
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

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）

勤務地／熊本市下通（ＣＯＣＯＳＡ近く）
給与／固定給２０～２８万円＋諸手当あり
休日／月６日　時間／７.５Ｈ勤務
詳細面談　お気軽にお電話下さい

調理スタッフ・ホールマネージャー

和牛焼肉あじあい
熊本市中央区下通１丁目３番１号

（本社）緯096‐288‐5250

勤務/春日（熊本駅徒歩１０分位）　３日に１回
の勤務（月１０日程度）　フロント業務無
※詳細面談　年齢・男女不問　アルバイト可

客室清掃員

緯096‐322‐4751（昼）
 　090‐5299‐2483

㈲三栄観光
熊本市西区春日４丁目３９‐１８

受付、書類作成、電話応対など
時間／平日８：３０～１７：００　※月１回程度
休日当番有　給与／当院規程※未経験
者可　１０/３までに人事室宛に履歴書郵送

病院事務（準職員）２名

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）

デイサービスでの介護業務全般
時間/８：３０～１７：３０・９：００～１８：００
固給/１７９,０００円～　定年/６６歳　日曜休
電話後履歴書持参の上面接致します

介護士（正職員）

通所介護事業所　るり苑
熊本市東区上南部１丁目１６‐３６
緯096‐388‐2121

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）

時給/１,０００円（研修中も同じ）
☆交通誘導/施設警備☆直行直帰ＯＫ　！
☆交通費支給☆社保完☆週払い応相談
詳細面談　まずはお気軽にお電話を

警備スタッフ（準社員・パート）

㈱ダイニングリゾート　エアーズロック
熊本市中央区本山２‐６‐２　田代ビル２F
緯096‐288‐5250

給与/①月固３０～５０万円②月固２５～
５０万円　時間/８：００～１７：００　日曜休み
待遇/各種保険完備　各種手当有り
応募/お気軽にお電話下さい

①板金塗装②溶接工

熊本車輌販売
熊本市中央区白山１丁目４‐９　末永ビル１F
緯096‐362‐5677

事務所・オフィスの定期清掃、住宅新築清掃
マンション、アパートの入居前清掃業務
時給/８５０円～　時間/７：００～１６：００
詳細は面談にて。まずはお電話を　！

清掃スタッフ大募集　！

㈱ダイニングリゾート　エアーズロック
熊本市中央区本山２‐６‐２　田代ビル２F
緯096‐288‐5250

デイサービスでの介護業務全般
時間/８：３０～１７：３０・９：００～１８：００
時給/８５０円～　年齢/不問　日曜休
電話後履歴書持参の上面接致します

介護士（パート）

通所介護事業所　るり苑
熊本市東区上南部１丁目１６‐３６
緯096‐388‐2121

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

月～土曜　勤務地／熊本市西区横手
給与／月固１７万円（通勤）　月固２０万円
（住み込み）　休日／日・年末年始・お盆　
三食付　応募／ＴＥＬ後、詳細面談

急募　！　家事手伝い

㈱丸菱
〒８６１‐２２４１　上益城郡益城町宮園７８８
緯096‐286‐1500（採用担当/田代）

時間/９：３０～１８：３０（休憩１時間）、月９日休み
勤務地/熊本市中央区桜町　日給/６,３６０円
待遇/昇給・賞与・退職金制度有、交通費支給
応募/電話後、履歴書を郵送して下さい

販売（接客）スタッフ募集

一般社団法人　熊本県物産振興協会
熊本市中央区桜町３‐１

緯096‐353‐1168

ＹＭＣＡ水前寺幼稚園パート
①担任補助業務　②預かり保育
①９～１８時の内５h　時給８４０円～
②１３～１８時の内５h　時給８５０～９００円
写真付履歴書９月３０日土必着郵送
学校法人　熊本YMCA学園
〒８６０‐８７３９　熊本市中央区新町１‐３‐８
緯096‐353‐6397（担当/村田）

ＹＭＣＡ幼稚園フルタイム

学校法人　熊本YMCA学園
〒８６０‐８７３９　熊本市中央区新町１‐３‐８
緯096‐353‐6397（担当/村田）

幼稚園教諭免許及び保育士資格取得者
勤務地/水前寺・五福（１０月から勤務）
待遇/当法人規定による・詳細面談
写真付履歴書９月３０日土必着郵送

☆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）

益城～光の森間定期配送・コンテナ輸送
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、浜井）

固給/１７.５～１８.５万円　時給/９００～９５０円
時間/Ａ６：３０～１５：３０Ｂ７：００～１６：００
Ｃ１０：００～１９：００（※夜勤ありません）
お気軽にお電話下さい!!

病棟介護スタッフ

下田内科クリニック
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

勤務地／千葉城町マンション
時　給／８００円　
時　間／８：００～１０：００
出　勤／月・木・土

マンション共用部清掃作業

株式会社日本ビルシス
熊本市中央区安政町４‐１９　TM‐１０ビル７階
緯096‐211‐0033

勤務地／東区画図東
給与／時給１,２００円～
時間・休日／要相談
応募／まずはお電話下さい

OT・PT・看護師（パート）

デイサービス　ここわら
熊本市東区画図東１丁目１１‐１５
緯096‐288‐6857（担当/横山）

①正・准看護師　夜勤あり　２交替制
　　日勤のみ可　　常勤、パート
②受付・医療事務　常勤、パート
応募／電話後履歴書持参下さい　委細面談

正准看護師・医療事務

香田整形外科
上益城郡嘉島町北甘木２０１８
緯096‐237‐2811

■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
１０/１９～１２/３　時間/９～１８時　休日/土日祝

【複数名募集】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

雇用形態／パート　①は当直のみ可
給与／当院規定。詳細は面談の上
応募／電話連絡後、歴持面談
医療法人社団　原口会

①准看護師②調理員

原口循環器科内科医院
熊本市東区保田窪２丁目１‐４
緯096‐383‐3880

中習い可
日給／２２,０００円（日払）
時間／８：００～１７：００
応募／随時受付　後日面談

大工・左官・ペンキ職人募集

屋根工事トモケン
熊本市中央区水前寺６丁目１０‐３０
緯096‐384‐7860

時給/１,１５０円＋交通費月収２５万円以上可
２０：３０～５：１５（固定勤務）・土日他休み
勤務/西原村（阿蘇くまもと空港そば）
☆入社祝い金有　２０～５０歳代男女活躍中

ＬＥＤ部品製造（夜勤）

アビリティ株式会社
熊本市東区長嶺東８丁目１‐１
緯096‐284‐1230

勤務地/宇土市本町　時給/７５０円
勤務時間/６時～１２時
車通勤不可　週４～５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）

常勤（２交代制）
給与／当施設規定による
※お電話でお問合せ下さい

正社員　看護師・介護

介護老人保健施設　希望の園
山鹿市山鹿３６９

緯0968‐44‐2100

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）

時給/１,１５０円＋交通費　月収２５万円以上可
８：３０～１７：１５・２０：３０～５：１５　土日他休み
勤務/西原村（阿蘇くまもと空港そば）
各地域での面接会も行なってます。

ＬＥＤ部品製造（寮完備）

アビリティ株式会社
熊本市東区長嶺東８丁目１‐１
緯096‐284‐1230

給与/月固１７万～１９万円（未経験者歓迎）
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/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）

㈱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
内容/電話応対・無線業務
全自動配車のため地理は心配不要です
まずはお電話下さい。詳細面談

コールセンター
時給/①８００～８５０円（ヘルパー２級以上）②１,０００～
１,５００円（要資格）③７５０円　時間/①８：３０～１７：３０で
応相談②８：３０～１３時③７～１８時で応相談　週休２
日制　交通費付（上限有）車通勤可　①②要普免

①介護職②正・准看護師③調理

光の森デイサービス
菊池郡菊陽町光の森３丁目６‐１５
緯096‐232‐2701

雇用形態／常勤・非常勤
給与／事業所給与規定通り
年齢／５０歳くらい迄　資格／不問　要
ＰＣスキル　面接／電話連絡後、随時

医療秘書

表参道吉田病院
熊本市中央区北千反畑町２‐５（藤崎宮参道）
緯096‐343‐6161　担当/吉田

勤務地/中央区出水　時給/７５０円
勤務時間/８：３０～１２時と１６時のローテ
車通勤不可　週５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）

済生会熊本病院内売店（近見町）
７：００～１２：３０（５h）　月～金　時給
７５０円　別途交通費支給　電話後
履歴書郵送《時短でムリなく働く》

ベーカリーとお弁当販売

済生会熊本福祉センター
〒８６１‐４１２７　南区内田町３５６０‐１
緯096‐223‐3330　担当：カナザキ

資格/PC操作の出来る方（税理事務）
時給/７５０円～９００円
時間/１０：００～１６：００（月～金）
応募/履歴書送付ください　追って面接日連絡

パートアルバイト募集

㈲吉冨財経センター
〒８６１‐８０３８　熊本市東区長嶺東１‐５‐６
緯096‐389‐1266

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/病院での医療相談業務
条件/月９日休　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）

資格/要普免・簿記３級・PC操作（税理事務）
固給/１７万～２２万円（応相談）賞与年３回
時間/９：００～１７：３０　土１２：００まで　第１、３土曜休
応募/履歴書送付ください　追って面接日連絡

正社員大募集！！

吉冨税理士事務所
〒８６１‐８０３８　熊本市東区長嶺東１‐５‐６
緯096‐389‐1266

電話応対や簡単な設計補助等
４５歳以下でＰＣの基本操作できる方
時給/８００円～　時間/８：３０～１７：３０
電話連絡後、履歴書持参、委細面談

共立設計㈱
熊本市中央区平成３丁目８‐１
緯096‐334‐5400

事務パート
時間／９：００～１７：２０
・ＰＣ操作必須
・電話業務経験者優遇
　その他　面接時に詳細面談

正社員　事務職

㈱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）

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）

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

業務/調理
勤務時間/８時半～１７時半
６時～１５時、９時半～１８時半
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

正社員　企画営業

㈱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/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
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

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。

時給/１,１５０円＋深夜手当　年齢/１８～５５歳位
時間/２０：３０～翌５：１５　休日/土、日、他
勤務地/阿蘇くまもと空港近（寮完備）
待遇/各保完、通勤手当（上限２万円迄）

簡単な機械操作（夜勤専属）

株式会社　リアルエンジニア
熊本市東区長嶺東８丁目１‐１
緯096‐284‐1233

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

時給／９５０～１,１５０円　社保有
時間／８：３０～１７：３０　車通可
休日／土日祝　１０/２頃～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）

給与/①月固１５万円＋歩合②時給９００～
１,０００円　資格/②ＰＣできる方　時間/８：００
～１７：００　日曜休み　待遇/各種保険完備
各種手当有り　お気軽にお電話下さい

①営業（車輌買取）②事務

熊本車輌販売
熊本市中央区白山１丁目４‐９　末永ビル１F
緯096‐362‐5677

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）

時給/１,１５０～１,４３７円＋通勤手当（月給制あり）
時間/８：３０～１７：１５・２０：３０～５：１５（２交替制）
休日/土、日、他　勤務/西原村（空港近く）
待遇/各保完、１８～６０歳迄※経験不問、研修あり

軽い金属プレートの製造

株式会社　リアルエンジニア
熊本市東区長嶺東８丁目１‐１
緯096‐284‐1233

エクセルを使っての集計、電話取次
時給/１,１００円　中央区水前寺　土日祝休　駐輪
場有　時間/８：３０～１７：３０（残業有）　社保完備
期間/１０月～来年３月末（更新の可能性有）

データ集計事務

㈱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）

医療事務　常勤、パート　年齢不問
勤務条件は、面談の上決定。
喫煙習慣のない方・PC操作可能
な方望む

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

最新技術（パワースーツ等）を使用してお持ちの技術・経験を
活かして無理せず、安全に長く働いていただけます。
資格/７５歳迄　勤務/週１～６日（要相談）
給与/日給５,６００～１５,０００円（技能・経験を考慮）

高齢者でも可能な舗装技術者の募集

緯0965‐46‐1264

㈱福岡建設合材
八代市千丁町古閑出２６２

勤務地/㈱井関熊本製造所内（上益城郡益城町安永１４００）　時間/８：００～１６：５０
資格/高卒以上　２９歳以下（長期勤続によるキャリア形成を図るため）
給与/固給１４８,３００～２００,４００円＋通勤手当（上限１.５万円迄）　休日/土（４０日）、日、
祝、ＧＷ、お盆（旧盆・新盆）、年末年始　応募/履歴書（写真貼付）郵送。１０/５木必着

倉庫内での部品の入出庫及び保管管理（正社員）

〈履歴書郵送先〉〒７９９‐２６９２　愛媛県松山市馬木町７００
緯089‐979‐6812（管理部総務課　池本宛）

井関農機グループ　㈱井関物流

内容／麺類等食品の包装作業他　時給／９２０円　
時間／８：３０～１７：００　１６：３０～１：００　０：３０～９：００（シフト制）
休日／日祝他、週休２日　待遇／通勤手当、各種保険
応募／まずはお気軽にお電話下さい

工場内作業員

緯0964‐28‐1151

㈱クロアール
熊本市南区城南町坂野９４５

日本郵政グループの年末調整に関する簡単なデータ入力
（修正程度）　知識不要。電話応対は一切ありません
時　給／９５０円＋交通費（上限有）※１０/２４・２５研修時７４０円
資　格／未経験大歓迎
勤務地／熊本市中央区大江※車通勤不可

※バイク、自転車ＯＫ
時　間／９：００～１８：００（休憩６０分）残業なし
休　日／土、日、祝日
☆専用登録会を随時開催します。お友達と一緒にご応募OK
他にも随時、夜間登録会、土曜日登録会を開催しておりま
す。お時間はご相談下さい。

１０/２４～１２/３　迄限定　未経験者大歓迎　！
４０代～６０代活躍中　！　嬉しい交通費支給有

ヒューマンリソシア　株式会社
熊本市中央区城東町２‐１８　通町ビル７F
錆0120‐28‐1069

［短期］簡単データ入力　２５名大募集　！
営業・設計も同時募集　！　資格/２級建築士・施工管理技士以上
勤務地/熊本市・八代市　※選択可
給与/固定給３５万～５０万円（経験等考慮）　各保完　賞与２回
年齢/不問　応募/まずはお電話下さい

新店舗出店のため　木造現場監督（３名）正社員募集

緯096‐277‐1955

クレバリーホーム　熊本・八代店
熊本市南区野口３丁目１‐１（熊本店）

給与／＜正社員＞①日給１３,０００～１６,０００円　残業あり、日払いOK
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
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
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。
事業内容／総合商社、墓石、石材販売

有限会社　大東石材店
熊本市西区二本木２丁目８‐１０

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　！

大江／研修　１０/１９～２４・２６ 時給/７４０円　１９：００～２３：００
 （２２：００以降９２５円）
　　本稼働　１０/２７～１１/２３  時給/９００円　１９：００～２３：００
 （２２：００以降１,１２５円）
月収例：期間中２３日間（研修５日間含む）で９６,０７５円
休日／土日祝（指定日の出勤あり）
※PC操作なし　未経験者歓迎　！
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　！

内容／ガソリンスタンド
　　　給油スタッフ
資格／危険物乙種第四資格優遇
　　　※深夜勤務の為１８歳以上
給与／有資格者　時給９６０円
　　　無資格者　時給９１０円
　　　※深夜時給２５％ＵＰ
時間／２０：００～翌８：００
　　　※月１５日程度勤務
勤務地／コスモ石油八代インターＳＳ
　　　　（八代市川田町西４２０‐１）
応募／お気軽にお電話ください。
　　　受付　平日/９：００～１７：００
　　　※面接は現地にて
株式会社グリーンフォレスト
東京都港区芝４‐７‐６　芝ビルディング５０６
錆0120‐803‐334（採用係）

ガソリンスタンド給油スタッフ急募　！
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　！

駅前／研修　１０/２０・２３～２６　時給/７４０円　１９：００～２３：００
　　　　　　　　　　　　　　　　（２２：００以降９２５円）
　　本稼働　１０/２７～１１/２７　時給/９００円　１９：００～２３：００
　　　　　　　　　　　　　　　　（２２：００以降１,１２５円）
月収例：期間中２５日間（研修５日間含む）で１０４,７２５円
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（熊本駅前）
雇用形態／正職員
給与／基本給１６５,０００円～２００,０００円
年齢／６０歳まで
待遇／資格手当　５,０００円～３０,０００円

役職手当　５,０００円～１０,０００円
精勤手当　５,０００円
夜勤手当　９,０００円/回
通勤費　上限１２,９００円
昇給あり、賞与年２回
有給あり、社会保険あり

時間／交代制（応相談）
応募／まずはお電話下さい。

詳細は面談にて御説明いた
します。

たかぞえクリニック
上益城郡御船町御船９４８

緯096‐282‐0070

看護師（病棟勤務）募集

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）

〒８６２‐０９６２ 熊本市南区田迎１‐７‐１４
緯096‐379‐4020（田中義定）

木造現場監督（２名）大募集!!

グループ会社：松栄住宅㈱・九州松栄産業

資格／高卒以上　普通免許　未経験可　有資格者大歓迎
給与／当社規定（経験、年齢を考慮）
勤務地／熊本市・荒尾市
待遇／賞与年２回、年間休日１００日、各社会保険完備他
応募／お電話のうえ下記まで履歴書（写貼）、職務経歴

書をお送り下さい。

正社員（設計士、戸建て営業、インテリアコー
ディネーター）も同時募集中！！

アットホームな社風です。まずはお気軽にお問合せ下さい　！

施工業者様も同時大募集 ！
ークロス屋様、基礎屋様、大工様、左官屋様ー　◎詳細は面談にて

給　与／固定給２００,０００～３５０,０００円
（経験・能力・前職の待遇等考慮します）

内　容／トラックの塗装、鈑金、溶接、
車体加工等　未経験者も可

時　間／８：３０～１７：３０（時間外あり）
休　日／日祝日　　第２・４土曜日

ＧＷ・夏季・年末年始休暇あり
資　格／要普通免許

大型一種免許があれば尚可
待　遇／昇給あり　賞与あり（年２回）

社会保険完備　退職金制度あり（勤続１年以上）
応　募／まずは、お気軽にお電話下さい。
事業内容／新車・中古車トラック・ダンプ・特装車販売

買取及び架装、鈑金、塗装

株式会社　南陽重車輌
熊本市南区富合町志々水５８‐２　HP/http//www.nanyo-j.jp/
緯096‐357‐2341（担当/森・松永）

塗装・鈑金スタッフ
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：９/２５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）

給与／①基本給２００,０００～２８０,０００円②時給９００円～
内容／①歯科医院へ訪問。主に金属の回収・買取業務
　　　②経理事務全般
時間／①９：００～１８：００（土～１３：００）
　　　②１０：００～１６：００
休日／①日祝日、第２、４土曜②土日祝日
　　　①②年末年始、ＧＷ、お盆
資格／パソコン操作、普通免許①４０歳迄
待遇／交通費支給（規定有）マイカー通勤可　駐車場有
　　　①昇給、賞与有　別途手当支給
応募／まずはお気軽にお電話下さい
事業内容／歯科用金属リサイクル

㈱KAWARYO九州
熊本市西区田崎本町１０‐４
緯096‐356‐2578（布田）

①営業スタッフ②経理事務

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

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

クリーンルーム内製品運搬業務スタッフ２０名大募集

熊本市北区武蔵ヶ丘１丁目６‐９３

錆0120‐58‐5889

ケースに入った半導体を構内巡回して条件に合ったものを回収し、所定場
所で引渡し。とっても簡単な作業です。他台車から半導体を降ろしたり、検
品を行う作業もあります。
●１０月～２月まで５ヶ月限定　●時給１,３００円　●満了金５万円　●３０～５０歳
代の方活躍中　！　学生さんもOK！　●未経験者大歓迎　●入寮希望も相談可

●●● 送迎・受付スタッフ［正社員］ 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）希望者も歓迎！


