
デイサービスでの調理業務です。
勤務地／御船町　休日／日曜他
時給／８５０円（試用８００円～）
時間／９：００～１４：００※土曜祝日勤務歓迎

調理スタッフ募集（パート）

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）

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

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

時間／８：３０～１７：３０（残業ナシ）
職種／事務職（簡単な介護請求等）
応募／電話連絡後履歴書持参
給与／委細面談（弊社ＨＰを）

事務員募集（正職員）

介護老人保健施設　景雅苑
宇土市上網田町３６７６

緯0964‐27‐1708

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

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
時間／原則９：００～１５：００（相談可）
職種／事務職（簡単な介護請求等）
応募／電話連絡後履歴書持参
給与／委細面談（弊社ＨＰを）

事務員募集（パート）

ケアセンターみどりかわ
宇土市野鶴町３５２

緯0964‐22‐7755

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）

●リニューアルオープン●
内容/受付・会計、レセプト作成　週休２日
給与/当社規定、詳細面談、保険有、Ｐ有
勤務地/嘉島町鯰　応募/履歴書送付

薬局医療事務

かしま調剤薬局
〒８６１‐３１０１　上益城郡嘉島町鯰１８５５‐１
緯096‐235‐4193（担当/西上）

給与／当院規定による
休日／①４週７.５休制（シフトによる）
②４週７.５休制（土曜隔週半日、祝日は交代）
応募／随時受付。お電話でお問合せ下さい

正職員①看護師②看護助手

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（担当/梶原）

資格／１級又は２級管理士
給与／固定給２５～４０万円
待遇／各種保険有、詳細面談
※電話後履歴書持参下さい

土木施工管理士募集

㈱奥村建設
宇城市豊野町上郷１８０８‐１

緯0964‐45‐2553

時間／月～土、８時半～１６時（内６時間）
時給／１,０００円
応募／短大卒以上
　　　電話の上履歴書持参

調理員パート

ムジカ保育園
中央区本荘６‐７‐１８

緯096‐200‐6944

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

勤務地/山鹿市大橋通　時給/８００円
勤務時間/７：３０～１２時、７：３０～１６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）

勤務／月・火・木・金９：００～１９：３０（最終受付）
　　　水９：００～１３：００　土９：００～１６：００
給与／詳細面談
応募／電話後履歴書持参下さい。

歯科受付・正社員募集

新地ハロー歯科診療所
熊本市北区清水新地６丁目６‐７
緯096‐348‐7105（担当/町田）

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/上益城郡山都町　時給/７２０円
勤務時間/８：３０～１５：３０（土曜は半日）
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）

正社員・パートいずれも可
年齢不問・経験者優遇
給与等　当院規定　詳細は面談にて
電話後履歴書郵送下さい

正・准看護師　ＯＲＴ

宮川眼科クリニック
熊本市北区清水新地６‐２‐７２
緯096‐348‐1860

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）

①正社員②パート随時募集中
給与／①月固１８～２５万円②時給８８０円～
時間／シフト制　待遇／各種保険有、車通
勤可、交費有　資格／ヘルパー２級以上

高齢者介護職

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/７５０～８００円＋交通費全額支給
勤務地/松橋本店
時間/９：００～１４：００又は１４：００～１９：００

※週３～５日勤務（相談に応じます）

販売（接客）スタッフ

おだのからし蓮根
宇城市松橋町古保山１２９７‐１
緯0964‐32‐9111

医療事務　常勤、パート
増員のため経験者望む　勤務条件
は、面談の上決定。年令４５才位迄。
喫煙習慣のない方望む

医療事務　常勤、パート

京塚クリニック
熊本市中央区帯山３‐３８‐１３
緯096‐213‐2511

時間/Ａ６：３０～１５：３０Ｂ７：００～１６：００
Ｃ１０：００～１９：００　給与/当院規定
※処遇改善手当・正社員登用有り!!
詳細面談　お気軽にお電話下さい

病棟介護職（パート可）

下田内科クリニック
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

勤務／月・水・木の週３日
　　　９：００～１８：００
給与／時給１,０００円～　詳細面談
応募／電話後履歴書持参下さい。

歯科衛生士パート募集

翼ハロー歯科・内科診療所
熊本市東区画図町重富５２９‐１

緯096‐348‐7105（担当/町田）

内容／ハウス・畑での農作業補助
時給／７４０円～＋通勤手当　各種保険有
時間／８：３０～１７：３０（扶養範囲内可）
休日／土日祝日　まずはお電話下さい

野菜花卉栽培作業補助

住化農業資材㈱熊本試験農場
菊池市旭志麓６１２

緯0968‐37‐3834

内科・消化器内科（東稜高校近く）【日勤】
医療事務正社員　年齢不問、経験者
固給/１７～１８万円＋交通費
随時面接　詳細はハローワーク熊本にて

開院１１月１日医療事務・急募　！

おみね田中クリニック
建設地：熊本市東区小峯２丁目２番１５６号
緯080‐5255‐6366（担当/田中）

勤務／（月～土）８：３０～１２：３０
保険／（雇用・労災）加入
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）

受付・医療事務（パート）

星田内科医院
山鹿市熊入町１２３‐３

緯0968‐44‐6321

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

夜勤介護職

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）

■経験不問■２０～６０代の方活躍中　！
①春日②大江　時給/９５０円（研修時７４０円）
※過去３年以内・同会社での経験者：１,０００円
９‐１８時/土日祝休/１０/１９～１２/３まで

【３０名募集】データ入力

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

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
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

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
益城～光の森間定期配送・コンテナ輸送
時間/①５：３０～１９：３０②１４：３０～２２：３０
月６日休み　固給/２０万円以上　６０才以上
の人も活躍中　未経験者指導します

☆４ｔ乗務員☆募集

株式会社八木運送
上益城郡益城町広崎１４９０‐１（益城IC隣）
緯096‐286‐8611（担当/日下部、浜井）

内容/テレビ、冷蔵庫等の簡単な清掃　勤務地/森都
総合病院　時給/８００円　◎交通費全額支給　時間/９：
００～１４：００　休日/シフト制　※土日祝勤務歓迎　待遇/
昇給有　社保完　制服貸与　有給休暇（勤務１年以上）

清掃スタッフ

㈱メディウムジャパン
〒８１３‐０００４　福岡市東区松香台１‐８‐４８‐１０１
緯092‐410‐2413

ルート配送チャーター車（熊本～鳥栖周辺、
高速利用）月～金勤務・土日休み・年末・年
始・ＧＷ・お盆連続休暇有　固給/２３万円以上
大型・リフト資格要　未経験者歓迎

☆７ｔ乗務員☆募集

株式会社八木運送
上益城郡益城町広崎１４９０‐１（益城IC隣）
緯096‐286‐8611（担当/日下部、浜井）

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

新設工場（合志）でのデータ入力
多少軽作業あり　!　時給／９５０円
＋交通費　時間／８時半～１７時半
年齢／４０代迄　休日／土日祝
※事前見学あり　！　有休・社保完備　！
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

時給/８００円～　勤務地/熊本市北区◎数名募集
時間/８：３０～１７：００　４～８時間　介護・福祉タクシー
※高齢者・ダブルワークＯＫ　性別不問
資格／普通免許・ヘルパー２級尚可

ケアドライバー（送迎）募集

㈱ケアサポート　ゆり
熊本市北区釜尾町９６５‐１

緯096‐325‐2770（担当/花田）

勤務／外来８：３０～１７：３０
給与／詳細は面談にて
応募／電話後履歴書持参
お気軽にお電話下さい

看護師（外来）

熊本内科病院
熊本市中央区手取本町７‐１（鶴屋百貨店隣）
緯096‐356‐5500

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／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／鶴屋レストラン内　時給／９５０円以上
年齢不問※土日のみ・平日のみ等応相談
勤務時間／４～５時間　◎食事付
応募／電話後履歴書持参

㈱キャンパス
熊本市中央区水道町１‐９イーストンビル３F
緯096‐322‐9030

レストランホールスタッフ
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

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

［１５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）

給与／当社規定による。
※仕事内容等詳細は御電話下
さい。丁寧にご説明いたします。
まずは御電話を御気軽に。

大工・大工手伝い

㈲男澤建設
熊本市北区植木町鐙田１１５０
緯096‐272‐4552

◎会計データ入力業務（会計事
務所等経験者）　報酬／出来高制
勤務／自宅にて作業
応募／TEL後、詳細は面談の上。

マネジメント・サポート㈱
熊本市新大江２‐８‐２８

緯096‐288‐2700

会計センター（在宅業務）正社員　企画営業２名採用

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎４９７‐２（健軍電停７分）

全国の高校大学同窓会名簿制作委託
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　熊本本社勤務

緯096‐289‐1300（担当/タナベ）

業務／調理　勤務時間／８時半～１７
時半、６時～１５時、９時半～１８時半
※給与等詳細は面談にて。
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

勤務/水道町１４‐１（メルパルク熊本内社員食堂）
時間/①９：３０～１８：３０（休憩６０分）②９：００～１５：００
（休憩３０分）　時給/①②８２０円～　休日/シフト制
待遇/①社会保険完備　制服貸与　交通費規定支給

調理スタッフ募集

西洋フード・コンパスグループ株式会社
熊本市中央区水前寺６丁目３７‐２１
緯096‐213‐7000

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。

勤務/田井島（ゆめタウンはません内社員食堂）
時間/８：００～１６：００（休憩６０分）　時給/１,１００円
休日/シフト制　待遇/社会保険完備、制服貸与、
交通費規定支給、車通勤可　電話後履歴書持参

調理師募集

西洋フード・コンパスグループ株式会社
熊本市中央区水前寺６丁目３７‐２１
緯096‐213‐7000

電子部品組立・検査・梱包（６０代の方、子育て中の方も歓迎）
勤務時間帯は調整可能（夜勤希望の方もご相談ください）
時給／８００円　※交通費補助有り。試用期間有り
応募／未経験者も歓迎します。お気軽にお電話ください。

急募　！　パートさん募集　！

緯0968‐24‐5511（担当/よこた）【月～金/８：３０～１７：３０受付】

三重津田電器産業㈱
菊池市森北１８１２‐２５

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）

内容／改修工事の現場管理、見積り、営業　時間／８：２０～
１７：２０　土・日・祝休　給与／基本給３０万円＋歩合給～経験
により優遇　資格／２級建築士　※年齢/不問
待遇／各種保険・駐車場無料　応募／まずはお電話下さい

正社員/リフォーム現場管理者

緯096‐335‐7878　（１０：００～１６：００）

株式会社たしろ住設
〒８６２‐０９２６　熊本市中央区保田窪２‐４‐９８

A熊本市西区二本木２丁目８‐１０
B宇城市松橋町５３６‐６　Ｃ菊池郡大津町引水２４９‐１

錆0120‐631‐811A　錆0120‐969‐667B　錆0120‐628‐016Ｃ

（正社員）①作業員②営業③軽作業④一般事務⑤アポインター（アルバイト）
お墓のことなら「大東石材」におまかせ
全職種とも未経験者OKです　！

給与／＜正社員＞①日払いOK　日給１３,０００～１６,０００円 残業あり
②固給２３万円＋歩合③固給２５万円～④固給２３万円～

＜アルバイト＞⑤時給１,５００円～＋歩合
※誰でも出来る簡単な
　お仕事です

時間／①②③８～１７時④９～１８時⑤９～２０時の
間で時間・日数等相談に応じます

休日／①②③④月４日～
待遇／車通勤OK、WワークOK※他、当社規定
応募／まずは希望勤務地の連絡先へお電話下

さい。面接時は履歴書をお持ちください。

勤務地
A熊本市西区二本木２丁目８‐１０
　※市電「田崎橋電停」より徒歩２分
B宇城市松橋町松橋５３６‐６
　※松橋中学校バス停前
Ｃ菊池郡大津町引水２４９‐１

（事業内容）
総合商社、墓石、石材販売 有限会社　大東石材店

交通誘導警備検定
保有者手当２万円/月
資格のない方も大歓迎！！
資格取得制度有

勤務地／熊本市、宇城市
時間／①８：００～１７：００
　　　②２２：００～５：００
給与／日給①８,０００円
　　　　　②９,５００円
待遇／社保完備
　　　日払い・週払いＯＫ

ブルーウイング㈱
〒８６０‐０８１６
熊本市中央区本荘町７２５‐１
KPⅢビル３階
緯096‐200‐7577

警備スタッフ募集
勤務地/熊本市中央区　水道町
　　　　水道町（市電）より徒歩５分
内容/設備管理
資格/二種電工、二級ボイラー、
　　　危険物乙４
給与/月給１９０,０００円

（基本給１６０,０００＋諸手当３０,０００）
時間/９：００～翌９：００
　　　（仮眠含め休憩８ｈ）
休日/ローテーション
　　　（宿直・明け休み・公休）
待遇/交通費支給（上限１５,０００円/月）
※設備管理経験者、資格保持者優遇
　業務にすぐ従事できる方募集
株式会社九州ダイケン
〒８１２‐００１８　福岡市博多区住吉２‐２‐１‐８F
緯092‐271‐5063

設備管理正社員
勤務地/県内各地に多数　！　時間/４～８ｈで相談可　時給/介福１,０００円～１,２００円
初任者（ＨＰ２級）９００円～１,１００円　看護１,１５０円～１,５５０円　待遇/社保、交通費
就職フェア◆９月１３日㈬　１０～１６時　イオン菊陽店１F※見学会の案内もします。

◆９月１４日木　１０～１６時　イオンタウン田崎１F※求人自由に見れます。

介護・看護募集　！　就職フェア開催！！

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

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＋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

内　容／バイク部品の製造
勤務地／合志市豊岡１２８０
給　与／日給８,０００円　月収例（２１日勤務・２

交替・残業１０ｈ・休日出勤２日の場
合）２２万９,５００円

待　遇／社会保険完備、交通費支給、社員
食堂あり（全メニュー１食２００円）

勤　務／平常勤務（８：００～１７：００）
または一部交替制勤務（２交替）

休　日／当社カレンダーに準ずる
※原則土日休み（部署により
月２回程度、土曜日出勤あり）

合志技研工業株式会社
〒８６１‐１１１５　合志市豊岡１２８０

お問い合わせは緯096‐248‐2431　担当/総務　藤本まで

合志技研工業　期間従業員募集！！

正社員登用制度あり

大江／研修　１０/１９・２０・２３・２４・２６
　　　　　　時給/７４０円　１９：００～２３：００
　　本稼働　１０/２７～１１/２１
　　　　　　時給/９００円　１９：００～２３：００
　　　　　　※交通費　５００円／日
休日／土日祝（指定日の出勤あり）
※PC操作なし
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・夜間】書類点検（大江）

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

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　！

常勤講師募集
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）
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

ホンダ 期間従業員【10月初旬以降（弊社指定日）に入社可能な方】短期（３ヶ月間）希望者も歓迎！

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

東京（羽村）で積極採用中！！


