
甲佐町サエラ（発着）～松橋西支援学校
時間/午前・午後２時間ずつ
時給/１,０００円（１日４,０００円）　車通勤可
内容/１台に付２名での就業。詳細は面接にて

【甲佐・松橋】通学バス添乗員

七城観光バス
菊池市七城町小野崎９４６‐１

緯0968‐26‐4100（人事課）

仕事/建築資材運搬及び軽作業
日給/９,０００円～１１,０００円
時間/８：３０～１７：３０　休日/日、祝、第２・４土
応募/電話連絡後履歴書郵送

２ｔドライバー・軽作業

株式会社 幸保工務店
熊本市西区上代８丁目１０‐２２
緯096‐329‐1418

給与／時給１,３００円～
時間／応相談
勤務／外来・クリニック等
※まずはお電話ください。

桜が丘病院
熊本市西区池田３‐４４‐１

緯096‐352‐6264

パート看護師
仕事/接客（ホール）及び調理（キッ
チン）　時間/９：００～２２：００で５～６時
間　時給/８２０円～（土日勤務できる
方歓迎）　勤務/週３～５日程度

オープニングスタッフ募集

うどんの黒田藩 植木インター店
熊本市北区植木町味取４６‐２

昭和食品工業管理部　緯092‐632‐3050

※ネット施工等高所作業有　時間/８：００～
１７：００　資格/要普免（ＡＴ限定不可）１８～４４
歳　ＰＣ操作　給与/固給１８万円＋各種手当有
（規定有）　休日/週休２日制　待遇/各保完備

鳥害対策業務（正社員）

株式会社あんらく
熊本市東区石原１丁目４‐１５
緯096‐380‐7373

出勤／月・火・木・金　時間／
１４：００～１８：００　時給／９００～
１,１００円　交通費支給（当院
規定有）　時間日数応相談

看護師（正・准）パート

よしむら内科・循環器科
上益城郡嘉島町上島２２９９‐１
緯096‐235‐7773

業務拡張の為急募　！
給与／固給３５万円　詳細面談の上
内容／木造住宅の積算見積り等
待遇／社保完　※まずはお電話下さい

現場管理者　正社員募集

県民住宅協同組合
熊本市中央区水前寺４‐５４‐４
緯096‐213‐1500

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㈹

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）

勤務時間/月・金１４：００～１７：３０
火・水９：００～１２：００　１４：００～１７：３０
時給/８３０円～　◎時間帯変更可
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

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）

勤務地／熊本市中央区水前寺４‐５４‐４
給与／時給８５０円　勤務／１２：００～１６：００
※平日週３日程度　詳細面談の上
休日／日曜日　※まずはお電話下さい

家庭料理の好きな方募集　！

県民住宅協同組合
熊本市中央区水前寺４‐５４‐４
緯096‐213‐1500

◎週３日程度◎年齢・経験・性別不問　車通勤ＯＫ
勤務地/益城町の展示施設　時給/８００円～
時間/①７：３０～１１：３０②１２：３０～１６：３０※選択ＯＫ
休日/週休２日　シフト制　待遇/交通費規定支給

清掃員募集（パート）

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）

教科／英語（非常勤）　商業・看護（常勤・非常勤）
給与／本学園給与規程
応募期間／平成３０年１０月１２日金午後４時まで
詳細はホームページをご覧下さい。

常勤教諭・非常勤講師募集

熊本中央高等学校
〒８６０‐８５５８　熊本市中央区内坪井町４番８号
緯096‐354‐2333　http://kasumigakuen.jp/

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

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
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

勤務地/熊本市東区
時給/１,０００円＋交通費　時間/８：３０～１７：３０
休日/土日祝（大型連休完備）
※３０代迄　※社保、有給、無料駐有。

一般事務業務

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

時間/８：３０～１７：１５（６０分休憩）土日
祝休み　給与/時給８００円～８２０円
交通費補助あり　経験・年齢不問　
電話後履歴書持参（随時受付）

行政事務補助/宇城市

株式会社あんしんCo.,Ltd.
熊本市北区四方寄町５６２‐１
緯096‐319‐1605

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。

温泉施設内での清掃業務
勤務/菊池郡菊陽町
時間/８：００～２３：００/２３：００～翌２：００
時給/８５０円～/深夜は１,０００円～

急募！　清掃スタッフ

株式会社グッドスタッフ
熊本市東区新南部４‐７‐３８　OMビル４F
緯096‐213‐0051

◎主任候補◎年齢・経験・性別不問　車通勤ＯＫ
勤務地/益城町の展示施設　固給/１８～２２万円
時間/７：３０～１６：３０　※夜間作業有
休日/週休２日　シフト制　待遇/交通費規定支給

清掃員募集（正社員）

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）

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

熊本マリスト学園中学校・高等学校
熊本市東区健軍２丁目１１‐５４

緯096‐368‐2131（担当：山口）

《中・高　教員募集》

勤務／Ｈ３１年４月１日から
募集／英語（常勤）、政経（非常勤）、
　　　情報（非常勤）、数学（非常勤）
　　　それぞれ１名
給与／本校規定による
応募／１０月１８日まで
　　　＊詳しくは本校ホームページに掲載中

検索マリスト ➡で

勤務地/八代支社　時給/１,０５０円～　休日/土曜・日曜・
祝日　時間/９：００～１７：００（休憩１２：００～１３：００）　業務内
容/代理店との日常業務連絡他　勤務/１１月１日～１年ご
との更新　応募/電話連絡後履歴書をご持参ください

代理店支援パート/サポート社員

緯0965‐35‐3211（担当/前原・葉山）

東京海上日動火災保険㈱八代支社
八代市旭中央通１８‐３

勤務地/アウディ熊本　資格/普通一種免許（ＡＴ限定不可）
時間/９：３０～１８：３０の間で応相談　給与/時給９００円～
休日/水曜日定休（土日休みも可能）　応募/まずはお気軽
にご連絡の上、写真付き履歴書をご持参ください

洗車・納引スタッフ募集！（アウディ熊本）

緯099‐259‐5000（本社採用担当/原口）※受付時間１０：００～１９：００でお願いいたします。

アウディ熊本（㈱ファーレン九州）
〒８６２‐０９６３　熊本市南区出仲間８‐９‐５

業務／生命保険契約の確認業務◎ご自宅から直行直帰
（生命保険の募集は行いません、未経験可）

資格／３５歳～５０歳前後※月１回の研修会あり
対面の仕事につき誠実な方　要普通免許
簡単なパソコン操作有（パソコンは無償貸与）
※皆さん未経験からのスタートです！

地区／主に県南地区（八代、水俣・芦北、人吉・球磨）
報酬／完全出来高制※当社規定による

（１案件につき３,２００円（税別）から）※確認内容により異なる
応募／１０月３日水迄に履歴書（写真貼付）郵送して下さい。

書類選考の上面接日等を通知します。
煙応募者の個人情報の取り扱いについては当社HPをご確
認下さい
http://www.sumisei-sis.co.jp

スミセイ保険サービス㈱（住友生命関連会社）
〒８６０‐８５８７　熊本市中央区花畑町９‐２４　住友生命熊本ビル８Ｆ　住友生命熊本支社内

生命保険面接士（委託渉外員）募集！

緯096‐355‐2303・090‐5661‐0383　担当/坂本

マイホーム購入の相談窓口。購入検討のお客様をトータル的にサポート。
勤務地／荒尾店　給与／固給２０万円～＋資格手当＋奨励金
時間／９：３０～１８：３０　休日／週休２日（水曜＋他シフト１日）他
資格／普通免許保有者　応募／まずは履歴書送付お願い致します

正）ans荒尾店サポートスタッフ募集

錆0120‐934‐818（担当/流通団地店・藤本）

株式会社ans（アンズ）
〒８６０‐０８３４　熊本市南区江越２‐３‐７

勤務時間/７：００～２１：００（うち実働７.５時間のシフト制）
給　　与/月固１２１,８００円～　※経験に応じて決定
そ　の　他/各種社会保険加入、勤務手当等有
応　　募/資格不問、電話連絡後、履歴書郵送又は持参

済生会熊本病院内　調理スタッフ募集

緯096‐351‐8000

熊本県済生会　支部事務局　総務係
〒８６１‐４３２３　熊本市南区近見５‐３‐１

◎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

勤務時間/応相談（実働４～７時間、シフト制）
給与/時給８００円～　その他/各種社会保険加入、通勤手当等有
勤務地/済生会熊本病院内ローソン
応募/電話連絡後、履歴書郵送又は持参

済生会熊本病院内　販売員募集

緯096‐351‐8000

熊本県済生会　支部事務局　総務係
〒８６１‐４３２３　熊本市南区近見５‐３‐１

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

短期一般事務（短時間）

期　間／９月２８日～１１月２５日
時　間／９：００～１４：００（実働４Ｈ）
時　給／９００円
研修中／７７０円　２日間
勤務地／「九州ＢＰＯセンター」中央区大江３‐１‐６６
内　容／書類のチェック・入力・
　　　　簡単な電話照会
その他／自転車、バイク通勤ＯＫ
　　　　インフルエンザ予防接種
　　　　費用３,０００円まで補助

事務未経験の方でも安心して働けます!

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（夜間）
夜間時間帯を新設!　お急ぎ下さい!

職　　種／データ入力
時　　間／１９：００～２２：００
勤　務　地／「駅前センター」西区春日１‐１２‐１０
時　　給／１,０００円　※交通費１日５００円
期　　間／１０月中旬～１１月下旬頃　
研　修　中／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

電気工事実務経験者の方を求めます。

有限会社　深田電設
熊本市東区新南部３丁目７‐３６
緯096‐288‐6797

電気設備工事の保安業務（正社員）

勤務地／熊本市周辺
資　格／電気工事士（２種免許要）　普通免許
給　与／固給２０万円～３０万円（詳細は面談にて）
年　齢／４０歳以上
時　間／８：３０～１７：３０
待　遇／賞与年２回
面　接／随時行います。履歴書持参

正社員採用 /プレモル・金麦などビール類ブランドの製造

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


