
①路面電車運転業務（嘱託員）
②路面電車車掌業務（嘱託員）※委細面談
申込／熊本市交通局ホームページをご覧
いただくか、下記までお問い合わせ下さい

市電運転士・トラムガイド

熊本市交通局
熊本市中央区大江５丁目１番４０号
緯096‐361‐5211

勤務地／西区二本木（障害者施設）　時間／６：３０
～１５：１５（８Ｈ）　時給／９５０円　休日／土、日、祝日
交通費支給　制服貸与　各保完備　年齢不問

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８‐５‐５　B棟２号室

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

高校・大学同窓会運営サポート　学校訪問
給与／固給２１万円～＋歩合＋別途手当
時間／９：００～１７：２０　休日／日・祝・隔週土
大卒　普通免許　熊本本社勤務　随時面談

正社員　営業男女

㈱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／西区二本木(障害者施設)　時間／９:１５～
１５:１５(６Ｈ)　時給／８００円　休日／土、日、祝日　
交通費支給　制服貸与　各保完備　年齢不問

緯096‐349‐7815
緯080‐6449‐8593（担当/松山）

調理員（パート）募集

㈱魚国総本社
東区御領８‐５‐５　B棟２号室

時間/外来勤務　９時～１７時半
　　　水・土午前中　※３日/週
応募/電話連絡後面接
　　　委細面談

准看護師（パート）募集

上野整形外科医院
熊本市北区龍田弓削１丁目９‐７０
緯096‐338‐2811

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）

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

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/熊本市中央区世安町　熊本日日新聞社内
内容/ビル内の清掃　給与/当社規定
時間/①７：００～１６：００（７.５ｈ）７：００～１１：３０（隔週土）
　　　②７：００～１１：３０（４.５ｈ）※詳細は面談の上

清掃スタッフ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）

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）

内容／調理補助、洗い場のアルバイト
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）

時間/９：００～１８：００　給与/正職：固給１４万
円～　パート：時給８００円～　資格/高卒以
上（経験者優遇、未経験者でも可）
小さいながらも多機能な有床診療所です

クリニック医療事務

八景水谷クリニック
北区八景水谷１丁目３１‐１６

緯096‐344‐8811

　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）

給与／１回１５,０００円
時間／１６：３０～翌９：３０
資格／ヘルパー２級以上
その他　車通勤可

急募　!　夜勤介護スタッフ（パート）

ユウベル株式会社
熊本市東区尾ノ上２丁目２１‐１０（ユウベルプラザ内）
緯096‐368‐7777

勤務地/中央区新大江高齢者向け住宅
給与/月固１５万円～（調理師又経験者）
時給/８５０円～（その他）通勤手当有　時間/①６：３０
～１５：３０②９：００～１８：００　休日/シフトによる

調理スタッフ

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／経験者優遇　詳細は面談にて
資格／トリマー資格
時間／８：３０～１９：００
☆勤務日数・時間は応相談

トリマー募集

たくみ動物病院
八代市鏡町下村１４２５‐１

緯0965‐43‐8000

勤務地／①阿蘇市②小国町
時間／平日①８：３０～１７：１５②８：００～１７：００
固給／１２３,７５０円～１４１,９８０円（時間外手当、
交通費別途支給）※パート希望の方応相談

医療事務（正社員）急募！！

株式会社ニチイ学館　熊本支店
熊本市中央区花畑町１‐７　MY熊本ビル５F
緯096‐322‐3351（担当/永江）

パート勤務　週４日程度
年齢４５歳位迄
時間/９：００～１６：００　時間応相談
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

正・准看護師
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
勤務地/北区清水新地老健施設
給与/時給７５０円
時間/１２：３０～１６：００
休日/日曜、祝日

清掃スタッフ募集

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/中央区新大江①学校食堂②寮　給与
/時給８００円～８３０円　通勤手当有　時間/①
９：１５～１４：１５②１３：３０～１７：３０　休日/①土日
祝日、夏休み等休暇有り②シフトによる

調理スタッフ

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／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/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）

医療事務のお仕事
給与／当院規定　時間／シフト制
休日／日祝・年末年始
応募／随時、Ｔｅｌ後履歴書持参下さい

正職員・パート

（医）宮本内科
菊池郡大津町室５３９‐１０

緯096‐293‐1700（担当/吉本）

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、土・日隔週休）　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

職種／建築設計・監理
待遇／詳細面談・各種保険有り
資格／１級又は２級建築士
※電話後履歴書持参下さい。

建築士募集

㈲ウテナ設計
〒８６１‐８０７２　熊本市北区室園町３‐４８
緯096‐345‐0171

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。

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/当院規定による、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

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

有料老人ホーム内での介護業務
時間/８：３０～１７：３０　週５日　６０歳以上も可
給与/当院規定、社保完、賞与年２回、正
社員登用有　面接/まずはお電話下さい

オープンにつき介護福祉士・介護職

ヒルズ成城上代　運営：くまもと成城病院
熊本市西区城山上代町６０

緯096‐344‐3311

勤務地/国際交流会館（花畑町）
時給/８００円　時間/１７：００～２２：００
※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

勤務先/アペックスビル（中央区花畑町１２‐２）　業務内容/施設内の
各設備の保守・保全、ＰＣでの入力作業、簡易清掃など　時間/８：３０
～１７：３０※土日祝休　時給/１,２００円　待遇/社保加入、制服貸与、交
通費支給　資格/電気工事士や危険物取扱者等の資格優遇

施設管理スタッフ　急募

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

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

業務拡張による人員募集です。お気軽にご連絡下さい。
種別／常用　※詳細面談にて　給与／月固１５万円～　各種手当あり
勤務地／熊本市内　資格／大型免許　
時間・休日／シフト制　時間・曜日は相談に応じます。

運転手　急募

緯096‐367‐0553（担当/サカナシ・キシ）

有限会社　ゆうしん
熊本市東区錦ヶ丘２６‐１１

当方高齢につき現在保有している保険契約を将来引き継げる方
条件／人と接することが好きな方、業務経験なしOK　年齢／２５～４５歳位迄
給与／現在の年収を考慮し優遇（固定２５万円以上）　休日／土日祝（年間休日
１２７日）　時間／９：００～１８：００（休１h）　待遇／社会保険完備、退職金制度あり

事業拡大につき正社員募集（履歴書送付下さい）

緯096‐288‐7162　FAX096‐288‐7209

株式会社フジトミ　熊本営業所
〒８６２‐０９２４　熊本市中央区帯山４‐４５‐１　CPKⅡビル２F

正社員募集！　経験者優遇　車通勤可
給与／月固１８０,０００円～２１０,０００円　社会保険完備
時間／９：００～１７：３０　休日／土曜（隔週）・日曜祝日・年末年始・お盆
資格／イラストレーター・フォトショップ使える方　電話後履歴書持参

MACデザイナー

緯096‐367‐0900

有限会社　スピード印刷
熊本市東区健軍本町３‐１７

九州産交バスグループ 熊本市西区上代４丁目
１３番３４号　西部車庫２階

運行課　山本・小田　緯096‐325‐8244（平日９：００～１８：００）

バス運転士募集（正社員）
玉名・高森営業所　急募　！

kyusanko-saiyo@kyusanko.co.jp　メールでのお問合せも大歓迎　！
 080‐5801‐9195（土日祝９：００～１８：００）

養成制度があるため安心、
未経験者も大歓迎♪♪

①二種免許取得費用は賞与６回でキャッシュバック、３年で無料となる制度有
②八代ドライビングスクール通学者には固定給１０万～１５万円を支給
　　　　　〃　　　　　　　　 合宿者には固定給１３万～１８万円（食費３万円込）を支給
　　　　　　　　　　　　※合宿者の宿泊費用は無料、会社が負担します。
③配属時のお祝いとして支度金１０万円を支給します。

３
大
特
典

資　格／２１歳以上～５０歳位　大型二種免許取得者および取得可能者

勤務地／西部車庫・松橋・山鹿・光の森・木山
　　　　　⇒　基本給１７４,２００円
　　　　　　　月収平均２７３,０００円（入社１年目～３年目実績）
　　　　玉名・八代・水俣・人吉・大津・阿蘇・高森・天草・三角・牛深
　　　　　⇒　基本給１７３,０００円
　　　　　　　月収平均２４０,０００円（入社１年目～３年目実績）
　　　　※ご希望を伺った上で、配属いたします。
　　　　※各種手当が充実
待　遇／各社会保険完備、退職金制度有、社員寮有、社宅制度有
募集説明会開催中！詳しくはホームページまたはお電話でお気軽にお問合せください。

ブライト企業認定企業

Honda期間従業員【５月中旬～６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！

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

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
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


