
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）

植物の栽培・実験補助　未経験者ＯＫ
週３日勤務（１日６時間・土日祝日休み）
時給/１,０７２円　植物好きな方歓迎
メールにて応募　sawa@kumamoto-u.ac.jp

植物研究実験補助（パート）

熊本大学（理）澤研究室
熊本市中央区黒髪２‐３９‐１

緯096‐342‐3439

★未経験者でも大丈夫です★
勤務地/荒尾市本井手　車通勤ＯＫ
時間/１１～１８：３０（シフト制）週２日から
時給/８００円～　昇給・報奨金あり

調理パートスタッフ

株式会社夢創作　熊本オフィス
熊本市中央区水道町７‐１６　富士水道町ビル２F
錆0120‐713‐009（採用担当）

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

勤務地／東区新外４丁目６‐１０
給与／当社規定によります。社保完備

経験者優遇します。車通勤可
応募／電話連絡後履歴書持参下さい

調剤薬局事務正社員

新外薬局
熊本市東区新外４丁目６‐１０
緯096‐365‐3344

業務/人間ドック看護師業務
勤務形態/非常勤
勤務時間/８：３０～１４：００（相談可）
給与/時給１,０００円

看護師（人間ドック）

大腸肛門病センター　高野病院
熊本市中央区大江３丁目２番５５号
緯096‐320‐6500

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）

業務/内視鏡洗浄業務
勤務形態/常勤　勤務時間/８：３０～１７：３０
給与/高　卒：固給１３８,４００円～（賞与あり）

短大卒：固給１５７,４００円～（賞与あり）

看護補助（人間ドック）

熊本市中央区大江３丁目２番５５号
緯096‐320‐6500

大腸肛門病センター　高野病院

時給／７５０～９００円　入力業務、電話応対
就業時間については相談可能です
詳細はお電話いただくか
「ふくえん　介護用品」で検索ください

一般事務（パ）

株式会社ふくえん
南区出仲間４丁目２‐４６

緯096‐285‐7586

時給／８００～１,０００円　手摺取付、バリアフ
リー工事　就業時間については相談可能です
詳細はお電話いただくか
「ふくえん　介護リフォーム」で検索ください

介護リフォーム要員（パ）

株式会社ふくえん
南区出仲間４丁目２‐４６

緯096‐285‐7586

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）

職務/病院での看護業務（病棟・デイケア）
時間/８：３０～１７：１５の間の４時間以上
給与/当院の規定による（経験者優遇）
休日/応相談

看護職募集（パート可）

あおば病院
宇城市松橋町萩尾２０３７‐１

緯0964‐32‐7772

勤務地/天草市佐伊津町　６０歳以上可
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

☆クリニック病棟・外来勤務☆
正職員：１名（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

給与／①固給７２,０００円（１日４ｈ～）
②時給８３０円
※詳細は面談にて。

応募／まずはお電話下さい。

①送迎ドライバー②給食係

ルンビニー幼稚園
熊本市南区近見２丁目７番２号
緯096‐354‐1168

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）

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

勤務地／北区龍田
時間／８：００～１７：００・１０：００～１９：３０
時給／９００円～　休日／シフト制
待遇／制服貸与・駐車場有

食器洗浄・調理補助

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

救急外来患者の受付、会計、レセプト業務
時間／準夜担当１６：３０～翌１：００（実働７.５H）
給与／規程月額　※別途準夜加算有。未経験可
１２/１５迄に人事室宛に履歴書郵送下さい

救急外来事務（準職員）１名

済生会熊本病院
〒８６１‐４１９３　熊本市南区近見５‐３‐１
緯096‐351‐8074（人事室・担当長松）

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（正職員）

下田内科クリニック
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

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）

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

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／土日祝　給与／時給８５０～９００
円　年明けからの勤務も可能です。詳細面談

調理事務募集

㈱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）

募集/①正社員②パート　
詳細はハローワークまたは
当院までお電話下さい

正・准看護師

坂口医院
宇城市松橋町松橋４７３

緯0964‐32‐0445

勤務／①外来②病棟３交替
　　　　　　③夜勤専従
給与／詳細は面談にて
応募／電話後履歴書持参

外来・病棟　看護師

熊本内科病院
熊本市中央区手取本町７‐１（鶴屋百貨店隣）
緯096‐356‐5500

月～土曜　勤務地/熊本市西区横手
給与/月固２０万円（通勤）　月固２４万円
（住み込み）　休日/日・年末年始・お盆
三食付　要普免　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）

会社寮の調理補助　給与／①基本給
１３万２千円～（経験等考慮）②時給８００
円　資格／要普免　２５歳～６５歳位迄
※詳細面談　まずはお電話下さい

世話人①正職員②パート募集

プレジャーワーク株式会社
合志市須屋４‐６

緯096‐327‐9151

給与/固給１３０,０００円～１４０,０００円＋レセ
プト手当　５,０００円～１５,０００円　経験不問
時間/詳細は面談の上　休日/日、祝他
応募/電話後写付歴郵送

医療事務　正職員募集

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
緯096‐378‐1822

靴専門店での販売業務
勤務地/光の森　夢タウン内レディース
シューズ専門店 時間/１０時～２２時の間
で８時間 時給/８５０円＋交通費年齢/４０
歳まで☆社保完　！　販売経験者優遇
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

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）

◆４０・５０・６０代の方活躍中の軽作業◆
時給／１,０００円（時間外は１,２５０円）
休日／週休２日シフト制
時間／８～１７時　勤務地／菊池市片角

食品カット・パック詰

㈱総合プラント
熊本県菊池郡大津町杉水下岩追１１４６‐１
錆0120‐011‐017

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

菊池カントリークラブ（菊池市原４９９３‐１）
時給／８００円　時間／８：００～１６：００
実働６.５h　シフト制（週３日程度）
交費給、有給休暇、制服貸与　※現地面接

クラブハウス清掃

㈱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

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。

内　容／①ルート営業：指定得意先への営
業、配送業務

②企画営業：新規取引先への当
社製品の案内、販売

勤務地／南区川尻
給　与／当社規定による

（経験考慮します）
時　間／８：３０～１７：１０
待　遇／社保完備、交通費支給
休　日／日、祝、指定土曜日
資　格／普通自動車免許　パソコン操作が

できる方　お酒が好きな方
応　募／まずは担当者までお電話いたた

ぎ、履歴書を郵送下さい。

熊本市南区川尻４丁目６‐６７

緯096‐357‐9671（担当/前田・佐藤）

営業スタッフ募集（正社員）

資格／製造オペレータ：不問
運転手：大型免許

※大型免許をお持ちでない場合はご相談ください
職務内容／製造オペレータ：生コンプラントの操作

（主としてＰＣの操作です）
運転手：ミキサー車の運転/生コンの配送

（アルバイトなので半日からＯＫ）
給与／製造オペレータ：日給８,０００円＋諸手当（月収２５万円可能）

運転手：半日４,５００円/１日９,０００円（社会保険なし）
勤務地／熊本市北区四方寄または南区南高江
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。

～～有明生コン㈱グループ　ホームページ～～
http://ariake-syoji.mydns.jp/concrete/

アサノ有明生コン株式会社
〒８６１‐４１０６　熊本市南区南高江３‐５５‐１

緯096‐245‐1727（担当/松原）

製造オペレータ（正社員）・運転手（アルバイト）募集
◎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/履歴書を下記へ郵送または持参◎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

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

給与／基本給１５０,０００円～１８０,０００円　勤務地／熊本市内
休日／土日祝・年末年始　待遇／各種保険・賞与・手当あり
業務／小中学校でのパソコン・タブレットの活用支援
◆事務職もあわせて募集　まずはお電話ください◆

学校ＩＣＴ支援員

緯096‐285‐8565

NPO法人アイシーティーサポートスクエア
熊本市中央区水前寺３‐１６‐２　２階

職種／①厨房洗い場　②レストランホール係
時給／①７９０円　②８００円
待遇／シフト勤務制　各種保険完備　ゴルフ未経験者歓迎いたします。

出勤日数、勤務時間相談に応じます。

レストランパートスタッフ募集

PGM㈱チサンカントリークラブ御船
上益城郡御船町高木２７２１‐２　健軍電停から車で１５分
緯096‐282‐3411（内線２）

ソニアキューブ株式会社　熊本コールセンター
熊本市中央区花畑町１‐７　MY熊本ビル３F
緯096‐312‐3090

コールセンター（☆未経験＆短期もＯＫ☆）

仕事内容/①保険相談のためのアポイント取得
②大手コンビニのクレジットカード会員様に向けたご案内

時　給/①９００円～②１,０００円～
　※②土曜日時給５０円UP
　　　日曜日時給１００円UP

時　間/①②９：００～２０：００の間で４h～
休　日/交代制　※時間帯・曜日応相談
待　遇/社保完、交通費規定内支給、社員登用有、

　昇給有、服装自由、扶養内・WワークOK、
　未経験歓迎、研修中の時給①８００円
　②９００円・有資格者１,０００円

応募/年内面接や年明けからの勤務など、お気軽にご相談下さい

《期間限定》
入社祝い金１万円支給☆

＊未経験スタート歓迎
友達同士の応募・面接ＯＫ ！

＊熊本市役所目の前＊マニュアルに沿って話すだけのカンタンなお仕事です ！
週２日～勤務OK ！　シフト自由 ！　短期もＯＫ☆友達同士の応募・面接もＯＫ！ 勤務地／くまもと清陵高等学校

　　　　くまもと清陵高等学校学習センター
資　格／高等学校教員免許
時　間／９時～１８時
休　日／年間１０４日
給　与／基本給１８５,０００円～+諸手当
　　　　諸手当：みなし残業手当２０,０００円、交通費２,０００～１３,０００円、
　　　　　　　　　家族手当、職能手当等

くまもと清陵高等学校・学習センター
熊本市中央区神水１丁目８‐１２（問合せ先）

緯096‐213‐7811（担当／坂口）

常勤講師募集 

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！！

ワークマン 新店３店舗「経営者」募集

新規施設オープンのため正社員１０名募集。新たな職場で
働いてみませんか！　※パートも同時募集中（委細面談）
内　容／利用者の方の身の回りのお世話
勤務地／熊本市北区植木町滴水
給　与／月固１６０,０００円～３００,０００円　※経験等を考慮
条　件／経験者優遇、未経験者可、高卒以上・年齢不問
　　　　介護福祉士またはヘルパー２級以上
　　　　または初任者研修あれば尚可
待　遇／夜勤手当、年末年始手当、扶養手当、車通勤可、

通勤手当（上限あり）、処遇改善加算手当、
昇給あり、健康・厚生・雇用・労災保険、
退職金制度あり（勤続３年以上）

時　間／８：３０～１７：３０　早出・遅出・夜勤あり
　　　　別途時間についてはご相談下さい。
休　日／週休２日制、有給休暇あり
応　募／まずはお電話にてお問合せ下さい。
　　　　面接や履歴書など詳細をお知らせいたします。

医療法人社団郁栄会　サンライズ菱形準備室
〒８６１‐５５２４　熊本市北区硯川町７６８‐１

お問合わせ☎096‐275‐2788（かなこぎ苑/担当：井上・赤星・加川）

２０１８年４月開設予定のグループホームでのお仕事

既存の施設で経験 !
早期に入職できます。

☆未経験者大歓迎☆

平成30年4月
新築オープン ！

グループホーム　サンライズ菱形

●●● 総務・人事・経理など、企業デビュー！

監理技術者募集！ 未経験から始められる日野自動車の仕事

Honda 期間従業員【1月中旬ごろ（弊社指定日）に入社可能な方】短期（３ヶ月間）希望者も歓迎！警備スタッフ（正社員）大募集 !!


