
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 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

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

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
８５０円～　②正）固定給１６２,５００円～　パ）時給８００円～
（５～９時勤務は９００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

勤務地/中央区内坪井町２‐２　※経験不問新卒可
固給/１５万円～　諸手当
時間/９～１８：３０（月火水金土）・９～１３：００木
日祝・木曜午後休、昇給・賞与有　電話後履歴書郵送

行徳眼科
（履歴書郵送先）〒８６０‐００７７　中央区内坪井町２‐２
緯096‐352‐0269（担当/松野）

医療事務
資格／簿記３級以上（採用後取得可）　ＰＣ操
作経験者　時間／８：３０～１７：１５　休日／土
日祝他　給与／時給８５０円、社会保険完備
応募／１１月３０日迄、履歴書持参、送付可

記帳指導職員（パート）

八代市商工会
八代市鏡町内田４６０‐３

緯0965‐52‐8111

調剤薬局事務（正）

あさがお薬局　画図店
東区画図所島１１２‐２（セブン１１うら）

時間/平日９：００～１８：００（土～１３：００）
固給/１７万５,０００～２１万円
応募/電話後履歴書　※有給完全消化
休日/週２日　※経験者優遇

緯096‐334‐7773（担当/遠藤）

受付案内・式典サポート
時間／①１６：００～２２：００内４ｈ②８：００～１６：００内５ｈ
時給／①１,０００円②８４０円　待遇／交通費支給①週１日
から勤務ＯＫ　応募／電話後写真付履歴書持参下さい

献茶パートスタッフ

ユウベルグループ　平安祭典
中央区帯山３丁目２‐１３

緯096‐382‐1000

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
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）

病院のお迎え、電話応対
時間／１７：００～翌８：３０（月間１３日勤務）※昼研修あり
固給／１８３,７５５円　待遇／交通費支給（規定あり）
応募／電話後写真付履歴書持参下さい

夜間搬送契約社員

ユウベルグループ　平安祭典
中央区帯山３丁目２‐１３

緯096‐382‐1000

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/中央区大江（水前寺駅徒歩５分）
時給/１,０００円　交通費規定支給
休日/土日祝、正月等　時間/１４：００～１６：００
◎年齢・経験不問　車通勤ＯＫ

オフィスビル清掃員

ゴトクプロジェクト㈱
福岡市博多区祗園町７‐２０

緯092‐281‐7730（担当/渡辺）

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）

勤務地／東区弓削町　時間／月～金、祝日　８：１５～
１３：００、１３：００～１７：３０（相談）　時給／７５０円～９００円
資格／保育士資格不問　要普通免許
社会福祉法人グリーンコープ

託児所スタッフ募集

子育てサポートセンターぺぺぺぺらん
熊本市北区麻生田１‐２‐２

緯096‐337‐0450

常勤・パート　いずれも募集
常勤は平成３０年１月からでも可。
パートは急募（週５～６日、８：３０～１３：００
又は１３：３０～１８：００）入院なし　委細面談

医療事務・受付（正・パ）

星田内科医院
山鹿市熊入町１２３‐３

緯0968‐44‐6321

初めての方も丁寧に指導します。
勤務地/熊本市西区花園・小島
時給/８００円～　資格者優遇　時間/８：３０
～１５：００　面接/写真付履歴書持参下さい

調理スタッフ募集

㈲スクラム
熊本市東区錦ヶ丘２６‐９

緯096‐367‐0587（担当/人事部）

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）

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）

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
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／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）

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）

内容／市場内運搬・積込
資格／５５歳位迄
時給／１,１００円～　昇給あり
休日／日祝　水休みもあり

鮮魚仲卸　アルバイト募集

有限会社　大石鮮魚
熊本市西区田崎町４８４（田崎市場内）
緯096‐323‐2072

勤務地/合志市（カントリーパークそば）
時給/１,０００円＋交通費
時間/８：００～１７：００　休日/土・日・他
有給休暇・社会保険完備

一般事務（急募）

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

電話アポインター

㈱エコシステム　熊本支店
熊本市中央区桜町２‐１７　第二甲斐田B５F
緯096‐327‐3811（採用担当）

仕事/エコ製品の案内
時給/１,０００円～１,２００円＋褒賞金（現金支給）
時間/１０時～２０時３０分の間で４h以上
待遇/社保・雇用保・交通費１万円迄

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

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）

求む!!　医療事務経験者
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

場所/東区新南部３丁目（幼稚園内）　時間/①６～１４
時（７Ｈ）②８～１３：３０（５Ｈ）時給/①８３０円～②７５０円～
休日/日祝・年末年始、土は月１回程度出勤有　待遇/
①保険一式①②交通費付・食事補助有

①調理員又は栄養士②調理補助パート

栄食メディックス㈱
熊本市中央区水前寺６‐３７‐２１西原ビル４階
緯096‐383‐5888

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

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

場所/北区植木町舞尾社員食堂　休日/交替制
時間/①７：００～１５：００②８：３０～１４：３０・１２：００～
１７：００　時給/①９００円②８３０円　待遇/①保険一
式①②交通費付・食事補助有

①調理員②調理補助パート（男女ＯＫ）

栄食メディックス㈱
熊本市中央区水前寺６‐３７‐２１西原ビル４階
緯096‐383‐5888

勤務地／城南町舞原の老健施設　内容／発
注・帳票整理・調理補助等　時間／９：００～
１５：００（実働５.５ｈ）　休日／月１０日（土日祝他）
給与／時給８５０～９００円　詳細は面談にて

栄養事務募集

㈱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）

給与／当院規定による
休日／４週７.５休制
応募／随時募集
（Ｈ３０.４月以降入職の方も募集中）

看護師募集

熊本整形外科病院
熊本市中央区九品寺１丁目１５‐７
緯096‐366‐3666

給与／固給１８６,２００円～※年齢・経験考慮
時間／８：３０～１７：３０　休日／週休２日制（土
祝シフト制）日曜お休み　資格／福祉用具
専門相談員資格、又は国家資格取得者

福祉用具専門相談員（正社員）

スマイルケア　しょうぶ苑
熊本市東区画図町所島１０３９

緯096‐370‐3939（担当/永野・合志）

職種／建築設計・監理
待遇／詳細面談・各種保険有り
資格／１・２級建築士又はアシスタントから可
※電話後履歴書持参下さい。

建築士急募

㈲ウテナ設計
〒８６１‐８０７２　熊本市北区室園町３‐４８
緯096‐345‐0171

リハビリテーション科の補助看護師
を募集します。

給与／時給１,０００円
年齢／不問
待遇／資格手当

１０,０００円～１５,０００円
通勤手当上限１２,９００円
有給あり。社会保険あり

時間／９：００～１７：００（要相談）
休日／土日祝日休み
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（パート）募集
勤務地/阿蘇　日給/８,０００円
時間/２１：００～翌７：００迄（休憩２ｈ）
◎長期できる方　男女・年齢不問
週１～・ＷワークＯＫ　車通勤可

夜間サポート業務

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

勤務地／植木町（北区役所の近く）の施設
時　間／８：００～１７：００
　　　　月１５日程度の勤務
未経験の方可。詳細はＴＥＬ及び、面談にて。

清掃パートさん募集

緯096‐337‐6722

㈲ナワ環境管理
熊本市北区武蔵ヶ丘９丁目２‐５８

仕事／エコ製品メンテ・販売
資格／要普通免許
給与／１９０,０００円～３００,０００円

研修期間２ヶ月
２５０,０００円
実績に応じて歩合給・
褒賞金

時間／１０時～２０時３０分　
休憩４時間有り

待遇／社用車通勤可・
社保・雇用保

休日／月曜各週休２日
応募／日曜祝日も受付可

下記電話下さい
㈱エコシステム　熊本支店
熊本市中央区桜町２‐１７　第二甲斐田B５F
緯096‐327‐3811（採用担当）

営業メンテナンス正社員
勤務地／大津　日給／８,０００円
時間／７：００～１６：００迄
※交通費支給
◎長期できる方　車通勤可

大麦の収穫作業

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

１２/２８まで◎おかしの包装

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

●孫のためのお年玉かせぎに●
勤務地／北区　時給／９００円
時間／８～１７時または９～１８時
休日／土日　◎２０～６０代男女活躍中

内容／びぷれす熊日会館駐車場（地下）での誘導・精算機操作サポー
ト等　時給／８００円～　諸手当　交通費　各種保険有
時間／日勤：１０：００～１８：３０、１１：００～２０：００　夜勤：１３：３０～６：３０、１８：３０
～１１：３０　休日／週休２日　他　◎未経験者歓迎　◎中高年の方活躍中

ホテル日航熊本　駐車場管理

緯096‐211‐1111代

ホテル日航熊本
熊本市中央区上通町２‐１

業務/大学・高校受付業務他、シフト制
給与/日給５,８９６円（＋夜勤１,０００円/回）～
待遇/各種保険完備、嘱託社員（継続有）
応募/電話後、面接日を通知、経験不問

施設警備員（学校）

ヤマダユニア㈱九州支店
熊本市東区新南部４丁目１‐２１
緯096‐384‐0567

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満載

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。

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）
　　　　　病院薬剤師、放射線技師、在宅支援要員（ケアマネジャー）

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。

［正］部品の組立・加工・検品/無期雇用派遣
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～１,０００円
　　　　※経験、資格により異なります
時　間／平日…１７：３０～２１：３０
休　日／土・日・祝日　他
待　遇／社会保険完備、交通費支給（上限

１.５万円：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）
食材カットや簡単な盛付からスタート
料理好きな方なら未経験ＯＫ　！

人間関係も良く働きやすい職場です◎
内容/病院施設内で病院給食の調理業務です。簡

単なお手伝い（カット・盛付）から一つずつ
教えていきますので未経験の方も安心して
スタートできます◎

勤務地/宇城市民病院　宇城市松橋町豊福
　　　（「豊福」バス停前から徒歩３分）
時間/シフト制　①６：００～１５：１５（休憩７５分）

②８：００～１７：００（休憩１ｈ）
③１０：１５～１９：１５（休憩１ｈ）④８：００～１３：００

時給/９００円～１,０００円　休日/シフト制　待遇/社会
保険完備　車通勤ＯＫ　交通費支給（上限２万円迄）
安田建物管理株式会社
福岡市博多区東比恵３‐５‐３　ワイエムビル
錆0120‐218‐604（担当/佐々木・鈴木）

宇城市民病院の給食調理
お祝金１０万円（Ｈ２９.１２.３１迄当社規定）
内容／携帯電話・スマートフォンやタブレット、

料金プラン等のご提案
資格／高卒以上、経験不問、未経験ＯＫ

既卒者、来春大学卒業予定者も歓迎
勤務地／①宇城②上天草③イオンモール宇城

※配属先は希望考慮
時間／①１０：００～１９：００②１１：００～２０：００

③１０：００～２１：００※シフト制（実働８ｈ）
休日／月９日（シフト制）
固給／１７３,０００円～＋インセンティブ＋手当
待遇／賞年２、昇年１、社保完、交通費規定支給、

車通勤可、制服貸与、社宅制度
各種手当・休暇制度あり

株式会社プラネット・アース
佐賀市駅前中央２‐２‐１０‐２F

錆0120‐70‐3433（人事部　古賀）

ショップスタッフ募集
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　！
教　　科／常　勤：英語・看護（母性）
　　　　　非常勤：国語・看護（実習指導員）
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１１月３０日㈭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

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　！

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！

総務・人事・経理など、企業デビュー！


