
勤務／９：００～１７：４５（週１日程度）要相談
給与／時給１,２００円　応募まずは履歴書
をお送りください。内容／吸着剤の製造、
充填、梱包等　　※定年後の方も歓迎

工場内パート募集

日本ピュアテック㈱熊本工場
熊本県上益城郡益城町古閑１１５‐７
緯096‐284‐1068

求む!!　オルカの請求事務経験者
給与/当院規定（入院レセできる方優遇）
時間/８：２０～１７：２０・９：００～１８：００（シフト制）
委細面談、お気軽にお電話下さい　！

医療事務・受付正職員

下田内科クリニック
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

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

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）

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）

時給/８００～８５０円、早出手当あり
時間/早出６：００～１３：００・遅出９：００～１８：００
　　　（週３～４日程度）
　　　面接随時、お気軽にお電話下さい　！

調理員募集

下田内科クリニック
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

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）

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
デイサービスでの介護看護業務です
時間/８：３０～１７：３０、９：１５～１８：１５（夜勤業務あり）
休日/月９日　給与/当社規定による
詳細は面談にて。お気軽にお電話下さい

介護・看護スタッフ

デイサービスセンター太陽
熊本市南区浜口町７６５‐３

緯096‐245‐7351

勤務地/大津町平川　時給/８００円～
勤務時間/９：００～１７：３０
休日/土・日その他☆高齢者歓迎
詳細面談にて　面談随時受付中

工場内軽作業・配達

㈱コスミック熊本出張所
菊池郡大津町平川１４２２‐５

緯096‐294‐5955

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

ドライバー募集（大型・小型）

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）

介護・看護スタッフ

有料老人ホーム太陽　平木橋館
宇土市走潟町４‐１

緯0964‐27‐5923

時 間/６：００～１５：００、７：３０～１６：３０、１０：００～
１９：００、１０：３０～１９：３０（宿直業務あり）　休日/
月９日　給与/当社規定による　勤務時間等詳
細は面談にて相談。お気軽にお電話下さい

雇用形態/①常勤②パート（午前又は
午後）③当直　給与/当院規定　詳細
面談　応募/電話連絡後、歴持面談

看護師、准看護師

医療法人社団　原口会

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

勤務地/熊本市城南地域物産館「火の君マルシェ」
内容/①販売及びレジ②パソコン入力及び電話応対
時給/８００円～（①、②とも）　時間/８時～１９時の間で
５時間、月１００時間程度の勤務

販売スタッフ募集

熊本市城南地域物産館　火の君マルシェ
熊本市南区城南町坂野６５番地１
緯0964‐28‐8831（担当/井）

婦人科（無床）常勤・パート　熊本駅近く
週休２日制（毎週）　※詳細はハローワー
ク熊本・看護協会（ナースセンター）
連絡先／田中洋社会保険労務士事務所

開院３０年２月１日　看護師・医療事務

みやはらレディースクリニック
建設地　熊本市西区春日７丁目３８０‐５
緯096‐380‐6366

◆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）

勤務地/南区野口　未経験者歓迎
給与/固給１６万５千円以上
ＧＰＳ管理による簡単作業
社会保険完備　面接随時受付中

配車係（正社員）

㈲ラッキータクシー
熊本市南区野口２丁目１３‐２３
緯096‐357‐1414

雇用形態/パート　時間等当院規定
給与/当院規定　詳細面談
応募/電話連絡後、歴持面談

調理員

医療法人社団　原口会

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

場所／北区植木町社員食堂
時給／９００円
時間／７：００～１５：００　休日／週休２日
待遇／社保付・交通費付・食事補助有

調理パート募集（男女ＯＫ）

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/宇土市内大手工場内社員食堂
時間/８：３０～１３：３０・９：００～１４：００
時給/８００円　休日/年末年始・お盆
待遇/雇用保険・交通費付

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

給与／時給８００円～（研修期間あり）
時間／１０：００～１７：００（応相談）
休日／土、日、祝　※年齢不問
応募／まずはお電話下さい

経理・一般事務　募集

ホテルサンルート熊本
熊本市中央区下通１‐７‐１８

緯096‐322‐2211

時給/９５０円＋交通費　時間/９時
半～２１時の間で８時間　休み/
土日祝　条件/イラストレーター
経験者☆有給、社会保険完備

フリーペーパー編集業務

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

場所/東区新南部３丁目３‐５１
時間/６：００～１２：４５（実働６ｈ）　時給/８３０円
休日/日祝・年末年始※土は月１回程度出勤
待遇/雇用保険・交通費付・食事補助有

調理パート募集（幼稚園内厨房）

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

女性靴専門店　時給／８５０円＋交通費
時間／１０時～２２時の間で８時間
年齢／４０歳まで
☆週４勤務可能な方。有休社保完備 ！

光の森での接客販売業務

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

アウトソーシング・物流請負業務の
企画、開発及び管理
固給／２０万円～　時間／９：００～１７：２０
休日／日祝・隔週２日　詳細は面談にて。

営業社員募集！

㈱トーヨー物流
熊本市東区画図町下無田１４３２‐２３
緯096‐370‐2881

プラスチック容器の製造

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/１,１５０円＋交通費（上限２万円迄）
８：１０～１７：００・２０：１０～５：００　土日他休み
勤務/菊池市泗水町（道の駅旭志そば）
男女社員１０名募集　※入社祝金有

場内整理・受付業務　時給/８００円　高卒以上
①鶴屋パーキング９：３０～１８：３０
②駐輪場スタッフ７：００～２１：００　駐輪場完備
面接/電話後履歴書（写真付）持参ください。

駐輪場スタッフ募集

㈱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）

時給／８３０円～＋交通費支給
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

時間/①１５：００～００：００②０：００～朝９：００
時給/①９００円～１,０００円②１,２００円
内容/食事配膳・見守り・就寝起床介助　
ヘルパー２級　熊本IC・県民総合運動公園近く

高齢者住宅準夜・夜勤

さくら咲く（朋岳園）
熊本市東区石原２丁目４番１０号
緯096‐213‐3725

ＬＥＤ部品製造（正社員登用有）

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/１,１５０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１５名募集※入社祝金有

勤務地/菊池市大手企業内食堂
① 週２～３日 ② 週５日　時 給/７４０～
７５０円　時間/９：００～１５：３０（４～５.５h）
待遇/交通費・制服有②雇用保険有

☆調理員募集☆

九州食品株式会社
〒８４０‐０８６１　佐賀市嘉瀬町大字中原１９５４‐８
緯0952‐24‐2215

全国の高校大学同窓会名簿作成委託
給与/固給１７０,０００円～　時間/９：００～１７：２０
休日/日祝隔週土・各種保険完備・ＰＣ操作
必須・電話対応経験者優遇

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（担当/タナベ）

物流全般配送業務他（主に軽車輌）
時間／９：００～１７：３０　休日／ローテーション
給与／固定給１６万円～　詳細面談にて。
まずは、お気軽にお電話下さい！

正社員募集！

㈱トーヨー物流
熊本市東区画図町下無田１４３２‐２３
緯096‐370‐2881

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

週３日位の勤務　女子トイレ・更衣室清掃含　勤務地/菊
池カントリークラブ（菊池市市原４９９３‐１）　時間/８：００～
１６：００　実働６.５h　シフト制　時給/７８０円～　資格/車通勤
できる方　待遇/交通費規定支給、有給休暇、制服貸与

クラブハウス清掃（１名）

株式会社トータルメンテナンスジャパン
福岡市博多区博多駅東３‐１‐２９‐７０５号
緯092‐481‐5665（平日９～１８時）福島

全国の高校・大学同窓会名簿作成委託
給与/固定給２０５,０００円～＋歩合、別途手当
時間/９：００～１７：２０　休日/日祝隔週土
普通車免許必須　熊本本社勤務

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）
緯096‐289‐1300（担当/タナベ）

内容／建物内で書類を運ぶお仕事　場所／熊本駅前
期間／研修　１０/２５　本稼働　１０/２６～１２/３
時給／研修　７４０円　本稼働　９００円
時間／研修　１０：００～１８：００　本稼働　９：００～１８：００

短期軽作業（熊本駅前）最終募集　！

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

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９００～１,０５０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　１月迄

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）

時間/勤務時間についてはご相談に応じます。　４日間の研修（研修手当支給）
他　資格/１８歳以上　給与/①フルタイム契約社員（固定給１３３,０００円～１８０,０００
円）②パート社員（時給８００円～１,０００円）　待遇/①は賞与年２回有、各種保険、
交通費支給（上限２５,０００円）①は職務手当１０,５００円、残業手当、資格手当

熊本・宇城地区警備員募集!

緯096‐324‐3318（月～金０９：００～１８：００）

ALSOK熊本株式会社
〒８６０‐００１２　熊本市中央区紺屋今町９‐６　熊本紺屋今町ビル５階

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。

内容／建物内で書類を運ぶお仕事　場所／大江（ゆめタウン大江そば）
期間／研修　１０/２５～２７・３１　本稼働　１１/１～１１/３０
時給／研修　７４０円　本稼働１,２５０円
時間／研修　９：３０～１７：３０　本稼働　９：００～１８：００　＊１１月スタートもあり

電話照会（大江）最終募集　！

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

勤務地／ゆめタウンはません店内
マジックリフォーム
（熊本市南区田井島）

職種／洋服のリフォーム（パート）
　　　※紳士服・婦人服の補正
時間／９：３０～２１：００の間のシフト制
　　　※勤務日・時間応相談
資格／洋裁経験者
給与／時給８００円～
待遇／交通費支給（当社規定有）
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。
お問い合わせはお気軽にどうぞ。

㈱アポロ・サービス
北九州市小倉北区熊本１丁目８‐２２
緯093‐921‐1264

洋服のリフォーム
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／ＪＲ九州熊本総合車両所内

（新幹線富合基地内）
職　種／九州新幹線の車両部品の

メンテナンス業務
資　格／電装業務・在庫管理　経験者求む
時　間／９：００～１７：３５（休憩１時間）
給　与／当社規定による
休　日／年間１１０日

（当社カレンダーによる）
待　遇／社会保険完備、制服貸与、

交通費支給（当社規定による）
応　募／電話後、履歴書（写真付）を

郵送下さい。
（１１月下旬熊本にて面接予定）

株式会社　ケイ・テック
〒８０３‐０８１６北九州市小倉北区金田３丁目１‐１
緯093‐592‐2892

社員募集（若干名）
内容／製造作業員（臨時社員）

外部倉庫作業員（臨時社員）
初心者にも丁寧に指導します

時間／①８：３０～１６：３０
②８：００～１７：００のいずれか

時給／８５０円　賞与（昨年実績３、２ヵ月）
通勤手当有（２㎞以上）

休日／土・日（当社カレンダーによる）
年１１８日

長期休暇有（お盆・正月・ゴールデン
ウィーク）※社会保険完備
契約期間／６ケ月（更新有）
有給休暇／３ケ月後付与
応募／お電話下さい
フジクラプレシジョン㈱

山鹿市鹿本町梶屋７４８
緯0968‐46‐6051

製造（臨時社員）
緑溢れる霊園で働きませんか？

時給／９５０円
時間／９：００～１５：００（休憩１ｈ有）

シフト制、１ヶ月毎に勤務日調整
資格／要普免、経験者歓迎、スキル・

経験不問・先輩スタッフが丁寧
に指導するので未経験でも大
丈夫

待遇／長期勤務できる方大歓迎　！
マイカー通勤可、交通費支給有
（規定有）

応募／電話連絡の上、履歴書郵送
　　　下さい。お問合せも大歓迎　！
事業／霊園事業運営
熊本メモリアルガーデン
菊池郡菊陽町原水３７８６‐１

錆0800‐200‐3326（採用担当）

園内管理スタッフ
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
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　☆庁舎内でのやりがいがあるお仕事です☆

官公庁内施設警備員募集!!

緯096‐354‐1711

東証一部上場　日本管財㈱熊本営業所
熊本市中央区水道町５‐２１　８F

交通センター徒歩３分
内　容／オフィスビルでのビル設備管理業務、

駐車場管理
勤務地／熊本市中央区花畑町
資　格／パソコン入力程度、

経験者は優遇します
時　給／９００円～
時　間／平日…１７：３０～２１：３０

土曜…７：３０～１３：３０
※土曜日勤務については、応相談

休　日／日・祝日　他
待　遇／社会保険完備、交通費支給（上限

１.５万：超過分は１/２支給）
応　募／下記番号へお問い合わせください
㈱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（ア・パ）
勤務地／マジックリフォーム
　　　　イオン大津店
　　　　（菊池郡大津町室１３７）
職種／洋服のリフォーム（パート）
　　　※紳士服・婦人服の補正
時間／９：００～１９：００間のシフト制
　　　※勤務日・時間応相談
資格／洋裁経験者
給与／時給８００円～
待遇／交通費支給（当社規定有）
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。
お問い合わせはお気軽にどうぞ。

㈱アポロサービス
北九州市小倉北区熊本１丁目８‐２２
緯093‐921‐1264

洋服のリフォーム
職種／①水道使用洗車②バッテリー、オイル交換他
給与／時給８００円より＋通勤手当　時間／１０～１７時　※週４日程
待遇／無料社員駐車場有り・制服貸与　経験者優遇
応募／写真付履歴書送付下さい　休日／応相談（土日は出勤）

簡単な車のお仕事　年齢不問

緯096‐378‐2221 求人担当まで

オートバックス熊本浜線
熊本市南区出仲間７丁目１３‐８

動物及び分子生物学実験補助
勤務時間／９時～１７時（応相談）　給与・待遇／大学規定による
応募／随時、履歴書を郵送して下さい。
　　　書類選考後、面接日時等をご連絡いたします。

技術補佐員募集

緯096‐373‐5054（担当/松本）

熊本大学大学院生命科学研究部　分子脳科学分野
熊本市中央区本荘１‐１‐１

Ａコールセンター・無線配車スタッフ　Ｂ事務職員
内容/Ａナビによる全自動方式無線で地理不案内でも大丈夫です
　　　Bエクセル・ワード等の経験者。年齢１８歳～
時間/Ａ①７：００～１３：００②１７：００～２２：００③希望時間　詳細面談

正社員募集

まずはお電話を　緯096‐352‐4325（２４時間受付　人事課）

㈱熊本駅構内タクシー
熊本市西区田崎本町８‐３０

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

スーパー、ドラッグストアなどのお店を回って、アサヒビール社の商品案内・
陳列等のお仕事をマイカーで直行直帰で行って頂きます。

アサヒビール株式会社
〒８１０‐０００１　福岡県福岡市中央区天神１‐１‐１アクロス福岡７F
緯092‐725‐5680　問合先/総務部MS担当

マーケットスタッフ（契約社員）

勤務地／熊本市北区～合志～山鹿周辺
時給／７４０円（扶養の範囲内）
時間／１０：００～１６：００（実働５ｈ）週４日勤務

※支社（熊本市内）出社月１回
休日／土日祝日、夏季・冬季休暇　年次有給休暇
待遇／賞与年２回、昇給、交通費全額支給、外勤手当（１日４ｈ以上勤務

で１,０００円）、残業手当、ガソリン手当、車両手当（８００～１,５００円/
日）、雇用保険・労災保険、マイカー使用

応募／履歴書（写貼）に志望動機を記入の上、職務経歴書とともに１０
月３１日火必着で下記「総務部MS担当」へ郵送して下さい。履
歴書の返送は致しかねます。面接日は追ってご連絡致します。
（場所：熊本市内）※入社研修は福岡市内にて実施致します。

更新最長５年間（試用期間有）
２０１８年から無期化契約社員
への選抜登用制度開始

◎スポーツ施設で働きたい方、大募集!!窓口対応・電話応対・事務補助ほか
期間/採用～平成３０年３月３１日（４・１０月更新制）
場所/熊本市総合体育館・青年会館、浜線健康パーク、南部総合スポーツセ

ンター、アクアドームくまもと、託麻スポーツセンター、水前寺野球
場・競技場

内容/●フロント業務（受付・予約管理等）
●プール管理業務（プール受付・監視等）
●トレーニング室業務（トレーニング受付・指導等）
●スポーツ指導（主催事業の指導や補助等）などがあります

日給/６,２４０円（８h勤務）交通費（条件あり）
資格/PCの基本操作が可能な方、スポーツに興味のある方、
　　　　　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
　　　　　詳細はお問合せ下さい。

（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）

公共スポーツ施設の事務・管理補助
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／熊本市南区南高江または北区四方寄
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㈱本社工場
〒８６１‐４１０６　熊本市南区南高江３‐１‐５５

緯096‐357‐8105（担当：竹内）

ミキサー車運転手募集

勤務地／菊池郡菊陽町
給　与／月給（固定）１７４,０００円～（経験に応じて待遇考慮いたします）
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

期間／採用（１１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）
勤務地／スポーツ施設：熊本市総合体育館・青年会館、浜線健康パーク、南部総合スポーツセンター、

アクアドームくまもと、託麻スポーツセンター、水前寺野球場・競技場
文化施設：熊本市子ども文化会館、健軍文化ホール

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、１０月３１日までに申し込み。
採用試験（１次・２次）／１次試験　平成２９年１１月３日金　２次試験　平成２９年１１月１３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）

公共スポーツ施設・文化施設の契約職員募集ワークマン 新店３店舗 「経営者」募集
医療職の求人・求職のことはなんでもご相談下さい。（登録料は一切無料）
医療専門職募集（県内医療機関求人多数）
資格／各医療専門職

正、准看護師、薬剤師、ＰＴ、ＯＴ、ＳＴ、放射線技師、検査技師、介護福祉士、
ケアマネジャー、医療事務職、病院事務職他

給与・待遇／勤務先の規定による。勤務日、勤務地は相談に応ず。

入職日／相談に応じます（来年１月以降でも可能）

特別募集／看護部長、師長、主任等の経験者（５９歳位迄）
　　　　　病院薬局長（５５歳位迄）

医療福祉人財センター　　　㈱メディカルパートナー・ウィン
熊本市東区東野２丁目７‐２０　http://www.mpwin.jp　厚生労働大臣認可　人財紹介　４３‐ユ‐３０００３７
（お問い合わせ）緯096‐283‐0881　又はE-mail/info@mpwin.jp

※お気軽にお電話下さい。　又はメールで。

●●● 総務･人事･経理など、企業デビュー !
職　　種／①ビール・清涼飲料製造の業務（設備の運転・管理・保全を行なう仕事）

②品質管理業務（製造工程での品質管理・分析、経験者優遇）
③事務職（工場原価管理を主とした経理業務。その他総務・庶務業務含
む※経験、簿記等の有資格者優遇）

勤　務　地／サントリービール㈱九州熊本工場
勤務時間／所定労働時間８時間（職種①は３交替制）
休日休暇／年間１１９日（指定休日制）、年次有給休暇（初年度１０日）
給　　与／経験・技能を考慮し、弊社規定による
待　　遇／昇給年１回　賞与年２回、通勤手当・①は交替勤務手当有
応募方法／履歴書（写真付・メールアドレス・志望職種①②③を必

ず記入）、職務経歴書（経験自己ＰＲ記入）の両方を送付
（受付：１１月２日木曜必着）
書類選考結果は１１月上旬迄に通知し、面接試験は１１月
中旬となります。入社時期は来年１月以降となります。

九州サントリーテクノプロダクツ㈱
〒８６１‐３１０４　熊本県上益城郡嘉島町北甘木４７８

お問い合わせ　緯096‐237‐1115　採用担当K係迄

生産能力増強にともない正社員募集　！ ホンダ 期間従業員【11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 !


