熊本市中央区帯山３‐３‐１
緯096‐383‐1414

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
球磨郡あさぎり町上北１９３‐１　（※HP参照）
緯0966‐47‐2550

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）

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

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

勤務地／南区良町
給与／固給１８０,０００円～＋諸手当
時間・休日／１７：００～翌朝９：００　月１０回
（シフト制）　応募／まずはお電話下さい

急募　！　夜勤専従（契約社員）

有料老人ホーム　ピュアート良町
熊本市南区良町５‐１５‐２２

緯096‐285‐6059（担当/田中・江口）

介護福祉士又はヘルパー２級以上　時間/①１８～
２４時②０～翌９時③１５～翌９時（２～３日程度/週）
日給/①５,６５０円②８,８００円③１６,６００円　社保完、
賞与年２、退職金有、昇給有（能力、実績応）、交通費

夜朝・深夜介護（パート）

有料老人ホーム　御領庵
熊本市東区御領１丁目３番４６号
緯096‐380‐1166（担当/黒川）

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

●伝票作成、データ入力、書類チェック等●
期間／９/２０～１ヵ月　ＰＣ基本操作必須
時給／８００円　月収例）１２４,０００円可
時間／９：００～１７：４５　休日／土日祝

人吉市◇独立行政法人の事務

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

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

シンテン薬局
熊本市東区榎町３‐５２

緯080‐3374‐7703

保険請求事務・一般事務
ワード・エクセル必須
固給／１３０,０００円＋交通費　時間／９～１７時
休日／土日祝　詳細は面談にて

事務職員募集

(一社)熊本県鍼灸マッサージ師会
熊本市中央区水道町１４‐２１
緯096‐356‐7609

内容／豆菓子・あられの袋詰
め等軽作業　資格／６０歳まで
時間／９：００～１６：００　詳細面談
◎まずはお電話ください

パートさん募集

合資会社　小島製菓
熊本市中央区十禅寺１丁目１番１７号
緯096‐352‐7869

●書類作成、書類整理、電話応対●
期間/即日～長期　ＰＣ基本操作必須
時給/１,０００円　月収例）１５５,０００円可
時間/８：３０～１７：１５　休日/土日祝

菊池市◇公的機関での事務

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

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/①９～１７時　１２～１７時㈯　②１１：００～１５：３０
給与/当社規定、詳細面談

調理スタッフ（①正社員②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）

業務／会員の送迎
時給／７５０～９００円
勤務／１日４～８HOK
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

常勤・パートいずれも募集
社保・厚生年金完備　車通勤可
経験者優遇　委細面談にて
電話連絡後履歴書持参
医療法人　英会　何　医院
熊本市南区幸田２丁目７‐３０
緯096‐378‐5171

医院受付・歯科衛生士・歯科助手
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/①７：００～１６：００　７：００～１１：３０（隔土）②７：００
～１１：３０　給与/当社規定　詳細は面談の上

清掃スタッフ（①正社員②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）

時間／８：００～１６：３０　休日／週休２日
給与／①基本給１９１,４００円～＋通勤手当
家族手当、住宅手当、社保完、賞与有
②時給１,１００円　※詳細は面談の上

ドライバー①正社員②アルバイト

原田コンクリート㈱
熊本市東区八反田１丁目３‐７０
緯096‐382‐2125（有田）

☆４ｔ乗務員☆急募！！

㈱八木運送
上益城郡益城町広崎１４９０‐１（益城IC隣）

益城～光の森間の定期配送
時間/５：３０～８：３０　賃金/５,０００円（１回）
勤務日/週５日程度　※６０歳以上の人も
元気で頑張ってます。年金受給者歓迎　！

緯096‐286‐8611（担当/日下部・濱井）

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

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

資格／准看、普通免許、経験者優遇
時給／９００～９５０円（週４～５日）
時間／９：００～１６：００（応相談）
休日／週休２日他　各種保険完備

デイケア・パート募集

光進会クリニック
菊池郡大津町室１７２４‐１

緯096‐294‐8888

受付医療事務

（村上会）村上耳鼻咽喉科医院
熊本市西区池田１丁目３２‐６６（旧３号線沿い）
緯096‐351‐8733

給与/固給１６～２３万円（経験者等考慮）※皆
勤・通勤・他諸手当有　時間/８：３０～１８：００（水・
土午後休診）　休日/日祝　※昇給年１、賞与年２、
社保完備、諸手当有　面接随時。ご連絡下さい

ローズラブ
菊池郡大津町大津２４９６‐１

緯096‐293‐3230

勤務地/菊池郡大津町
時間/１２時～翌１２時　月１０日程度
日給/１２,４００円＋交通費
応募/面接随時　電話連絡後履歴書持参ください

客室清掃係
資格／年齢・性別不問　要免許（ATOK）
給与／時給１,５００円～
時間／１６～１７時・１～２時（要相談）
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

尚絅大学九品寺校舎内の日常清掃
時給/７４０円　１３時～１７時　勤務/火・
木（月１～２回水）　交通費社内規定有
応募/９月４日～受付。Ｔｅｌ後歴持参

清掃スタッフ募集

株式会社トレード
福岡市中央区舞鶴１‐６‐２

錆0120‐13‐3159

派遣先/菊池市（約１ヵ月短期）
給与/時給１,２００円
時間/９：００～１６：００　休日/土・日
待遇/雇用保険有

ねじの計量・検品

㈱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）

☆８ｔ乗務員☆急募！！

㈱八木運送
上益城郡益城町広崎１４９０‐１（益城IC隣）
緯096‐286‐8611（担当/日下部・濱井）

ルート配送チャーター車（全面高速利用）
月～金勤務（３Ｈ残業有）固給/２３万円以上
土日完全休み（年間休日１２０日有）
大型・リフト資格要　先ずはお電話を

会社寮の調理補助　給与／①基本給
１３万２千円～（経験等考慮）②時給８００
円　資格／要普免　２５歳～６５歳位迄
※詳細面談　まずはお電話下さい

世話人①正職員②パート募集

プレジャーワーク株式会社
合志市須屋４‐６

緯096‐327‐9151

勤務/週２～３日程度　外来のみ
時間/８：３０～１７：３０　委細面談　電話予約後、
後日面接（写真付履歴書ご持参下さい）

①緯0968‐44‐6321
②緯0968‐43‐7100

受付・医療事務（パート）

星田内科医院
山鹿市熊入町１２３‐３

場所/宇土市築籠町（工場内社員食堂）
時間/①８：３０～１３：３０・９～１４時②１５～２０時
時給/①８００円②８５０円　休日/年末年始・お盆
待遇/雇保・交通費付　※土日祝のみお仕事ＯＫ

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

場所/北区植木町舞尾　社員食堂　時給/①・①～③
８００円②③７８０円　時間/①７～１３時②８：３０～１４：３０
③１２～１７時　休日/①・①～③シフト制（調理経験者）
待遇/雇用保険・交通費付・車通勤可・食事補助有

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４F
緯096‐383‐5888

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
給与等詳細は面談にて。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

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）
待遇/雇用保険・交通費付・車通勤可
休日/年末年始・お盆、他交替休有

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４F
緯096‐383‐5888

時間／１６：００～１０：００（休憩２時間）
給与／１回２０,４００円+交通費
資格／介護福祉士、ヘルパー２級
勤務／グループホーム他

夜間専任介護職員

㈱南阿蘇ケアサービス
阿蘇郡南阿蘇村久石２７２１‐２
緯0967‐67‐1606

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

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。
給与等詳細は面談にて。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/病院での医療相談業務
条件/月９日休　給与等委細面談まず　
　　　　　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）

藤崎八旛宮秋季例大祭みこしかつぎ
期日/９/１７㈰　日給１万円　資格/１８歳以上（高校生
不可）　時間/４：００～１７：００（休憩１８０分）　食事飲物
付・衣装貸与　面接/電話後、履歴書持参ください

祭り好きの方大募集　!

㈱鶴屋百貨店　人事部
〒８６０‐８５８６　熊本市中央区手取本町６‐１
緯080‐8368‐0913（担当/今田・鹿毛）

勤務地/益城町福富　週２、３日～勤務ＯＫ
時間/７：３０～１１：３０、１２：３０～１６：３０・選択可
休日/交代制　時給/８００円　試用期間有
年齢不問　交通費支給（月１万円迄）、車通勤ＯＫ

展示施設の日常清掃

ゴトクプロジェクト㈱
福岡市博多区祇園町７‐２０

緯092‐281‐7730（担当/渡辺）

勤務地/南区平成２丁目　週２、３日～勤務ＯＫ
時間/６：００～８：３０　休日/交代制　勤務曜日
相談可　時給/８００円　試用期間有　年齢不問
交通費支給（月１万円迄）、車通勤ＯＫ

フィットネスクラブのオープン前清掃

ゴトクプロジェクト㈱
福岡市博多区祇園町７‐２０

緯092‐281‐7730（担当/渡辺）

勤務地/益城町福富展示施設　車通勤ＯＫ
時間/７：３０～１６：３０　年齢・経験不問
休日/週２日程度　シフト制　夜間作業あり
固給/１７.５～２２万円　交通費支給（１万円迄）

清掃主任候補

ゴトクプロジェクト㈱
福岡市博多区祇園町７‐２０

緯092‐281‐7730（担当/渡辺）

給与/固給１５～２０万円　各種手当あり（経験者
優遇）　賞与/年２回（３.５カ月）　※試用期間あり
待遇/健保・厚生・雇用・労災・退職金共済

生活支援員（正職員）募集

社会福祉法人菊愛会

養護老人ホームこすもす荘
菊池市泗水町吉富２９００番地

緯0968‐38‐2902（担当/野田）

食品製造補助（川尻駅近く）
時給/９５０円※深夜割増有り＋交通費
時間/①２時～１０時４５分②５時～１３時４５分
※時間帯応相談　就業日/シフト制
☆未経験大歓迎　！　６５歳までの男女活躍中　！
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

給与/固給１５～２０万円　各種手当あり（経験者
優遇）　賞与/年２回（３.５カ月）　※試用期間あり
待遇/健保・厚生・雇用・労災・退職金共済

生活支援員（正職員）募集

社会福祉法人菊愛会

障がい者サポートホームわらび
菊池市重味２３８０‐７

緯0968‐27‐1381（担当/菊川）

正社員　男女営業　２名採用

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎４９７‐２（健軍電停７分）

※高校や大学同窓会からの名簿委託制作
給与/固定給２０５,０００円～　９：００～１７：２０
休日/日祝、隔週土　普通車免許必須
※歩合＋別途手当　楽しく社会に貢献

緯096‐289‐1300（担当/タナベ）

工場内一般事務
勤務地/鹿本町　時給/９００円＋交
通費　時間/８時～１７時　休日/土日
☆社保・有休完備　！　年齢/４５歳迄
PC基本操作可能な方歓迎です
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

時給/１,１００円～１,５００円＋資格手当（介護福祉
士）　資格/ヘルパー２級（介護職員初任者研修）
又は介護福祉士　待遇/健保・厚生・雇用・労災

訪問介護職員募集

社会福祉法人菊愛会　訪問介護事業所たまゆら
菊池市北宮字北田３３７‐６

緯0968‐36‐9168
緯080‐2774‐4434（担当/永田）

樹脂製品の検査・梱包
樹脂製品なので重量物はありません。　時給/８００
円～８５０円＋交通費　時間/９：００～１６：００※時間
相談ください　勤務地/菊池市　休み/土日祝
年齢/２０～４０代迄　待遇/各種保険完備・有給有
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

工場内軽作業　菊池・合志
入社祝金１０万円※条件あり　①検品・品出し②
組立　時給/９００～１,１００円　時間/８：００～１７：００
※５ｈ～OK　休み/土日祝　年齢/２０～４０代迄
職務手当有・待遇/各種保険完備・有給有
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

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）

給与/固給１５～２０万円　各種手当あり（経験者
優遇）　賞与/年２回（３.５カ月）　※試用期間あり
待遇/健保・厚生・雇用・労災・退職金共済

生活支援員（正職員）募集

社会福祉法人菊愛会

地域生活支援事業所あおぞら
菊池市野間口４８８‐１３

緯0968‐25‐3811（担当/緒方）

事務補助・庶務
場所/光の森　時給/９００円＋交通費
休日/水・土・日・祝　時間/８：３０～１６：００
【電話対応・商品の整理・店内清掃】
※有給完備、車通勤・事前見学可
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

勤務/①益城町②和水町
時給/７５０円　時間/７：００～１２：００位
始業時間は季節により変わります。
週３～５日。勤務日数が選べます。

㈱果実堂
上益城郡益城町田原１１５５‐５
緯096‐289‐8883

ベビーリーフ刈取

給与/固給１３５,０００円～　
時間/８：３０～１７：３０　１０：３０～１９：３０
待遇/昇給有、賞与年２回
　　　　　交通費、諸手当有

受付事務正職員

天神整骨院
熊本市中央区大江６‐２４‐１３

緯096‐363‐3388（担当：藤元）

書類作成や整理など補助業務
時給／９５０円　各種保険完備
時間／８：３０～１７：１５　車通可
休日／日祝休み　経験不問

薬局での事務補助（西区島崎）

㈱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/金田）

［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

９月下旬OPEN! 「クロコダイルレディス」販売スタッフ募集
①パート　勤務地/熊本市中央区渡鹿　給与/時給８００円　勤務時間/土日
祝日の１０：００～１７：００（時間相談可）　②経理事務（正社員）　勤務地/熊本
市中央区水前寺　給与/固給１６万～１８万円以上＋諸手当・賞与（年２回）
休日/隔週休２日制（水曜日定休、本人希望休日）　その他/①②制服支給

①マンションモデルルームでの接客・受付②経理事務

緯096‐384‐2300

誠伸住宅　株式会社
熊本市中央区水前寺１丁目３‐４

熊本市内の公的スポーツ施設、文化施設の契約職員
期間／採用（１０月下旬予定）～平成３０年３月３１日（年度更新制。

４回まで更新可）
職種／①一般職②スポーツ・運動指導職③技術職（舞台関係）
資格／高卒以上、運転免許保持者　②運動に関する資格保持

者など　③文化施設の舞台における舞台技術経験者や
舞台関係資格保持者

給与／基本給１４０,０００円、各種手当、賞与有り
応募方法／当財団ＨＰ（http://kc-sks.com）より試験案内及

び申込書等をダウンロードまたは事務局にて受け
取り、９月２２日までに申し込み。

採用試験（１次・２次）／１次試験　平成２９年１０月１日日
２次試験　平成２９年１０月１６日月※１次試
験合格者

（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

緯096‐385‐1042（９～１７時、月曜休）

契約職員募集
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／９００円～
待　遇／社保完備、交通費支給
内　容／アルミ加工部品の簡単な検査等
休　日／土日、年末年始・盆・ＧＷ連休
時　間／８～１７時
　　　　（応相談：週３日～、１日３時間～OK）
募　集／お気軽にお電話下さい

パート社員募集（子育て世代、大歓迎）

　　　　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

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

９月末までのフルタイム内定者には
ボーナス３０００円支給！

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　！

【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

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

資格/高卒以上、普通免許、１級又は２級土木施工管理技士
給与/固定給２５～４０万円
待遇/変形週休２日制、各社会保険完備、夏季冬季休暇、

退職金制度有

建設業管理業務者募集

緯0964‐45‐2553

株式会社　奥村建設
宇城市豊野町上郷１８０８‐１

給与／時給９００円　時間／６：００～１０：００　※休日は応相談
待遇／研修期間有、制服貸与　車・バイク通勤ＯＫ（駐車料金無料）
　　　夏・冬金一封有　◎３０～６０代のスタッフ活躍中　！　Wワーク可
応募／まずはお気軽にお電話下さい（詳細面談）　履歴書持参

ホテル朝食の調理スタッフ募集

緯096‐322‐2211　担当／木﨑

レストラン肥後菊
熊本市中央区下通１‐７‐１８　ホテルサンルート熊本４F

東京（羽村）で積極採用中 !!
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

設備管理スタッフ 急募！［契約社員］ミキハウスキッズパル幼児教育講師募集！
勤務地/合志市福原
内容/巡回点検業務、受付対応　等
資格/①高圧ガス製造保安責任者免状
　　　②丙種特別化学
　　　③乙種機械または化学
　　　④甲種機械または化学
※①＋②③④のいずれかが必須
日給/８,６００円（深夜、残業手当含む）
※別途資格手当、交通費支給
時間/通常２２：００～翌０８：００
　　（拘束１０Ｈ、実働９Ｈ、休憩１Ｈ）
勤務/月～金の勤務でローテーション制
　　（月１０日間程度の勤務）※土日祝休
待遇/各種保険完備
㈱文化コーポレーション
福岡市博多区博多駅前３丁目１９‐１４　ビーエスビル博多５階
緯092‐482‐0919

ガスセンター施設の設備管理員

☆経験よりも〝人柄重視〞！！スバルで働きませんか☆●●● 公文式教室での生徒指導および運営●●● 夕食弁当･惣菜等お届け販売スタッフ募集

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 !トヨタ期間従業員募集 初めての方でも安心して働けます。


