
〔正社員・パート〕　週休二日シフト制
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）

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/天草市佐伊津町　年齢不問
期間/１月９日～３ヶ月（更新あり）
時給/１,０００円　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

給与／固給１８万円～＋諸手当（経験考慮）
資格／要普免（AT不可）　経験者優遇

（能力に応じます） 年齢不問
時間／９：００～１８：００（シフト制）

整備士（見習い可）

㈱ファイブスター
玉名郡玉東町山口３１‐１

緯0968‐85‐2205

勤務地／植木町施設（北区役所近く）
時間／８：００～１７：００
　　　月１５日程度勤務
他詳細はＴＥＬ及び面談にて。

日常清掃スタッフ募集

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

学生服生産の準備・仕分

有限会社　イデア
熊本市北区清水新地４丁目７‐１１

時給/７５０円～＋交通費支給　未経験者歓迎
時間/８：３０～１７：００内実働５ｈ程度（時間・勤務
曜日応相談）　休日/日祝　夏季・冬季・ＧＷ休
暇有　車・バイク通勤可　正社員登用有

緯096‐344‐2258（担当/高見）

路面電車内での接客等、車掌業務（嘱託員）
未経験者歓迎、社会保険あり
申込/詳細は熊本市交通局ホームページをご
覧いただくか、下記までお問い合わせください。

熊本市交通局
熊本市中央区大江５丁目１番４０号
緯096‐361‐5211

市電トラムガイド（車掌）
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/１８勤、２０勤、２１勤等応相談
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）

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

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）

㈱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〕　週休二日シフト制
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

コールセンター（無線配車等）
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

デイケア経験者優遇
時給／８５０～９００円　別途処遇改善手当あり
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）

下田内科クリニック
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

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

職種/販売・包装・品出し他　資格/１８歳以
上（高校生不可）　時給/８５０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・包装スタッフ募集　！

㈱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/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

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
時給／８３０円～＋交通費支給
時間／１４：３０～１８：３０（土曜）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

薬剤師①常勤②パート
給与/①年俸制　当院規程②時給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

求む!!　有床診療所レセプト経験者!!
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

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）

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）

勤務地／宇城市松橋町　時給／７８０円～８００円
時間／８：１５～１２：１５　休日／完全週休２日制
（日・他１日）　待遇／交通費支給・雇用保険付・
車通勤可・制服貸与・食事補助有

施設内洗浄及び配膳

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４階
緯096‐383‐5888

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

九州電力の委託会社で検針等を行う会社です
給与/基本給１６３,０００円～２５３,０００円
資格/高卒上、普免要　３５歳まで　経験不問
※６ヵ月は契約社員　扶養手当以外は同等保障

正社員（社保完備、土日祝休）募集

大一産業㈱　熊本支店
熊本市中央区上水前寺２丁目８‐１
緯096‐382‐4566（担当/泉、村田）

スキルアップ・キャリアアップを
目指す人を募集
来春卒業見込みの学生の方も
歓迎します

勤　務　地／本社
帯山小学校バス停より徒歩５分

業務内容／税理士補助業務
固　定　給／１９０,０００円＋諸手当
勤務時間／８：００～１７：００
休　　日／年間９９日（日曜・祝日・公休）
待　　遇／各種保険完備
応　　募／お気軽にお電話下さい。

受付時間　９：００～１７：００

税理士法人　くまもと税経システム
熊本市中央区帯山４丁目１４‐４９
緯096‐383‐4229

税理士補助スタッフ正社員募集
時給／１,１００円＋交通費　未経験可
時間／７～１３時又は１３～１９時
休日／土日祝　即日～２ヶ月
年齢不問（自家用車持込必須）

（大学研究補助２名）東区月出

㈱TKUヒューマン
熊本市北区徳王１丁目６‐５２　TKUぷらざ２F
緯096‐359‐3412（担当/江里口）

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　！
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）

固給／１２万円＋交通費５千円＋満勤手当５千円
　　　社会保険有　◎男女・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

時給／１,０３０円（２２時以降・８h以上勤務
１,２８７円）　各種保険　車通勤可
時間／９：００～１７：４５　１９：３０～翌４：１５
休日／シフト制　期間／１１/２０～１２/３０

小包の仕分け

㈱TKUヒューマン
熊本市北区徳王１丁目６‐５２　TKUぷらざ２F
緯096‐359‐3412（担当/藤本）

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　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

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）

●慰労金最大６０万円支給します●
時間/８：００～１７：００　２０：００～翌５：００
時給/１,２００円　休日/土日　詳細面談
日勤だけ、夜勤だけの勤務可

工場内作業（南関町）

㈱ヒューマン
上益城郡益城町田原２０８１‐１７

緯096‐214‐5691（担当/坂本）

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　随時面談

正社員　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）

１１月スタート　！　就業開始日は相談可能♪
■内容／書類受付・チェック、書類整理など
■時間／８：３０～１７：１５（休１Ｈ）、残業ナシ
■時給／９００円　☆無料駐車場付き　！

《宇城市》官公庁でのお仕事♪

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

勤務地/北区鶴羽田の病院　時間/６：００～
１９：００の実働７.５ｈ交代制勤務９：００～１４：３０
/１５：００～１９：００のパート　１８：３０～２０：００の
洗浄　時給/８００～９５０円　詳細は面談にて

調理員（フル・パート）洗浄員

㈱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）

勤務地/アパ熊本ホテル内レストラン
給与/①固給１５万～１８万円②時給８００円～１,０００円
時間/５～１１時半迄の５～６時間程度
待遇/社保、交通費（規定有）　休日/シフト制

ホテル①店長候補②パート・アルバイト

モーニングエース九州
熊本市東区小山２丁目２４‐１

緯080‐3952‐1179（担当/安達）

電話による受注業務です
８時～２０時までの間で３時間以上
週２日出勤から可　時給／９００円
☆未経験歓迎！　研修有

光の森での電話オペレーター

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

◎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
資格／１８歳～　人数／数名　給与／①基本給２４万円以上
（経験者３０万円以上）②③１８万円以上　各種保険有
時間／８：００～１８：００（応相談）　◎土日できる方、経験者歓
迎、未経験も可　応募／Tel後履歴書持参

①支配人　②フロント事務　③管理

緯096‐352‐3001（進実商事）

熊本益城カントリー倶楽部
上益城郡益城町小池３４８３

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

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

勤務地／①城南総合スポーツセンター２Ｆ
　トレーニング室（熊本市南区城南町舞原）
②熊本市夢もやい館（熊本市北区楠）
③熊本市城南児童館（熊本市南区城南町舞原）

業務内容／①②受付・来館者対応、トレーニング指導、
　　運動教室の実施、パソコン操作
③受付・来館者対応、イベント等の実施

給与／①②固給１５５,０００円～２３０,０００円
　　　③固給１６０,０００円～１８０,０００円
資格／①②健康運動指導士・健康運動実践指導者ほか
　　　　　スポーツ指導資格
　　　③保育士・幼稚園教諭
応募／履歴書を本社へ郵送。書類選考後面接
　　　詳細はお問い合わせください。

㈱パブリックビジネスジャパン
〒８６０‐０８３４　熊本市南区江越１丁目１４‐１０‐２F
緯096‐237‐7266

公共施設スタッフ（①②運動指導員・③保育士）募集
教科／常勤講師：国語　非常勤講師：理科・英語・情報
受付／２０１７年１２月８日㈮まで

受付時間：月～金　午前９時～午後４時３０分
応募／詳細についてはホームページでご確認下さい

中学・高校　講師募集

緯096‐364‐6134（担当/関口・村上）

九州学院中学校・高等学校
熊本市中央区大江５‐２‐１　http://www.kyugaku.ed.jp/

勤務地／北区打越町、飛田、室園町　時間／４ｈ～相談可　休日／週２～５日で相談可
時給／介福１,０００円～１,２００円　初任者（ＨＰ２級）９００円～１,１００円　待遇／社保、交通費
見学会◆１１月１７日金１０時～（受付９：４５）有料ヒルズ成城遊水公園（北区打越町４０‐４６）
　　　※有料＆デイが見学可　！　（１時間半程度）　介護度１～２　！　未経験・ブランクＯＫ　！

介護職募集！！　職場見学会開催　！

錆0120‐925‐291（担当/イエイリ）

㈱ツクイスタッフ　熊本支店
熊本市中央区桜町１‐２０　西嶋三井ビル１４階

勤務地／熊本市民会館（熊本市中央区桜町１‐３）　職種／窓口受付スタッフ
条件／コンサートや演劇等に興味のある方・ＰＣ操作のできる方　◎社会保険完備
時間／開館時間内（８：３０～２２：００）の交代シフト制　休日／週休２日制
日給／６,２４０円　通勤手当有（規定による）　期間／平成３０年１月～（６カ月更新制）

熊本市民会館リニューアル　！　受付スタッフ募集　！

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

［正］部品の組立・加工・検品/無期雇用派遣 年内入社の方限定！特別手当新設！
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

セルフガソリンスタンドスタッフ

オリエントコーポレーショングループ

警備スタッフ（正社員）大募集 !!

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　！ワークマン 新店3店舗「経営者」募集

Honda 期間従業員【11月中旬～12月中旬（弊社指定日）に入社可能な方】短期（３ヶ月）希望者も歓迎！
勤務地／①④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
　　　　②③菊池市森北仁田畑１８１２‐２６　Fab２工場
給　与／①④基本給１７０,０００円～３００,０００円
　　　　②基本給１６２,０００円～３００,０００円
　　　　③基本給１４５,５００円～２３３,０００円
時　間／①②④８：３０～１７：３０
　　　　③８：３０～１７：３０・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

①④不問　②③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

③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

④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


