
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）

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

熊本県空港ライナー運行委託事業
時間/１日７.５h程度　シフト表あり　１勤１休又は２勤２休
給与/固給１２０,０００円　福利厚生/社会保険完備
資格/普通自動車二種免許

タクシー乗務員募集

㈱大阿蘇大津タクシー
菊池郡大津町引水８０９番１

緯096‐293‐3355（担当/大久保）

資格/最近５年以内に管理職経験３年以上など
　　　（商工会任用基準によるものとする）
給与等/当団体規定　応募/５月２３日迄　履歴
書・職務経歴書持参　試験/筆記・面接

団体職員（事務局長）

阿蘇市商工会
熊本県阿蘇市内牧字仲町２１６番地２
緯0967‐32‐0200

★資格不要！！　未経験者大歓迎★
時間/９：３０～１９：３０（休憩２時間）
　　　※土曜１８時まで
給与/固定給１５２,０００円～

受付（正社員）

クローバー歯科・こども歯科
菊池郡大津町室９８２‐２

緯096‐294‐6480

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）

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

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

仕事/車の点検・整備や洗車等
①固給/２５～３０万円　休日月７～８日
②時給/９００円～　日数・時間応談
（６０歳以上の方歓迎です）

２級整備士①正社員②パート

㈲木下石油 カーセレクト
山鹿市方保田２８４０‐３

緯0968‐41‐5070（担当/イケバタ）

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

㈲木下石油セルフ山鹿店
山鹿市方保田２８４０‐３

緯0968‐41‐5210

甲佐町サエラ（発着）～松橋西支援学校
時間/午前・午後２時間ずつ
時給/１,０００円（１日４,０００円）　車通勤可
内容/１台に付２名での就業。詳細は面接にて

【甲佐・松橋】通学バス添乗員

七城観光バス
菊池市七城町小野崎９４６‐１

緯0968‐26‐4100（人事課）

熊本県空港ライナー運行委託事業
時間／１日７.５h程度　シフト表あり　２勤１休
給与／固給１５６,０００円　福利厚生／社会保険完備
資格／普通自動車二種免許

タクシー乗務員募集

㈱大阿蘇大津タクシー
菊池郡大津町引水８０９番１

緯096‐293‐3355（担当/大久保）

鶏卵の洗卵、選別、加工など
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、随時面接

食品工場内作業

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

◎各コンビニ店配送◎　早朝１：００～６：００
迄※早朝手当がつきます　資格/要普免
６２歳迄　男女不問　応募/面接随時。電話
後履歴書持参下さい。委細面談。

スポーツ新聞配送

㈲長田進文堂
西区蓮台寺１‐１４‐２５

緯096‐354‐6318

勤務地/下益城郡美里町
時間/１２時～翌１２時　月１０日程度
日給/１２,４００円＋フロント手当　交通費有
応募/面接随時　電話連絡後履歴書持参下さい

フロントスタッフ募集

A‐スタイル
下益城郡美里町大沢水２５５
緯0964‐46‐2400

勤務/熊本市中央区世安町　熊本日日新
聞社内　時間/９～１７時（休憩３０分）の間で
応相談　休日/週１日　有給有　給与/当社
規定、詳細面談（賞与、退職金有）

調理スタッフ（パート）募集

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

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

勤務地／宇城市小川町　休日／日、祝日他
給与／固給１５万円～（能力等考慮）
※経験、資格がなくても大丈夫です
応募／まずはお電話下さい。

薬局事務募集 ！

すまいる薬局
宇城市小川町川尻２７４‐６

緯090‐9650‐6381（担当/星野）

給与/①固給１７.５～２１万円②正：固給１７～１９万円
パ：時給７５０～８００円　通勤費別途支給
時間/８：４５～１８：３０　水１２：３０　土１５：３０　パ：１日５ｈ
程度　まずはお気軽にお電話下さい　年齢不問

①看護師（正）②医療事務（正・パ）

おみね田中クリニック
熊本市東区小峯２‐２‐１５６

緯080‐1541‐4947（担当/田中）

時間／７：００～１８：００（６h～８h）
　　　時間帯は相談に応じます。
時給／７５０円～、交通費支給
勤務地／八代郡氷川町宮原付近

調理担当パート

㈱トータル・メディカルサービス
福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜４‐１７‐２２
錆0120‐177‐314

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

九州電力の委託会社で検針等を行う会社です
給与/基本給１６５,０００円～２５３,０００円
資格/高卒上、普免要　３５歳まで　経験不問
※６ヵ月は契約社員　扶養手当以外は同等保障

正社員（社保完備、土日祝休）募集

大一産業㈱　熊本支店
熊本市中央区上水前寺２丁目８‐１
緯096‐382‐4566（担当/泉、村田）

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・交通費・社保・退職金制度有
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/菊池市原（少年自然の家）　給与/月固
１５～２０万円（調理師又経験者）時給８２０～９００
円（その他）　時間/①６：００～１４：００②１３：００～
２０：００　休日/シフトによる　通勤手当有

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

◎アパート、マンション、店舗、事務所、　
　倉庫、駐車場の管理・仲介
◎弊社管理物件の巡回・点検等
資格/４５歳位迄　高卒以上　要普通免許
　　　　　宅地建物取引士免許あれば尚良し
給与/固給２２～２７万円（経験に応じ優遇）
　　　　　別途資格手当２万円有　通勤手当有
休日/４週７休（シフト制）、日・祝日定休、
　　　　　年末年始、夏季休暇有、有給休暇有
待遇/賞与年２回、社会保険完備、退職金　
　　　　　制度有、年１回の社員研修旅行有、
　　　車通勤可、社用車有等
応募/電話後、履歴書・職務経歴書郵送。
　　　　　書類選考後、面接日をご連絡します。
㈱タケダコーポレーション
熊本市中央区白山１丁目４‐１
緯096‐227‐6282

賃貸管理スタッフ（幹部候補）
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）

仕事／受付及び空港までの送迎
資格／要普通免許
時給／７５０円、通勤手当有
勤務／週５日（午前及び午後）

駐車場スタッフ（パート）

空港駐車場　ブルースカイU
上益城郡益城町小谷１１８４‐１
緯096‐289‐0384

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
給与／基本給１６万５,０００円～２０万円
待遇／資格手当１５,０００円～３０,０００円

精勤手当　５,０００円
通勤手当　上限１２,０００円

備考／昇給あり
賞与年２回（夏・冬）
有給あり
社会保険あり
パートタイム可

子育て中の方歓迎です。
あなたに合った働き方ができます！！
応募／まずはお電話下さい。

詳細は面談にてご説明します。

たかぞえクリニック
上益城郡御船町御船９４８

緯096‐282‐0070

看護師（外来）募集
資格/専門卒以上　時間/８：３０～１７：３０
内容/社会保険手続、給与計算等
給与/当院規定（経験考慮）
応募/履歴書送付後　連絡いたします。

総務事務

医療法人田中会　武蔵ヶ丘病院
熊本市北区楠７丁目１５‐１

緯096‐339‐1161

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

一般事務（正社員）

熊本あさひ法律事務所
熊本市中央区南坪井町１‐１　並木坂NKビルB棟３階
緯096‐312‐3311

給与/固給１６２,３８８円～　時間/９：００～１７：３０
資格/大卒、ワードエクセル使える方
休み/土日祝、年末年始、有給あり
社保、昇給・賞与あり、交通費当社規定[履歴書郵送]

書類作成・電話対応等になります
時間／応相談　時給／８００円
休日／日祝・隔週土曜日
交通費支給・雇用保険　他面談時

パート　営業補佐　外勤なし

㈱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）

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

業務内容　病棟でのリハビリ業務
時間／８：３０～１７：３０　週５日　４５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

業務拡張につき理学療法士・作業療法士

上代成城病院
熊本市西区上代２‐２‐２５

運営：くまもと成城病院　緯096‐344‐3311

雇用期間/平成３１年３月３１日迄　給与/時給２,０００円（月収２９９,０００円可）
時間/８：３０～１７：００（休憩１ｈ）・８：３０～１２：３０（土曜日）　休日/日曜、祝
日他　年末年始　待遇/賞与年２回　各種保険有　通勤手当有　車通勤可
面接/随時受付　電話連絡後写真付履歴書をご持参下さい。

放射線技師（産休代替）募集

緯096‐378‐0345（担当/ナガタ）

熊本循環器科病院
熊本市南区御幸笛田２丁目１５‐６

給与／基本給２２０,０００円　※但し研修期間中は２００,０００円　資格／要普免
休日／第１、第３土曜、日祝、ＧＷ、年末年始、夏季休暇
待遇／各種保険完備、退職金制度あり、研修期間あり（３ヶ月）
　　　通勤手当、資格手当、早出手当有り

芝生の生産・造園工事　正社員募集 ！

緯096‐248‐0181

黒石原産業㈱
合志市豊岡１８３７

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

［正社員・契約社員］中高年・初心者も歓迎　！　社会保険完備　!　内容/熊本市内の
大学、大津町の工場等の安全管理　時間/シフトによる交替制　週休２日（曜日は
応相談）　給与/固給１２.７万円　月収１５万円以上可　資格/資格不問、初心者歓迎
　待遇/深夜手当、制服無償貸与　応募／全員面接保証。まずは電話連絡を　!

警備員大募集　！　（熊本市内、大津町）

緯096‐325‐9060（大塚・岡本）

㈱スリーエス　熊本営業所
熊本市中央区花畑町１２‐１　エム・タワービル８F

（正社員）①作業員②軽作業③一般事務　未経験者ＯＫ！

A錆0120‐631‐811　B錆0120‐969‐667　C錆0120‐628‐016

総合商社、墓石、石材販売　有限会社　大東石材店
A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

給与/①日払OK　日給１.３～１.６万円②固給２５万円～③固給２３万円～
時間/①②８～１７時③９～１８時　休日/月４日～　待遇/車通勤ＯＫ※他、
当社規定　応募/希望勤務地（下記参照）の連絡先へお電話下さい。
面接時は履歴書をお持ち下さい。　※アルバイト可

職　　種／①ビール・清涼飲料製造の
業務（設備の運転・管理・
保全を行なう仕事）

②経理職（工場の原価管理
業務、総務・庶務業務含む。
経験や日商簿記等の有資
格者優遇）

勤　務　地／サントリービール㈱九州
熊本工場

勤務時間／①所定労働時間８時間（３交
替制）②８：３０～１７：３０

休日休暇／年間１１９日（①指定休日制②土日祝休日）、年次有給休暇（初年度１０日）
給　　与／経験・技能を考慮し、弊社規定による
待　　遇／昇給年１回　賞与年２回　通勤手当、①のみ交替勤務手当有（深夜割り増し

と別に交替勤務１回１,０００円付与）
応募方法／履歴書（写真付・メールアドレスを必ず記入）、職務経歴書の両方を送付

（受付：６月１１日（月曜）必着）　書類選考結果は、１週間程度にて通知します。
面接試験は６月３０日土に実施し、入社は８月予定です。

九州サントリーテクノプロダクツ㈱
〒８６１‐３１０２　熊本県上益城郡嘉島町北甘木４７８

お問い合わせ　緯096‐237‐1115　採用担当K係迄

８月入社正社員募集 ！　ＩＵターン・転職希望の皆様へアルバイト・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。

ワークマン 「経営者」募集 天草店 【7月開店】セルフガソリンスタンドスタッフ 【期間従業員】東京エリアで採用強化中！

●●● 公文式教室での生徒指導および運営 ●●● 新部署開設 メンバー大募集!! Honda 期間従業員【６月中旬～７月中旬（弊社指定日）に入社可能な方】短期（３か月間）希望者も歓迎！


