
時間/１８：００～深夜１：００まで７時間
時給/９００円　週２～３日程度
交通費・通勤毎に３００円　食事代　５００円
未経験者、大学生歓迎　まずはお電話で。

店舗スタッフ募集

ファンシードール
熊本市北区龍田弓削２丁目１‐１
緯096‐339‐7820

◎業務拡張の為急募◎　年齢/不問　※やる気の
ある方　固給/３２万円以上　※経験者優遇
休日/週休２日制（水・木）　待遇/社会保険・各種
保険完備　応募/電話後履歴書持参。詳細面談

〈正社員募集〉現場管理者

株式会社カシマホーム
上益城郡嘉島町北甘木２３５６‐１
緯096‐235‐4077（担当/荒瀬）

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

勤務/①週３日②週２日
固給/①２５万円②１７万円
時間/８：３０～１８：００（土曜１２時まで）
応募/お電話下さい。

①正看②准看募集

七川医院
宇土市浦田町１４０

緯0964‐22‐0555

時給/９００円　時間/１２：００～２２：３０（土日
祝）　時間応相談。フル可能な方歓迎
休日/応相談　待遇/交通費支給（上限有）
応募/まずはお気軽にお電話下さい

洗い場スタッフ

四季の丘
〒８６０‐００８３　北区大窪２‐９‐１

緯096‐325‐0025（担当/田中）

食品工場　製造スタッフ

サポートグループ株式会社
熊本市東区西原３‐１‐３５　ONOビル５階
錆0120‐976‐179

給与/時給９００円　※週払い可
時間/８：００～１７：００　勤務地/南区海路口
休日/週休２日（シフト制）
待遇/各種保険完備、無料駐車場有

給与／①固給７２,０００円（１日４ｈ～）
②時給８３０円（パートも可）
※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

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・人吉校

九州技術教育専門学校
人吉市駒井田町２１６‐１２

緯0966‐22‐3412

教科（高校）／社会　給与／当校規定
勤務地／熊本市　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・熊本校

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

●今春卒・第２新卒可●転勤なし
給与/当社規定（研修期間有）
応募/履歴書送付（２月１３日必着）
＊書類選考の上、面接日通知。

広告営業（正社員）

西日本新聞広告社　熊本
〒８６２‐０９７５　中央区新屋敷１‐５‐１
緯096‐372‐7000

在宅医療における医師の診療補助
時間／①８：３０～１２：３０　②１３：３０～１７：００
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）

熊本の特産品の案内業務
時間/９～２１時（５h程）　休日/土日祝
時給/８１０円　１８時以降１,０１３円
未経験・年齢不問　時間・時給応相談

広報スタッフ（ＴＥＬ）募集

株式会社　果宝堂
熊本市東区戸島１丁目８‐１６‐２０１
緯096‐237‐8020（担当/メラ）

勤務地/菊池市大琳寺　時給/８３０円
勤務時間/７時～１２時
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）

大手企業での伝票入力・電話対応等
勤務地/八代市（秀岳館高校近く）車通勤可
時間/８：３０～１６：４５（残業少）　時給/１,１００円
土日休（会社カレンダー）　期間/即～１年間

一般事務（八代市）

㈱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/森本）

勤務地/中央区出水　時給/７５０円
勤務時間/８：３０～１２時、８：３０～１６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/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）

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）

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）

時給／１,２００～１,２５０円＋皆勤５千円
時間／９：００～１６：３０　車通可※締切間近
休日／日のみ　期間／２/１９～８/１０
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）

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）

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）

給与／時給９５４円～＋深夜割増、夜勤手
当、資格手当、通勤手当、昇給賞与有り
※フルタイム職員も募集中です。
　詳細は面談の上。

夜勤介護スタッフ募集

（医）誠真会　グループホームおかもと
玉名市亀甲２５１‐５

緯0968‐74‐2277

勤務地/菊池市大手企業内食堂
①週２～３日②週５日　時給/①７７０円
②８００円　時間/９：００～１５：３０（４～５.５h）
待遇/交通費・制服有②雇用保険有

調理員！

九州食品株式会社
〒８４０‐０８６１　佐賀市嘉瀬町大字中原１９５４‐８
緯0952‐24‐2215

時間／８：３０～１７：３０　休日／土日祝
時給／１,０００円（通勤費別）
勤務地／大津町
出張面接いたします

一般事務（大津）

㈱クリエイティブ有明支店
玉名郡長洲町有明１

緯0968‐78‐4949

業務／会員の送迎
時給／８００～９００円
勤務／週２日～５日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

内容/部品の入出荷伝票処理・ＰＣ入力
時間/９：００～１７：３０
時給/９５０円～
休日/土日　待遇/社保・制服有

事務員募集（宇城市）

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

時給/９００～１,０００円（処遇改善手当、交通費別）
時間/８：３０～１７：００（週３日程度）日曜定休
資格/介護職員初任者研修以上、運転できる方
※介護職未経験の方は時給が変わります

デイケア介護職（パート）２名

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。

☆クリニック病棟・外来勤務☆
常勤：１名　固給２０～２４万円（夜勤手当別途）
パート：若干名　時給／看１,２００円・准１,１００円
詳しくはハローワークにて。お気軽にお電話を

正・准看護師

下田内科クリニック
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

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
給与／１回１.１万円～※回数応相談
応募／電話連絡後履歴書持参面接
イオンモール熊本より車で５分

有料老人ホーム　みのりの家
熊本市南区城南町永１２００

緯090‐4484‐2166（サカエ）

夜勤専門介護職員

内容／損害保険・生命保険代理店業務　勤務／９：００～１８：００　休日／土・
日・祝・年末年始　勤務地／熊本市内・八代・阿蘇・玉名・山鹿・菊池・人吉・
天草　待遇／各種保険完備　給与／固定給２５０,０００円＋諸手当（加算有）
応募／まずはお電話下さい。詳細は面談にてご説明致します。

業務拡大の為、営業スタッフ募集（正社員）

緯096‐211‐5700（担当/田上・清田）

株式会社保険セブン　熊本本店
熊本市中央区九品寺４丁目３‐２　河野ビル２F

世界トップクラスの技術習得ができます。
学会発表や海外での技術指導の実績あり。
英会話授業も無料 ！　◎未経験者大歓迎

九動株式会社
〒８４１‐００７５　佐賀県鳥栖市立石町惣楽８８３‐１
緯0942‐50‐6755㈹

正社員募集

職　種／生殖工学技術者（１名）
給　与／当社給与規定による
資　格／生物系・理系学科卒
勤務地／熊本市中央区本荘
　　　　熊本大学医学部内
待　遇／週休２日制、各種社会保険完備
規程該当者には寮社宅契約費用・引越費用を
会社負担します。

ご不明な点は
下記へお問い
合わせ下さい。

Ａ①レジ、フロア業務②一般事務　Ｂ①レジ②一般事務　給与/Ａ①基本給
１８５,０００～２２５,０００円②基本給１８５,０００～２２５,０００円　Ｂ①時給８７０～１,１７０円②時
給８２０～１,１２０円　時間/Ａ８：００～１８：００　Ｂ８：００～２１：００の間、実働４～８h※応相
談　週休２日　各保完　勤務地/生鮮市場立願寺店・玉東店（ご希望に応じます）

Ａ正社員　Ｂパート　スタッフ募集しています！！

緯0968‐74‐9101（採用担当/木下、東）

栄屋フーズ株式会社
〒８６５‐０００８　熊本県玉名市石貫３７６６

◎データ入力及び書類のチェック、ファイリング等　要PC操作
時間/８：３０～１７：３０（２月迄）、８：００～１７：００（３月～）　休憩６０分
時給/９００円～９５０円　期間/H３０.２.１９～H３０.６.２９　＜２名募集＞
休日/土・日・祝　待遇/社会保険、交通費、車通勤可

急募！　一般事務（派遣）天草郡苓北町

緯092‐522‐7488（受付：採用担当　面接は現地にて）

株式会社メンテック
福岡市中央区高砂２‐６‐２　ニチエイ高砂ビル６階

内容／①窓口対応、書類整理、データ入力等②カウンター業務（英語学習施
設内）③循環バスの運転　給与／①②時給８５０円③時給１,２００円
その他／勤務時間、休日、条件等の詳細はＨＰ採用情報にてご確認ください。
応募／２月１６日（必着）迄に履歴書を法人課へ郵送ください。

学校事務・バス運転手（パート職員）募集

緯096‐326‐3441（直通）

学校法人君が淵学園　崇城大学
〒８６０‐００８２　熊本市西区池田４丁目２２‐１

勤務地／南阿蘇村河陰　　 給与／時給９００円～〈パート・アルバイト〉
時間／１７：００～２１：００（４ｈ）　休日／週３日以上、出勤日等は相談に応じます
その他／ユニホーム貸与、車通勤可（無料駐車場あり）　※面接は現地にて
応募／お気軽にお電話下さい（平日９時～１９時）

保養所レストランホール係募集

緯092‐411‐7287（担当/人事係）

ウオクニ株式会社　福岡支店
〒８１２‐００１２　福岡市博多区博多駅中央街７‐６

教室秘書（教育関連の業務支援担当）他、一般事務
ＰＣ（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ等）できる方
週１５時間以上勤務できる方（応相談）
給与／大学規定による　応募／履歴書を郵送下さい。

大学研究室事務補佐（秘書業務）パート

緯096‐373‐5142　担当/多武（タブ）

熊本大学医学部　分子遺伝学分野
〒８６０‐８５５６　熊本市中央区本荘１‐１‐１

あなたのライフスタイルに合わせて「時短」のご相談も可能です。
キレイ好きが生かせる仕事で福利厚生も充実。お気軽にお電話下さい。
時間/７：３０～１６：００（日曜・週１回半日休）　休憩あり、日数・時間など応相談
時給/７５０～８００円　賞与年２、通勤手当他　待遇/各保完、有給有、車通勤可、制服貸与

クリーンスタッフ（パート）募集

緯096‐378‐0345（担当/永田）

熊本循環器科病院
熊本市南区御幸笛田２‐１５‐６

資　格／製造オペ：不問
　　　　運転手：大型運転免許（未経験者OK）
給　与／製造オペ：日給８,１００円+諸手当　※月収２５万円可
　　　　運転手：日給８,５００円＋諸手当　※月収２８万円可
勤務地／熊本市北区四方寄
休　日／週休２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㈱北部工場
〒８６１‐５５１５　熊本市北区四方寄７６２

緯096‐245‐1727（担当：松原）

製造オペレータ・大型運転手募集 製造職 技術職 正社員募集 ワークマン 新店3店舗 「経営者」募集
業務内容/①フロント業務、施設管理等
　　　　　②調理補助、フロント業務補助等
時　　間/①②とも５：３０～１２：００、１５：００～２３：３０
　　　　　上記の時間内で実働８時間勤務
休　　日/週休２日制（ただし、基本的に土日勤務）
給　　与/基本給①１４万～１８万円　②１３．５万～１５万円
　　　　　賞与：４カ月/年
待　　遇/退職金制度有、社会保険完備、
　　　　　家賃・光熱水費無料
年　　齢/１８～５９歳まで
　　　　　◎６０歳定年制（再雇用６５歳まで）
資　　格/普通免許（ＡＴ可）、パソコン初級程度
備　　考/夫婦住込みで勤務できる方を探しております。
　　　　　まずは、お気軽に下記までお電話ください

一般財団法人　葉たばこ財団　ひのくにふれあいセンター
〒８６１‐１１１３　合志市栄２２９５‐２

緯096‐248‐5858　担当/日迫（ひざこ）

旅館の管理人/調理補助募集（夫婦住込）セルフガソリンスタンドスタッフ

●●● 公文式教室での生徒指導および運営
新規施設オープン　新たな職場で働いてみませんか！
未経験大歓迎☆　※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（２ユニット）でのお仕事

既存の施設で経験 !
早期に入職できます。

☆正社員５名募集☆

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【２月上旬～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！


