
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（クレア近く）
緯096‐235‐6333

医療事務（パート）
※自由出社（嘱託員）　熊本県全域
資格／男女不問（高齢者の方も歓迎）
待遇／委細面談、資料請求下さい
応募／まずはお気軽にお電話下さい

㈱西日本テック　省電力事業部
中央区南坪井町４‐２３　MTビル３F
緯096‐312‐1130

省エネ推進員募集
内容／結納料理配膳のアルバイト
勤務／土日祝日のお昼が中心です。
給与／当社規定により
応募／履歴書ご郵送後、面接

結納料理配膳のお仕事

四季の丘seasons with
熊本市北区大窪２丁目９‐１

緯096‐325‐0039（担当/熊倉）

看護師、准看護師

医療法人社団　原口会

原口循環器科内科医院
熊本市東区保田窪２丁目１‐４
緯096‐383‐3880

常勤、パート、当直のみ
給与/当院規定、詳細面談（時間等）
応募/電話後歴持面談

勤務／市内近郊　資格／未経験者可
待遇／当社規定に依る（寮完備）
応募／まずはお気軽にお電話下さい
※短・長期アルバイトも歓迎します

㈱西日本テック
中央区南坪井町４‐２３　MTビル２F
緯096‐312‐1113

電気工事士急募
勤務/平日　８：４０～１８：００（週２～３回）

土　　８：４０～１４：３０（月１～２回）
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（クレア近く）
緯096‐235‐6333

看護師（パート）
パート（午前、午後）
給与/当院規定　詳細面談（時間等）
応募/電話後歴持面談

調理員

医療法人社団　原口会

原口循環器科内科医院
熊本市東区保田窪２丁目１‐４
緯096‐383‐3880

給与/時給８２０円　時間/１３：００～１８：００
製菓・製パンの原材料の荷揃え、梱包、出
荷等作業です。　待遇/雇用・労災保険あり
お気軽にお電話下さい。

ネット通販の受注・出荷梱包

㈱丸菱
〒８６１‐２２４１　上益城郡益城町宮園７８８
緯096‐286‐1500（担当/田代・加来）

勤務地／八代市
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

内容／調理補助、洗い場のアルバイトです
資格／年齢不問・未経験者大歓迎！
給与／当社規定により・学生可
応募／履歴書ご郵送後、面接

調理補助・洗い場　募集

四季の丘seasons with
熊本市北区大窪２丁目９‐１

緯096‐325‐0039（担当/熊倉）

内容／結婚式場バス運転アルバイト
資格／中型・大型免許（二種免許歓迎）
給与／当社規定　仕事／土日祝日中心
応募／履歴書ご郵送後、面接

式場バス運転手募集！

四季の丘seasons with
熊本市北区大窪２丁目９‐１

緯096‐325‐0039（担当/岡崎）

固給/１６～１７万円　通勤費別途支給
時間/８：３０～１７：３０　週休２日制　随時面接
◎経験者優遇　クリニックの内容はＨＰ、求
人の詳細はハローワークでご確認下さい

受付・医療事務スタッフ募集

フォーシーズンズ　レディースクリニック
中央区城東町４‐７　グランガーデン熊本ビル２階
緯096‐278‐7870（院長/田畑　愛）

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

子ども好きな方是非一緒に働きませんか
時間/１４～１８時（春夏冬休み８～１８時　５、６ｈ）
勤務日数３～４日/週　時給/８７０円～（試用期
間８００円）　面接/電話後、履歴書送付下さい

学童保育支援員

植木小学校学童すいかクラブ
北区植木町広住１

緯096‐272‐1833（担当/古賀）

給与/経験者優遇　詳細面談
常勤９：００～１８：００（週４０時間）
パート・曜日時間相談可
応募/まずは、お電話下さい。

㈲しんち調剤薬局
八代市新地町９‐１１‐６

緯0965‐34‐2014

薬剤師（パート可）
時間/１５：３０～０９：３０
給与/１５,５００～２０,０００円/回+諸手当
★夜勤２人体制　★勤務日数応相談
★住宅型有料老人ホーム

夜勤専従スタッフ（パート）

ケアホーム　ラ・フランス
菊池郡菊陽町光の森４丁目１２‐３
緯096‐233‐0091（担当/上入佐）

時間/０６：００～１８：００でシフト制
給与/時給８００円+諸手当
★盛り付け、配膳担当　★免許・経験不問
★１日３時間程度　★勤務日数応相談

調理アシスタント（パート）

ケアホーム　ラ・フランス
菊池郡菊陽町光の森４丁目１２‐３
緯096‐233‐0091（担当/上入佐）

まずはお電話をお願い致します。
詳細は面談にて

　　　　　　　　担当　石原

医療事務正職・パート募集

いしはら皮膚外科クリニック
熊本市南区近見２丁目１７‐３７
緯096‐325‐1112

　家庭料理が好きな方　簡単な作業・洗浄
勤務／週５日程度　※応相談
時間／６：００～１２：００　１３：００～１９：００
時給／８００円　※１日６ｈ

高齢者住宅での調理

株式会社　太陽
熊本市北区室園町９‐１５

緯096‐346‐1230（担当/ノムラ）

職種／調理・盛付・食器洗浄　シフト制
勤務／週２～５日の勤務　※応相談
時間／６：００～１８：００　時給／７９０円＋交通費
年齢経験不問、栄養士優遇　まずはお電話を。

高齢者住宅での調理

プラムロード益城
上益城郡益城町宮園７４０‐１

緯096‐289‐7011（担当/山下）

限定正職員・準職員　医師の事務支援、
受付等の業務（応相談）　時間/平日
８：３０～１７：００（短時間可）　給与/月給
制（当院規程）　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）

時間/８：３０～２０：３０の内５時間
　　　火曜～日曜の内３、４日
時給/８００円～
履歴書４月７日㈯必着郵送

受付・プール監視（パート）

御船町スポーツセンター
〒861‐3204　上益城郡御船町木倉１１７６‐１
緯096‐282‐4111（担当/福山）

時給/９５０円+交通費支給　◎年齢不問
勤務地/北区楠又は東区下南部
★平日９時～１６時の間でご希望の日
数・時間で働けます。扶養内も可能です。

保育士　パート募集

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５Ｆ
錆0120‐976‐179

教科／看護科　実習指導員３名
給与／本学園給与規程による
応募期間／平成３０年４月１３日金午後４時まで
詳細はホームページをご覧ください。

非常勤実習指導員募集

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/

電話応対や簡易な事務補助等
４５歳以下でＰＣの基本操作できる方
時給/８００円～　時間/８：３０～１７：３０
電話連絡後、履歴書持参、委細面談

共立設計㈱
熊本市中央区平成３丁目８‐１
緯096‐334‐5400

事務パート
時給/看：１,２００円～・准：１,１００円～
時間/８：３０～１８：００の間で７～８時間
※日数・時間等相談に応じます
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

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。

①看護師②医療事務
時給/①３,０００円②１,２００円
時間/①日曜９～１７時（昼休１ｈ）②土曜９～
１３時・日曜９～１７時　履歴書着後面接

急募！！　パート

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

場所/熊本県立図書館　時給/１,０００円
時間/朝７：３０～９：３０（２時間）
休日/火曜・毎月最終金曜・
　　　図書館休館日

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

クリニック病棟の介護業務
時給/９００～１,０００円
おむつ交換できる方（資格は問いません）
まずはお気軽にお電話下さい

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

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

◎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

仕事内容/調理全般、洗浄清掃作業③のみ食材発注等
給与/①月固１７０,０００～１９０,０００円②時給８００～９５０円③月固１８０,０００～２００,０００円
勤務/熊本市東区尾ノ上　福祉施設　待遇/各種保険、昇給・賞与有り、交通費、
資格者・経験者優遇　応募/お気軽にお問い合わせください。

調理スタッフ（①常勤②パート③栄養士）

緯096‐367‐0587

有限会社　スクラム
熊本市東区錦ヶ丘２６番９号

◎パート・社員急募◎　①司会業　②アシスタント　③事務
時間/①１０：００～２０：００　②１０：００～２１：００※式の時間によって変更あり
③９：００～１６：００　時給/①２,５００円～　②１,０００円～　③９００円～　※経験
に応じる　待遇/各種保険完備　社員登用有　☆県内各地より募集中

冠婚葬祭サービス業

緯096‐379‐5239　ＦＡＸ096‐379‐5353

合同会社　オフィス高野
熊本市中央区萩原町５‐２３‐１０５

給与/時給８００円～１,０００円　仕事内容/障がい者支援施設での生活支援業務全般　時間
/９：００～１８：００、他　①朝or夕方の３時間程度　②１５：３０～翌９：３０（夜勤）　③日中帯で自分の
ライフスタイルに合わせて相談できます　休日/希望日　資格/要普通免許　勤務地/熊本
市北区明徳町または梶尾町　待遇/各種手当有り　応募/随時、電話後履歴書持参ください。

生活支援員　募集　未経験者歓迎！！

緯096‐215‐9101（担当/樺嶋）

社会福祉法人　明徳会
熊本市北区明徳町７０７‐１

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
内容／既存取引先対象ルート配送、既存のお客様に提案営業
給与／固給１８０,０００円～２８０,０００円　時間／９：００～１７：３０
勤務地／熊本市東区小山３丁目５‐７　休日／週休２日制　その他
資格／要普通自動車免許（ＡＴ限定不可）　待遇／各種手当有り

営業スタッフ急募！！

緯096‐349‐7910

宝物産　株式会社
熊本市東区小山３丁目５‐７

種別／①常用②スポット　※詳細面談にて　給与／当社規定
時間／①８時３０分～１７時１５分　②時間・曜日は相談に応じます
勤務地／①②熊本市内　資格／①普通免許②大型免許

※業務拡張による人員募集

送迎運転手　募集

緯096‐367‐0553（担当/坂梨・木志）

有限会社　ゆうしん
熊本市東区錦ヶ丘２６‐１１

患者さんや、病院スタッフへのサービスを一
緒にやりませんか？　病院内の安全、クリーン
な環境で業務に専念できます。

熊本県済生会　支部事務局
〒８６１‐４１９３　熊本市南区近見５‐３‐１

緯096‐351‐8000（支部事務局総務係）

済生会みすみ病院内　調理・販売員募集

職　種/①調理業務スタッフ（病院内レストラン）
　　　　　　　②販売員（病院内売店：ローソン）
時　間/①８：００～１６：３０（うち７時間）
　　　　　②７：００～１９：００（うち７時間）
　　　　　　　※勤務時間の相談可能
勤務地/済生会みすみ病院内（宇城市三角町）
時　給/８００円、各種社会保険加入、通勤手当等有
応　募/電話連絡後、履歴書郵送又は持参

平日ディナーや土日入れる方大歓迎 セルフスタンド 長期スタッフ急募

●●● 施設警備員【正社員】募集 !●●● ひまわり隊員（男女）【契約社員】大募集

住宅施工協力業者（大工）様募集
報酬/完全出来高制
　　　（設備容量に依る）
内容/高圧受電の事業所（ビル・工場等）
　　　での電気設備点検・検査業務
　　　（業務委託）
資格/年齢不問（６０～７０代も歓迎）
　　　電験三種以上、実務経験５年以上
勤務地/熊本県内各地（直行直帰）
　　　　※自宅中心のお仕事です
応募/下記フリーダイヤルまたは
　　　ホームページからご連絡ください。
　　　詳細な資料を郵送いたします。
　　　http：//www.km-kyokai.co.jp

キュービクルメンテ協会　関西事務局
大阪市中央区博労町３‐５‐１　御堂筋グランタワー１８F
錆0120‐608‐058（担当/渡川）

電気主任技術者募集
職　　種／事務補佐員（非常勤職員）１名　雇用期間／平成３０年５月中旬～平成３１年３月３１日　※年度毎契約
業務内容／大学における総務・会計関係事務補助　及び国際交流に関する各種対応・渉外業務補助
応募資格／●エクセル、ワード、電子メール等パソコンの基本・応用操作ができること。

●企業等・公的機関における事務経験を有していること。
勤務時間／９時から１７時まで（１日７時間勤務、休憩１２：００～１３：００）
休日・待遇／大学の規定に従う　給与・賞与／大学の規定に従う（時給８４４円～１,０７２円、各種手当あり。）
応募書類／①履歴書（写真貼付。メールアドレス記入。押印）　②職務経歴書　※応募書類は返却致しません。
応募期限／平成３０年４月１０日㈫１７時必着。封筒に「事務補佐員応募書類在中」と朱書き郵送（または持参）。
選考方法／書類選考後、面接実施

国立大学法人熊本大学国際戦略課
〒８６０‐８５５５　熊本市中央区黒髪２‐４０‐１

緯096‐342‐2109（担当/興梠）　E-mail:kusgu-j@jimu.kumamoto-u.ac.jp

熊本大学　事務補佐員募集

Honda期間従業員【４月上旬～５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！
経験者優遇!

勤務地/菊陽町
給　与/月固１７４,０００円(月収２２５,８５０円以上可/
　　　　月１５日稼働、残業３０Ｈ含む)
時　間/Ａ７:３０～１９:３０　Ｂ１９:３０～翌７:３０
休　日/３勤３休、４勤４休(他は会社カレンダー)
※入社祝金２０万円・寮費半額（規定有）

正社員登用有
勤務地/合志市
給　与/時給１,１００円
　　　　(試用期間３ヶ月、時給１,０００円)
時　間/８:３０～１７:１５
休　日/土日祝(他会社カレンダー)
※入社祝金１０万円・寮費半額（規定有）

正社員登用有
勤務地/菊陽町
給　与/時給１,０００円(月収２１０,８８５円以上可/
　　　　月１５日稼働、残業３０Ｈ含む)
時　間/Ａ７:３０～１９:３０　Ｂ１９:３０～翌７:３０
休　日/３勤３休、４勤４休(他は会社カレンダー)
※入社祝金２０万円・寮費半額（規定有）

勤務時間が選べます
勤務地/菊池市泗水町
時　給/①９５０円②９５０円～③１,０３０円～④１,０３０円～
時　間/①８：３０～１７：００　②２１：４５～翌６：００　
③５：４５～１４：００、１３：４５～２２：００（２交替）
④５：４５～１４：００、１３：４５～２２：００、２１：４５～翌６：００（３交替）
休　日/①②③土日休み　④６勤２休　※④寮費半額（規定有）

簡単な手作業
勤務地/山鹿市
時　給/１,１００円～１,３７５円（月収２０６,０００円以上可/
　　　　時給１,１００円×７.５Ｈ×２０日＋残業３０Ｈ）
時　間/８：３０～１６：４５、１６：３０～０：４５、０：３０～９：００
　　　　（３交替、休憩４５分、実働７.５Ｈ）
休　日/土日祝（他会社カレンダー）

急募!!３０名!
勤務地/合志市
時　給/１,２００円(月収２３４,０００円以上可/
　　　　残業３０Ｈ含む)
時　間/８:３０～１７:１５
休　日/土日祝(他会社カレンダー)

日勤、土日祝休み
勤務地/合志市
給　与/時給９５０円
　　　　（月収１５６,０００円以上可/
　　　　月１６４.４３Ｈ勤務＋手当）
時　間/８：３０～１７：０５
休　日/土日祝（他会社カレンダー）

海外出張もあり!
勤務地/合志市
給　与/月固１６５,０００円＋出張手当＋
　　　　各種手当(月収３０万円以上可)
時　間/８:３０～１７:１５
休　日/土日祝(他は会社カレンダーにて)
※入社祝金１０万円・寮費半額（規定有）

半導体エンジニア他（電子部品組み付け・製造・検査等）スタッフ大募集
　　　　　半導体製造装置の搬入/据え付け正社員 　　　　半導体製造装置保守/保全業務正社員　　　　　半導体製造装置の搬入/据え付け正社員 　　　　半導体製造装置調整検査契約社員 　　　　半導体製造オペレーション業務契約社員

　　　　部品のカンタンな組立検査派　遣 　　　　液晶パネルの製造・検査派　遣 　　　　電子部品の組み付け・確認作業派　遣 　　　　部品の仕分配送派　遣

熊本市北区武蔵ヶ丘１丁目６‐９３

錆0120‐58‐5889
熊　本
事業所

※面接会を開催いたします。お気軽にご参加ください。
４／１㈰９：００～１２：００　熊本流通情報会館　　４／４㈬１３：００～１６：００　八代ハローワーク　　　４／７㈯９：００～１２：００　八代ハーモニーホール　９：００～１２：００　玉名公民館第５会議室
４／２㈪１３：００～１６：００　泗水公民館　　　　　４／５㈭９：００～１２：００　山鹿市民交流センター　４／１２㈭１３：００～１６：００　天草ハローワーク
４／３㈫１３：００～１６：００　上益城ハローワーク　４／６㈮９：００～１２：００　玉名ハローワーク　　　４／１４㈯９：００～１２：００　熊本流通情報会館　９：００～１２：００


