
下水道施設内の水質管理の仕事です
給与／詳細面談　未経験者も歓迎
待遇／各種保険有、車通勤可
応募／電話連絡後、履歴書持参

下水道施設勤務者募集

中野衛生㈲
菊池郡菊陽町原水５６０１‐６

緯096‐232‐0636

勤務地／植木庁舎近く施設内
時　間／８：００～１７：００
　　　　月１０日～１５日程度勤務
他詳細はＴＥＬ及び面談にて。

清掃スタッフ急募

㈲ナワ環境管理
熊本市北区武蔵ヶ丘９丁目２‐５８
緯096‐337‐6722

業務／会員の送迎
時給／８００～９００円
勤務／１日４～８H　OK
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

販売（事務作業有）　給与/固給１３６,０００円
休日/週休２日（シフト制）
待遇/通勤手当、扶養手当有、賞与年２回、
　　　社会保険、厚生年金、雇用保険他

正社員募集（１名）

アグリパーク豊野
宇城市豊野町山崎５９９

緯0964‐45‐2339

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）

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）

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

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
経験者優遇

時間/９：００～１８：３０（木・土曜１３：３０迄）
給与/当院規定（社会保険完備）
面接/電話連絡後、履歴書持参の上にて

受付・医療事務（正社員）募集

三浦内科クリニック
熊本市中央区中央街１‐２７

緯096‐323‐0732

勤務地/天草市五和町　時給/１,０００円
期間/１月９日～３ヶ月（更新あり）
時間/８：００～１７：００（休憩６０分）
休日/土日祝　※交通費支給（日額２００円）

食品製造工場内軽作業

株式会社九信ワーカーズ
熊本市中央区上水前寺２丁目２‐３‐３F
緯096‐213‐7705

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
５０歳位迄　日勤のみ　未経験者歓迎
病児保育「みらい」併設
勤務時間は応相談
応募／ハローワーク参照

保育士・臨床検査技師

にのみやクリニック
熊本市中央区帯山２丁目１２‐１０
緯096‐381‐8766

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

勤務地／益城町惣領神社そば　時間／６：００～
１５：００・１０：００～１８：３０（実働７.５ｈ）　時給／７５０
～９５０円　休日／月に（準）７日・（パ）１５日程度
詳細面談　お気軽にお問い合わせ下さい

給食調理（準社員・パート）

㈱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）

場所/植木町社員食堂　※①のみ調理経験者
時間/①７：００～１５：００（７ｈ）②８：３０～１４：３０（５.５ｈ）
時給/①８３０～９００円②８００円　休日/月８～１０日
待遇/①社保完備②雇用保険・交通費・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

勤務地／香田整形外科医院（嘉島町北甘木）
時間／６：３０～１５：００・９：３０～１８：００（実働７.５ｈ）
時給／７５０～８５０円　休日／月に（準）７～９日・
（パ）１３～１５日程度　お気軽にお問い合わせ下さい

給食調理（準社員・パート）

㈱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）

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）

デイケア経験者優遇
時給／８５０～９００円　処遇改善手当あり
時間／８：３０～１７：００（週３日位）半日勤務も可
日曜定休　まずはお気軽にお電話下さい！！

デイケア介護職（パート）

デイケアセンター鶴羽田
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

◎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）
勤務地／熊本健康管理センター
給　与／当社規定　詳細面談
経験者・資格保持者優遇　夜勤有り
※お気軽にお問い合わせください。

設備保守・点検業務　正社員募集

株式会社ＢＫＮ
中央区神水２丁目９‐５北野ビル４階
緯096‐382‐6722（担当/岩村）

場所/宇土市大手工場内　時給/８００円
時間/８：３０～１３：３０・９：００～１４：００（交替制）
休日/月８～１０日・年末年始・お盆休み有
待遇/雇用保険・交通費付・制服貸与

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

場所/東区新南部（幼稚園内）※調理経験者
時間/６：００～１２：４５（実働６ｈ）　時給/８３０～９００円
休日/日祝・年末年始※土曜は月１回程度出勤
待遇/雇用保険・交通費付・食事補助有・制服貸与

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

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

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・パ）

下田内科クリニック
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

勤務地/中央区二の丸　時給/８００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）

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

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

勤務地／済生会熊本病院内売店
時間／７：００～１２：３０（５h）か１５：００（７h）
時給／７５０円　別途交通費あり※社保完
応募／電話後、面接　休日／土・日・祝

ベーカリーとお弁当販売（パート）

済生会熊本福祉センター
熊本市南区内田町３５６０‐１

緯096‐223‐3330（担当/カナザキ）

一般事務（ＰＣでの資料作成等）
週３日勤務（１日６時間程度・応相談）
給与／大学規定による
応募／履歴書郵送

大学事務（パート）

熊本大学分子遺伝学
〒８６０‐８５５６　熊本市中央区本荘１‐１‐１
緯096‐373‐5142

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／８２５円（夜間１,０３１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

勤務地/中央区南熊本　時給/８００円
勤務時間/７時～１２時（週２回程１６時迄勤務）
車通勤可　日・祝休み
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）

勤務地/上益城郡山都町　時給/８００円
勤務時間/８：３０～１７：３０
車通勤可　週休２日（曜日選択可能）
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）

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／８２５円（２２時～５時は１,０３１円）
時間／２１時～翌７時　月１０日程度

ＧＳ夜間専門スタッフ

㈲木下石油セルフ玉名店
玉名市岱明町開田４１７‐１

緯0968‐57‐1138

勤務/水道町１４‐１（メルパルク熊本内社員食堂）
時間/９～１５時（休憩３０分）　週休２日（シフト制）
時給/８２０円～　待遇/制服貸与、交通費規定支給
応募/電話連絡後写真付履歴をご持参ください

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

勤務/宇土市水町　時間/９：００～１５：００（実働５h）
時間/７８０円～　休日/シフト制（完全週休２日）
待遇/制服貸与、交通費規定支給　
応募/電話連絡後写真付履歴をご持参ください

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

勤務地/北区麻生田　時給/７５０円
勤務時間/８：００～１０：３０
車通勤可　日・祝休み
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）

時　間／１７：００～２４：００
時　給／８００円
出勤日／３日に１日
◎まずはお気軽にお電話下さい

無線従事者（パートタイマー）

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

勤務地／熊本空港内
時給／１,０５０円＋交通費（規定有）
時間／シフト制・土日出勤できる方
すぐに勤務ができて、接客が好きな方

【急募】売店・喫茶スタッフ

㈱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（月から受付担当/西野）

①常勤９：００～１８：３０（週４０Ｈシフト）社保・
厚生年金完備②パート９：００～１２：３０（週５
日程度）リハビリ室での仕事の補助
※詳細は面談にて　電話後履歴書郵送

①医療事務②リハビリ助手

ふくだ整形外科
上益城郡益城町馬水８０５

緯096‐286‐7391（担当/福田）

勤務地/菊池市大手企業内食堂
① 週２～３日 ② 週５日　時 給/７６０～
７８０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

形態／パート（月・水・金勤務）
時間／８：３０～１７：００（休憩１.５時間）
時給／８００～１,０００円　年齢／不問
詳細相談に応じます　まずはお電話を

受付・医療事務急募

中嶋内科
熊本市北区硯川町１１３４（西里保育園そば）
緯096‐245‐0005（担当/中嶋）

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

谷脇ビル
熊本市中央区下通１‐７‐１８

緯096‐322‐2211

年末ギフト　１１/１～１２/２８日まで短期
勤務地／御船町（サントリー工場近く）
時給／１,１００円＋交通費（規定有）
時間／①９：００～１８：００②１０：００～１８：００

①箱詰・梱包②製造補助

㈱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（月から受付担当/西野）

ギフト商品のピッキング作業と伝票整理　期間/　
１１/２５～１２/２５　時給/８５０円　時間/９：００～１７：００　休
憩６０分　資格/高卒以上、自転車・原付での通勤が可
能な方　面接/電話後、写真付履歴書持参又は郵送

お歳暮アルバイト募集

㈱鶴屋百貨店商品センター
〒８６２‐０９６２　熊本市南区田迎５‐１６‐１６
緯096‐379‐1515　担当/村上

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）

時間/７：００～１７：００
時給/７５０円
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

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）

空港内カフェでの接客
時給／９００円＋交通費　時間／６時～
２１時（内８時間）　休日／シフト制
年齢／４０代まで　※有給・社保完備 ！

接客スタッフ急募

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／中央区安政町（鶴屋さん近く）
時間／１０：００～１７：００　時給／１,１００円
交通費支給　クルマ通勤可能
週１日から可能　まずはお電話下さい

医療事務　パート

駕町太田皮ふ科
熊本市中央区安政町５‐１５

緯096‐211‐0200

調理スタッフ急募（パート）　扶養内相談可

緯096‐378‐1822

医療法人しみず会　しみず整形外科内科クリニック
熊本市南区出仲間６丁目１１番１号

仕事内容／入院患者様への食事提供業務※資格・年齢不問
時給／７５０～８００円＋通勤手当１日１６５円（月５,０００円迄）
時間／７：００～１４：００（休憩４５分）・１４：００～１９：００（休憩１５分）
　　　週４～５日程度（シフト制）　制服貸与・朝食付き

期　間／１１/１～１２/２０までの３１日間
時　間／９：３０～１６：３０の６ｈ
勤務地／熊本駅近く　ＰＣ入力・電話応対
時　給／８５０円＋交通費　休日／土日祝

調査票入力事務

㈱グッドスタッフ
東区新南部４‐７‐３８「OMビル」４F
緯096‐213‐0051

時給／８００円＋交通費
曜日・日数・時間等面談
応募／電話後履歴書持参

緯096‐362‐3089
緯090‐5724‐2454

掃除・洗濯・除草

清藤
熊本市中央区新大江２‐２７‐１３

雇用形態／正職員
給与／基本給１５万円～　

経験に応じて
年齢／６０歳まで
待遇／資格手当　５,０００円～

精勤手当　５,０００円
通勤手当　距離に応じて
昇給あり、賞与年２回
有給あり、社会保険あり

時間／８：３０～１８：００（休憩１.５h）
紙カルテ経験者の方優遇

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

医療事務（受付）募集
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

時給／１,５００円～２,０００円（交通費支給）
時間／１６：３０～１８：３０（火曜・木曜）
資格／珠算検定２級以上、ブランクＯＫ
勤務地／慶応スクール須屋校

子供そろばん教室講師

慶応スクール
合志市須屋１９２１‐２

緯096‐346‐1321

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／まずはお気軽にお問合せください
㈱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）

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※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

勤務地／宇城市松橋町古保山３４６６　※マイカー通勤可（無料駐車場有）
時給／８５０円　待遇／社会保険完備、交通費月２万円迄支給
時間／８：３０～１７：３０（休憩６０分）　休日／週休２日制（土日）、祝他
応募／まずはお気軽にお電話ください。面接は現地にて。

自販機の整備作業（パート）

緯092‐651‐7180　採用担当/増田・梶山

コカ・コーラウエスト販売機器サービス株式会社
〒８１２‐８６５０　福岡市東区箱崎７‐９‐６６

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　！

職種／洗浄・清掃作業
勤務地／熊本市中央区本荘
給与／時給８００円
資格／不問
勤務／９：００～１６：００
休日／土・日・祝・他
通勤手当／当社規定による
賞与／年２回寸志程度
履歴書送付先／下記住所
◎まずはお電話ください。
（人事担当／垣本）
面接／書類選考後、後日連絡

九動株式会社
〒８４１‐００７５　鳥栖市立石町惣楽８８３‐１
緯0942‐82‐6519㈹

パートさん急募

社会福祉法人　健成会
熊本市南区御幸笛田６丁目７‐４１

緯096‐379‐3666（担当/岩切、蒲池）

内　容／熊本市南区を中心とした居宅でのケアマネ業務
給　与／①基本給１９万円～２５万円（居宅経験者優遇）

②時給１,０００円～１,２００円
勤務日／月～土（週休２日、月９日休み）
時　間／８：３０～１７：３０（パート相談可）
休　日／年間１０７日、リフレッシュ休暇３日　等
資　格／介護支援専門員、普通運転免許（ＡＴ
限定可）　待　遇／各種保険完備、賞与年２回、
昇給有、退職金制度有、永年勤続表彰有、和楽（食事・トレーニン
グ・温泉）職員割引制度有　その他／施設ケアマネ、介護職員
等も募集中 ！　試用期間（３カ月）終了後、報奨金支給あり ！

居宅介護事業所「みゆきの里」で一緒に働きませんか？
お気軽に、お電話ください。

急募　！　居宅ケアマネジャー①正職員②パート
仕事内容／先輩について現場に行き指示に従って仕事を進めるので

未経験でも構いません
給　　与／当社規定
時　　間／８：００～１７：３０
休　　日／日曜日・第２土曜日
　　　　　その他休日有
資　　格／要普通免許　高卒以上
　　　　　高所作業できる方
　　　　　資格・年齢・経験不問
待　　遇／昇給年１回　賞与年２回
　　　　　各種保険完備　制服貸与
　　　　　永年勤続報奨金有
応　　募／電話連絡後、履歴書をご持参ください。
事業内容／住宅建設工事、一般木造住宅新築・増改築工事、店舗新・改

装工事・マンション・公共施設・一般住宅の耐震補強工事

◎左官職・内装職同時募集◎
（詳細は面談にて）

待遇面も充実しています！

山久建設株式会社 熊本市北区四方寄町755番地

緯096‐245‐2511（平日9～17時迄受付）

業務拡大に伴い正社員募集〈現場監督・作業員〉

☆未経験でも安心して働ける
　教育制度があります

＊ホームページもご覧ください＊
http：//www.yamakyu.co.jp

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

職　　種／学校事務
雇用条件／嘱託１年の２回更新後、３年目に正規職員への採用

試験あり。
資　　格／平成３０年３月卒業見込の方（高校卒不可）
　　　　　平成２２年３月以降卒業の方（高校卒可）
　　　　　※長期キャリア形成をはかるため
採　用　日／平成３０年２月１日（予定）・平成３０年４月１日（予定）
給　　与／固給１６１,７００円～（大学卒参考）＋諸手当（経験等

考慮）、賞与（年２回）
勤務時間／月曜～金曜　 ８：３０～１７：３０　配属による交代制勤

務あり 　①８：３０～１７：３０②１２：４５～２１：３０
年間休日数１３０日程度（平成２８年度実績）

学校法人君が淵学園　崇城大学
お問い合わせ 緯096‐326‐3441（法人課N係）

事務職員（学校事務）募集！！
待　　遇／私学共済保険完備
勤　務　地／学校法人君が淵学園・崇城大学
提出書類／履歴書（写真貼付）・卒業証明書（又は卒業見込証

明書）・成績証明書・志望動機書（本学職員を志望
した理由と本学で特に取組みたい仕事：Ａ４用紙１
枚）を１１月１３日月迄（必着）に法人課N係へ郵送
下さい。提出書類は返却致しません。（HP参照）

選考内容／一次選考：書類選考
　　　　　二次選考：筆記試験①・②、課題　
　　　　　　　　　　１２月５日火９：００～
　　　　　最終選考：プレゼンテーション・個人面接　
　　　　　　　　　　１２月１８日月１３：３０～

事業内容／高等教育機関

〒８６０‐００８２ 熊本市西区池田４丁目２２番１号 http://www.sojo-u.ac.jp/

仕事内容／コンクリートの破壊試験の実施、新配合の設計
ほか品質管理全般（ただし、最初の４ケ月は現
場で製造実習を行います）

資　　格／未経験者OK（コンクリート技士歓迎）
給　　与／月固１８～２５万円（経験・資格による）
勤　務　地／八代市港町（旧フェリー乗り場から直ぐ）
休　　日／週休二日制（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。

南九州コンクリート㈱八代本社工場
〒８６６‐００３３　八代市港町２６２‐５７

緯0965‐37‐0124（担当：中城）

コンクリート品質管理係募集

http://ariake-syoji.mydns.jp/concrete/nankyu
ホームページ

高校教職員募集（若干名）

資格／１・２は高校教員免許取得者（見込み可）。④⑨は看護師免許及び高校教員免許
取得者。⑩は司書資格取得者。⑪は中型以上の自動車免許所有者。　待遇／当法人規定
により優遇　採用／平成３０年４月１日付（⑪は平成２９年度中の採用有り。）　応募方法／１・
２の場合、履歴書（写真貼付）と教員免許状写し（卒業見込者は教員免許状取得見込証明
書）を、さらに④⑨は看護師免許状写しを郵送下さい。また、⑩は履歴書（写真貼付）と司
書資格証明書の写し、⑪は履歴書（写真貼付）のみを郵送下さい。（教職員応募書類在中
と封筒表に朱書きして下さい。）　締切日／平成２９年１１月２２日水　※書類選考の上、試験
日・試験内容を連絡致します。※④⑨で高校教員免許を取得されていない場合は、事務
室へご相談下さい。※応募書類は、個人情報保護法により厳重に管理し、返却致しません。

〒８６４‐００３２　熊本県荒尾市増永２２００　http://ariake-hs.ed.jp/
緯0968‐63‐0545　（FAX）0968‐64‐1366

１常勤講師　①数学②英語③福祉④看護　２非常勤講師　⑤国語⑥数学⑦英語⑧地歴⑨看護
３非常勤事務職員　⑩図書司書⑪スクールバス運転士

事務室

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 !
勤務地／①⑤阿蘇郡西原村鳥子３１２‐２　鳥子工業団地内
　　　　②合志市福原１‐１５　R＆Dセンター
　　　　②③④菊池市森北仁田畑１８１２‐２６　Fab２工場
給　与／①③⑤基本給１７０,０００円～３００,０００円
　　　　②基本給１６２,０００円～３００,０００円
　　　　④基本給１４５,５００円～２３３,０００円
時　間／①②③⑤８：３０～１７：３０
　　　　④８：３０～１７：３０・１６：００～翌１：００・
　　　　　０：３０～９：３０　※１年単位
休　日／週休２日制（工場カレンダーによる）
待　遇／通勤手当支給（上限３１,６００円）　車通勤可　
　　　　昇給あり　賞与年２回あり
　　　　雇用・労災・健康保険あり　厚生年金あり
　　　　退職金制度あり（勤続３年以上）
応　募／履歴書・職務経歴書をお送りください。
　　　　書類選考後、面接日時をご案内致します。

テクノデザイン株式会社

正社員募集　経験者優遇

緯096‐279‐4101

①③⑤不問　②④高卒以上
②電機・電子組立または機械の組立の経験
者優遇

④機械加工経験者
　（対話式プログラムまたはＧコードプログ
ラム経験者）

資
　
格

〒８６１‐２４０１
阿蘇郡西原村鳥子３１２‐２　鳥子工業団地内

①②メカトロ組立工
＊産業機械（半導体・液晶・その他）の機械組立・
　試運転調整・検査・据付工事等

③検査員
＊測定器を使用しての精密部品の検査・品質管理

④機械加工機オペレーター
＊精密部品（半導体製造装置用の部品）の製造・
　マシニングセンター（森精機製、マザック製）の
　オペレーター・NC旋盤のオペレーター

⑤購買業務員
＊購買業務・電話対応・伝票検収業務・部品見積り・
　発注業務・検品業務・部品受入管理業務


