
パソコン（エクセル・ワード）ができる方
時給／８００円以上　休日／土日祝他
時間／１日５～７時間（応相談）
応募／履歴書（写真付）を郵送下さい。

くま川法律事務所
人吉市中青井町３５７‐６サンケイビル１F
緯0966‐24‐4604

法律事務（パート）
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　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

給与/時給８００円　勤務時間/朝８：３０～１４：００
と昼（平日）１３：００～１７：００　昼（土・日・祝）
１２：００～１６：３０※２交替制※交通費上限１万２
千円迄支給　応募/まずはお電話ください

病院内売店スタッフ募集

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/齊藤・石原）

勤務/健軍の教育施設　時間/①５～９時②９～１５時③１５
～２０時　時給/①③８５０円②８００円　休日/シフト制（平日
のみ、土、日のみも要相談）　待遇/制服貸与、交通費規
定支給、車通勤可※調理師同時募集、委細面談

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

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㈹

勤務地/南区近見　時間/９：００～１６：００
シフト制　週３日程度　　時給/７６５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
子育て中の方もＯＫ！まずはお電話くだ
さい。時間/受付業務９時～１７時半（水
・土は１３時まで）週４、５日勤務（相談可）
応募/電話連絡の上面接　委細面談

医療事務（パート）急募

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

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　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

㈲木下石油セルフ玉名・玉東店
玉名市岱明町開田４１７‐１

緯0968‐57‐1138

勤務/菊池市旭志川辺１３１４‐１　ＫＭバイオロジクス㈱
時間/①調理師　８：３０～１６：３０②調理補助　９：００～
１４：３０　時給/①１,０００円～②７８０円～　休日/土日祝、Ｇ
Ｗ、お盆、年末年始　待遇/制服貸与、交通費規定支給

９月下旬新規オープン　調理スタッフ

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

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

給与/時給８００円　時間９時～１７時半
勤務地/大津町（状況により残業有）
資格/要大型免許※けん引お持ちの方優遇
応募/詳細面談　電話受付後歴持参

納車・引取り及び洗車業務

いすゞ 自動車九州株式会社
菊池郡大津町室１５０１番地

緯096‐340‐3330（担当/松永）

内容/調理業務全般の補助　時給/８００円
時間/①６：３０～１２：００　②１４：３０～１８：３０
　　　就業時間は４時間程度。日数は応相談。
休日/週休２日制（シフトによる）

調理補助急募！

医療法人聖粒会　慈恵病院
熊本市西区島崎６丁目１番２７号
緯096‐355‐6131

給与/基本給　１７万５,０００円～２０万円
待遇/資格手当　５,０００円～３万円
　　　精勤手当　５,０００円
　　　夜勤手当　９,０００円/回
　　　通勤手当　上限１２,９００円
　　　その他　福利厚生充実！！
時間/勤務時間はシフト制
備考/昇給あり　賞与年２回（夏・冬）
　　　有給あり　社会保険あり
　　　退職金制度あり
　　　夜勤ができる方歓迎！！
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（病棟勤務）募集

山鹿市民医療センター
山鹿市山鹿５１１

緯0968‐44‐2185（経営管理課/迎田・田尻）

事務職・看護師・助産師　募集！
③看護師　④助産師①事務職（新卒等）

②事務職（医療事務経験者）職　　種

昭和４８年（④は昭和４３年）
４月２日以降生まれで、上
記免許を有する方、又は
来春取得見込みの方

①平成元年４月２日以降生まれ
で、大学（短大含む）又は専門学
校卒、又は来春卒業見込みの方
②昭和４８年４月２日以降生まれ
で、医療事務実務経験３年以上

応募資格

平成３１年４月１日採　用　日
③正職員１０名程度
④正職員３名程度

①正職員１名程度
②正職員１名程度募集人数

平成３０年１０月２０日平成３０年９月３０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

勤務地／中央区辛島町もしくは新市街
（交通センターより徒歩３分）

時　間／１０：００～１５：００　実働４.５時間
給　与／時給９００円＋交通費
勤　務／出勤日数、特定曜日出勤などご相談に応

じます。
週４日以上勤務の方、大歓迎です。
友達同士での応募大歓迎！
未経験歓迎します。

応　募／電話連絡後、面接日設定します。
お気軽にお問い合わせください。

太平ビルサービス株式会社
熊本市中央区辛島町３‐２０　NBF熊本ビル１F

緯096‐359‐0808　担当/溝口

ビジネスホテル客室清掃
【ルート営業】
内容／半導体・食品等の工場への営業
給与／基本給１９２,０００～２０４,０００円
待遇／社会保険完備（規定有）
時間／８：３０～１７：３０（残業有）
休日／日曜、他（月４～５日休有）
【工場内作業】
内容／快適なクリーンルーム等での
　　　　　　衣類及び容器の洗浄
給与／時給７７０円～
待遇／社会保険完備（規定有）
時間／８：３０～１７：３０
※始業時間及び勤務時間は相談可です
休日／日曜、他（月４～５日休有）
㈱九州CIC研究所
熊本市中央区世安町１４１‐１
緯096‐366‐6764

ルート営業・工場内作業アルバイト・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。

給与/固定給１１５,３７０円＋手当有
資格/要普通免許
　　　(ワゴン車での送迎)
勤務地/八代市内の病院
　　　　※車通勤OK
時間/６：００～１９：３０※実働６～７ｈ
　　　※曜日により変更有
　　　※月１７日程度の勤務
休日/日曜日、その他指定日
応募/お気軽に採用係までお電
　　　話ください。面接日時等を
　　　ご連絡させて頂きます。
備考/条件により６８歳まで
　　　雇用延長あり
株式会社　ジャパン・リリーフ関西 福岡支店
福岡市中央区天神４‐６‐７　天神クリスタルビル１３F
錆0120‐645‐248（平日１０～１７時受付）

病院の送迎ドライバー(契約社員)
時給/１,０００円～１,４００円（パート）
固給/１７６,０００円～２４６,０００円（正社員）
資格/ヘルパー２級（初任者研修修了）
　　　　　実務者研修修了　介護福祉士
手当/資格に準ず、交通費・各保完
時間/９：００～１８：００
　　　　　（パート：内４～８時間）
休日/シフト制・希望休考慮
応募/電話後、履歴書を持参下さい
　　　　　高齢者住宅（シルバーマンション）
　　　　　内及び隣接する有料老人ホーム内
　　　　　でのヘルパー業務となります。
　　　　　若いヘルパーさん（２０代）も活躍中
　　　　　未経験者も大歓迎です。
株式会社D・S・G

玉名市岩崎４１６‐１
緯0968‐72‐5100

高齢者住宅内訪問介護

マンションの室内清掃・建物周りの清掃です。未経験者でも親切指導。
長期で働いて頂ける方。　時給/８００円～（試用期間１ヶ月は７５０円）
勤務地/東区月出３丁目　時間/１３：００～１６：００（平日のみ週３日、１日２～３時間程度）
面接/まずは、お気軽にお問い合わせ下さい（平日９～１７時）

宿泊施設清掃業務　募集

緯096‐387‐2202（担当/白石・坂口）

ウィークリーマンション憩
東区月出３丁目２‐７

内容/病棟・病室の環境整理や患者様の身の回りのお世話等。　時間/日勤８：３０～
１７：００　夜勤１６：３０～翌９：００　給与/基本給１４万円～（※経験により加算）＋通勤手当
（上限１万円）※定年後継続雇用　同条件　待遇/昇給年１、賞与年２（昨年実績４.５ヵ
月）、各保完退職金制度有。　休日/シフト制、有給、夏季、年末年始、慶弔休暇有。

看護助手（正職員）募集！　年齢・経験不問

緯096‐378‐0345（担当/玉﨑）

熊本循環器科病院
熊本市南区御幸笛田２丁目１５‐６（東バイパス沿い　流通団地近く）

★学生さんから子育て中のパート、定年後の方など幅広い年齢の方活躍中★
資格/無し　給与/時給９００円（～８：００までは時給１,１２５円）　休日/シフト制
時間/１日５時間程度の勤務（８ｈのフルタイムも可）　待遇/制服貸与　食事補助
　車通勤可　☆朝食配膳　☆朝食の簡単な調理　☆未経験者活躍中！

朝食スタッフ急募【勤務地：松屋別館】

緯096‐381‐1331（採用担当/西上（にしがみ））

旅亭松屋本館Suizenji
熊本市中央区水前寺公園２３‐１

内容／薬剤師（外来投薬なし、病棟活動なし）　給与／時給２,０００円～２,２００円
時間／８：３０～１２：３０　週３日程度（時間、日数応相談）　休日／日曜、祝日他
待遇／特別手当年２回、労災保険、通勤手当（規定あり）、車通勤可（無料駐
車場有）、制服貸与　応募／まずはお気軽にお電話下さい。

薬剤師（パート）募集！

緯096‐378‐0345（担当/ハナオカ）

熊本循環器科病院
熊本市南区御幸笛田２丁目１５‐６（東バイパス沿い　流通団地近く）

※上記、１１販売センターのいずれかでの採用になります。
待　　遇／昇給年１回　賞与年２回　委細面談、退職金制度　社会保険ほか各種　

保険有り　休日は週休、年休有
応募方法／願書受付：平成３０年９月１４日㈮消印有効、ご希望の販売センターが

あれば販売センター名をご記入の上、下記事務局宛履歴書を郵送
して下さい。面接日の予定、場所、時間などは後日連絡致します 。

熊本日日新聞販売店協同組合　事務局
〒８６０‐８５０６　熊本市中央区世安町１７２　熊本日日新聞社販売局内

（お問い合わせ）緯096‐361‐3124

熊本日日新聞販売センター　営業スタッフ
業務内容／熊日販売センター内における管理業務と読者開発業務

黒髪販売センター
中央区黒髪１‐２‐２７　緯096‐343‐1341

保田窪販売センター
中央区帯山４‐５７‐１　緯096‐382‐2391

水前寺販売センター
中央区出水５‐７‐５４　緯096‐364‐4991

大津北販売センター
菊池郡大津町室７８　緯096‐293‐2215

益城販売センター
上益城郡益城町惣領１４８７‐３　緯096‐286-2453

豊野販売センター
宇城市豊野町山崎１３２７　緯0964‐45‐2030

帯山販売センター
東区尾ノ上２‐３‐８　緯096‐383‐6948

植木販売センター
北区植木町滴水１７３‐３　緯096‐272‐0759

熊本北販売センター
北区四方寄町７５６‐４　緯096‐245‐1488

菊池販売センター
菊池市片角３２４　緯0968‐24‐1157

泗水販売センター
菊池市泗水町豊水３５０３‐１０　緯0968‐38‐2351

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

短期事務スタッフデータ入力
８月中内定者には特典あり　お早めに!

職　種／データ入力（時短勤務も可）
時　間／９：００～１８：００（８h）〈時短〉１０：００～１４：００（４h）
研修中／９：３０～１７：３０（７h）〈時短〉１０：００～１４：００（４h）
勤務地／A「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

※時短はAのみ
時　給／１,０００円、〈時短〉９００円
期　間／１０月中旬～１１月下旬頃
　　　　〈時短〉１０月１８日～１２月２日
研修期間／時給７７０円。１～５日※時短は４日
待　遇／自転車・バイク通勤OK
資　格／年齢・経験不問
　※繁忙に伴い残業・休日出勤の可能性有

★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!

勤務地/益城町のリサイクルセンター
　　　　※転勤の可能性あり（本社）
資格/高校卒以上、要普免
　　　５９歳以下（省令１号）、経験者優遇
給与/固給１８０,０００円～２８０,０００円
時間/８：００～１７：００（休憩９０分）
休日/日祝、他　年末年始、お盆休み
待遇/昇給・賞与有、社保完、有給休暇
　　　交通費実費支給（２４,５００円迄/月）、
　　　車通勤可、家族手当
応募/まずは勤務地宛履歴書郵送。
　　　　　《書類送付先》〒８６１‐２２０４
　　　　　上益城郡益城町大字小谷戸次道
　　　　　１３２３‐５「リサイクルセンター」
河津造園　株式会社
熊本市中央区水前寺３‐３‐２５‐２０８
緯096‐382‐3333

一般事務［正社員］

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

短期事務スタッフ書類点検
８月中内定者には特典あり　お早めに!

職　種／書類点検
時　間／９：００～１８：００（８h）
研修中／９：３０～１７：３０（７h）
勤務地／「九州BPOセンター」

中央区大江３‐１‐６６
時　給／１,０００円
期　間／１０月中旬～１１月２０日
研修期間／３日。時給７７０円
待　遇／自転車・バイク通勤OK
資　格／年齢・経験不問
　※繁忙に伴い
　　残業・休日出勤の可能性有

★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!

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
８月中内定者には特典あり　お早めに!

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

短期事務スタッフ電話照会

職　種／電話照会
時　間／９：００～１８：００
研修中／９：３０～１７：３０（７h）
勤務地／「九州BPOセンター」

中央区大江３‐１‐６６
時　給／１,３００円
期　間／１１月９日～１２月２日
研修期間／５日。時給７７０円
待　遇／自転車・バイク通勤OK
資　格／年齢・経験不問
　※繁忙に伴い
　　残業・休日出勤の可能性有

★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!


