
①看護師②医療事務　※②は常勤も可
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

勤務／病棟　交代制（応相談）
給与／当院規定優遇　各種手当有
応募／履歴書郵送・電話問合せ可
　　　※入職日は相談に応じます

くまもと心療病院
宇土市松山町１９０１

緯0964‐22‐1081

正・准看護師
勤務地／駕町通り店　※経験者優遇
時給／７５０円～当社規定手当有り
時間／１０：００～１９：００（応相談）
電話連絡後履歴書郵送下さい

洋服のお直し（パート）

㈲シャイニング
熊本市中央区中央街４‐２９‐１F

緯096‐355‐6432（担当/田原）

固給/１５～２０万円※経験・能力等考慮　未経験者歓迎
資格/要普免（ＡＴ限定可）　簡単なＰＣ操作できる方
時間/９：００～１８：００　休日/土日祝・年末年始・お盆・
有給休暇有　社保完備　昇給・賞与有　交通費支給

一般事務（正社員）

篠倉法律事務所
熊本市中央区辛島町３‐２０　NBF熊本ビル８階
緯096‐359‐2005

資格/①不問②大・中型免許（経験者優遇）　時
間/８～１７時　日曜休①日給８,１００円＋手当※月
収２５万円可②日給８,５００円＋手当※月収２６万
円可　社保完・賞与有・試用期間有　面接随時

①試験室業務②ドライバー

株式会社　松川生コン販売
菊池郡大津町大林１０６０

緯096‐293‐5372（担当/本田）

勤務地／人吉市、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

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）
給与/①固給１７～１９万円②時給７５０～８００円
通勤費別途支給　時間/①８：４５～１８：３０　水１２：３０
土１６：３０②１日５ｈ程度　詳細はハローワークにて
求人番号　①４３０１０‐１２１０９２８１　②４３０１０‐１２１１１６８１

医療事務①正職員②パート募集

おみね田中クリニック
熊本市東区小峯２‐２‐１５６

緯096‐331‐0303（担当/事務長　田中）

勤務/週１～２日
時間/１日５時間程度
時給/１,０００円
※詳細はお問合せ下さい

清掃・家事（パート）

もりの
中央区中唐人町８

緯080‐1799‐8850

正社員募集!　資格/要普通免許
時給/１,０００円～

緑とふれあう仕事です。
まずはお気軽にお電話下さい。

芝畑の管理・造園工事

黒石原産業㈱
合志市豊岡１８３７

緯096‐248‐0181

勤務地/美里町　さくらざか薬局
時給/７５０円～
休日/土曜・日曜
時間/９：００～１７：３０

調剤事務募集（パート）

株式会社いわしや窪田
熊本市中央区九品寺１‐１６‐６‐２０１
緯096‐372‐1811（担当/佐藤）

勤務／病棟　交代制（応相談）
給与／当院規定による。各種手当有
応募／履歴書郵送・電話問合せ可
　　　※入職日は相談に応じます

くまもと心療病院
宇土市松山町１９０１

緯0964‐22‐1081

看護補助者（正職員）

時給/１,１００円＋交通費　現地面接行ってます
フォークリフト経験者優遇・未経験者も大歓迎
勤務/平日勤務　時間/８：００～１７：００
日本通運㈱１００％出資の人材会社です

球磨郡錦町/フォークリフト作業

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

勤務／①飛田バイパス沿い
②世安町
実務５時間程度

給与／時給７６０円～　委細面談にて

㈲アオキ管財
熊本市東区長嶺東２‐１４‐１２
緯096‐389‐2210

店内清掃
勤務地/東区長嶺南（学校給食）　時間/８：００
～１７：００（８Ｈ）　時給/８００円　休日/土、日曜
待遇/交通費支給・制服貸与・各種保険完備

緯096‐349‐7815
緯080‐6449‐8593（担当/松山）

調理員（契約社員）募集

㈱魚国総本社
東区御領８‐５‐５B棟２号室

勤務地/熊本市東区尾ノ上の小学校　時給/７７０円以上
時間/８：００～１７：００※実働８時間　土日祝＋夏休みなど
待遇/交通費規定支給、制服無料貸与
応募/お気軽にお電話ください　面接現地にて

小学校給食スタッフ募集！

学校法人中村学園　中村学園事業部
【本部】福岡市博多区博多駅東１‐１‐７
錆0120‐273‐272（採用担当）平日９：３０～１８：００

時給/９００～１,０００円　現地面接行ってます
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

大津町/プラスチック製品の検品

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

◆【短期・長期】週３日～※未経験歓迎
時給／９５０円～１,０００円※週払可
時間／８時（９時）から実働４～８Ｈ
休日／シフト制※土日祝出勤優遇

ミニトマト箱詰め／玉名市

㈱総合プラント
（玉名営業所）玉名市岩崎１５４‐１
錆0120‐622‐017※Ｔ０００９２９

勤務地/中央区船場町（単身赴任マンション食事）
時間/５：３０～９：３０（４Ｈ）　時給/９５０円　休日/日曜
待遇/交通費支給・制服貸与・各保完備

緯096‐349‐7815
緯080‐6449‐8593（担当/松山）

調理員（契約社員）募集

㈱魚国総本社
東区御領８‐５‐５B棟２号室

時給/１,０００円＋交通費　現地面接行ってます
資格/年齢不問　未経験者大歓迎
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

玉名市/印刷会社での仕分け

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

資格／看護師　臨床経験５年以上
看護教員養成講習会修了者は優遇
応募／詳細については、ハロー
ワークの求人票でご確認下さい。

准看護学校教員募集

菊池郡市医師会立看護高等専修学校
菊池市隈府７６４番地１

緯0968‐25‐2182

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

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

●時給９５０円～１,０００円●
勤務地／西区（車通勤OK）
時間／８：００～１７：００
休日／シフト制（週３～OK！）

年齢不問！トマト袋詰め

ランスタッド株熊本支店
中央区水道町８‐６朝日生命熊本ビル５Ｆ
錆0120‐706‐530

フルタイムor時短　休／日祝　隔週土
①しらふじ子ども園　８：００～１７：００　８h
②なでしこ園　９：００～１４：３０　５h
①②時給８００円　①②通勤手当　①社保完

調理　白藤町２箇所

済生会熊本福祉センター
熊本市南区内田町３５６０‐１

緯096‐223‐3330

勤務地/西区小島　共同調理場
給与/時給８５０円　手当/通勤手当有り
時間/８：１５～１７：１５
休日/土曜、日曜、祝日、学校が休み時

学校給食スタッフ募集

株式会社　三勢
熊本市中央区帯山３丁目８‐４４
緯096‐383‐2341

時間/８：００～１８：００（１２０分休憩）
週２日～（シフト制）　給与/時給
７８０円～８５０円　経験・年齢不問
電話後履歴書持参（随時受付）

食器洗浄業務／合志市

株式会社あんしんCo.,Ltd.
熊本市北区四方寄町５６２‐１
緯096‐319‐1605

①パート　勤務地/熊本市中央区渡鹿　給与/時給８００円　勤務時間/
土日祝日の１２：００～１７：００（時間相談可）　②経理事務（正社員、パー
ト可）　勤務地/熊本市中央区水前寺　給与/当社規定による　休日/
隔週休２日制（水曜日定休、本人希望休日）　その他/①②制服支給

①マンションモデルルームでの接客・受付②経理事務

緯096‐384‐2300

誠伸住宅　株式会社
熊本市中央区水前寺１丁目３‐４

　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）

勤務地/西区小島　共同調理場　給与/月固１７
万円、業務手当/４万円　通勤手当/会社規定
により支給　時間/８：１５～１７：１５　休日/土曜、
日曜、祝日、学校が休み時（春、夏、冬休み）

栄養士募集

株式会社　三勢
熊本市中央区帯山３丁目８‐４４
緯096‐383‐2341

業務内容/通所サービス内での入浴等の介助
時間/８：３０～１７：３０　週５日　６５歳位迄
給与/当院規定　社保完、賞与年２回（正社員）
面接/まずはお電話下さい

デイケア助手（正社員・パート）

くまもと成城病院
熊本市北区室園町１０‐１７

緯096‐344‐3311

就業場所/熊本市中央区千葉城町の分譲マンション　主な業務内容/共用部
分の清掃及び入居者対応　給与/時給９００円　勤務時間/月・水・金の週３日
１０：００～１６：００※休憩６０分　待遇/交通費支給（※マイカー通勤不可、自転車・
バイク可）　応募/電話後、履歴書を郵送して下さい。

マンション管理人急募

緯096‐311‐5150（担当/ヒワタシ）

日本管財住宅管理㈱
〒８６０‐０８４４　熊本市中央区水道町５‐２１‐８F

家庭で作る料理と同じ
７０歳以上の方も活躍中 ！

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

業務内容/院内薬局での薬剤師の補助業務
時間/常勤　８：３０～１７：３０　年齢/５５歳位迄
給与/当院規定　社保完、賞与年２回（正社員）
面接/まずはお電話下さい

薬剤助手（パート・常勤）

くまもと成城病院
熊本市北区室園町１０‐１７

緯096‐344‐3311

セルフガソリンスタンドスタッフ
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

美容・コスメに興味のある方にお勧めのお仕事!
勤務地/百貨店・化粧品専門店・大型スーパー・
　　　　ドラッグストア
給　与/固給１５２,０００円～
資　格/高卒以上
時　間/（例）１０：００～１９：００
　　　　（実働７時間５０分/シフト制）
待　遇/交通費全額支給、制服有、
　　　　昇給有、賞与有、社会保険完備、社員登用有、
　　　　充実の研修制度（費用全額当社負担）
休　日/週休２日（シフト制）　年間休日１２０日
応　募/まずはお気軽にお電話ください。

コーセー化粧品販売㈱熊本支店
〒８６０‐０８０４　熊本市中央区辛島町６‐７　いちご熊本ビル５F

緯096‐312‐3131

美容スタッフ募集

未経験者歓迎
資格取得支援
化粧品貸与

A熊本市西区二本木２丁目８‐１０
B宇城市松橋町松橋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 株式会社　とり康

熊本市南区田迎６丁目１‐４０（浜線バイパス沿い）
緯096‐334‐4129（受付９：００～１５：００）

①一般事務（パ）②軽作業スタッフ（パ）募集
どちらも正社員登用あります ！

①一般事務
　（伝票整理、データ入力、電話応対等）
給　与／時給７８０円～＋通勤手当有
時　間／９：００～１５：００
資　格／高卒以上　※経験は問いません
休　日／日、祝日含む月６日間

②軽作業スタッフ
　（パン粉つけ、パック詰め等）
給　与／時給７８０円～＋通勤手当有
時　間／９：００～１５：００
資　格／高卒以上　※経験は問いません
休　日／日、祝日含む月６日間

待　遇／①、②共通　制服貸与、皆勤手当、雇用保険有、マイカー通勤可
随時、電話連絡後、履歴書をご持参下さい。入社日は相談に応じます。応　募

●●● オープニングスタッフ80名大募集 !! Honda期間従業員【４月中旬～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！

住宅ペイントの営業【賞与・報奨金も充実】


