
ネット通販のＰＣ管理業務
給与/固給１５万～２０万円
時間/８：３０～１８：００　週休２日制
応募/電話後履歴書持参下さい

ネット通販業務正社員募集

松藤貿易㈱
熊本市北区楠野町１０５２‐１

緯096‐275‐2750

月固/１６９,５００円～　賞与有　社保完　通勤・
皆勤手当・制服有　車通勤可　勤務地/中央
区、東区　時間/１３：００～翌１３：００　シフト制　
月１０～１１日程度の勤務※社宅有り

フロント・リネンスタッフ

白川スタッフサービス
熊本市中央区保田窪本町４‐５７
緯096‐213‐7788（担当/佐川）

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

時給/１,０００円～　制服有　車通勤可
勤務地/熊本市中央区、東区（相談可）
時間/①９：００～１８：００②１８：００～１：００
※土日祝のみの方も歓迎 社宅有り

リネンスタッフ（時給制）

白川スタッフサービス
熊本市中央区保田窪本町４‐５７
緯096‐213‐7788（担当/佐川）

仕事／ガソリンスタンド業務、配達
資格／普通運転免許要
時給／１,０００円　※正社員も募集中（詳細面談）
勤務／シフト制（休日相談可）

ＧＳスタッフ急募　!

㈲牛嶋石油
熊本市西区西松尾町４４１３

緯096‐329‐7039

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

㈲木下石油セルフ下南部店
熊本市東区下南部３‐４８０‐１
緯096‐388‐0124

時給/９００～１,０００円　勤務地/熊本New‐s
館　DIESELショップ　時間/１０：３０～２０：００
内※応相談（シフト制）　待遇/社保完備、昇
給有、交通費（規定有）、正社員登用制度有

ショップスタッフ

㈱チームモーテル
熊本市中央区上通町４‐１０　トラヤビル１F
緯096‐351‐0307（担当/小田）

全国の高校・大学同窓会名簿作成委託
同窓会員へ名簿発行の案内をします
時間/９：００～１３：３０　時給/８４０円～９００円
休日/日・祝・隔週土　交通費、雇用保険

パート　電話案内業務

㈱旭出版
上益城郡益城町広崎４９７‐２（健軍電停７分）
緯096‐289‐1300（担当/タナベ）

時給／１,２００円　毎週月・火・木・金
時間／１３：３０～１８：００
期間／年末まで（延長あります）
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）

調理業務全般　勤務地／東区山ノ神の病院
時給／７９０円～　※経験者優遇　交通費支給
時間／９：００～１８：００　週４日～可
待遇／社会保険付、資格不問、制服貸与

病院の調理員募集

淀川食品株式会社
中央区水前寺６‐４６‐２１　星光交易ビル３F‐B
緯090‐4648‐9601（担当/福里）

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

医療事務資格者（経験者優遇）
時間/９：００～１８：００（水土半日）
給与/当院規定（賞与有）各種保険完備
応募/まずはお電話下さい

医療事務職員募集

竹下外科整形外科医院
熊本市中央区大江５丁目４‐２４
緯096‐372‐6411

勤務地/下益城郡美里町
時間/１２時～翌１２時　月１０日程度
日給/１２,４００円＋フロント手当　交通費有
応募/面接随時　電話連絡後履歴書持参下さい

フロントスタッフ募集

A‐スタイル
下益城郡美里町大沢水２５５
緯0964‐46‐2400

現場/上通町マンション共用部日常清掃
時給/９００円
時間/８：００～１０：００★車通勤可
休日/日曜・祝日・年末年始　※制服貸与

施設内清掃

株式会社日本ビルシス
熊本市中央区安政町４‐１９　TM‐１０　ビル７階
緯096‐211‐0033

社員食堂パート募集！
勤務地/熊本市中央区本荘
勤務日/土曜、日曜、祝日
給与/時給９５０円　手当/通勤手当
時間/１１：３０～１９：３０　※資格、経験不問

病院内アシスタント急募

株式会社　三勢
熊本市中央区帯山３丁目８‐４４
緯096‐383‐2341

勤務地/熊本市西区小島
給与/時給８５０円　手当/通勤手当
時間/８：１５～１７：１５　※パート可
休日/土日祝その他学校が休みの日

給食調理スタッフ

株式会社　三勢
熊本市中央区帯山３丁目８‐４４
緯096‐383‐2341

現場/新町マンション共用
部日常清掃　時給/８５０円
時間/９：００～１２：００　休日/
日曜・祝日・年末年始・お盆

施設内清掃

株式会社日本ビルシス
熊本市中央区安政町４‐１９　TM‐１０　ビル７階
緯096‐211‐0033

緑溢れる霊園で働きませんか？
時給／９００円
時間／９：００～１５：００（休憩１ｈ有）

シフト制、１ヶ月毎に勤務日調整
資格／要普免、経験者歓迎、スキル・

経験不問・先輩スタッフが丁寧
に指導するので未経験でも大
丈夫

待遇／長期勤務できる方大歓迎　！
マイカー通勤可、交通費支給有
（規定有）

応募／電話連絡の上、履歴書郵送
　　　下さい。お問合せも大歓迎　！
事業／霊園事業運営
熊本メモリアルガーデン
菊池郡菊陽町原水３７８６‐１

錆0800‐200‐3326（採用担当）

園内管理スタッフ
☆１０月初旬オープン☆

内容/インターネットサービスの運営　時給/７６５円～
時間/１０時～１７時の実働４ｈ　休日/月８日（土・日曜日
が基本）　待遇/有給休暇、交通費規定支給

正社員（障がい者枠）

サンクスラボ株式会社
〒８６０‐０８０１　熊本市中央区安政町４‐１９TM１０ビル４F
緯080‐3277‐5224（橋本）

勤務地/泗水町の施設　内容/調理・配膳・
洗浄等　時間/８：００～１３：３０（実働５ｈ）　時
給/８００円～　休日/月１０日程度（日曜休み
他）　応募/お気軽にお問い合わせ下さい

パート調理員募集

㈱九州フードサプライセンター
熊本市北区貢町７８０‐１０

緯096‐215‐9901（担当/人事課）

デイサービススタッフ（小規模）
時給／７７０円～８５０円　詳細面談
休日／日曜ほか週４～５日勤務
応募／電話連絡後、履歴書持参

通所介護事業所　だんだん
北区植木町岩野９２７‐４

緯096‐273‐3617（担当／正岡）

【急募】介護職員（パート）
募集人数／２～３名　資格／ヘルパー２級
時間／１７：３０～２０：３０　食事介助・着替え介助等
時給／１８：３０迄８５０円　１８：３０以降１,０００円
※半年経過後有給制度有　ｗｉｆｉ設置　運動公園そば

高齢者住宅　短時間パート

社会福祉法人　朋岳園
熊本市東区石原２丁目４番１０号
緯096‐213‐3725

◎イオンモール熊本前新展示場オープンの為◎
年齢／不問　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

勤務地/東区尾ノ上　時給/８００～９００円　時間/実働５.５ｈ
①６：００～１２：００　②６：３０～１３：３０　③１３：３０～１９：００
休日/シフト制（希望休あり）　待遇/制服貸与、交通費支給、
車通勤可　初心者の方も歓迎。丁寧に指導いたします。

施設内スタッフ　盛付、洗浄、切込等募集

緯096‐383‐5888

栄食メディックス株式会社
熊本市中央区水前寺６丁目３７‐２１　西原ビル４F

勤務地/熊本市中央区　高校寮食　※マイカー通勤可
時給/８５０円（３ヶ月間８００円）５時～７時まで９００円
時間/①５：００～１４：００②９：３０～１８：３０（実働８Ｈ）
①②交替シフト制　休日/週２日程度　交通費有

調理員募集（パート）

九州トータルプランニング㈲
熊本市中央区水前寺２‐６‐２０‐２F
緯096‐381‐1112

仕事／駐車場業務
資格／要普通免許
時給／７５０円
勤務／週３日及び２日の午前勤務

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

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。

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

短期データ入力スタッフ（熊本駅前）
フルタイム・時短勤務は希望に応じます！

職　　種／データ入力
時　　間／①９：００～１８：００（８h）②１０：００～１４：００（４h）
研　修　中／①９：３０～１７：３０（７h）②１０：００～１４：００（４h）
勤　務　地／「駅前センター」西区春日１‐１２‐１０　　　　
時　　給／①１,０００円②９００円
期　　間／①１０月２３日～１２月２日②１０月１５日～１２月２日
研修期間／時給７７０円。①１～５日②４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

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

短期データ入力スタッフ（大江）
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／「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月下旬頃
研修期間／時給７７０円。１～５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

職　種／正社員　接客スタッフ
勤務地／水俣市大黒町２丁目３‐１８（２０１９年３月オープン予定）
時　間／９：３０～１９：３０（土曜のみ９：３０～１３：３０）
給　与／固給１８万５００円～２４万５００円
休　日／日、祝日（定休日を含む月９日（シフト制））、
　　　　ＧＷ、夏季、年末年始休暇、有給休暇、年間休日１０７日
資　格／年齢・学歴・運動経験不問
待　遇／賞与有、昇給有、

社保完、制服貸与、
交通費支給（月１万
円迄）、車通勤ＯＫ
（駐車場代無料）

お仕事説明会
９/２２㈯①１１時～　１０/６㈯①１１時～
　　　②１４時～　　　　②１４時～
会場：エムズシティー４Ｆ会議室

〒８６２‐０９２６　熊本市東区保田窪４‐１２‐３７
緯096‐283‐5080（担当/影山）

カーブス水俣店　オープニングスタッフ募集
女性だけの３０分フィットネス施設　未経験者歓迎！

カーブス　水俣エムズシティー

ダブルワークOK　体力に自信のある方大歓迎

一般財団法人防衛弘済会

自衛隊　「隊員食堂でのお仕事」

場所/陸上自衛隊　高遊原分屯地　隊員食堂
（空港近く）

職種/①食器洗浄・清掃業務
　（食器洗浄機を使ってのお皿洗い等）
②調理補助
　（野菜の洗浄・カット、盛り付け、調理器具の後片付け等）

時間/①A６：００～８：００B１０：００～１４：００C１７：００～１９：００※A＋B等の組合せ可能
②D４：００～８：００E９：３０～１３：３０F１５：００～１９：００※D＋F等の組合せ可能

給与/①時給ABC７７０円～②時給D９５０円EF７７０円～
待遇/各種保険完備、交通費支給（当会規定）、制服貸与、マイカー通勤可
応募/まずはお気軽にお電話ください。

熊本県上益城郡益城町古閑１０７‐１４　　090‐6798‐2572　担当/松元（まつもと）

★「調理師・調理見習い」
あわせて募集中
８時間勤務　
社会保険加入

★経験等考慮いたしまして
面接時に相談致します。

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/販売員募集セルフガソリンスタンドスタッフ

警備スタッフ（正社員・契約社員）大募集 !! 10月入社10名募集

くもん書写の先生になりませんか? マンション管理代行員（男女）


