
勤務地/中央区世安町　熊本日日新聞社内
時　間/①７：００～１６：００（７.５ｈ）　７：００～１１：３０（隔週土）
　　　　②７：００～１１：３０（４.５ｈ）
給与/当社規定　詳細は面談の上

清掃スタッフ①正社員②パート

㈲徳臣商事
熊本市中央区世安町１７２

緯096‐361‐3106（担当/原）

勤務地/熊本市城南児童館（ほか指定管
理施設あり）給与/正）月固１７０,０００円～
パ）時給８５０～９００円資格/保育士・幼稚
園教諭　まずはお気軽にお電話下さい

児童館保育士スタッフ

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

★未経験者でも大丈夫です★
時間/①５：１５～１４：００・１０：００～１９：００
②１８：３０～１９：００　時給/①８１０円～※調
理師８５０円～　②７９０円～　◎車通勤ＯＫ

①調理補助②食器洗浄

一般財団法人杏仁会 くまもと青明病院
熊本市中央区渡鹿５丁目１番３７号
緯096‐366‐2291

勤務地/熊本市城南図書館（ほか指定管
理施設あり）給与/正）月固１５５,０００円～
１６０,０００円パ）時給８７０～９００円資格/司書
・司書補　まずはお気軽にお電話下さい

司書スタッフ

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

時給／８５０円　休日／週休２日
時間／８時３０分～１７時１５分残業なし
年齢／不問
詳細は面談にて、まずはお電話を。

看護助手募集（パート可）

医療法人康生会　小柳病院
熊本市東区山ノ神２丁目２‐８

緯096‐369‐3811（担当/宮田）

インターネット他事務　未経験者可
固給／１５万円～（初任給）＋手当　昇給有
賞与／年２回　各保険退職金制度有
勤務／０９：３０～１８：００　土曜、日曜休

事務・正社員　三角町

㈱ノザキ産業
宇城市三角町中村１０４

緯0964‐52‐2516

時給／７５０円
勤務／南区城南町
時間／８：３０～１２：００・１３：００～１７：３０
　　　８：３０～１７：３０　出勤日数相談

施設内清掃

株式会社日本ビルシス
熊本市中央区安政町４‐１９　TM‐１０ビル７階
緯096‐211‐0033

給与／当院規定
時間／８：４５～１７：３０他　夜勤有（相談可）
休日／年間１０８日　※パート可
まずはお電話下さい

准看・介護

（医）　芳仁会　山口病院
熊本市西区田崎３丁目１‐１７
緯096‐356‐0666

◎リハビリを受ける方への補助全般
パート勤務　週４日程度
経験不問　年齢４５歳位迄※学生不可
応募／電話後、履歴書持参　詳細面談

城間整形外科
熊本市西区出町４‐４

緯096‐311‐2800

リハビリ助手募集
◎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

勤務地／人吉市
時間／９：００～１７：００　詳細面談
待遇／昇給有　各種保険完備
応募／履歴書郵送。書類選考後面接

宅建取引士

不動産のウラタ㈱
〒８６８‐００３７　人吉市南泉田町５
緯0966‐22‐2311

勤務地/城東町のホテル社員食堂厨房（盛付・
洗浄・提供）　時給/①②７８０円～③８００円～
時間/①９～１４時②１１～１６時③１６～２１時
待遇/交通費支給、制服貸与、雇保・労災完備

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）

給与/時給１,０００円（研修期間あり）
時間/９：００～１７：００（応相談）
休日/土、日、祝　※年齢不問
応募/まずはお電話下さい

一般事務募集

西日本新聞広告社　熊本
熊本市中央区新屋敷１‐５‐１
緯096‐372‐7000

時間/７：００～１９：００の間で７時間
勤務/済生会みすみ病院内（宇城市三角町）
時給/７４０円～、通勤手当等有
応募/電話連絡後、履歴書郵送又は持参

病院内売店販売員（契約職員）

熊本県済生会　支部事務局
〒８６１‐４３２３　熊本市南区近見５‐３‐１
緯096‐351‐8000（支部事務局総務係）

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

経理事務

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

資格/介護支援専門員
　　　普通自動車運転免許
経験者優遇　初心者の方も可
委細面談　まずはお電話下さい

介護支援専門員（正職員・パート）

（医）黒髪居宅介護支援事務所とも
熊本市中央区黒髪６‐７‐７

緯096‐345‐2252㈹（担当/緒方）

時給／１,０００円＋交通費　社保有
時間／９：３０～１８：３０　車通可
休日／毎週火・水（週休２日）
即日～長期　資格不問　制服貸与

ショールーム受付（玉名市岱明町）

㈱TKUヒューマン
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／９００～１,０５０円＋皆勤５千円
時間／９：００～１６：３０　車通可
休日／日のみ　期間/１/２２or２９～８/１０
経験・年齢不問　締め切り間近 ！

軽作業４５名募集（北区大窪）

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

勤務地/南区会富町　時給/８００円
勤務時間/７時～１２時
車通勤可　週５日勤務
詳細は面談時に説明致します。

病院内清掃スタッフ

クリーンペア九州㈱
東区小山町２２１７‐１

緯096‐389‐5263（担当/磯田）

勤務地/中央区二の丸　時給/８００円
勤務時間/７時～１２時、１３時～１８時
車通勤不可　週６日勤務
詳細は面談時に説明致します。

病院内清掃スタッフ

クリーンペア九州㈱
東区小山町２２１７‐１

緯096‐389‐5263（担当/磯田）

勤務地/菊陽町光の森　時給/８００円
勤務時間/７：００～９：３０
車通勤可　週６日勤務
詳細は面談時に説明致します。

病院内清掃スタッフ

クリーンペア九州㈱
東区小山町２２１７‐１

緯096‐389‐5263（担当/磯田）

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

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）

資格／日商簿記３級以上　パート・在宅可
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

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

正社員・パート・アルバイト
未経験者は指導教育有
給与／当院規定
電話後、履歴書持参

鍼灸師・整体師

やすまる整骨鍼灸院
熊本市北区植木町滴水５００‐２
緯096‐272‐3118

職種/言語聴覚士（経験者優遇）
勤務時間/９：００～１７：３０　４週６休
給与/当院規定　募集/履歴書送付
後面接　院内保育所・職員寮完備

言語聴覚士募集

リハビリテーションセンター　熊本回生会病院
〒８６１‐３１９３ 上益城郡嘉島町鯰１８８０
緯096‐237‐1133（担当　石原・齊藤）

勤務／合志市・大津町（同時募集）
時給／１,０００～１,０５０円＋交通費（長期勤務の方）
時間／８：００～１７：００　休日／土・日・他
制服貸与・有給休暇・各種保険完備

一般事務

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

尾ノ上のバイキングレストラン（土
日祝勤務急募）　時給/８５０円　時間
/相談可　待遇/交通費有　車通勤
可　応募/まず電話でご一報下さい

レストランホール係

ユウベルプラザ
熊本市東区尾ノ上２丁目２１‐１０
緯096‐368‐7777

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）　経験者優遇
　　　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

勤務地/七城町　時給/９００円～
時間/８時半～１７時半　休日/土日祝
年齢/５０代迄　☆社保・有休完備！　簡単
な設計業務があります。※交通費別途

PC入力業務

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

職種/病院給食室の食器洗浄
　　　　　洗浄業務のみで調理業務無し
時間/１７時４５分～２時間半程度勤務
※詳細面談。まずはお電話下さい

食器洗浄（非常勤）

医療法人田中会　武蔵ヶ丘病院
熊本市北区楠７丁目１５‐１

緯096‐339‐1161

時給/８００円＋交通費　時間/６～１９時
（４ｈ～ＯＫ）、曜日相談　勤務地/熊本市
内・八代・宇土・宇城　内容/食事の盛
付きざみ等、初心者可、男女年齢不問

施設内調理補助配膳等

株式会社グッドスタッフ
熊本市東区新南部４丁目７‐３８　４F
緯096‐213‐0051

時間/９：００～１３：００（木・土）　９：００～
１９：００（週２回）　１０：００～１９：００（週２回）
給与/当院規定による
面接/電話後、履歴書持参下さい

松田内科循環器科クリニック
宇土市三拾町１４４‐１（JR宇土駅前）
緯0964‐23‐6555

受付・医療事務（正職員）
業務/調理・調理補助　勤務時間/８
時半～１７時半、６時～１５時、９時半～
１８時半　勤務時間相談可。詳細面談
※まずはお電話下さい

調理員（常勤、非常勤）

医療法人田中会　武蔵ヶ丘病院
熊本市北区楠７丁目１５‐１

緯096‐339‐1161

職種/院内健康増進施設にて健康運動指導
勤務時間/９：００～１７：３０（早出・遅出あり）
４週６休（シフト制）　給与/当院規定　募集/履
歴書送付後面接　院内保育所・職員寮完備

健康運動指導士募集

〒８６１‐３１９３ 上益城郡嘉島町鯰１８８０
緯096‐237‐1133（担当　石原・齊藤）

リハビリテーションセンター　熊本回生会病院

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。

①看護師（病棟勤務）夜勤できる方優遇
給与/基本給　１７万５,０００円～２０万円
待遇/資格手当　１５,０００円～３０,０００円
　　　役職手当　５,０００円～１０,０００円
　　　夜勤手当　９,０００円（１回あたり）
②介護（助手）職員
給与/基本給　１３万５,０００円～１５万円
備考/①、②共通
　　　通勤手当上限１２,９００円
　　　年齢６０代まで
　　　昇給あり、賞与年２回
　　　有給あり、社会保険あり
応募/まずはお電話下さい。
　　　詳細は面談にてご説明します
たかぞえクリニック

上益城郡御船町御船９４８
緯096‐282‐0070

①看護師②介護（助手）職員募集

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 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！

事務アシスタント＆編集補助 電気主任技術者 募集 配送職（ドライバー）［正社員］

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介護スタッフ募集
募集職種／①介護福祉士　②介護士　③夜勤専従パート
給　　　　与／①固定給１８３,０００円～　②固定給１７４,０００円～　③日給１２,０００円
　　　　　　　　　　①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
詳しくはこちらをご覧下さい
　　　　　 http://www.toueikai.or.jp

セルフガソリンスタンドスタッフ

●●● 営業（正社員）・軽作業（契約社員）募集 ●●● 公文式教室での生徒指導および運営

東京で働こう!未経験でも大丈夫◎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

Honda期間従業員【１月中旬～３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！●●● 契約社員大募集


