
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）

資格／パソコン出来る方※経験不問、要普免
時給／９００円　車通勤可
時間／９：００～１７：００(休憩１時間含）※応相談
応募／まずはお電話ください

パート事務員（行政書士の事務）

満永としひろ行政書士事務所
熊本市東区小山２‐１‐４０

緯096‐389‐0067（担当/志方）

仕事／給油の監視及び清掃作業
資格／危険物（乙四類）取得者
時給／８２５円　月１０～１５日程度
勤務／シフト制（休日相談可）

ＧＳスタッフ　６０歳以上の方歓迎

㈲木下石油セルフ下南部店
熊本市東区下南部３‐４８０‐１
緯096‐388‐0124

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

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）

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）

事務作業及び会員訪問など
資格／大卒、普通一種免許
給与／事務局規程　各種保険有
勤務／９～１８時　週２休ほか

事務局　正局員募集

熊本県中小企業家同友会
〒８６０‐０８３４　熊本市南区江越２‐１‐７
緯096‐379‐8101（担当/林田）

勤務地/南区近見　時間/９：００～１６：００
シフト制　週３日程度　　時給/７３７円～
入社祝金１万円（社内規定有）
詳細は電話にて。追って勤務地にて面接

㈲クルメビルサービス
福岡県久留米市上津町１８３５‐１０
緯0942‐21‐1352（担当/廣瀬）

急募！病院内清掃
仕事／給油の監視及び清掃作業
資格／危険物（乙四類）取得者
時給／８２５円　月１０～１５日程度
勤務／シフト制（休日相談可）

ＧＳスタッフ　６０歳以上の方歓迎

㈲木下石油セルフ川尻店
熊本市南区八幡５‐１７‐４７

緯096‐358‐8114

給与／経験者優遇　詳細は面談にて
資格／要普通免許・簿記２級程度
時間／８：３０～１７：００（昼休１ｈ）
待遇／昇給・賞与有　社保完備

急募！！　税理士補助

髙橋・菅税理士法人
熊本市東区健軍本町１‐２０

緯096‐369‐3581

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

鶏卵の洗卵、選別、加工、配達（軽車両）
日給/６,４８０円～＋通勤手当ほか※要普免
待遇/週休２日、昇給あり、賞与年２回
社保完備　応募/電話後、履歴書郵送

食品工場内作業・配達

株式会社　坪井食品
〒８６１‐０５０１　山鹿市山鹿１１４３
緯0968‐44‐5540

勤務地/熊本市中央区　資格/大型一種免許
時給/１,１００円～　時間/８：００～１５：００（休憩１ｈ）
休日/日、月　待遇/交費給、車通勤可、社保完
応募/電話連絡の上、履歴書（写貼）郵送下さい

送迎バス運転士（パート）

大新東㈱
熊本市東区保田窪３‐１‐１０

緯096‐213‐0770（担当/直野）

◎リハビリを受ける方への補助全般
経験不問　パート勤務　週４日程度
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

急募!　リハビリ助手募集
勤務地/中央区城東町のホテル社員食堂　内容
/盛付・洗浄・提供　時給/８１０円～　時間/１６時～
２１時　労災・雇保有・食事補助（１００円）・制服有・
定期代全支給　Wワーク歓迎　日数・時間応相談

社員食堂調理補助

淀川食品株式会社
中央区水前寺６‐４６‐２１　星光交易ビル３F‐B
緯090‐4648‐9601（担当/福里）

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

時給/９００円以上　休日/週休２日制
勤務地/熊本市、菊池郡、上益城郡
資格/未経験者歓迎、年齢不問
待遇/各種保険完備・交通費支給・制服貸与

事務・受付募集

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

　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／熊本市中央区世安町　熊本日日新聞社内
時間／①９～１７時（休憩１ｈ）１２～１７時（土曜）
　　　②９～１４時（休憩１ｈ）　休日／週１日　有給あり
給与／当社規定、詳細面談（賞与、退職金有）

調理スタッフ①正社員②パート

㈲徳臣商事
〒８６０‐０８２３　熊本市中央区世安町１７２
緯096‐361‐3106（担当/原）

二交替制、年１１１日休、有給有
昇年１回、賞年２回、各種保険完備、
各種手当あり　詳細面談にて
電話後、履歴書持参下さい

助産師・正・准看護師

市原産婦人科医院
上益城郡益城町惣領１４８７

緯096‐286‐7568

正社員募集！　経験者優遇　車通勤可
給与/月固１８万～２１万円　社会保険完備
時間/９：００～１７：３０　休日/日・祝・年末
年始・お盆　電話後履歴書持参下さい。

ＭＡＣデザイナー

有限会社　スピード印刷
熊本市東区健軍本町３‐１７

緯096‐367‐0900

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２１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）

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/大学・高校受付業務他、シフト制
給与/日給５,９２０円（＋夜勤１,０００円／回）～
待遇/各種保険完備、嘱託社員（継続有）
応募/電話後、面接日を通知、経験不問

施設警備員（学校）

ヤマダユニア㈱九州支店
熊本市東区新南部４丁目１‐２１
緯096‐384‐0567

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）

未経験者も男女安心して働けます ！
勤務地/菊陽町　時給/８５０円＋交通費
時間/８時半～１７時　休日/土日祝
※各種保険完備　年齢/５０代まで

食品のびん詰め・袋詰め

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

未経験OK ！　９月末まで（予定）の業務
時給/１,０００円※研修期間（２週間）中は
９５０円　時間/９時～１６時　休日/土日祝
年齢/５０歳迄　☆社保、有給、皆勤手当有

熊本市北区での目視検瓶業務

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

時給／１,０００円＋交通費　社保有
休日／週休２日　即日～約１年間
時間／９：３０～１８：００　車通勤可
資格不問、未経験者大歓迎！！

ショールーム事務（北区山室）

㈱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/サービス付高齢者向け住宅（熊
本市中央区新大江）　給与/時給８００円～
手当/通勤手当　時間/①６：３０～１５：３０
②９：００～１８：００　休日/シフトによる

調理スタッフ募集

株式会社　三勢
熊本市中央区帯山３丁目８‐４４
緯096‐383‐2341

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

給与／固給７２,０００円（１日４ｈ～）
　　　　　　※詳細は面談にて
応募／まずはお電話下さい

送迎ドライバー募集!

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

時給／１,０００円＋皆勤手当　社保
休日／土日祝　５/１４～９/３０迄
時間／９：００～１６：００　車通勤可
資格不問、未経験者大歓迎！！

簡単目視検査（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）

①看護師②医療事務　時給/①３,０００円
②１,２００円　時間/①日曜午前中②土曜
午前中・日曜９～１７時　※日曜は隔週
又午前中も可　履歴書着後面接

パート募集

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

時給/１,１７０円＋交通費　社保有
休日/土日祝　即日～来年３/３１
資格/大卒以上　車通勤可
８：２０～１５：２０,１４：２０～２１：２０　シフト

大学事務（東区月出）

㈱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）

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
各種保険完備　応募/履歴書着後面接

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

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

設備管理（正社員登用制度あり）
緑溢れる霊園で働きませんか？

時給／９００円
時間／９：００～１５：００（休憩１ｈ有）

シフト制、１ヶ月毎に勤務日調整
資格／要普免、経験者歓迎、スキル・

経験不問・先輩スタッフが丁寧
に指導するので未経験でも大
丈夫

待遇／長期勤務できる方大歓迎　！
マイカー通勤可、交通費支給有
（規定有）

応募／電話連絡の上、履歴書郵送
　　　下さい。お問合せも大歓迎　！
事業／霊園事業運営
熊本メモリアルガーデン
菊池郡菊陽町原水３７８６‐１

錆0800‐200‐3326（採用担当）

園内管理スタッフ セルフガソリンスタンドスタッフ施設警備員募集

給　与／基本給１８０,０００円～２５０,０００円
勤務地／熊本市、西原村、菊陽町
資　格／中型免許・未経験者歓迎・年齢不問
待　遇／各種保険完備・資格手当　休　日／週休２日

配送ドライバー募集

錆0120‐976‐179

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

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

【期間従業員】東京エリアで採用強化中 !
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

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

くもん書写の先生になりませんか？新聞社の事務スタッフ募集

創業３４年目　株式会社　佐幸

１級建築施工管理・１級建築士　（２～３名）
《月収例》週１～2回出社

固給10万円～
出社日数等要相談

〈本社事務所〉

熊本市北区植木町木留２７５番地３
緯096‐273‐0399

〈資材置き場〉〈倉庫〉

１級建築施工管理
１級建築士

勤務地/株式会社　佐幸本社
給　与/固給１０万円～３５万円
　　　　※出社日数により増有（要相談）

資   格/１級建築施工管理
　　　　１級建築士（監理講習済）

時   間/８：００～１７：００
　　　　（要相談 半日出社可）

休   日/土・日・祝日
待   遇/車通勤可　賞与年２回
　　　　各種保険完備

応   募/左記までTELの上、履歴書持参
下さい

　　　　死　sakou@viollin.ocn.ne.jp

業務拡大により急募 空いてる時間で
お仕事しませんか？

子育てが
おちついた人も歓迎♪男女問わず　高齢者可

Honda期間従業員【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！


