
◎官公庁届出書類の作成等　時間/８:３０～１８:００
固給/１５５,０００円(別途通勤手当あり)　学歴/大卒
以上、資格不問　休日/土日祝(年に数回土曜出
勤あり)　面接/電話後履歴書・職務経歴書郵送

事務正職員（内勤のみ）

社会保険労務士法人　上田事務所
北区徳王１‐６‐５２　TKUぷらざ

緯096‐351‐9532（担当/笠田）

各バス停～玉名・荒尾の学校
時間/午前・午後　合計５時間～
時給/１,３００円(１日６,５００円～)
資格/大型・中型２種免許　車通勤可

【玉名・荒尾】通学バス運転手

七城観光バス
玉名市玉名１０３５‐１

緯0968‐26‐4100（人事課）

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

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

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

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

場所/高遊原分屯地　時給/ＡＣ７６０円Ｂ７４０円
時間/Ａ６～８時Ｂ１０～１４時Ｃ１７～１９時　Ａ＋Ｂ等の
組合可能　待遇/各保完備、交通費支給（当会規定）、
制服貸与、車通勤可、未経験・ブランクある方歓迎！

自衛隊「隊員食堂での食器洗浄・清掃」

一般財団法人　防衛弘済会
上益城郡益城町古閑１０７‐１４

 090‐6798‐2449　担当/津曲（つまがり）

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）

★資格不要！！　未経験者大歓迎★
時間/①９：３０～１９：３０（休憩２時間）
　　　②相談に応じます
給与/①固定給１６２,０００円～②時給９００円

歯科助手（①正社員②パート）

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

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）

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

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

勤務地／益城町安永
勤務時間／２２：５０～０：２０（１.５時間）
内容／パチンコ店閉店後の店内清掃
時給／１,０００円

清掃スタッフ募集

㈲ナワ環境管理
熊本市北区武蔵ヶ丘９丁目２‐５８
緯096‐337‐6722

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

時給/３,０００円
時間/９時～１７時（昼休１h）
　　　※日曜勤務　月２回以上
応募/履歴書着後、面接

看護師パート募集

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

勤務地／菊池市七城町　車通勤ＯＫ
時給／８００円　交通費規定支給
時間／８：３０～１７：３０　休日／土日他
◎週３日程度の勤務　年齢・経験不問

工場内清掃員募集

ゴトクプロジェクト㈱
福岡市博多区祗園町７‐２０

緯092‐281‐7730（担当/渡辺）

時給/１,０００円～　休日/土日祝日、他
時間/９時半～１５時の間の２～４時間程度
直行直帰　年齢不問　交通費支給
応募/電話後歴持面接　曜日応相談

家事代行スタッフ

㈱ゆとりすと
熊本市東区長嶺西１‐６‐８８‐１F
緯096‐285‐1083

●看護師　８：３０～１７：３０　週１～２回
●介護スタッフ　常勤又は週３日程度
未経験者歓迎（指導します）　各種保険あり
※勤務時間相談応　まずはお電話を　委細面談

デイサービス（スタッフ募集）

すまいるデイサービス
合志市野々島２４５０‐２

緯096‐242‐8370

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

㈲木下石油セルフ川尻店
熊本市南区八幡５‐１７‐４７

緯096‐358‐8114

勤務地/八代市　時間/９：３０～１５：００
時給/７５０円～経験者応相談
　　　交通費支給、有給あり
休日/土日祝、お正月、ＧＷ、お盆休みあり

食堂スタッフ募集

西洋フードコンパスG
八代市新港町４丁目８番地

緯0965‐37‐1849

菊池カントリークラブ（菊池市原４９９３‐１）
時給／８００円　時間／８：００～１６：００
実働６.５h　シフト制（週３日程度）
交費給、有給休暇、制服貸与　※現地面接

クラブハウス清掃

㈱トータルメンテナンスジャパン
福岡市博多区博多駅東３‐１‐２９‐７０５号
緯092‐481‐5665（平日９～１８時）福島

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

㈲木下石油セルフ山鹿店
山鹿市方保田２８４０‐３

緯0968‐41‐5210

勤務地/中央区大江付近　時間/平日
１３：００～１７：００　土日９：３０～１７：００
時給/８００円（平日）８３０円（土日）
通勤手当有り　休日/シフトによる

学校寮調理スタッフ

株式会社　三勢
熊本市中央区帯山３丁目８‐４４
緯096‐383‐2341

場所/熊本市中央区　時給/１,０００円
～＋交通費　時間/９時半～１８時半
休日/土日　☆社保・有休完備！
来年８月までの業務です

綺麗なオフィスでの営業事務

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

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

給与／１回１万１４円～
　　　※回数応相談
応募／電話連絡後履歴書持参面接
イオンモール熊本より車で５分
グループホーム　永の郷
熊本市南区城南町永１２０９

 090‐4484‐2166（担当/サカエ）

夜勤専門介護職員
正社員（社保、賞与、退職金共済）但し半年は
契約社員　給与/基本給１６.５～２５.３万円＋交通費
資格／高卒上　要普免　３５歳まで　経験不問
休日／土日祝、年末年始　業務／九電委託業務

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

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

医療事務（正職員）

（医）宮本内科
菊池郡大津町室５３９‐１０

緯096‐293‐1700（担当/吉本）

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。

４０歳代～７０歳代の幅広い層の方々が活躍中です！
時間/①１２：００～２２：００　②６：００～１７：００　（①②選べます）
勤務地/熊本市中央区水前寺　給与/時給１,０００円
休日/水曜・木曜（週休２日制）　待遇/各種保険完備、通勤手当有り

集金業務スタッフ募集

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

残業なしで月１６日程度勤務！！　
未経験から始めたい方もOK！！
扶養内での勤務も可能です！！

内　容/代表電話にかかる電話を取り担当
　　　　の方へ取次ぎをするお仕事
勤務地/国立病院機構　熊本医療センター
　　　　（熊本市中央区二の丸１‐５）
休　日/土日祝、年末年始、平日（ローテ）
資　格/不問　　時　給/７４０円～
時　間/①８：３０～１７：３０②８：３０～１５：００
　　　　③１１：００～１９：００　※全て勤務可能な方
待　遇/雇用保険（法定）、制服貸与、
　　　　交通費、実費支給（２万円迄）
面接は熊本市内にて（詳細は応募連絡時）
総合システム管理㈱
福岡市博多区博多駅東１‐９‐１１　大成博多駅東ビル
緯092‐441‐4479

電話交換スタッフ（パート）
〈アルバイト・パート〉
◎時計の接客販売・メンテナンス
◎商品の陳列やディスプレイ
資格/未経験者歓迎、高校生不可
　　　　　※長期勤務できる方
　　　　　※フリーター大歓迎
給与/時給９００円以上　※昇給有
時間/８：３０～２０：００（早番・遅番）
休日/シフト制（応相談）
待遇/交通費規定内支給、社会保
　　　険、社割有、正社員登用有
応募/お気軽にお電話下さい。
　　　面接時履歴書不要です。

THE　CLOCK　HOUSE　天草店
天草市亀場町食場後山下７４０　イオン天草SC
錆0120‐039‐969（平日１１～１８時）

時計の接客販売スタッフ
応募／詳細についてはホームページでご確認下さい
教科／国語、英語、社会（世界史・日本史）、情報
受付／２０１８年６月２９日㈮午後４時まで

中学・高校　常勤講師募集

緯096‐364‐6134（担当/関口・村上）

九州学院中学校・高等学校
熊本市中央区大江５‐２‐１　http://www.kyugaku.ed.jp/

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

仕事／①調査・取材業務（レポーター）②企業データ収集
資格／①４年制大卒以上・要普通免許・ＰＣ操作②高校卒以上・ＰＣ操作
給与／①基本給１９３,０００円～②時給７４０円～　時間／①９：００～１７：００（フレックス有）②９：００～１７：００（５時間）
待遇／①社会保険完備②通勤交通費支給・時間曜日応談可①②履歴書郵送

①地域限定正社員②パート　急募

緯096‐354‐2711（担当／ナカヤシキ）

㈱東京商工リサーチ 熊本支店
〒８６０‐００１２　熊本市中央区紺屋今町１‐５　熊本辛島公園ビル８F

職種／レジ・整備・販売・ピット　時間／９：３０～２０：１５
給与／固給１８万円～２５万円（入社初年度）　休日／月７～８日
手当／通勤１万円、検査員１.５万円　報奨金ほぼ毎月１万円以上
応募／写真付履歴書送付下さい

〈急募〉正社員　レジ・整備士

緯096‐378‐2221 担当／採用係

オートバックス熊本浜線
熊本市南区出仲間７丁目１３‐８

内容/①建築設計図面をＣＡＤにて作成等
給与/固給①２０～３０万円②２０～５０万円※経験、能力による
時間/９：００～１８：００　休日/土日祝
待遇/社会保険完備　応募/まずはお電話下さい

①ＣＡＤオペレーター②１・２級建築士

緯096‐331‐0450

㈱日創アーキテクト
熊本市東区長嶺南６丁目８番１号

募集部署／東海教育産業株式会社　九州営業所
採用場所／ニューヤマザキ　デイリーストア
　　　　　東海大学熊本店　「東海学園前駅」徒歩すぐ
業務内容／コンビニスタッフ
　　　　　　　　　　（レジなどの接客や商品陳列・品出し・清掃等）
勤務時間／７：００～１９：３０（１日５時間のシフト制）
時　　　　給／７５０円～
待　　　　遇／昇給有　社会保険完備
　　　　　交通費規程内支給
そ　の　他／未経験OK　子育て中の方活躍
　　　　　　　　　　扶養内で働きたい方・
　　　　　長く働ける方大歓迎

東海教育産業株式会社　九州営業所
熊本県熊本市東区渡鹿９‐１‐１　東海大学けやき会館２階
緯096‐385‐4112（９：００～１７：００）

パート募集（コンビニスタッフ）
内　容／パスタや麺を盛り付ける作業。
　　　　”調理””計量”も同時募集中。※詳細面談
給　与／時給１,２００円　※月収２１０,０００円以上も可能!
　　　　※８:００～１７:００（実働８ｈ）、多少の残業有
　　　　　週５日勤務の場合(時給１,２００円×８ｈ×２２日)
勤務地／山鹿市鹿本町御宇田６３６番地１
時　間／８:００～１７:００、１６:００～２２:００(若干名)
　　　　２２:００～翌９:００(１０名)　夜勤手当有
休　日／シフト制　※週４～５日の勤務　応相談
待　遇／制服貸与、マイカー通勤ＯＫ
備　考／未経験者大歓迎!　２０代～６０代前半の男女活躍中!
応　募／まずはお気軽にお電話下さい。

株式会社 めん食
〒８６１‐０３０４　山鹿市鹿本町御宇田６３６番地１

緯0968‐46‐5161（採用担当）

食材の盛り付け作業スタッフ募集

～～フランソアグループ　ホームページ～～
http://www.menshoku.net/

６月下旬OPEN!  「クロコダイルレディス」販売スタッフ募集 設備管理（正社員登用制度あり）

●●● 公文式教室での生徒指導および運営

◎スポーツ施設で働きたい方、大募集!!窓口対応・電話応対・事務補助ほか
期間/採用～９月３０日（４・１０月更新制）
場所/熊本市総合体育館・青年会館、浜線健康パーク、南部総合スポーツセ

ンター、アクアドームくまもと、水前寺野球場・競技場
内容/●フロント業務（受付・予約管理等）

●プール管理業務（プール受付・監視等）
●トレーニング室業務（トレーニング受付・指導等）
●スポーツ指導（主催事業の指導や補助等）などがあります

日給/６,２４０円（８h勤務）交通費（条件あり）
資格/PCの基本操作が可能な方、スポーツに興味のある方、
　　　　　泳げる方歓迎
応募/履歴書を下記へ郵送または持参◎書類選考後面接
　　　　　詳細はお問合せ下さい。

（一財）熊本市社会教育振興事業団
〒８６２‐０９４１　熊本市中央区出水２‐７‐１

緯096‐385‐1042（９～１７時、月曜休）

公共スポーツ施設の事務・管理補助
雇用形態／正職員　※薬剤師の業務拡大による増員です！
募　集／薬剤師６名(新卒および既卒)
給　与／当院規程による
勤務体制／８：４５～１７：１５、宿直・日直あり
休日・休暇／週休２日制、年末年始
応募締切／５月３１日㈭
採用試験／一次試験：６月５日㈫、二次試験：６月１２日㈫
応募資格・書類／詳細は当院ホームページ参照
　　　　　　　　エントリーシートをダウンロード可

〒８６１‐４１９３　熊本市南区近見５丁目３番地１号
緯096‐351‐8074（人事室/担当　尾上）

薬剤師（正職員/新卒・既卒）募集！

病院見学は随時受付中！　お気軽にお問い合わせください。

住宅ペイントの営業【賞与・報奨金も充実】

山鹿市民医療センター
山鹿市山鹿５１１ 緯0968‐44‐2185（担当/経営管理課：迎田・田尻）

事務職・看護師・助産師　募集！
②看護師　③助産師①事務職職　種

上記免許を有する方、又は
来春取得見込みの方

２００床程度の病院
での医療事務実務
経験５年以上の方

応募資格

平成３１年４月１日随時採用日

②正職員１５名程度　③正職員３名程度①正職員１名募集人数

平成３０年８月４日土平成３０年６月１７日日試験日

応募資格・方法・試験内容・給与等については、
ホームページをご参照ください。応募方法等

Honda期間従業員【7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！●●● マンション管理運営 アドバイザー●●● 工事課スタッフ募集


