
教科/国語、家庭　若干名
給与/本学園給与規程
応募期間/平成３０年８月３１日㈮迄
詳細はホームページをご覧ください。

高校講師募集

秀岳館高等学校
〒８６６‐０８８１　八代市興国町１番５号
緯0965‐33‐5134　http://syugakukan.ed.jp

内容／電気工事竣工調査点検
資格／電気工事士（５年以上経験）
給与／委細面談、経験者優遇
勤務時間／８：００～１７：００

電気工事一般調査業務

株式会社　西田電工
上益城郡益城町寺迫１３３８‐３

緯096‐286‐8664（担当/西山）

採用／平成３１年４月１日
給与／当院規定　応募／９月７日
金必着、詳細はＨＰをご覧下さい
試験／９月１８日火筆記・面接

正職員・看護師募集

済生会みすみ病院
〒８６９‐３２０５　宇城市三角町波多７７５‐１
緯0964‐53‐1611担当／企画総務室　宮川

職種/鉄鋼技術職（施工図）　※年齢不問
時間/８：００～１７：００　４週６休（祝・祭日休み）
給与/固給２２万～２５万円　賞与/年２回　待遇/
社保完・賞与年２回（７か月程度）※詳細面談

工場拡張のため社員募集

熊本アイ・ビー産業㈱
熊本市北区植木町石川２８０番地
緯096‐273‐2255㈹

資格/営業経験者、要普免、理工・理化学系出身優遇
給与/基本給１６６,０００～３００,０００円　時間/８：３０～１７：３０
休日/週休２日制（年間１０８日）　待遇/通勤手当、賞与年
３回、昇給年１回、住居手当、各種保険、退職金制度など

技術営業（正社員）

㈱旭製作所
〒８６４‐００２５　荒尾市高浜１９７８
緯0968‐68‐2121

給与/固給１７～１９万円　時間/変形１ヶ月単
位　８：４５～１８：３０　水１２：３０迄　土１５：３０迄
待遇/交通費規定支給　各種保険完備　
車通勤可　まずはお気軽にお電話下さい

受付・医療事務（正社員）

おみね田中クリニック
熊本市東区小峯２丁目２‐１５６
080‐1541‐4947（担当/田中）

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／８５０円（２２時～５時は１,０６３円）
時間／２２時～翌６時　月１０～１５日程度

ＧＳ夜間専門スタッフ

㈲木下石油セルフ秋津店
熊本市東区秋津町秋田３４４３‐５６
緯096‐367‐1212

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

給与/時給１,０００円（平日パート）
時間/９：００～１７：００（応相談）
休日/土、日、祝
応募/まずはお電話下さい

一般事務募集

西日本新聞広告社熊本
熊本市中央区新屋敷１‐５‐１
緯096‐372‐7000

時給/１,２００円　月・火・木・金のみ
時間/１３：００～１８：００
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丁目２‐１５６
080‐1541‐4947（担当/田中）

勤務地/南区近見　時間/９：００～１６：００
シフト制　週３日程度　　時給/７５０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
職種/調理師　勤務時間/８：３０～１７：００（早
出遅出６：３０～、７：００～、１０：３０～）４週６休
（シフト制）　給与/当院規定　募集/履歴書
送付後面接　院内保育所・職員寮完備

調理師募集

リハビリテーションセンター　熊本回生会病院
〒８６１‐３１９３ 上益城郡嘉島町鯰１８８０
緯096‐237‐1133（担当/石原・齊藤）

勤務地/菊池市旭志　給与/固定給１７３,０３０円　時間/８：００～１６：４５　休日/土・日（会
社カレンダーによる）　資格/不問　待遇/社会保険完備、交通費規定支給　車通勤
ＯＫ　応募/まずはお気軽にお電話下さい。詳細については丁寧にご説明します。
◎別途、簡単な部品を選び取る軽作業　時給/１,０００円　時間/８：００～１６：４５◎

事務アシスタント急募！！（未経験者ＯＫ）

錆0120‐379‐552（採用係）

古河ライフサービス株式会社
福岡市博多区博多駅前３‐２‐１　日本生命博多駅前ビル

給与／固定給１４５,０００円～　※医療事務経験者優遇（未経験でも可）
時間／８：３０～１７：３０（月～金）　８：３０～１２：３０（土）
休日／日曜・祝日・夏季、年末年始他　有休有
待遇／各種保険完備、昇給・賞与有、交通費規定支給　まずはお気軽にお電話下さい

一般事務☆正社員募集☆

緯096‐380‐8673

㈲熊本託麻義肢
熊本市東区八反田２丁目１‐４９

常勤講師／理科（化学）　採用／２０１８年９月１日
給与／当学園規定　応募／履歴書（写真貼付）、教員免
許状写しを８月２０日㈪まで必着（午後５時）
※詳細はホームページをご確認ください。

高 校 教 員 募 集

緯096‐366‐0128

慶誠高等学校
熊本市中央区大江４‐９‐５８　http://www.keisei-h.ed.jp/

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。

仕事内容／国内企業向けの事務処理業務（経理）
勤務時間／８：３０～１７：３０（休憩６０分）　休日／原則週休２日制
給与／基本給１５６,５００～１８８,０００円　※交通費全額支給
応募方法／履歴書・職務経歴書を下記メールアドレスへ送付して下さい。

ＢＰＯセンタースタッフ募集

緯096‐356‐0411

アクセンチュア㈱熊本BPOセンター
熊本市中央区花畑町１２‐２４　AKBC_SAIYO@accenture.com

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？　未経験者も大歓迎です。

職　種/①調理スタッフ　※資格不問
　　　　②販売員（ローソン勤務）
時　間/①７：００～２１：００（うち実働７.５時間のシフト制）
　　　　②１４：００～２２：００（実働７時間、休憩６０分）
勤務地/済生会熊本病院内（熊本市南区近見）
給　与/①月固１２１,８００円～、②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

熊本県済生会　支部事務局
〒８６１‐４３２３　熊本市南区近見５‐３‐１

緯096-351-8000（支部事務局総務係）

済生会熊本病院内　調理業務/販売員募集
男女ともに活躍できる職場　未経験・ブランクのある方大歓迎　ＷワークＯＫ

場所／北熊本駐屯地　時間／①９：３０～１９：００（実働８ｈ程度）②（ａ）４：００～８：００（ｂ）９：３０～１３：３０
（ｃ）１５：００～１９：００　給与／①固給１６万円～　要調理師免許★経験等考慮②時給（ａ）８８０円～
（ｂ）７６０円～（ｃ）７７０円～　待遇／各種保険完備、交通費支給（当会規定）、制服貸与、車通勤可

陸上自衛隊　隊員食堂　①調理師急募②調理補助

 　090‐6798‐2572　担当/松元（まつもと）

一般財団法人防衛弘済会
熊本県上益城郡益城町古閑１０７‐１４

◆基本ＰＣ操作ができれば
　OK♪昇給・賞与あり!◆
時間/８時～１７時または
　　　８時～１７時半
　　　（１年単位の変形労働
　　　時間制）
固給/１３５,０００円～１６０,０００円
　　　（その他手当有）
休日/日曜、祝日、他
　　　（年間休日９９日）
応募/電話後、履歴書持参
　　　※詳細面談

株式会社馬場石油
熊本市南区奥古閑町３０７

緯096‐223‐0886（担当/高木・古賀）

一般事務正社員募集！
お客様対応や簡単な施工のお手伝いからスタート

勤務地/熊本市南区薄場３丁目３‐５　時間/９：００～１８：００　給与/固給２０
万～３０万円※経験者優遇　待遇/社会保険完備、車通勤OK、他当社規
定　休日/日曜定休　休日相談可　応募/まずはお気軽にお電話下さい

カーテン取付スタッフ（正社員）募集

緯096‐358‐1844（担当/河瀬）

白河インテリア
熊本市南区薄場３丁目３‐５

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
資格／高卒以上、要普免　給与／基本給１５万円～１８万円　他諸手当有り、経験・
能力等考慮します。　時間／８：３０～１７：３０　休日／土、日、祝等　待遇／昇給年１、
賞与年２、社会保険完備、交通費支給　退職金制度有　応募／履歴書、職務経歴
書８/２４迄に郵送。　面接・試験／８月２７日月AM９：００簡単な簿記試験と面接を実施

（正職員）総務・経理事務募集

緯096‐237‐3535

協同組合　嘉島リバゾン
〒８６１‐３１０７　熊本県上益城郡嘉島町上仲間２２７‐１８

４０代・５０代活躍中！！　給与／月固１９０,０００円～２７０,０００円
勤務地／宇城市、益城町、西区上熊本、南区流通団地、東区小山町　休日／
週休２日　資格／中型・大型免許、年齢不問・未経験歓迎　待遇／社会保険完
備、資格手当有り、各種資格取得補助制度有り　※出張面接お受けします！

配送ドライバー

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

仕事内容／カウンター業務（英語学習施設内）
勤務時間／月～金曜日　１１：３０～１８：３０（６０分休憩）他
給与／時給８５０円　条件等／英語で外国人と意志疎通できる方
応募／８月２２日（必着）迄に履歴書を法人課N係へ郵送下さい。（ＨＰ参照）

学校事務（パート職員）募集

緯096‐326‐3441（直通）

学校法人君が淵学園　崇城大学
〒８６０‐００８２　熊本市西区池田４丁目２２‐１

７０代も活躍中！　未経験歓迎！　お惣菜の盛り付けやトッピング！
勤務地/菊池市七城町　面接会場：菊池市隈府（駐車場有り）
時間/①７：３０～１６：００②９：００～１７：３０③１２：３０～２１：００（①～③選べます。）
給与/時給８５０円　休日/シフト制　待遇/冷暖房完備、社会保険完備

食品工場勤務　菊池市

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

職　　種／学校事務
雇用条件／嘱託期間１年とし、嘱託期間終了前に正規職員へ

の採用試験あり。
資　　格／平成３１年３月卒業見込の方（高校卒不可）
　　　　　平成２３年３月以降卒業の方（高校卒可）
　　　　　※長期キャリア形成をはかるため
採　用　日／平成３０年１１月１日（予定）・平成３１年４月１日（予定）
給　　与／固給１６２,７００円～（大学卒参考）＋諸手当（経験等

考慮）、賞与（年２回）
勤務時間／月曜～金曜　 ８：３０～１７：３０　配属による交代制勤

務あり 　①８：３０～１７：３０②１２：４５～２１：３０
年間休日数１３０日程度（平成２９年度実績）

学校法人君が淵学園　崇城大学
お問い合わせ 緯096‐326‐3441（法人課N係）

事務職員（学校事務）募集！！
待　　遇／私学共済保険完備
勤　務　地／学校法人君が淵学園・崇城大学
提出書類／履歴書（写真貼付）・卒業証明書（又は卒業見込証

明書）・成績証明書・志望動機書（本学職員を志望
した理由と本学で特に取組みたい仕事：Ａ４用紙１
枚）を８月２２日㈬迄（必着）に法人課N係へ郵送下
さい。提出書類は返却致しません。（HP参照）

選考内容／一次選考：書類選考
　　　　　二次選考：筆記試験①・②、課題　
　　　　　　　　　　９月３日㈪９：００～
　　　　　最終選考：プレゼンテーション・個人面接　
　　　　　　　　　　９月１４日㈮９：００～

事業内容／高等教育機関

〒８６０‐００８２ 熊本市西区池田４丁目２２番１号 http://www.sojo-u.ac.jp/

●●● 施設常駐警備員【契約社員】募集 !施設警備員募集 ●●● 施設常駐警備員【正社員】募集 !

日本郵政スタッフ株式会社
熊本市中央区大江３丁目１‐６６

錆0120‐773‐505

短期事務スタッフ１６００名　今年も募集スタート!　８月中内定者には特典あり
勤務地／A…熊本駅前センター（西区春日１‐１２‐１０）

B…九州BPOセンター（中央区大江３‐１‐６６）
内　容／A…①郵便物開封・書類仕分　②データ入力

B…②データ入力　③書類点検　④電話照会
時　給／①９５０円　②１,０００円　③１,０００円～１,１００円　④１,３００円　

（研修時給７７０円　２日～６日間程度）
時　間／①～④９：００～１８：００
期　間／①１０月中旬～１か月程度　②～③１０月中旬～１１月下旬
　　　　④１１月上旬～１２月上旬
待　遇／自転車・バイク通勤OK

インフルエンザ予防接種３,０００円まで補助
資　格／年齢・経験不問
その他／お車で面接にお越しの際は事前にご相談ください

★８月末までに内定し最終日まで
　働いた方にはボーナス３,０００円支給★
　二次元バーコードからもご応募が可能です。
　ご応募はお早めにどうぞ!

★チャレンジ精神旺盛で、ものづくりが好きな方　大募集！！★

　　　テクノデザイン株式会社

事業拡大により人材（正社員・契約社員）募集！

①成形機オペレーター（※契約社員も有）　②機械加工機オペレーター　勤　務　地／Ｆａｂ２工場【菊池市森北】
③半導体・液晶装置の機械設計　④半導体・液晶装置の電気設計　　　　勤　務　地／Ｒ＆Ｄセンター【合志市福原】
⑤購買業務員　⑥電子機器の製造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勤　務　地／本社【阿蘇郡西原村】
給　　　　与／基本給１６２,０００円～３００,０００円（①②③④⑤⑥）　基本給１４０,０００円～１６０,０００円（①※）
時　　　　間／８：３０～１７：３０　１６：００～１：００　０：３０～９：３０（①②）　８：３０～１７：３０（③④⑤⑥）　
資　　　　格／①②③④業務経験者　⑤⑥不問
待　　　　遇／各種保険有
休　　　　日／週休二日制（工場カレンダーによる）
応募方法／履歴書（写真添付）・職務経歴書を下記宛てに送付ください。
　　　　　　　　　　書類選考後面接日等ご連絡致します。

〒８６１‐２４０１　阿蘇郡西原村大字鳥子３１２‐２（鳥子工業団地内）

緯096‐279‐4101（担当/総務部　深田・福山）
http://www.techno-d.jp/

☜テクノデザイン　検索


