
★盛り付け、配膳担当　★免許・経験・年齢不問
★一時金（夏季・冬季）有!　時給／８００円
時間／①０６：００～０９：００　②１５：００～１８：３０
まずはお気軽にお問い合わせください。

調理スタッフ（パ）

ケアホーム　ラ・フランス
菊池郡菊陽町光の森４丁目１２‐３
緯096‐233‐0091（担当/上入佐）

給与/①（正）固給１７.６万円～（契）固給１５.８
万円～②時給８００円～※パート勤務応相談
時間/７：００～２０：００の中で６～８時間　休日/
週休２日※日祝休み（土出勤アリ、シフト制）

①保育士②子育て支援員

長嶺あい保育園シャローム
熊本市東区長嶺西３‐２‐１１９
緯096‐285‐4719

第２の人生トランスポーターで
社会貢献しませんか？
時給/８００円～　交通費支給・制服貸与
時間・曜日相談応・お気軽にお電話を

トランスポーター

ケアサポートメロン
熊本市南区日吉２‐３‐８４

緯096‐288‐3639

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

㈲木下石油セルフ大津店
菊池郡大津町杉水１１５５‐１

緯096‐294‐0023

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）

勤務地/市内中央区学校食堂　時給/７７０円
時間/９～１５時（実働５.５ｈ）　休日/春・夏・冬・
試験休みは交替休　※通常の土日祝は月２回
程度出　待遇/交通費・食事補助・雇用保険有

調理パート募集

栄食メディックス㈱
熊本市中央区水前寺６‐３７‐２１　西原ビル４F
緯096‐383‐5888

勤務地/東区健軍の教育施設　時給/①②８００円
③８５０円　時間/①９～１４時②１０～１５時③１５～２０
時　休日/シフト制　待遇/制服貸与、交通費規定
支給、車通勤可　応募/電話後履歴書持参

調理スタッフ募集

西洋フード・コンパスグループ㈱
熊本市中央区水前寺６丁目３７‐２１
緯096‐213‐7000

内容/老人ホーム業務　時間/３交替（パー
ト可）　給与/①固給１９０,０００円
②固給１７０,０００円　別途交通費　保険完備
※詳細面談　休日/週休２日制、当直あり

①看護師②介護スタッフ募集

医療法人社団 峯和会
〒８６９‐１１０１　菊陽町津久礼２６８４‐１
緯096‐285‐3335

仕事／駐車場業務
資格／要普通免許
時給／７５０円
勤務／週４日午後勤務

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／１,２００円　毎週土曜日のみ
時間／８：４５～１５：３０
期間／年末まで（延長もあります）
応募／お気軽にお問い合わせ下さい

◎急募◎医療事務

おみね田中クリニック
熊本市東区小峯２‐２‐１５６

　080‐1541‐4947（担当/田中）

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）

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

年齢不問・未経験者歓迎!
勤務地/大津町勤務　時給/１,０００円
時間/８：３０～１７：３０（休憩６０分）
出張面接お受けします。

一般事務

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

給与/当社規定による　４週８休シ
フト制　時間/６：３０～１５：３０・９：３０
～１８：３０　応募/電話連絡後、面接

調理正職員　急募

ヒルサイドガーデン山吹
熊本市南区城南町今吉野９８９
緯0964‐28‐0018

介護付有料老人ホーム

※工場内・事務所内の一般清掃
時間/７：００～１６：００　７.５ｈ　時給/７４０円
交通費１万円まで支給　無料駐車場完備
勤務地/大津町　東京エレクトロン

パート　大手企業内　清掃

㈱千代田
菊池郡大津町室１０１１‐１

緯090‐8627‐1744（家入）

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。

時給/７７０～８００円　時間/７：００～１３：００・
１３：００～１９：００　週４～５日　シフト制勤務
（相談可）　応募/電話連絡後、面接

調理員（パート）急募

ヒルサイドガーデン大樹
熊本市南区城南町今吉野９８９
緯0964‐28‐0018

サービス付き高齢者向け住宅

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

時給/８００円、１８時～８５０円※研修有
２ヵ月時給－２０円、交通費５万円迄支給
時間/①１２：１５～２１：１５②１５：１５～２１：１５で
４ｈ、週４日程度、土日勤務必須

１００円ショップスタッフ

ワッツウィズ山鹿店
山鹿市大字方保田字鳥越３４６２‐１
緯0968‐44‐5092（担当/藤本）

年齢不問・経験者優遇
入職時支援金あり
給与当院規定　お電話後
履歴書ご持参下さい

受付・医療事務　急募

宮川眼科クリニック
熊本市北区清水新地６‐２‐７２
緯096‐348‐1860

資　格／大型運転免許・未経験者歓迎
　　　　※大型免許を持たない方でも取る予定のある方（もしくは取る意思
　　　　　のある方）はお気軽にご相談ください（免許取得補助制度あり）。
給　与／日給８,８００円＋諸手当　※月収３０万円可
勤務地／熊本市北区四方寄または南区南高江
休　日／週休２日制（年間変形労働、原則日曜は休み）
応　募／担当者までお電話ください。
　　　　《大牟田市、玉名市等にも関連工場があり勤務可能です》

～～有明生コン㈱グループ　ホームページ～～
http://ariake-syoji.mydns.jp/concrete/

アサノ有明生コン㈱北部工場
〒８６１‐５５１５　熊本市北区四方寄７６２

緯096‐245‐1727（担当：松原）

コンクリートミキサー車運転手募集
◎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
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/６,４００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

資　格／高卒以上、普通自動車免許（AT限定可）
給　与／固給１５０,０００円～２２０,０００円
　　　　別途業務手当３０,０００円支給　成果給あり
時　間／８：３０～１７：３０
休　日／日祝、他会社カレンダー
待　遇／交通費支給（上限５,０００円）　車通勤可
　　　　賞与あり　各種保険あり　有給休暇あり
　　　　試用期間３ヶ月あり

株式会社 ベスト
玉名市天水町部田見１８９５番地
緯0968‐71‐5911

【正社員】営業スタッフ（ルート営業含む）
☆熊本県内において段ボール・印刷物全般の営業活動
☆営業に関連するパソコン作業有

【パート】時給/１,０００円　時間/
８：３０～１７：３０　業務内容/日常
清掃　場所/菊池市七城町
※週２‐３日程度

清掃スタッフ

㈱キューネット　人事部
熊本市中央区帯山４‐１８‐１

錆0120‐359‐210（担当/ヒガシ）

【契約社員】時給/１,１００円　※月収見込　１５４,０００円
時間/７：３０～２２：００の内８時間程度　※月間１４０時間
業務内容/日常清掃　待遇/社保完備、制服貸与、交通費支給
場所/国際交流会館　応募/フリーダイヤルにご連絡下さい

清掃スタッフ

錆0120‐359‐210（担当/ヒガシ）

株式会社キューネット　人事部
〒８６２‐０９２４　熊本市中央区帯山４‐１８‐１

【パート】時給/９００～９５０円　時間/１７：００～２２：３０
業務内容/施錠・開錠、備品の点検、来館者数の確認業務など
※資格不問　待遇/制服貸与、交通費支給
応募/フリーダイヤルにご連絡下さい　場所/国際交流会館

守衛スタッフ

錆0120‐359‐210（担当/ヒガシ）

株式会社キューネット　人事部
〒８６２‐０９２４　熊本市中央区帯山４‐１８‐１

【契約社員】時給/１,０００円　時間/８：３０～１７：３０　土日祝休
業務内容/施設内の各設備の保守保全業務　※電気工事士資格保持者
待遇/社保完備、制服貸与、交通費支給　応募/フリーダイヤルにご連
絡下さい　場所/熊本市中央区花畑町　※６０歳代活躍中!

設備管理スタッフ

錆0120‐359‐210（担当/ヒガシ）

株式会社キューネット　人事部
〒８６２‐０９２４　熊本市中央区帯山４‐１８‐１

内容/配達・店内業務（力仕事有）
給与/基本給１５～１８万円　別途交通手当・家族手当等
時間/９：００～１７：００　年齢/１８～４５歳位まで
待遇/社会保険有　賞与年２回　退職金有（勤続２年以上の方）

正社員募集

緯0964‐52‐2406

㈱よしだや家具
宇城市三角町波多２３４‐３

小規模多機能型居宅介護　はーと
〒８６１‐８０６６　熊本市北区清水亀井町１６番１０号

緯096‐215‐1833（担当/坂本）

オープニングスタッフ募集①介護職②看護職
新しい仲間待っています!
給　与/①（正）基本給２００,０００円～３００,０００円
　　　　　　（パ）時給１,０００円～
　　　　　②（正）基本給２４０,０００円～３６０,０００円
　　　　　　（パ）時給１,１００円～
時　間/７：００～１９：００（実働８ｈ）
　　　　　夜勤１６：００～翌１０：００
　　　　　※働き方はお気軽にご相談ください。
待　遇/社内規定に準ずる
　　　　　各種保険完備
　　　　　交通費支給
　　　　　昇給有
　　　　　資格取得応援制度有
　　　　　決算賞与制度有
勤務地/熊本市東区八反田２丁目２０‐３

東区に８月新規オープン予定

介護未経験の方、実務にブランクのある方も、
事前にしっかり研修できるのでご安心下さい!
あなたに合った働き方を応援します!
まずはお気軽にお電話下さい。

株式会社　アクティブ・ケア

勤務地／①水前寺駐車場廻りの簡易清掃　ＡＭ８：００～１０：００
　　　　②益城町パチンコ店閉店後清掃　ＰＭ１０：５０～００：２０
時給／８００円～１,０００円　※月２０日程度の勤務
　　　◎年齢制限なし　未経験可　ＴＥＬ後委細面談

簡易清掃パートさん募集

緯096‐337‐6722

㈲ナワ環境管理
熊本市北区武蔵ヶ丘９丁目２‐５８

★座り作業で楽チン★短期７月上旬～９月末迄★
時　給／①②９５０円　休　日／週３日～土日祝休可
勤務地／①大津町（Z００３２９１）②合志市（Z００１７０８）
時　間／９～１５時／１０～１６時、他フルタイムもOK！

４０・５０・６０代歓迎♢苗の接ぎ木作業

錆0120‐011‐017（担当/島﨑）

株式会社　総合プラント
熊本県菊池郡大津町杉水下岩迫１１４６‐１（大津営業所）

●●● 土日祝お休み !官公庁業務短期スタッフ募集

勤務地/熊本市東区長嶺南１丁目１‐１１０
（赤十字病院のすぐそば）

給　与/当社規定による
休　日/週休２日制（月８～９日休み）
待　遇/車通勤可　試用期間あり

交通費規定支給（正社員のみ）

株式会社祐将（ゆうまさ）

２０１８年９月～有料老人ホーム花あかり新規オープン！！　職員５０名大募集！

緯096‐285‐1131熊本県上益城郡益城町惣領１５２６番地２
☆説明会　申込、問合せ窓口　クワズ・キヨタ（説明会に参加したいとお伝え下さい）

【正社員・パート】
①介護職員②看護師
③生活相談員④事務

　説明会開催
◎ホテル熊本テルサ◎
（熊本市中央区水前寺公園２８‐５１）

６月２８日木
Ａ１４：３０～Ｂ１７：３０～

◎有料老人ホームくましき◎
（上益城郡益城町惣領１５２６番地２）

７月１５日日
１１：００～

※それぞれ約９０分実施
　どんな仕事かよくわかる！

未経験者OK履歴書不要
在職中の方も参加OK
勤務開始時期応相談

資格保持で毎月手当が最大３万円

応募するかどうか？
説明を聞いてから
決めてOKです

資格取得約１０万円
全額会社補助あります

☆未経験者OK☆

給食調理スタッフ


