
場所/熊本市東区戸島（施設）
時間/５：３０～１５：００、９：３０～１８：３０
給与/時給８００円～
詳細面談　※受付/９月１０日㈪９時～

栄養士・調理員募集!!

株式会社　東臣
菊池郡大津町杉水字一ノ迫３０２１‐１
緯096‐294‐7020

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）

◎産婦人科経験者優遇　給与/固給１８.５
～２２万円＋資格手当５,０００～１万円＋交通
費　時間/８：３０～１８：３０　休日/週休２日
制（木・日）　待遇/各種保険有、車通勤可

正・准看護師（正社員）

みやはらレディースクリニック
熊本市西区春日７丁目２１‐１５
緯096‐325‐1107

年齢/不問　経験者歓迎
勤務/８：３０～１２：１０　給与/当院規定
応募/まずはお気軽にお電話下さい。
　　　歴持面談

医療事務・受付パート

榎本内科
熊本市北区植木町平野７７‐１
緯096‐272‐6236

勤務地/中央区大江（味噌天神電停徒歩５分）
時給/１,０００円　交通費規定支給
休日/土日祝、正月等　時間/１４：００～１６：００
◎年齢・経験不問　車通勤ＯＫ

オフィスビル清掃員

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）

勤務地/益城町福富　車通勤ＯＫ
固給/１８～２２万円　交通費規定支給
休日/週休２日制　シフト制
時間/７：３０～１６：３０　※夜間作業有

清掃主任候補

ゴトクプロジェクト㈱
福岡市博多区祇園町７‐２０

緯092‐281‐7730（担当/渡辺）

給食調理補助・雑務（資格不問）
給与／当院規定による
常勤・パート　共に可（応相談）
電話後履歴書持参　面接随時

病院給食調理補助

医)上熊本内科
熊本市西区上熊本１‐３‐４

緯096‐325‐1331㈹

時給/８５０円（各種手当あり）
時間/１４：３０～１８：００（学校休暇中
は変動あり）　応募/まずはお電話
下さい（平日１４：３０～１８：００受付）

募集　学童保育

田原小学校学童保育保護者会たんぽぽクラブ
北区植木町富応１３０２‐５

緯070‐2392‐6975

中習い可　要普免　寮あり
日給／２０,０００円（日払）
時間／８：００～１７：００
応募／随時受付　後日面談

大工・左官・ペンキ職人募集

トモケン
熊本市北区万楽寺町４９５

緯096‐342‐5869

日給／７,０００円　（パート）１８歳～６５歳
場所／八代市内店舗内巡回
時間／９：３０～２１：３０（８H）　入社祝金有
初心者歓迎、月８～１３日勤務可　車通可

男女私服警備（八代）

㈱アイ・トラスト
熊本市南区田迎町田井島７７３‐１
緯096‐214‐3600

職種/鉄骨溶接工　※年齢不問・有資格者
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㈹

内容/給食調理業務
時間/①３.５時間/日②６.５時間/日
　　　　　①②の組み合せで４日/W程度
給与/時給８５０円～　※詳細面談

調理職員（パート）

橋本整形外科内科
熊本市北区改寄町２３８０‐５

緯096‐272‐0052

６０歳以上の方大歓迎。
ペット霊園での軽作業です。

時給/８００円　休日/週休２日・シフト制
※時間・日数応相談、雇用保険有

パート・契約社員

創業３３年　㈱夢眠舎
上益城郡益城町平田２３８０‐１（第２空港線沿）
　090‐5921‐6858

勤務地/八代市　時間/９：００～１５：００
時給/７８０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

ユーレストジャパン㈱
八代市新港町４丁目８番地

緯0965‐37‐1849

勤務/南区田迎（けやき通り近く）　時間/
１７：００～ 翌９：００（休 憩２ｈ）　給 与/固 給
１６.３万円以上　手当６万円以上　総額２２
万円以上可　待遇/社保完　※詳細面談

介護スタッフ（夜勤専従正職員）

有料老人ホーム福寿庵
熊本市南区田迎２丁目１４番１号
緯080‐4314‐5330（担当/中村）

給与/当社規定※経験不問
時間/８：４５～１９：１０（月・火・木・金）/
　　　１３：１０水/１４：１０土
応募/まずはお気軽にお電話下さい

受付・医療事務（正社員）

水前寺耳鼻咽喉科クリニック
熊本市中央区新大江３丁目１２‐２０
緯096‐381‐3387

勤務/南区田迎（けやき通り近く）
時間/８：３０～１７：３０　※詳細面談
給与/固給１５.５万円～
介護保険請求事務経験者優遇

事務スタッフ（正社員）

有料老人ホーム福寿庵
熊本市南区田迎２丁目１４番１号
緯080‐4314‐5330（担当/中村）

時間/午後のみ　１日２時間程度
給与/日給３,０００円
　　　※詳細は面談にて
応募/まずはお電話下さい。

学童教室生徒お迎えドライバー

ルンビニー幼稚園
熊本市南区近見２丁目７番２号
緯096‐354‐1168

有料老人ホーム及び介護事業所での勤務
内容/主にＰＣ入力※介護事務経験者優遇
時間/９～１８時　週５日　給与/当社規定（能
力・経験優遇有）　待遇/社保完備

事務員（正社員）パートも可

㈲シルバーライフサービス
東区御領１‐３‐４３

緯096‐380‐0038（黒川）

勤務時間/月・金１４：００～１７：３０
火・水９：００～１２：００　１４：００～１７：３０
時給/８２０円～　◎時間帯応相談
応募/電話連絡後履歴書持参下さい

調剤薬局事務（パート）

新外薬局
熊本市東区新外４丁目６‐１０
緯096‐365‐3344

勤務/南区田迎（けやき通り近く）　時間/６：００～
２０：００の間の８ｈ、宿直手当別途支給　給与/固給
（正看）２０.５万円～　（准看）１８.５万円～　（主任）
２４.３万円同時募集　待遇/社保完※詳細面談

訪問看護スタッフ（正職員）

訪問看護ステーション福寿庵
熊本市南区田迎２丁目１４番１号
緯080‐4314‐5330（担当/中村）

勤務/南区田迎（けやき通り近く）
時間/６：００～２０：００の間の８ｈ、夜勤宿直あり
給与/固給（介福）１８万円～、（Ｈ１）１７．４万円～
（Ｈ２）１６．３万円～　夜勤宿直手当別途支給

訪問介護スタッフ（正職員）

訪問介護ステーション福寿庵
熊本市南区田迎２丁目１４番１号
緯080‐4314‐5330（担当/中村）

勤務/月１１～１２日程度（試用期間３ヶ月）
時間/１３：００～翌１３：００まで※仮眠・休憩有
待遇/交通費支給（規定有）、大入手当、
休日手当　給与/委細面談

清掃スタッフ

㈲三友興産
菊池市広瀬６２５‐３３

　090‐4583‐5222

勤務/南区田迎（けやき通り近く）
時間/６：００～２０：００の間の８ｈ
給与/固給２２.９万円～
待遇/社保完　※詳細面談

サービス提供責任者（正職員）

訪問介護ステーション福寿庵
熊本市南区田迎２丁目１４番１号
緯080‐4314‐5330（担当/中村）

朝ゆっくり出社！　未経験者も安心！
勤務地/益城町　時給/８５０円＋交通費
時間/９時３０分～１７時３０分※各種保
険完備　休日/土日　年齢/５０歳まで

商品のラベル貼り、仕分け作業

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

時給/９００～１,０００円（交通費別途）
時間/８：３０～１７：００（週３～４日）
資格/ヘルパー２級以上
面接随時　お気軽にお電話下さい

デイケア介護職（パート）

下田内科クリニック
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

食品加工会社での長期経理事務
時給/１,０５０円+交通費　休日/土日祝
時間/８：００～１７：００　資格/PC基本操作
待遇/即～長期、社保完備、車通勤可

経理事務（宇城市）

㈱TKUヒューマン
熊本市北区徳王１丁目６‐５２　TKUぷらざ２F
緯096‐359‐3412（担当/森本）

固給/１９.５～２４万円（夜勤・通勤手当別途）
時給/准・１,１００円　看・１,２００円
ブランクのある方でも大丈夫です！！
面接随時　お気軽にお電話下さい

看護職（正・パ）

下田内科クリニック
北区鶴羽田３‐１４‐２３

緯096‐345‐5015

場所/熊本市東区上南部（施設）
時間/９：００～１８：００　週休二日制
給与/月固１５１,２００円～
※詳細面談　※受付/９月１０日㈪９時～

栄養士募集!!　準社員

株式会社　東臣
菊池郡大津町杉水字一ノ迫３０２１‐１
緯096‐294‐7020

時給/７５０円～（交通実費　雇用保険・社会保険　有）
時間/基本７：００～１２：１５（休憩有）※時間帯応相談
勤務地/NTT桜町ビル・NTT九品寺ビル　等
※研修を行いますので初めての方も安心です

NTTビル清掃スタッフ募集

テルウェル西日本㈱　九州支店
熊本市中央区南熊本５‐１‐１　テルウェル熊本ビル２F
緯096‐361‐5000（担当/井戸）

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。

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

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）

勤務地/①菊陽町津久礼②熊本市北区大窪　時間/
①②９：００～１５：００（休憩６０分）　時給/①②７８０円～　
休日/土・日・祝日　待遇/制服貸与、交通費規定支給
応募/電話連絡後写真付履歴書をご持参ください。

調理補助（企業内食堂）

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

★正職員
勤務/８時半～１８時　水土半日　日祝休
待遇/給与当院規定　各種保険あり
応募/まずはお電話下さい

受付・医療事務

ふくもと整形外科
〒８６１‐２１１８熊本市東区花立１丁目１３‐１５
緯096‐285‐5500

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
事務未経験の方でも安心して働けます!

職　　種／データ入力
時　　間／９：００～１８：００（８h）
研　修　中／９：３０～１７：３０（７h）
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　　給／１,０００円
期　　間／駅前　１０月２３日～１２月２日
　　　　　大江　１０月中旬～１１月下旬頃
研修期間／時給７７０円。１～５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

「そろばん教室８８くん」イオン八代教室
新規開校!　そろばん講師募集
資格／珠算検定２級以上の方
　　　ブランクＯＫ！　指導経験不問
時間／平日１４：００～１９：３０
　　　土曜１０：００～１９：００
固給／週５日１４９,０００円
　　　週４日１１８,０００円
　　　週３日８１,０００円
　　　※土曜勤務はプラス９,０００円
待遇／日曜休、交費給、車通勤可、
　　　各社保完（勤務日数による）、
　　　夏季・年末年始休暇有、研修有
応募／まずはお気軽にお電話下さい。
セイハネットワーク㈱
〒８１２‐００２５　福岡市博多区店屋町１‐３５　博多三井ビル２号館４階
錆0120‐815‐718（担当/水田）

そろばん教室講師募集!
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
内容/タッチパネルに規定の数値を
入力して、シリコンウエハーが入った
ケースを機械にセットする作業
給与/時給１,０００円　《２０名採用》
時間/７：３０～１９：３０・１９：３０～翌７：３０
※２交替　１ヶ月単位の変形労働時間
制（月間総労働時間１６２.４５時間）
休日/３勤３休、４勤４休シフト※年間休
日１８５日　待遇/週払いＯＫ、寮完備
（当社規定）、寮費半額、交費支給（当
社規定）、制服貸与
★入社祝金２０万円支給（規定有）★
勤務地/菊池郡菊陽町
応募/まずはお気軽にお電話下さい。
株式会社フジワーク熊本事業所
熊本市北区武蔵ヶ丘１‐６‐９３　プラッサHIKARI ２F
錆0120‐58‐5889

機械オペレーター
給与/月固１７４,０００円～※初年度月収　
例：２２５,８７５円（１７４,０００円＋深夜手当＋
時間外３０ｈ）　時間/７：３０～１９：３０、１９：３０
～翌７：３０※１ヶ月単位の変形労働時間
制（月間総労働時間１６２.４５時間）※２交
代勤務/日勤・夜勤は２週間毎に交替　
休日/３勤３休・４勤４休シフト（工場カレン
ダー）　資格/学歴不問、未経験者大歓
迎！　待遇/社会保険完備、交通費規定
支給、賞与年２回、制服貸与、住宅・家族
手当、備品付寮完備、退職金制度、資格
取得促進支援制度、入社祝金２０万円支
給（規定有）　勤務地/菊池郡菊陽町
応募/まずはお気軽にお電話下さい。
株式会社フジワーク熊本事業所
熊本市北区武蔵ヶ丘１‐６‐９３　プラッサHIKARI　２F
錆0120‐58‐5889

装置の保守、保全業務（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

短期事務スタッフデータ入力（時短）
事務未経験の方でも安心して働けます!

職　　種／データ入力（時短勤務）
時　　間／１０：００～１４：００（４h）
研　修　中／１０：００～１４：００（４h）
勤　務　地／「駅前センター」西区春日１‐１２‐１０
時　　給／９００円
期　　間／１０月１８日～１２月２日
研修期間／時給７７０円。４日間
待　　遇／自転車・バイク通勤OK
資　　格／年齢・経験不問
　　　　　決められた箇所に名前や数字等を入力する
　　　　　だけの簡単な作業です!
　　※繁忙に伴い残業・休日出勤の可能性有

◎業務拡張の為急募◎　年齢／不問※やる気のある方
給与／固給３５万円以上　※経験者優遇
休日／週休二日制（水木）　待遇／社会保険・各種保険完備
応募／電話連絡後履歴書持参下さい。詳細は面談にて

〈正社員募集〉現場管理者

緯096‐235‐4077（担当/荒瀬）

株式会社カシマホーム
上益城郡嘉島町北甘木２３５６


