
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）

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）

固給／１２万円＋交通費５千円＋満勤手当５千円
　　　社会保険有　◎年齢・経験不問
勤務／昼１２時～翌昼１２時（２４時間勤務）
　　　（仮眠４時間　朝、昼、夕それぞれ食事１時間）

清掃係

ホテルシャレード
熊本市中央区九品寺１‐９‐５
緯096‐371‐0461

●期間限定　１１/１３～１２/１６●
勤務地／東区　時給／１,０００円
時間／８：３０～１７：３０　休日／週休２日
◎最大重量１５㎏程度◎

お肉のカット・荷卸

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

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

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）

㈱熊本駅構内タクシー
熊本市西区田崎本町８‐３０

緯096‐352‐4325（２４時間受付）

〔正社員・パート〕
パート：１７時～２２時・７時～１３時等応相談
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

無線配車・コールセンター
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

勤務/春日（熊本駅徒歩１０分位）　
フロント業務無　月１０日勤務

※詳細面談　アルバイト可　男女不問

客室清掃

緯096‐322‐1533
緯096‐322‐4751

ホテル　王国
熊本市西区春日４丁目３９‐１８

〔正社員・パート〕　時間／希望時間
内容／総務、管理業務　資格／１８歳～
※エクセル・ワード等の経験者
まずはお電話下さい。詳細面談

事務職員

㈱熊本駅構内タクシー
熊本市西区田崎本町８‐３０

緯096‐352‐4325（２４時間受付）

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

資格/一種免許取得者（免歴３年以上）
        ※２種免許取得費用全額弊社負担
時間/２０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（２４時間受付）

勤務地／中央区花畑町　車通勤ＯＫ
時給／８００円＋早朝手当　休日／交替制
時間／５：００～９：００　交通費規定支給
◎年齢・経験不問　週２日～勤務可

オフィスビル清掃員

ゴトクプロジェクト㈱
福岡市博多区祇園町７‐２０

緯092‐281‐7730（担当/渡辺）

勤務地/益城町福富　車通勤ＯＫ
時給/８００円　交通費規定支給　休日/交替制
時間/７：３０～１１：３０・１２：３０～１６：３０（選択・通し可）
※夜間作業有　◎週２日～勤務可

展示施設日常清掃

ゴトクプロジェクト㈱
福岡市博多区祇園町７‐２０

緯092‐281‐7730（担当/渡辺）

給与／時給７５０円～＋交通費　※月収１３万
円以上可　時間／２１：００～翌７：００　※２２
～翌５時：時給２５％ＵＰ　！　※月１５日程度

緯096‐324‐6155
090‐9571‐7336（担当/清藤）

立体駐車場管理

みずほモータープール　三年坂
熊本市中央区安政町２‐２２

①介護ヘルパー②調理員※未経験可
給与/①正）固定給１７７,０００円～（夜勤込）　パ）時給
８００円～　②正）固定給１６１,２１３円～　パ）時給７５０円～
（５～９時勤務は８００円）　時間/①正）８：３０～１７：３０他
シフト制　②正）９：００～１８：００他　①②ともパ）は応相談
（医）朝日野会　総務課
〒８６１‐８０７２　熊本市北区室園町１２番１０号
緯096‐344‐3000　担当/村田・井野

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

勤務地／ＮＥＷＳ館事務所　時給／８００円
資格／高卒以上、土日祝勤務可能な方
時間／１０：００～１６：００（休憩６０分）※駐輪場完備
面接／電話後履歴書持参下さい。

ＮＥＷＳ館事務スタッフ（アルバイト）

㈱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）

薬剤師①常勤②パート
給与/①年俸制　当院規程②日給２,２００～２,５００円
時間/①８：３０～１７：３０　９：００～１８：００
　　　②８：３０～１７：３０　の内４時間以上
　　　◎土曜のみ・週２～３日可
（医）朝日野会　朝日野総合病院
熊本市北区室園町１２番１０号

緯096‐344‐3000　担当/佐々木・村田

営業（正社員）
待遇／社保完　退職金制度有
給与／当社規定（経験者優遇）
応募／電話連絡後面談

株式会社荒木マリーン
熊本市南区野田１丁目６番２２号
緯096‐357‐0707

福祉用具専門相談員
勤務地/植木町一木　時給/７６０円～＋交通費支給
内容/盛付・提供・洗浄・レジ業務　時間/１０：３０～１６：００
（時間帯応相談）　休日/土日祝（年末年始・ＧＷ等）
待遇/雇用保険・労災完備・食事補助・制服貸与

工場社員食堂での調理補助

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/福里）

職種/販売・包装・品出し他　資格/１８歳以
上（高校生不可）　時給/８００円～月１６日以
上勤務　時間/９：４０～１９：１０（休憩９０分）　
面接/電話後・履歴書（写真付）持参ください

食料品販売スタッフ募集　！

㈱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）

勤務地/益城町福富　車通勤ＯＫ
固給/１７.５～２２万円　交通費規定支給
休日/週２日程度　シフト制　時間/７：３０～
１６：３０※夜間作業有　◎年齢・経験不問

清掃主任候補

ゴトクプロジェクト㈱
福岡市博多区祇園町７‐２０

緯092‐281‐7730（担当/渡辺）

勤務地／中央区平成２丁目　車通勤ＯＫ
時給／８００円　交通費規定支給
休日／交替制　時間／６：００～８：３０
◎年齢・経験不問　週２日～勤務可

フィットネスクラブのオープン前清掃

ゴトクプロジェクト㈱
福岡市博多区祇園町７‐２０

緯092‐281‐7730（担当/渡辺）

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

給与/当社規定による　時間/①７：００～２０：００の
間で８ｈ（早出・遅出有）②９：００～１８：００（応相談）
休日/シフト制　週休２日　②は応相談
応募/詳細は面談にて。　まずはお電話下さい

高看・准看護師①正②パ

小規模多機能型居宅介護事業所　道標
熊本市南区中無田町字御供田６４９‐１
緯096‐245‐6651（担当/北内）

勤務地/水前寺体育館近く
時間/９～１５時の間で２～３時間程度
時給/１,０００円＋交通費　休日/土日祝
応募/電話連絡後履歴書持参下さい。

家事お手伝スタッフ

㈱ゆとりすと
熊本市東区長嶺西１‐６‐８８　１F
緯096‐285‐1083

求む!!　オルカの請求事務経験者
給与/当院規定（ハローワークにてご覧下さい）
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/①東郵便局近く②東区
時間/９～１５時の間で応相談
時給/１,０００円＋交通費　休日/土日祝
応募/電話連絡後履歴書持参下さい。

家事お手伝スタッフ

㈱ゆとりすと
熊本市東区長嶺西１‐６‐８８　１F
緯096‐285‐1083

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３～４日）４ｈ×５日も可
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

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

給与/当社規定による
時間/①正７：００～２０：００の間で８ｈ　パ９：００～

１８：００（応相談）　②１８：００～翌朝９：００
休日/シフト制　週休２日　パートは応相談

①介護職員（正・パ）②夜勤専従（パ）

小規模多機能型居宅介護事業所　道標
熊本市南区中無田町字御供田６４９‐１
緯096‐245‐6651（担当/北内）

勤務地／宇土市（駐車場完備）　期間／１２/１
～１/３１　時間／８：３０～１７：１５　休日／土日祝
時給／８５０円＋交通費　年末年始休暇（１２/２９
～１/３）　※中高年の方も歓迎

市役所事務補助

㈱リフティングブレーン
〒８６１‐８００２　熊本市北区龍田町弓削８１６
緯096‐337‐3253（担当/原）

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

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）　★お料理好きな方★
　　　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

※資格者優遇
給与/固給１７万円～（試用期間１６万円～）
時間/８：３０～１８：００　年齢/２０～４５歳
休日/日祝日、第３、４土曜日（年間休日１００日）

行政書士補助

冨永孝一行政書士事務所
熊本市東区石原１丁目１１番１１号
緯096‐380‐0701

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

◎各コンビニ店配送◎　早朝１：００～６：００迄
資格/要普免　６２歳迄　男女不問
その他、ご相談受付ます　応募/面接随時。
電話後履歴書持参下さい。委細面談。

スポーツ新聞配送

㈲長田進文堂
西区蓮台寺１‐１４‐２５

緯096‐354‐6318

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

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

資格／日商簿記３級以上　※研修制度有
給与／固給１８万円（試用期間１７万円）
時間／８：３０～１８：００　年齢／２０～４５歳
休日／日祝日、第３、４土曜日（年間休日１００日）

会計の入力指導及び入力内容の確認業務

未来開発株式会社　野田照廣税理士事務所
熊本市東区石原１丁目１１番１１号
緯096‐380‐3500

期間/採用～平成３０年３月３１日（４・１０月更新制）　場所/①熊本市子ども文化会館　②健軍文化
ホール　内容/事務所における受付・電話応対・お客様対応・予約処理など　時間/週４０時間（シ
フト制）　休日/週休２日制　日給/６,２４０円（８ｈ/日）　資格/基本的ＰＣ操作が可能な方、文化振興
に興味のある方　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

文化施設のスタッフ募集

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

場所/菊池郡菊陽町の大手工場内社員食堂
時給/７５０円～　時間/９：００～１５：００（実働５時間）
休日/土・日・祝日　待遇/制服貸与、交通費規定
支給　応募/電話後写真付履歴書ご持参下さい

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

経験者優遇！！
未経験者も安心してご応募下さい、調剤事務
研修制度あります。

〒８６０‐００７３　熊本市中央区島崎１‐３２‐８　http://www.ocm-ocm.com/
緯096‐342‐7750（担当/堺）

調剤薬局事務（正社員）募集

勤務地／熊本市内
給　与／固給１３５，０００円～１９０，０００円
時　間／シフト制（週４０時間勤務）
待　遇／社保完、賞与、昇給、車通勤可、通勤

手当支給
応　募／履歴書（写貼）、及び職務経歴書を

送付下さい。

OCM株式会社　なないろ薬局

◎広告制作業務・経験者歓迎★履歴書郵送下さい。書類選考・面接日通知
給与・時間・休日／当社規定による　各種保険完備・各種手当有・交通費支給
※面接にて、詳しい説明やご質問にお答えします。ステージは九州、転勤は
ありません。●フルタイムパートも可（経験者）

Macデザイナー（正社員）急募！！

緯096‐372‐7000（受付担当/吉村）

株式会社　西日本新聞広告社　熊本
〒８６２‐０９７５　熊本市中央区新屋敷１丁目５番１号（大甲橋おりてすぐ）

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　！
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）
◎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／運転手：大型運転免許（未経験者OK）

製造職：不問
　　　（パソコン操作が出来る方が望ましい）

給　与／運転手：日給８,５００円＋諸手当　※月収２８万円可
　　　　製造職：日給８,１００円+諸手当　※月収２５万円可
勤務地／熊本市北区四方寄
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。

～～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096‐245‐1727（担当：松原）

ミキサー車運転手・製造職募集

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

応募資格/①②看護師又は助産師の資格を有する方、若しくは来春資格取得見込みの方
　　　　　③社会福祉士有資格者で実務経験者

採用日/平成３０年４月１日　試験日/平成２９年１２月９日土
応募資格・方法・試験内容・給与等についてはホームページをご参照ください。

正職員/①看護師②助産師③医療ソーシャルワーカー

緯0968‐44‐2185（経営管理課：田尻・福山）

山鹿市民医療センター
山鹿市山鹿５１１

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

自宅で起業 ！　生きがい提案いたします。
高齢化社会のニーズに応える事業です ！　★年齢不問　★子育て世代も多数活躍中 ！

福祉タクシー独立開業説明会　！

■ドライバーは二種免許が必要です。　■ロイヤリティーはありません。
■開業には事業許可書の取得が必要です。〈費用５００,０００円＋運輸局登録免許税３０,０００円〉
■事業用車両〈福祉車両〉購入が必要です。　中古車可。
■店舗は要りません。　◎当日説明資料代金　￥１,０００円　
＊会場準備の為、事前に下記までtel・fax・mailにて予約をお願い致します。
＊お急ぎの方・日程で都合の付かない方は連絡ください。個別説明しています。
＊保証金・権利金・加盟金など不要です。
＊保険代・メーター設置・ボディ塗装・その他備品代は別途かかります。

１１月１１日土　１４：００～１６：００　熊本市ふれあい文化センター　熊本市中央区本荘４丁目６-６
１１月１２日日　１４：００～１６：００　合志市御代志市民センター　　　合志市御代志１６６１‐１６

特定非営利活動法人　日本福祉タクシー協会　九州支部
〒８３９‐０８５２　久留米市高良内町２９０２‐２３　mail:hiratsuka@fukushi-taxi.com　詳しくは…　→　http://kaigo-taxi.x０.com/
tel/fax　緯050‐3642‐7719（担当：平塚高広）　直通　緯090‐5285‐8193（ひらつか）

欠陥住宅の建築を防ぐ検査業務
報酬／回送料金の４０～５０％＋協力金（請負契約の為報酬）
時間／自己申告制（自由に組むことができます）※請負契約
資格／運転免許取得３年以上の方（ＡＴ限定応相談）携帯で

の簡単なメール操作必須。男女未経験の方も歓迎。
過去５年以内で事故、悪質違反歴がない方。

勤地／九州全域・山口県西部
待遇／移動交通費は後日精算

車は、普通車や４ｔトラック、マイクロ等様々あります。
全車陸送保険加入

応募／まずはお気軽にお電話下さい。（土・日も受付可）
　　　受付後会社説明会にご参加下さい。

㈱シーエスライン九州
福岡市博多区空港前２‐５‐４０スカイビル４０１号
緯092‐626‐8398

レンタカーの回送ドライバー電線機材に関わる製造スタッフ

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 !

熊本県トラック協会　企業合同説明会運営事務局
熊本市東区東町４丁目６‐２　http://www.kuma-ta.com

緯096‐369‐3968

運輸・物流産業　企業合同説明会

◎参加無料　◎予約不要　◎服装自由　◎年齢不問

同時開催／無料就職カウンセリングコーナー、無料適性診断コーナー

主催：公益社団法人熊本県トラック協会
後援：熊本労働局・ハローワーク　熊本運輸支局　熊本県

◎ドライバー（近距離・中距離・長距離）、営業職、総務・一般事務、倉庫内作業、
　クレーン・フォークリフト作業、荷役助手などの県内求人企業３０社（予定）
◎大型免許等取得助成制度もあり、現時点で免許が無くてもドライバー
　を目指せます　！
◎雇用保険受給中の方を対象に「参加証明書」を発行します。
◎来場特典としてスタンプラリーでＱＵＯカードを進呈します。

日時／平成２９年１１月２５日土　１２：００～１６：００（受付１１：３０～）
　　◎１２：００～１２：５０は就職活動スタート応援セミナー＆参加企業
　　　１分間ＰＲタイム（各企業の説明会は、１３：００からのスタートです）
会場／グランメッセ熊本２Ｆ　コンベンションホール
対象／どなたでも　！

●●● 公文式教室での生徒指導および運営


