
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

職種／学校事務　給与／当校規定
資格／短大卒同等以上、ＰＣ操作
応募／自筆履歴書（写真付）送付
書類選考の上、後日面接日など連絡

学校事務職員募集

九州技術教育専門学校
熊本市中央区細工町５‐３５‐１
緯096‐211‐0181

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

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

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）

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
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

固給/１５～２０万円※経験・能力等考慮　未経験者歓迎
資格/要普免（ＡＴ限定可）簡単なＰＣ操作できる方
時間/９：００～１８：００　休日/土日祝・年末年始・お盆・
有給休暇有　社保完備　昇給・賞与有　交通費支給

一般事務（正社員）

篠倉法律事務所
熊本市中央区辛島町３‐２０　NBF熊本ビル８階
緯096‐359‐2005

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（空港そば）※現地面接可
男女社員３０名募集※入社祝金有

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

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

年齢不問　各種勤務有
給与/当社規定　入社祝金制度有
配車係：ＧＰＳ管理による簡単作業
未経験者歓迎　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

産休・育休期間の代替Ｈ２９.１１～Ｈ３０.１２
給与／固給１８万～２０万円（経験者優遇）
内容／受付・会計・処方箋入力
休日／週休２日制（木・日）

調剤薬局事務

開明堂薬局
熊本市中央区九品寺２‐１‐２４
緯096‐363‐1423

時間/０７：４５～１５：４５（週３０時間程度）
職種/六花苑介護員の補佐
応募/電話連絡後履歴書持参
給与/時給７８０円～

介護補助員募集

有料老人ホーム　六花苑
宇土市三拾町字堂ノ本３２５‐１
緯0964‐24‐1511

給与/日給９,０００円　男女・年齢経験不問
時間/１８：００～翌朝７：００

※週３回　月・水・金勤務
応募/お気軽に電話下さい（高齢者歓迎）

電話受付・配車業務

宮社交通タクシー㈲
熊本市南区白藤１丁目２１‐８８
緯096‐357‐4311

時間/６：００～１３：００　週３～４日程度
職種/患者様送迎
応募/電話連絡後履歴書持参
給与/委細面談（詳細はハローワークへ）

運転手募集（パート）

みどりかわクリニック
宇土市野鶴町３４０‐１

緯0964‐22‐1171

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。
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

◎正社員募集◎
熊本～島原航路
資格/３０歳位迄　委細面談
まずは、お電話下さい ！

フェリー売店業務

九商フェリー㈱
熊本市西区新港１‐１

緯096‐329‐6111

固給/１８万～１９.５万円　資格/栄養士免許
時間/９時～１８時　休日/土日（週休２日制）
食材の発注・検品業務・食材管理等
☆２０～５０代の幅広いスタッフが活躍中

栄養士募集（南区護藤町）

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/藤野）

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／１,０００円　※正社員も募集中（詳細面談）
勤務／シフト制（休日相談可）

ＧＳスタッフ急募　!

㈲牛嶋石油
熊本市西区西松尾町４４１３

緯096‐329‐7039

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

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

時間/９：００～１５：００
職種/透析室看護師補助業務
応募/電話連絡後履歴書持参
給与/時給７８０円～８５０円

透析室看護助手募集

みどりかわクリニック
宇土市野鶴町３４０‐１

緯0964‐22‐1171

●男女・年齢不問●
時給/１,１００円

日給１４,３００円可
場所/流通団地付近の病院

１０/２１土　ＰＣの動作確認

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

県内の各投票所にて（希望考慮）交通費有
給与／①日給１４,０００円②時給１,２００円
①②別途研修＋手当あり　時間／①８：３０～
１７：３０or９：３０～１８：３０②１８：３０～４Ｈ程

（１０/２２）①出口調査②開票

㈱スープル
熊本市中央区水前寺公園１４‐２２
錆0120‐959‐106

仕事／司法書士業務の補助者
資格／普通運転免許要
休日／土、日、祝日、年末年始
５０歳位までの方希望　委細面談

事務員さん募集

尾関司法書士事務所
熊本市東区月出７‐１‐６７

緯096‐381‐2360

勤務地/熊本市東区小山　資格/普通免許　時給/１,０００
円＋通勤交通費　時間/８：３０～１７：３０　待遇/社保完、制
服貸与、車通勤可　休日/日・祝・土曜月２回　応募/まず
はお電話を。※面接は現地近郊にて

建設資材の洗浄（長期）

㈱スタッフ・アクティオ
福岡市博多区中洲中島町２‐３ 福岡フジランドビル１０F
錆0120‐723‐735

時間/８：００～１７：００　休日/日曜日
給与/日給８,５００～９,０００円＋手当（月収
２４万円可）社保完　賞与有　試用期間有
面接/随時受付　電話後履歴書持参

大型車運転手

株式会社　松川生コン販売
菊池郡大津町大林１０６０

緯096‐293‐5372（担当/本田）

時間/８：００～１７：００　休日/日曜日　給与/①
月固２０万～２５万円②月固１８万～２３万円＋
手当※経験者優遇　社保完　賞与有　試用期
間有　面接/随時受付　電話後履歴書持参

①試験室業務②配車係

株式会社　松川生コン販売
菊池郡大津町大林１０６０

緯096‐293‐5372（担当/本田）

給与/基本給１８０,６４０円～、賞与有（前年実績
３.５ヶ月）　手当/資格手当１５,０００円、通勤手当
時間/８：３０～１７：３０　資格/社会福祉士をお持
ちの方　就職準備金支給あり（条件あり）

【生活相談員】

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）

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

清掃スタッフ大募集　！

緯096‐322‐1533
 　090‐5299‐2483

㈲三栄観光
熊本市西区春日４丁目３９‐１８

給与/①基本給１６６,０００円～（介福取得後５年程度）
②時給８３０～８５０円　①、②共賞与有

手当/資格手当１万円、夜勤手当６,８００円/回
他諸手当有　就職準備金支給あり（条件あり）

【介護職】①正職員②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）

勤務地/阿蘇市黒川　資格/事務経験・要PC操作
時給/１,０００円＋交通費　時間/８：３０～１７：３０　待遇/社保
完備、制服貸与、車通勤可　休日/日・祝・土曜月２回
応募/まずはお電話を。※面接は現地近郊にて

一般事務（長期）

㈱スタッフ・アクティオ
福岡市博多区中洲中島町２‐３ 福岡フジランドビル１０F
錆0120‐723‐735

時給／８３０円～
時間／１４：３０～１８：３０★（土曜日）９：００～１４：００
　勤務時間等詳細は面談にて相談
応募／電話連絡後履歴書郵送して下さい

調剤薬局事務（パート）

新外薬局
熊本市東区新外４丁目６‐１０
緯096‐365‐3344

場所/熊本市中央区世安町　熊本日日新聞社内
時間/９：００～１４：００（休憩３０分）
給与/当社規定、詳細面談（賞与、退職金有）
応募/随時連絡後、履歴書持参下さい

洗場（パート募集）

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

◆シニア活躍！即日就業もＯＫ◆
時給／８５０円※週払可※希望残業可
時間／８：３０～１７：３０（実働８時間）
休日／週休２日制★Ｈ３０/５/３１迄★

みかん選別（西区河内）

㈱総合プラント
熊本市中央区神水１丁目３８‐１０
錆0120‐377‐017※Ｈ００１７４４

給与／本組合規定による
時間／７：００～２４：００
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

①さかなしハートクリニック（阿蘇）
②熊本市黒髪の有料老人ホーム
時間/６：００～１９：００の間の５～８Ｈ
時給/８００円～◎交通費有、保険完備

調理係・（栄養士）

有限会社　幸（みゆき）
熊本市北区清水岩倉２‐９‐１１
緯096‐338‐3658

固定給/２２万円～交通費支給　年齢４０位まで
休日/土日祝日　盆正月　社保有
資格/高卒以上　要普免（ＡＴのみ不可）
おもちゃが好きな方まずはお電話を

正社員カプセル玩具取扱い

㈱バンジハンエース熊本営業所
〒８６１‐０９１３　熊本市東区尾ノ上１‐１７‐１８
緯096‐234‐6015（担当上木宛）

業務/ご利用者様の送迎　給与/当会
規定※詳細は面談にて　時間/７：００～
９：００　その他/週４～５日程度
応募/電話後、面接日をご案内します

送迎スタッフ募集（パート）

小規模多機能事業所　島崎山荘
熊本市西区島崎５丁目２４‐５０

緯096‐353‐5015（担当/田口）

時間/常勤８：３０～１７：３０　職務/支払事務及び医
療事務　簿記資格・知識のある方歓迎　年齢/４０歳
位迄　給与/当院規定による　社会保険完備、賞
与年２回、昇給年１回　面接/まずはお電話下さい

病院事務・正社員

竜山内科リハビリテーション病院
熊本市北区室園町１０‐１７

緯096‐344‐3311

時間/常勤８：３０～１７：３０
年齢/４０歳位迄　給与/当院規定による
社会保険完備、賞与年２回、昇給年１回
面接/まずはお電話下さい

外来受付事務・正社員

竜山内科リハビリテーション病院
熊本市北区室園町１０‐１７

緯096‐344‐3311

時間/常勤８：３０～１７：３０
年齢/５５歳位迄　給与/当院規定による
勤務地/西区（上代２丁目）新病院オープニングスタッフ
面接/まずはお電話下さい

薬剤師（正社員）

竜山内科リハビリテーション病院
熊本市北区室園町１０‐１７

緯096‐344‐3311

有料老人ホーム内での介護業務
時間/８：３０～１７：３０　週５日　６５歳位迄ＯＫ
給与/当院規定　社保完、賞与年２回、正社員登用有
運営：竜山内科リハビリテーション病院

介護福祉士・介護職

ヒルズ竜山、ヒルズ遊水公園
熊本市北区室園町１０‐１７

緯096‐344‐3311

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）

●経験不問！入力ができればＯＫ！●
場所/春日　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月１９日～１２月３日/９－１８時/土日祝休

【２０～６０代活躍】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

勤務時間/７：００～１３：００・１２：４５～１８：４５
他　※勤務時間はご相談下さい。
応募/電話連絡後、詳細は面談にて

調理助手（パート）急募

ヒルサイドガーデン大樹
熊本市南区城南町今吉野９８９
緯0964‐28‐0018

サービス付き高齢者向け住宅

●大手企業のお仕事●　時給/１,２７０円　
時間/９：００～１７：００　休日/土日祝
期間/来年７月頃迄　※事務経験者歓迎　
書類作成、郵便物対応、電話応対等

【人吉市】一般事務

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

●大手企業の契約社員登用予定！●
時給/１,２７０円（直雇用後：固定給１８２,０００
円＋通勤手当/９：００～１７：００/土日祝休　
【経験不問】書類作成、電話応対等

【天草市】生保事務

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

場所/宇土市内大手工場内社員食堂　時給/①
８００円②８５０円　時間/①８：３０～１４：００の間５h②
１５～２０時　休日/週休２日制・年末年始・お盆休
有　待遇/交通費・雇用保険付・車通勤可

調理補助募集　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

資格/調理師あるいは経験者　給与/
基本給１４万円～　調理師免許の方は
プラス１万円　待遇/週休２日　各種保
険完備　随時面接・履歴書持参

調理スタッフ（常勤）

デイサービスセンター徳王ろまん館
熊本市北区徳王１‐７‐６

緯096‐324‐0825

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、年齢・経験不問、寮完備

電子部品の製造・検査

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

◆カインズ熊本宇土店の勤務です！◆
時給/９００～１,０００円　賞与/業績により支給
資格/未経験可・経験者歓迎

時間曜日等相談可

施設警備スタッフ募集

株式会社　ミライアルリンク
菊池市泗水町住吉１３３２‐１７

緯0968‐26‐6111（受付：月～金）

時間/８：１５～１８：１５（水・土は午前のみ）
給与/当院規定（経験又は資格者優遇）
社会保険完備、賞与・昇給等あり
詳細はホームページ記載。お電話下さい。

医療事務（正社員）

たけむら耳鼻咽喉科クリニック
熊本市北区楠８‐８‐８

緯096‐338‐4133

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

１２月末までの短期のお仕事
勤務地／河内　時間／１０：００～１９：００
時　給／１,１００円＋交通費
休　日／週休２日（シフト制）

みかん出荷作業

㈱アヴェイル熊本南営業所
宇城市松橋町曲野３５１０‐１

緯0964‐46‐1780

勤務地/熊本市内中心部（学食）
時間/９：００～１５：００
時給/８００円～　週３日程度の勤務可
１０/２月９時から受付　※委細面談

調理員

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

時給/無資格１,０００円ヘルパー１,２００円
　　　介福１,３００円　土祝日はプラス１００円
勤務/午前中　週３日以上　日休み
　　　週２０時間以上は労災保険有

デイサービススタッフ（パート）

デイサービスセンター徳王ろまん館
熊本市北区徳王１‐７‐６

緯096‐324‐0825

勤務地／水俣市　休日／土・日
時間／８：００～１６：４０　期間／～Ｈ３０.３月末
時給／１,０００円～＋交通費
丁寧な指導のもと安心して働ける環境です！！

工業用チェーンの製造

㈱アヴェイル熊本南営業所
宇城市松橋町曲野３５１０‐１

緯0964‐46‐1780

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

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

非常勤教諭

坪井幼稚園
熊本市中央区内坪井町４‐１９（夏目漱石旧居隣）

給与／本学園給与規定　勤務／応相談
資格／有効幼稚園教諭免許取得者・保育士
資格保持者（免許更新されている方）
応募／まずはお電話下さい。詳細はHPにて

緯096‐352‐1257　http://kasumigakuen.jp/

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

固給/１７.５～１９万円　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

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

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

勤務地/愉和荘（植木町）　勤務時間/６：００
～１５：００　８：００～１７：００　９：００～１８：００　給与
/月固１５.８万～２１.５万円（試用期間３ヶ月）　
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい

栄養士募集（経験者優遇）

㈱九州フードサプライセンター
熊本市北区貢町７８０‐１０

緯096‐215‐9901（担当/神原）

時給／１,１００円＋交通費　空港近く軽作業
時間／８時半～１７時１５分
休日／土日　年齢／４０代まで
※未経験歓迎です　！　有休・社保完備　！

急募　！　梱包発送業務

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

内容／出入管理、巡回、駐車場等受付・案内　勤務地／熊本地方合同庁舎
（西区春日）　給与／固定給１４７,８００～２０３,２２５円　時給も応相談
資格／経験１年以上　施設常駐警備２級等優遇　時間／シフト制（詳細面談）
待遇／各種保険、交通費　他　応募／まずはお気軽にお電話下さい

常駐警備員

緯096‐354‐1711

日本管財㈱熊本営業所
熊本市中央区水道町５‐２１　８F

内容／医療機関での清掃業務　勤務地／済生会熊本病
院外来がん治療センター（南区近見）
給与／時給７５０～８００円　時間／１７：００～２０：００
休日／土日祝他　待遇／マイカー通勤可、労災、交通費

病院内清掃員

緯096‐354‐1711

日本管財㈱熊本営業所
熊本市中央区水道町５‐２１　８F

期間／研修　１０/２０・２３～２６　本稼働　１０/２７～１１/２７
時給／研修７４０円（２２時以降９２５円）、本稼働９００円（２２時以降１,１２５円）
※交通費５００円/日を支給、過去３年間の経験者は時給５０円加算
休日／土日祝（指定日の出勤あり）　時間／１９時～２３時

【短期・夜間】データ入力（熊本駅前）　ご応募はお早めに　！

錆0120‐450‐752

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

資　格／大型運転免許・未経験者歓迎
※大型免許を持たない方でも取る予定のある
方（もしくは取る意思のある方）はお気軽にご相
談ください（免許取得補助制度あり）。

給　与／日給８,５００円＋諸手当　※月収２８万円可
勤務地／熊本市北区四方寄または南区南高江
休　日／週休２日制（年間変形労働、原則日曜は休み）
応　募／担当者までお電話ください。
《大牟田市、玉名市等にも関連工場があり勤務可能です》

～～有明生コン㈱グループ　ホームページ～～
http://ariake-syoji.mydns.jp/concrete/

アサノ有明生コン㈱北部工場
〒８６１‐５５１５　熊本市北区四方寄７６２

緯096‐248‐1727（担当：松原）

ミキサー車運転手募集
期間／１０月中旬～１１月下旬　場所／大江（ゆめタウン大江そば）
時給／研修７４０円、本稼働９５０円

※過去３年間の経験者は時給５０円加算 ！　駐輪場有り
休日／土日祝（指定日の出勤あり）　時間／９時～１８時　ＰＣ操作なし

【短期・フルタイム】書類点検（大江）　ご応募はお早めに ！

錆0120‐450‐752

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

期間／研修　１０/１９・２４～２６　本稼働　１０/２７～１１/２３
時給／研修７４０円（２２時以降９２５円）、本稼働９００円（２２時以降１,１２５円）
※交通費５００円/日を支給、過去３年間の経験者は時給５０円加算
休日／土日祝（指定日の出勤あり）　時間／１９時～２３時　ＰＣ操作なし

【短期・夜間】書類点検（大江）　ご応募はお早めに　！

錆0120‐450‐752

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

材料の検査・計量などの簡単楽チン作業！短期２ヶ月ＯＫ　！
時給／１,１００円★深夜２２時～翌５時までは時給１,３７５円　！
勤務地／大津町高尾野※大津道の駅より車で８分　休日／土日祝
時間／Ａ９～１７時Ｂ１７～２５時Ｃ２５～９時日勤～夜勤選択可　！

４０・５０・６０代歓迎◇健康食品の製造

錆0120‐011‐017　求人番号Ｚ００１８６８

株式会社　総合プラント
熊本県菊池郡大津町杉水下岩迫１１４６‐１（大津営業所）

放課後児童クラブ支援員募集

１２月末迄の仕事です。短期の仕事は人気の為お急ぎ下さい　！
勤務先／熊本市南区城南町　時給／１,２００円
時間／８：３０～１７：３０　５：５０～１４：２０　１２：２０～２０：５０
２０：５０～翌５：２０　交替制　土日休み・交通費有・制服貸与

食品製造に伴う諸業務

緯096‐214‐5710

株式会社　アヴェイル
上益城郡益城町田原１１５５‐８

窓口対応・電話応対・事務補助ほか　期間/１０月～H３０年３/３１（４・１０月更新制）
場所/市総合体育館、浜線健康パーク、水前寺野球場・競技場、南部総合SC、アクア
ドーム　日給/６,２４０円（８h勤務）交通費（条件あり）　資格/PC操作、指導に関する資格
取得者・泳げる方歓迎　応募/履歴書を総務課へ郵送または持参◎書類選考後面接

公共スポーツ施設の事務・管理補助

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

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

期間／１１月２９日水迄　勤務地／熊本県上益城郡嘉島町イオンモール熊本特設会場
時給／９５０円　時間／公演時間に準ずる　応相談　
待遇／交通費実費支給（月に１５,０００円まで）　休憩時間／平日・土４５分　日・祝１時間
備考／土日祝のみ、平日のみもＯＫ　高校生、大学生ＯＫ　２０～４０代活躍中。詳細面接

サーカス会場での接客スタッフ急募！！

緯096‐237‐0405（担当/松本）

木下大サーカス熊本公演事務局
熊本県上益城郡嘉島町　イオンモール熊本特設会場

内　容/投票所付近での出口アンケート調査（経験不問）
種　類/当日調査（委託）　調査日/１０/２２日
時　間/７：００～１７：５０
時　給/１,３００円　※実働８ｈ以降１,６２５円
活動費/１日２,５００円（別途支給）
勤務地/熊本県内の各投票所４ヶ所（場所は応相談）
その他/事前研修あり

①１０/１５日１４：００～１６：３０②１０/１７火１９：１５～２１：４５
①または②いずれかにご参加頂ける方
携帯お持ちの方。自家用車を使ってのお仕事です。

応　募/随時募集（まずはお電話下さい）

熊本市中央区花畑町４‐７朝日新聞第一生命ビル６F
錆0120‐707‐707　緯096‐311‐7211（玉井・野崎）

選挙の出口調査のお仕事です！

パソナ・熊本（派１３‐３０４６７４）

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　！
内　容／受付・案内、会計、カウンセラー等　
時　間／１０：００～１９：００
給　与／固定給１５５,０００～１６５,０００円　他残業手当等
休　日／週休２日（シフト制）
　　　　年末年始休暇・夏季休暇有
待　遇／昇給有、交通費（当院規定）、賞与年２回、
　　　　各種保険有
資　格／パソコン出来る方　
応　募／まずはお気軽にお電話下さい

共立美容外科熊本
熊本市中央区水道町５‐２１　コスギ不動産水道町ビル５F

緯096‐323‐8021

受付事務全般（カウンセリング係）
教科／国語、数学、英語、理科、看護
給与／本学園給与規定による
応募資格／①大学（または大学院）卒業（修了）または卒

業見込者②有効教員免許取得者または平成
３０年３月３１日までに教員免許状取得見込者

提出書類／①履歴書（常勤・非常勤の希望を明記）②教
員免許状の写し（または教員免許状取得見
込証明書）③自己推薦書　１通（Ａ４サイズ１枚
６００字程度）

応募期間／平成２９年１０月２０日金午後４時まで持参
※郵送の場合は書留等で当日必着

採用期間／平成３０年４月１日～３１年３月３１日
詳細はホームページをご覧ください。

熊本中央高等学校
〒８６０‐８５５８　熊本市中央区内坪井町４‐８

緯096‐354‐2333　http://kasumigakuen.jp/

常勤教諭・非常勤講師

〒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

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　！

勤務地／菊池郡菊陽町
給　与／基本給１７４,０００円～（経験スキルに応じる）
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／入社祝金２０万円支給（規定有）、備品付寮完備（入社後１年間寮費半額）、帰省

旅費支給（入社から１年
間）、社会保険完備、交
通費規定支給、賞与年２
回、制服貸与、住宅・家
族手当、退職金制度、資
格取得促進支援制度

半導体エンジニア（正社員）募集
機械いじりが好きな方にピッタリの仕事　！
半導体を作る装置で使用する消耗部品の定期交換や装置に不具
合が発生した時に修正する仕事です。
研修があるので基礎から覚えられます。

☆異業種からでも中途入社のハンデは一切ありません☆

熊　本
事業所

熊本市北区武蔵ヶ丘１丁目６‐９３

錆0120‐58‐5889

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！

総務・人事・経理など、企業デビュー！


