
◆正職員・経験者優遇◆
給与／当院規定による、資格手当有
資格／臨床検査技師
応募／電話連絡後履歴書郵送

にしくまもと病院
南区富合町古閑１０１２（新幹線車庫前）

臨床検査技師

緯096‐358‐1118（担当/山崎）

◆正職員３名募集・パートも可◆
給与／当院規定による　経験者優遇
資格／明るく元気な方、未経験可
応募／電話連絡後履歴書郵送

にしくまもと病院
南区富合町古閑１０１２（新幹線車庫前）
緯096‐358‐1118（担当/山崎）

介護スタッフ
勤務地/龍田・武蔵ヶ丘
時間/８：００～１８：００（応相談）
給与/固給２２０,０００円～
オープンスタッフ募集！！

児童発達支援管理責任者

放課後等デイサービス　くれよん
熊本市北区龍田陳内２丁目４０‐１６
緯096‐339‐3608

教科（高校）／社会　給与／当校規定
資格／高校教員免許
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

非常勤講師募集

九州技術教育専門学校
熊本市中央区細工町５‐３５‐１
緯096‐211‐0181

勤務地/龍田・武蔵ヶ丘
時間/８：００～１８：００（応相談）
給与/固給１９０,０００円～
オープンスタッフ募集！！

保育士・児童指導員

放課後等デイサービス　くれよん
熊本市北区龍田陳内２丁目４０‐１６
緯096‐339‐3608

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

場所／本館６階　期間／１月３１日～２月１４
日　資格／高卒以上（今春卒可）土日も勤
務可の方　時給／８００円～　時間／９：４０～
１９：１０（休憩９０分）　面接／電話下さい。

「駅弁当とうまいもの大会」スタッフ

㈱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）

場所/南区城南町（老健施設）
時 給/８００円 ～　時 間/①７：３０
～１０：３０（３Ｈ）②７：３０～１６：３０
（８Ｈ）③１３：００～１８：３０（５Ｈ）

清掃員（パート）募集

㈲熊本ビルシス
熊本市東区戸島西６‐１０‐２

緯096‐360‐2854

◆正職員・新卒も可◆
給与／当院規定による
資格／簿記・表計算（ＰＣ）
応募／電話連絡後履歴書郵送

にしくまもと病院
南区富合町古閑１０１２（新幹線車庫前）

経理事務

緯096‐358‐1118（担当/山崎）

場所/東区戸島西（本社事務所）
時給/８００円～
時間/８：００～１７：００
休日/シフト制

清掃員（パート）募集

㈲熊本ビルシス
熊本市東区戸島西６‐１０‐２

緯096‐360‐2854

◎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
給与/①固給１６.５～２５万円＋諸手当②（正）固給
１４.５～２２.３万円＋諸手当（パ）時給８５０～１,０００円
時間/①②（正）曜日により異なる②（パ）９～１８時
資格/①自動車整備士３級以上又は経験者

①自動車整備士②店舗スタッフ

ＴＡＸ熊本北部　㈱イマイ・カーサービス
熊本市北区鹿子木町１７３

緯096‐245‐4980

時間／８：００～１７：１５　給与／基本給
１４４,０００円～１７１,９００円　待遇／週休
２日制、社会保険、通勤手当有
※詳細面談。まずはお電話を

支援員（福祉施設）募集

社会福祉法人　愛火の会
合志市野々島２７７４‐４

緯096‐242‐6811

在宅医療における医師の診療補助
時間／①８：３０～１２：３０②１３：３０～１７：００
時給／（パ）１,１００円（常）１,２５０円+諸手当、社保完
応募／非喫煙者　電話後、履歴書郵送

准看護師（常勤・パート）募集

熊本ホームケアクリニック
〒８６２‐０９５４ 熊本市中央区神水１‐１９‐２１
緯096‐387‐2918（担当/職場復帰支援事業部）

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/山鹿市大橋通　時給/８００円
勤務時間/７：３０～１２時、７：３０～１６時
※ローテーション　車通勤可　週４～５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）

職種/言語聴覚士（経験者優遇）
勤務時間/８：３０～１７：００　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）

勤務地/宇土市本町　時給/７５０円
勤務時間/６時～１２時
車通勤可　週４～５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）

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

勤務地/中央区出水　時給/７５０円
勤務時間/８時～１２時、８時～１６時
※ローテーション　車通勤不可　週４～５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／玉名市の大学図書館
本にＩＣタグを貼る関連のお仕事です
平日９：００～１７：００　時給／９００円
期間／２月上旬～３月下旬

図書館作業スタッフ急募　！

ナカバヤシ㈱福岡支店
福岡市東区箱崎ふ頭５‐７‐１１

緯092‐641‐3661（担当/野平）

高校・大学同窓会運営サポート　学校訪問
給与／固給２１万円～＋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）

全国の高校・大学同窓会名簿作成委託
同窓会員へ名簿発行の案内をします
時間/９：００～１５：３０　時給/８４０円～９００円
休日/日・祝・隔週土　交通費、雇用保険

パート　電話案内業務

㈱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）

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。

勤務/平日　８：４０～１８：００（週２～３回）
土　　８：４０～１４：３０（月１回位）

休日/日、祝日　時給/１,０００円～
応募/履歴書郵送の上、面談

からしま小児科
上益城郡嘉島町上島９６１

緯096‐235‐6333

看護師（パート）
時給／１,２００～１,２５０円＋皆勤５千円
時間／９：００～１６：３０　車通可
休日／日のみ　期間／２/５～８/１０
経験・年齢不問　時給大幅UPしました。

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/月・火・水・金　１４時～１８時（週
２～３回）木　８：４０～１２時　土　８：４０～
１４時半（月２回）　時給/８５０円～
応募/お電話下さい。応相談

からしま小児科
上益城郡嘉島町上島９６１

緯096‐235‐6333

医療事務（パート）
時給／１,０００円＋交通費社保有
時間／８：３０～１７：３０　車通勤可
休日／土日祝　３/１～約１年
年齢・経験不問　引継ぎあり

一般事務（水前寺）

㈱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）

時給／１,０５０円＋交通費　社保有
時間／８：３０～１７：３０　車通勤可
休日／土日祝　即日～長期
年齢・経験不問　引継ぎあり

一般事務（菊陽町原水）

㈱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/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

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）

勤務地／中央区花畑町　車通勤ＯＫ　
時給／８００円＋早朝手当　交通費規定支給
時間／５：００～９：００　休日／交替制
◎年齢・経験不問　週２日～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／８３０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～OK

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）

●●● 公文式教室での生徒指導および運営
入社後３ヶ月は契約社員としてプログラミングの研修を受けて、４ヶ月目
からは正社員として実務作業に携わっていただきます（言語Ｃ、Ｃ＃）
給与/時給１,１００円（研修期間中）　※正社員登用後は月固２０万円
時間/９：００～１７：００　待遇/交通費、各種保険完備　応募/書類選考後面接

プログラマー（社員育成採用・未経験者可）

緯096‐386‐2360

㈱テクノクリエイティブ
熊本市中央区神水２丁目９‐１

種別／①公用車②スクールバス　※詳細面談にて　給与／当社規定
時間／①８：３０～１７：１５　②５：３０～１４：３０と１４：３０～２２：３０の二交代制
勤務地／①②熊本市内　阿蘇方面　資格／①②大型免許（①普通免許可）
福利厚生／①②とも社会保険完備 ※業務拡張による人員募集

送迎運転手　募集

緯096‐367‐0553（担当/サカナシ・キシ）

有限会社　ゆうしん
熊本市東区錦ヶ丘２６‐１１

〈①正社員②アルバイト〉ノルマ無＆１０～４０代活躍中
仕事/接客や品出し、コーディネートのアドバイス等
給与/①固給１６０,０００円＋諸手当　②時給８５０円以上
資格/未経験者大歓迎　①高卒以上　②高校生不可
時間/８：４５～２１：１５内で
　　　①実働８時間（シフト制）
　　　②時間帯・日数応相談
待遇/商品割引制度有、有給休暇
　　　交通費規定支給、車通勤可
　　　①賞与年２回、社会保険完備
　　　②正社員登用制度有
休日/①月９～１０日　※交替制
応募/履歴書（写貼）持参下さい。
　　　応募書類不返却（責任破棄）

ハニーズ　天草イオン店
天草市亀場町食場７４０　イオン天草店２F

緯0969‐25‐1575（採用担当）

レディスカジュアルウェア販売
資格／主任介護支援専門員１名　保健師１名
給与／本会規程により　時間／８：３０～１７：１５（月～金）
待遇／各種保険有　応募／電話にて問い合わせ下さい
※詳細は、ホームページの募集案内をご覧ください

宇城市地域包括支援センター職員募集

緯0964‐32‐1316（担当/総務課　川端）

宇城市社会福祉協議会
宇城市不知火町高良２２７３‐１

新築分譲マンション常任管理員募集 !!（熊本市内）

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
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

◎業務拡張の為急募◎　年齢／不問※やる気のある方
給与／固給①３２万円以上②２５万円以上＋歩合　※経験者優遇
休日／週休二日制（水木）　待遇／社会保険・各種保険完備
応募／電話連絡後履歴書持参下さい。詳細は面談にて

〈正社員募集〉①現場管理者②営業職

緯096‐235‐4077（担当/荒瀬）

株式会社カシマホーム
上益城郡嘉島町北甘木２３５６‐１

新規施設オープンのため正社員７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

●●● マンション管理員募集 Honda 期間従業員【１月下旬～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！


