
職種/販売・包装・品出し他　資格/１８歳以上
（高校生不可）　時給/９００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／７５０円～８００円＋交通費（全額）
時間／①１３～１８時②１５：３０～２０時
週３日程度勤務　※土日できる方優遇
勤務地／熊本駅内（熊本市西区春日）

おみやげ（からし蓮根）販売スタッフ

おだ商店
宇城市松橋町古保山１２９７‐１
緯0964‐32‐9111

資格/最近５年以内に管理職経験３年
以上　給与等/当団体規定、土日祝休
応募/１２/８迄、履歴書職務経歴書持参
試験/１２/２０実施　論文、面接

団体職員（事務局長）

山都町商工会
上益城郡山都町下市３３

緯0967‐72‐0186

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

時給／７４０円＋交通費（全額）
時間／９：００～　実働６～７時間程度
週３～５日勤務
まずは、お気軽にご連絡下さい。

食品製造スタッフ

おだ商店
宇城市松橋町古保山１２９７‐１
緯0964‐32‐9111

月固/１６５,０００円以上　時間/９：００～１８：００・９：００
～１２：３０木・８：４０～１４：００土　休日/日・祝・お盆
・年末年始　待遇/社保完　交費規定支給　昇１
賞２　残業手当有　お気軽にお電話下さい

薬局医療事務（正社員）

あざりあ薬局
菊池郡大津町室２１０‐７

緯096‐285‐3050（採用担当）

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）

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/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

場内整理・受付業務　日給/６,０００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）

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

時間／９：００～１８：００　休日／土日祝
給与／（月固）２０～５０万円（経験・能力

により優遇）　※社会保険完備
応募／まずはお電話下さい

１・２級建築士募集

㈱日創アーキテクト
熊本市東区長嶺南６丁目８番１号
緯096‐331‐0450

教科／情報処理、ＣＧデザイン
給与／当校規定　勤務地/人吉市
応募／自筆履歴書（写真付）送付
書類選考の上、後日面接日など連絡

講師・来年度

九州技術教育専門学校
人吉市駒井田町２１６‐１２

緯0966‐22‐3412

正　職　員
※詳細はハローワーク又は
当院までご連絡下さい

准看護師募集

桃崎整形外科
上益城郡甲佐町緑町２７５‐２０
緯096‐235‐8111

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）

高校・大学同窓会サポート　学校訪問
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２名

㈱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）

経験者・介護士募集
時給/１,３５０円～　別途処遇改善加算有
地域/北区　東区　合志　植木方面多し
応募/電話後写真付履歴書持参

訪問介護職員（正パ）

（一社）マーメイドドリームス
熊本市北区鶴羽田２‐１０‐２１
緯096‐295‐8756

時給／９００円～１,１００円（研修中８５０円～）
時間／９時～１６時半　休み／日（皆勤手当有り）
５０代まで☆未経験者歓迎　１２月２８日応募締切。
※各保完、車通勤可、有給、事前見学有り

軽作業（北区）

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

時給／９５０円～１,０５０円＋交通費　時間／８：１０～
翌６：００までの交代制※日勤・夜勤のみの固定可
休み／土日祝、年末年始休※有給、事前見学、
研修有り　４０代まで☆３月末迄の勤務です

【短期】軽作業（菊池市七城町）

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

募集／パート　勤務地／和水町（菊水ＩＣ近く）
時間／８：００～１６：３０（応相談）
時給／８００円～　待遇／各種保険完備
資格／商業簿記があれば尚可

経理（年齢不問）

松川商店㈱
玉名郡和水町内田２２３３

緯0968‐86‐4423

業務内容/建築設計図面をＣＡＤにて作成等
給与/固給２０～３０万円（経験、能力による）
時間/９：００～１８：００　休日/土日祝
※社会保険完備　応募/まずはお電話下さい

ＣＡＤオペ募集

㈱日創アーキテクト
熊本市東区長嶺南６丁目８番１号
緯096‐331‐0450

内容/家庭で出来るテープ貼作業
給与/完全歩合制
※集配致します（工場周辺のみ）
詳細は電話にて説明

財布等製造

ナガタ商店
熊本市南区富合町田尻２５０‐１
緯090‐9594‐8330

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）

資格／調理師免許をお持ちの方
勤務／週５日（シフト制）
給与／当社規定　◎賞与あり　各保完
応募／履歴書（写付）を郵送下さい

患者給食調理スタッフ

熊本赤十字病院　人事課
〒８６１－８５２０　熊本市東区長嶺南２丁目１‐１
緯096‐384‐2157

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

年齢／４５～６２歳　給与等／当団体規定
資格／最近５年以内に管理職経験３年以上
応募／１２/８迄に履歴書・職務経歴書持参
　　　（書類選考有）　試験／論文、面接

団体職員（事務局長）

菊池市商工会
菊池市隈府８８４‐１

緯0968‐25‐1131

☆クリニック病棟・外来勤務☆
正職員：夜勤可能な方、パート：若干名
給与/当院規定（ハローワークにてご覧下さい）
委細面談　まずはお気軽にお電話下さい

正・准看護師募集

下田内科クリニック
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

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。

医療事務の経験を活かしたい方!!
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

時給/１,１５０円　社保有
時間/８：３０～１７：３０　土日祝休
資格・男女不問　車通勤可
期間/即日～１年程度

パネル操作２名（合志市）

㈱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）

時給/９００～１,１００円+皆勤５千円
時間/９：００～１６：３０　日休　社保有
未経験者大歓迎　車通勤可
期間/１/２２～８/１０（約７ヶ月）

軽作業４５名募集（北区大窪）

㈱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／①法人運営全般　②放課後児童支援員（学童保育）
給与／①固給１５０,０００円～　②時給８６０円～
時間／①９：００～１８：００　②１３：００～１９：００（４時間程度）
勤務地／大津町、嘉島町　お気軽にお電話下さい

子育て支援ＮＰＯスタッフ募集①職員②パート

緯096‐321‐7002　http://www.ouchi.or.jp

NPOこどもサポート・みんなのおうち
菊池郡大津町陣内１８３３‐５

当方高齢につき現在保有している保険契約を将来引き継げる方
条件／人と接することが好きな方、業務経験なしOK　年齢／２５～４５歳位迄
給与／現在の年収を考慮し優遇（固定２５万円以上）　休日／土日祝（年間休日
１２７日）　時間／９：００～１８：００（休１h）　待遇／社会保険完備、退職金制度あり

事業拡大につき正社員募集（履歴書送付下さい）

緯096‐288‐7162　FAX096‐288‐7209

株式会社フジトミ　熊本営業所
〒８６２‐０９２４　熊本市中央区帯山４‐４５‐１　CPKⅡビル２F

常勤講師／英語、保健体育　採用／２０１８年４月１日
給与／当学園規定　応募／履歴書（写真貼付）、教員免
許状写し、志望理由書を１２月１５日㈮まで必着（午後５時）
※詳細はホームページをご確認ください。

高 校 常 勤 講 師 募 集

緯096‐366‐0128

慶誠高等学校
熊本市中央区大江４‐９‐５８　http://www.keisei-h.ed.jp/

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）
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　！
■■新規登録者限定■■

■入社祝金２万円支給（規定有）■
履歴書不要＆来社不要！
休日の登録会　１２/９㈯
平日夜の登録会　１９：３０～開催中！
◎お気軽にお問い合わせください◎

時　給/９００円～１,０５０円+皆勤５,０００円
時　間/９：００～１６：３０車通勤可、社保有
休　日/日曜日（研修中は土日祝）
期　間/１/２２、２９～８/１０
          （延長の可能性あり）

ランスタッド㈱熊本オフィス
中央区水道町８‐６朝日生命熊本ビル５Ｆ
錆0120‐706‐530

１月スタート　北区・軽作業

平成３０年３月に看護小規模多機能型居宅介護を新規オープンします。

看多機ホーム　湧心苑ふれあい館
〒８６２‐０９４１　熊本市中央区出水１丁目４番２１号

緯096‐366‐4165　担当/友田・荒木

新規オープンにつき看護・介護スタッフ募集
募集職種／①看護師　②准看護師　③介護福祉士　④介護士　⑤夜勤専従パート
給　　　　与／①固定給２１８,０００円～　②固定給１８５,０００円～
　　　　　　　　　　③固定給１８３,０００円～　④固定給１７４,０００円～　⑤日給１２,０００円
　　　　　　　　　　①はオンコール１,５００円/回　③は夜勤手当６,０００円/回
　　　　　　　　　　扶養手当、通勤手当有　賞与３ヵ月分（法人前年度実績）
時　　　　間／日勤８：３０～１７：３０　夜勤１７：００～９：００
年間休日／１０７日
※夜勤のみも可です。勤務形態はご相談ください。

平日のみ可！　ブランク明けの復帰歓迎！
ポスター貼りやデータ入力など簡単な業務からスタート！
給与／時給８９６円＋職能給　※土日祝　時給１００円アップ ！

※試用期間は時給８８１円
時間／８：３０～２１：３０（実働７h、休憩１hあり）

シフト例：８：３０～１６：３０　１３：３０～２１：３０
※月１４４h以内勤務（試用期間１１９ｈ以内）
※時間応相談　早番（８：３０～１６：３０）のみ等OK！！

休日／月１０日程度（シフト制）　※土日休み希望も出せます！
待遇／車通勤OK　交通費支給（全額支給）

年２回ミニボーナスあり　社会保険完備
地域限定社員登用あり（能力による）

応募／お気軽にお電話下さい ！　※web応募もOK！
イオンモールは残業削減に全社で取り組み中♪

上益城郡嘉島町大字上島字長池２２３２
緯096‐235‐2200

販促企画補助　未経験でもＯＫ！

イオンモール㈱　イオンモール熊本

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

未経験から始められる製造スタッフ

資格／免許取得者、来年３月に栄養士養成大学を卒業見込みで管理栄養士試
験を取得見込みの方。　給与／基本給　大学卒１９７,０００円～短大卒１６５,５００円～
待遇／通勤手当・住居手当・時間外手当等、昇１賞２　完全週休２日制、年次有給
２１日（年間）ほか各種制度有。　応募／下記連絡先に電話申込後、応募書類持参。

熊本赤十字病院　管理栄養士

緯096‐384‐2157（人事課直通）

熊本赤十字病院人事課
〒８６１‐８５２０　熊本市東区長嶺南２丁目１‐１

雇用期間／平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日＊契約更新の可能性あり（条件あり）
勤　務　地／県内の高速道路料金所１１ヶ所（八代・八代南・日奈久・松橋・御船・益城熊本空港・益城本線・

熊本・植木・菊水・南関）のいずれか　＊通勤が１時間程度の料金所
勤　　務／①昼夜勤（２４時間交代制勤務）（休憩４時間、仮眠４時間）②日勤③夜勤（休憩１時間）
給　　与／基本給１６３,０００円※別途手当支給　月収１７６,０００円～１８２,０００円可
休　　日／週休２日制（ローテーション）
待　　遇／通勤費実費支給、社会保険完備、正社員登用制度あり、車通勤歓迎、制服貸与
応　　募／電話連絡の上、履歴書（写真添付）を平成２９年１２月２６日火までに、郵送して下さい。

＊履歴書の返却は致しません。予めご了承ください。書類選考の上、試験日と会場を通知します。
採用前研修（６週間）があります。まずは、お気軽にお電話下さい。

西日本高速道路サービス九州株式会社
〒８６９‐４６１６　熊本県八代市川田町西６９１

緯0965‐31‐4115　FAX0965‐31‐4116　受付/平日９：００～１７：００

契約社員募集/高速道路の料金収受業務
【男女共に活躍している職場です】

●●● 総務・人事・経理など、企業デビュー！ Honda期間従業員【12月初旬～１２月中旬（弊社指定日）に入社可能な方】短期（3ヶ月間）希望者も歓迎！

期間／１２月２８・２９・３０日の３日間（１日もしくは２日間の勤務も可）
※１２月２０日からの勤務も可能です

時間／①８：００～１７：００　②０：００～９：００　※実働８.０ｈ
給与／時給①１,０００円　②１,２５０円（深夜勤務手当　含む）
資格／未経験者大歓迎！！　②の勤務は１８歳以上　制服貸与
応募／まずはお気軽にお電話下さい。

熊本プリマ株式会社
菊池市七城町林原１番地

緯0968‐26‐4111（受付/月～土　９：００～１８：００）

短期アルバイト大募集！！（おせち盛付作業等）
未経験者の方など男女問わず大歓迎！！

勤務最終日の終了後にまとめて現金支給いたします！！


