
時間/９：３０～１８：３０（休憩１時間）、月９日休み
勤務地/熊本市中央区桜町　日給/６,５６０円
待遇/昇給・賞与・退職金制度有、交通費支給
応募/電話後、履歴書を郵送して下さい

事務・販売スタッフ募集

一般社団法人　熊本県物産振興協会
熊本市中央区桜町３‐１

緯096‐353‐1168

勤務地／香田整形外科医院（嘉島町北甘木）
時給／７８０円～　時間／６：３０～１５：００・９：３０～
１８：００（実働７.５ｈ）固定勤務可能　休日／１５日
程度　応募／まずはお気軽にお問合せ下さい

パート調理員募集

㈱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）

一般事務・電話受付　固給/１４～１５万円
昇給・賞与有（年２回）　社保・退職金制度有
時間/８：３０～１７：３０　休日/日祝、隔週土
資格/パソコン操作　応募/電話を下さい

一般事務（正社員）

株本山設備
熊本市中央区水前寺６丁目７‐２５
緯096‐384‐3511（担当/下川）

限定正職員・準職員での募集・医師の業務支
援、受付等の業務（応相談）　時間/平日８：３０
～１７：００　給与/月給制（当院規程）　３/１９迄に
お電話の上、人事室宛に履歴書郵送

病院事務スタッフ

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/河村）

資格/要簿記３級以上（日商・全商連・全経連等）
給与等/当団体規定　応募/３/１６迄に履歴書・職
務経歴書持参（書類選考有）　試験/一般教養（簿
記を含む）・論文・面接　※正職員登用制度有

記帳指導職員（臨時職員）

菊池市商工会
菊池市隈府８８４‐１

緯0968‐25‐1131

給与／①固給スタイリスト１８万円～　アシス
タント１６万円～　②時給９００円～　勤務地／
中央区上通り　時間／９：００～１８：００・１０：００～
１９：００　待遇／時間外割増　各種保険完備

美容師募集（①正社員②アルバイト）

有限会社　林
中央区水道町４‐２８

緯090‐3799‐1192（担当/林）

勤務地／菊池市大手企業内食堂
週５日勤務　時給／８００円～８５０円
時間／９：００～１５：３０（４～５.５h）
待遇／交通費・制服有　雇用保険有

調理員募集

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

業務/県内小・中・高校児童生徒等の
心電図検診　資格/５５歳位迄　時間/９
～１７時　休日/土日祝　給与/本会規
定による　応募/詳細はお電話にて

臨床検査技師・看護師　臨時職員募集

公社）熊本県医師会　心臓検診センター
熊本市中央区花畑町１番１３号

緯096‐354‐3838（担当/川上）

急募!!パート　年齢不問
勤務日/月・水・金（８：３０～１７：００）
うち１.５時間休憩あり　祝日休
◎経験者優遇　時給/１,０００円～

受付・事務

中嶋内科
熊本市北区硯川町１１３４（ＪＲ西里駅近く）
緯096‐245‐0005（中嶋）

勤務地／中央区新町　熊本YMCA内
時間／０９：００～１５：００（実働５時間）
時給／７５０円～　週休２日
年齢不問、委細面談　まずはお電話を

急募 ！　事務経理（パート）

㈲ユース・コーポレーション
熊本市中央区新町１‐３‐８　熊本ＹＭＣＡ内
緯096‐359‐5630

配管工事　漏水修理等　固給/１８～２３万円
昇給・賞与有（年２回）　社保・退職金制度有
時間/８：００～１７：３０　休日/日祝、隔週土
資格/普通自動車免許　応募/電話を下さい

配管工（正社員）

株本山設備
熊本市中央区水前寺６丁目７‐２５
緯096‐384‐3511（担当/下川）

資格/高卒以上、医療事務認定証　時間/９：００～
１８：３０　週休２日制（祝・水、火午前、金・土隔週休）
給与/固給１５万円＋諸手当　応募/履歴書着後面接
各種保険完備　※詳細はハローワーク参照

受付・医療事務（正職員）

平成こどもクリニック
〒８６０‐０８３３　熊本市中央区平成２‐１５‐７
緯096‐370‐6337

熊本市内の調査　※時間自由
資格/年齢不問　給与/出来高払い
※詳細はお電話にて説明します
　（受付は３月１２日㈪から）

アンケート調査員

㈱ビデオリサーチ
福岡市中央区天神２‐１４‐１３
錆0120‐48‐3737

場所／秋津新町１‐１
時給／当院給与規定による
時間／７：３０～９：００（応相談）
車通勤可、日祝、お盆、年末年始　休み

院内外清掃（パート）募集

宇野耳鼻咽喉科アレルギー科医院
熊本市東区秋津新町１‐１

緯096‐368‐2628

勤務地/大津町　時給/１,０００円
資格/年齢不問・未経験者大歓迎
時間/日勤・夜勤（応相談）週２～３日出勤ＯＫ
日本通運㈱１００％出資の人材会社です

プラスチック製品の検品作業

キャリアロード株式会社
熊本市中央区花畑１２‐１エム・タワービル８F
緯096‐359‐6281

資格/高卒以上、経験者
給与/固給１３～１７.５万円＋諸手当
時間/８：４０～１８：３０　日祝・水土午後休み
応募/電話後に履歴書ご郵送下さい

受付・医療事務（正職員）

副島耳鼻咽喉科クリニック
〒８６１‐１１０２　合志市須屋２５２６‐１
緯096‐249‐1777

仕事内容／受付、リハビリ機器取扱い
給与／時給７５０円～
詳細はお電話かハローワーク求人票
にて確認ください

リハビリ助手（パート）募集

熊本整形外科病院
熊本市中央区九品寺１丁目１５‐７
緯096‐366‐3666

※工場内・事務所内の一般清掃
時間/７：００～１６：００　７.５ｈ　時給/７４０円
交通費１万円まで支給　無料駐車場完備
勤務地/菊池郡大津町高尾野　工業団地内

パート　大手企業内　清掃

㈱千代田
菊池郡大津町室１０１１‐１

緯090‐8627‐1744（家入）

日給／７,０００円　初心者歓迎（１８歳～６５歳）
場所／八代市内店舗又は熊本市東部
時間／９：３０～２１：３０（８H）　入社祝金有
施設内巡回、月８～１３日勤務可　車通可

男女私服警備（パート）

㈱アイ・トラスト
熊本市南区田迎町田井島７７３‐１
緯096‐214‐3600

食事入浴補助・洗濯業務・環境美化等
９：００～１７：００（１５：００～１h９５０円）
時給/８１０～９６０円、５h程度、週休２日
経験優遇昇給　交通費月額１１,０００円迄

パート　日勤のみ介護職

ケアプラザ宇土
宇土市松原町２４３

緯0964‐23‐2211

海外展開事業、貿易相談等の補助
時給/１,７００円　時間/９～１７時　待遇/社会保
険、雇用保険、労災、通勤手当　締切/３/１３
㈫１２時　書類必着　※詳細はお問合せを

輸出支援等アシスタント

日本貿易振興機構（ジェトロ）熊本
〒８６０‐００２２　熊本市中央区横紺屋町１０　３階
緯096‐354‐4211（担当/橋本）

勤務/大津町　時給１,１００円
資格/年齢不問　未経験者大歓迎
時間/８：００～１７：００　週５～６日勤（ご相談下さい）
日本通運㈱１００％出資の人材会社です

木枠梱包作業

キャリアロード株式会社
熊本市中央区花畑１２‐１エム・タワービル８F
緯096‐359‐6281

勤務/玉名市　時給１,０００円＋交通費
資格/年齢不問　未経験者大歓迎
時間/長期から単発まで！！日勤・夜勤（ご相談下さい）

日本通運㈱１００％出資の人材会社です

印刷会社での仕分作業

キャリアロード株式会社
熊本市中央区花畑１２‐１エム・タワービル８F
緯096‐359‐6281

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090‐9594‐8339

時給/看：１,２００円～・准：１,１００円～
時間/８：３０～１８：００の間で７～８時間
（午前のみ・午後のみも可）　詳細は面談にて
ブランクのある方もお気軽にお電話下さい！！

看護職（パート）

下田内科クリニック
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

病棟もしくはデイケアの介護業務
時給/９００～１,０００円　委細面談
資格なしでもおむつ交換できる方！！
デイは未経験もご相談受付ます

介護スタッフ（パート・アルバイト）

下田内科クリニック
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

給与／当院規定
時間／８：００～１８：３０（実働８時間）
休日／日祝・年末年始
応募／随時、Ｔｅｌ後履歴書持参下さい

医療事務（正職員）

（医）宮本内科
菊池郡大津町室５３９‐１０

緯096‐293‐1700（担当/吉本）

基本給/１４.１万～１５万円　待遇/社保完備
時間/９～１８時　休日/週休２日制
資格/ヘルパー２級以上
履歴書送付後面接　車通勤可

急募 ！　介護職員（正社員）

訪問介護サービスミルキーウェイ
熊本市中央区大江１丁目２７‐１６
緯096‐371‐3661

内容／事務全般、来客・電話応対　時給／
９５０～１,０００円＋交通費　時間／９時半～１８時
休日／火、祝、第一月曜＋希望休あり
年齢／４０代迄　☆社保完、有給あり

カーディーラー受付（玉名）

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

職場/A住宅型有料老人ホーム・訪問介護事業所Bデ
イサービス　資格/A要ヘルパー２級B無資格でもOK
給与/①固給１５.６万＋手当（月給例１７万円～）②時給９００
円　休日/①週休２日（シフト制）②週１日～の勤務OK

介護職（①正社員②パート）

　㈱ウィルエステート　あ ！ じゃすと山鹿
山鹿市古閑１０６３‐２

緯0968‐41‐5572

ビニールハウス内でのナスの収穫
交配作業。　時間／８：００～　応相談
資格／普通免許　未経験者可
給与／時給７５０円～８００円

ナス収穫作業スタッフ

こてつ農園
熊本市南区護藤町２２１０

緯090‐4980‐6907

教科／国語２名　給与／本学園給与規程
応募期間／３月１６日㈮午後４時まで
詳細はホームページをご覧ください。

非常勤講師募集

熊本中央高等学校
〒８６０‐８５５８　熊本市中央区内坪井町４番８号
緯096‐354‐2333
http://kasumigakuen.jp/

勤務地/天草市佐伊津町　６０歳以上可
期間/４月９日～３ヶ月（更新あり）
時給/１,０００円　時間/８～１７時（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

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

家庭で作る料理と同じ
７０歳以上の方活躍中 ！

時間/６～１９時内応相談　週休２日
時給/８５０円　交通費日額２００円支給

病院や介護施設内の調理補助

株式会社九信ワーカーズ
熊本市中央区水前寺２丁目２‐３‐３F
緯096‐213‐7705

時給／９５０円～１,０００円＋交通費　勤務地／
熊本市東区　時間／１０時～１９時　休日／火、
祝、第一月曜＋希望休あり　年齢／４０代迄
☆商品の品出等あり、社保完、有給あり

カーショップ受付（レジ全般）

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

内　　容／①機械修理・設備保全・備品工作・配水管理等
　　　　　②商品受発注・センター納品仕分業務等
資　　格／高卒以上（キャリア形成の為１８～２９歳まで）
勤　務　地／菊池市七城町蘇崎（工業団地内）
給　　与／固給１５５,４００円～１９０,０００円
勤務時間／８：１５～１７：００
待　　遇／昇給年１回　賞与年２回　通勤手当全額支給
　　　　　各種保険あり
休　　日／年間１１１日（土・日）当社カレンダーによる
　　　　　年次有給休暇あり
応　　募／履歴書（写真貼付）を下記まで郵送下さい。
　　　　　後日、試験・面接日を連絡します。

福留ハム㈱　熊本工場
菊池市七城町蘇崎１１９６‐３

緯0968‐23‐5555

正社員募集　設備管理・商品仕分
勤務地/国際交流会館（花畑町）
時 給/８００円　時 間/７：３０～２２：００の
内１日３時間～　※曜日、時間数は応
相談　面接/電話連絡後履歴書郵送

清掃スタッフ（３～５名）

㈱キューネット
熊本市中央区帯山４‐１８‐１

緯096‐383‐9111

◎中央区大江３丁目２‐６５　時間/①８：３０～１７：３０（土日祝）②１７：３０～１：００
（平日・土日祝）③１：００～８：３０（平日・土日祝）　時給/①９６０円②③１,２００円
※３シフト制（各休憩１時間）　社会保険加入、交通費支給（上限月１万円）
資格/電気工事士や危険物取扱者等の資格優遇

くまもと森都総合病院　設備管理スタッフ

錆0120‐359‐210（担当/ヒガシ）

株式会社キューネット　人事部宛
〒８６２‐０９２４　熊本市中央区帯山４‐１８‐１

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。

勤務地/国際交流会館（花畑町）
時 給/８００円　時 間/７：００～２２：３０の
内　１日７時間程度　※勤務日数は応
相談　面接/電話連絡後履歴書郵送

設備スタッフ（２名）

㈱キューネット
熊本市中央区帯山４‐１８‐１

緯096‐383‐9111

内　容／各種伝票整理、レセプトコンピューター入力他
給　与／①基本給１７０,０００～１８０,０００円
　　　　②時給７５０～９００円
時　間／①８：３０～１８：３０　（木～１３：３０　土～１６：３０）
　　　　②Ａ　８：３０～１２：３０
　　　　　Ｂ　１４：３０～１８：３０　（各１名　時間・曜日応相談）
休　日／日祝他　①は入社６ヵ月経過後、有休１０日あり
待　遇／各種保険、通勤手当、マイカー通勤可
　　　　①は昇給・賞与あり
応　募／まずはお気軽にお電話下さい

医療法人社団　静澄会　岩上眼科
菊池郡大津町大津１２１２‐２９

緯096‐293‐2053

受付・医療事務①正職員②パートセルフガソリンスタンドスタッフ

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

※上記、１２販売センターのいずれかでの採用になります。
待　　遇／昇給年１回　賞与年２回　委細面談、退職金制度　社会保険ほか各種保険有

り　休日は週休、年休有
応募方法／願書受付：平成３０年３月２９日木消印有効、ご希望の販売センターがあれば

販売センター名をご記入の上、下記事務局宛履歴書を郵送して下さい。
合同面接日：平成３０年４月１８日水予定　場所、時間などは後日連絡致します 。

熊本日日新聞販売店協同組合　事務局
〒８６０‐８５０６　熊本市中央区世安町１７２　熊本日日新聞社販売局内

（お問い合わせ）緯096‐361‐3124

熊本日日新聞販売センター　営業スタッフ
業務内容／熊日販売センター内における管理業務と読者開発業務

植木販売センター
北区植木町滴水１７３‐３　緯096‐272‐0759

熊本北販売センター
北区四方寄町７５６‐４　緯096‐245‐1488

帯山販売センター
東区尾ノ上２‐３‐８　緯096‐383‐6948

西部販売センター
西区城山大塘１‐１１‐２　緯096‐329‐8203

黒髪販売センター
中央区黒髪１‐２‐２７　緯096‐343‐1341

泗水販売センター
菊池市泗水町豊水３５０３‐１０　緯0968‐38-2351

大津北販売センター
菊池郡大津町室７８　緯096‐293‐2215

保田窪販売センター
中央区帯山４‐５７‐１　緯096‐382‐2391

益城販売センター
上益城郡益城町惣領１４８７‐３　緯096‐286‐2453

玉東販売センター
玉名郡玉東町木葉７２０‐１　緯0968‐85‐3560

川尻販売センター
南区川尻４‐１１‐５２　緯096‐357‐0211

不知火販売センター
宇城市不知火町高良２６６１‐１　緯0964‐33‐6903

内容／ホテル日航熊本・びぷれす熊日会館駐車場（地下）での誘導・
精算機操作サポート等　時給／８００円～　諸手当　交通費　各種保険有
時間／日勤：１０：００～１８：３０、１１：００～２０：００　夜勤：１３：３０～６：３０、１８：３０
～１１：３０　休日／週休２日　他　◎未経験者歓迎　◎中高年の方活躍中

ホテル日航熊本　駐車場管理

緯096‐211‐1111代

ホテル日航熊本
熊本市中央区上通町２‐１

郵便物の運送（大型免許歓迎）
時　　給／９３０円　※要普免、年齢６３歳位まで
勤務時間／月間１４０時間　待遇／社会保険あり
応　　募／詳細はお電話下さい

長期　！　中型（４ｔ）　パート運転手　募集

緯096‐233‐5105（担当/サイトウ）

日本郵便輸送㈱　熊本営業所
菊池郡菊陽町大字津久礼３０１０‐１

内容／ルート配送及び得意先まわり　委託料／１日１４,０００円＋高速代・宿泊
費別途支給　時間／８：３０～１７：００（ルートにより異なります）
休日／日曜日　資格／要普免　車（ワゴンタイプ）の持込出来る方。応相談
応募／まずはお気軽にお電話下さい。詳細は面談の上

業務委託社員募集

緯096‐214‐1460（担当/益田）

株式会社　ペリカン堂
熊本市東区戸島西２‐６‐１

仕事内容/熊本県庁における、見回り、立哨監視、
　　　　　来訪者対応及び電話交換等の業務
時間/①８:３０～１７:３０
　　　②１７:１５～翌８:４５
　　　③８:３０～翌８:３０
　　　①②③の勤務を月１５～１８日程度
　　　※勤務シフトによる
勤務地/熊本県庁
待遇/正社員待遇、社保完備、
　　　交通費別途支給、資格手当有
給与/時給８００円～(月収１２０,０００円～１８０,０００円程度)
　　　※勤務状況による
応募/電話連絡後　随時面接します。
　　　まずはお気軽にお電話ください。

株式会社ホームセキュリティ熊本
熊本市中央区本山２丁目７番１号

緯096‐322‐2000（担当/中島　文子)

熊本県庁施設警備新規スタッフ募集！！ 【期間従業員】東京エリアで採用強化中！
食材カットや簡単な盛付からスタート
料理好きな方なら未経験OK　！
調理師・栄養士同時募集!!

正社員、固給１５～２０万円（委細面談）
内容/病院施設内で病院給食の調理業務です
　　　未経験の方も安心の研修有り！！
勤務地/宇城市民病院　宇城市松橋町豊福
　　　　（「豊福」バス停前から徒歩３分）
時間/シフト例　①６：００～１５：１５（休憩７５分）

②８：００～１７：００（休憩１h）
③１０：１５～１９：１５（休憩１h）④８：００～１３：００
※その他勤務時間はご相談ください

時給/９００円～１,０００円　休日/シフト制　待遇/社会
保険完備　車通勤OK　交通費支給（上限２万円迄）
安田建物管理株式会社
福岡市博多区東比恵３‐５‐３　ワイエムビル
錆0120‐218‐604（担当/佐々木・鈴木）

宇城市民病院の給食調理

旭化成株式会社　正社員募集 Honda期間従業員【３月中旬～４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！


