
◆扶養内OK!補助スタッフ◆
時給/１,０００～１,１００円＋交通費
勤務地/南区　休日/土日祝※週３日～
時間/９～１３時、１０～１５時、他

保育士◇パートさん

SOGO‐PLANT
熊本市中央区桜町１‐２０　西嶋三井ビルデイング１４F
錆0120‐122‐017　※MR004059

時給/９００円～　時間/①８：３０～１７：００
②８：３０～１２：２０　休日/週休二日制
待遇/通勤手当有、マイカー通勤可、各
保完　応募/写付歴郵送後、面接日連絡

医師書類　お手伝いスタッフ

医療法人社団　寿量会（熊本機能病院）
〒８６０‐８５１８　熊本市北区山室６‐８‐１
緯096‐345‐8111㈹（担当/人事係　藤本）

教科／情報、ＣＧ・Ｗｅｂ、映像
勤務地／熊本市、人吉市　委細面談
応募／自筆履歴書（写真付）送付、
書類選考の上、後日面接日など連絡

講師（常勤）・来年度

九州技術教育専門学校
熊本市中央区細工町５‐３５‐１
緯0966‐22‐3412

アットホームな職場です　料理好き・介護のスキ
ルを身につけたい方　時給/７７０円（資格無）８００
円（資格有）　時間/８：３０～１７：３０（応相談）　休日/
交替制（応相談）　応募/電話後履歴書持参

調理業務・介護業務（非常勤）

小規模多機能型居宅介護　よかひより
熊本市南区富合町廻江５９９‐１
緯096‐243‐1011

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

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）

資格/最近５年以内に管理職経験３年以上など
　　　（商工会任用基準によるものとする）
給与等/当団体規定　応募/１０月３１日迄　履歴
書・職務経歴書持参　試験/筆記・面接

団体職員（事務局長）

阿蘇市商工会
熊本県阿蘇市内牧字仲町２１６番地２
緯0967‐32‐0200

◆土日のみ勤務可・シニアさん活躍◆
時給/１,５００円　※週払可　勤務地/東区
時間/７：００～９：００（実働２時間）　介護
福祉士、初任者、実務者いずれか

介護職◇週２日・短時間

SOGO‐PLANT
熊本市中央区桜町１‐２０　西嶋三井ビルデイング１４F
錆0120‐122‐017　※MR004130

①路面電車運転業務（嘱託員）
②路面電車車掌業務（嘱託員）※委細面談
申込／熊本市交通局ホームページをご覧
いただくか、下記までお問い合わせ下さい

市電運転士・トラムガイド

熊本市交通局
熊本市中央区大江５丁目１番４０号
緯096‐361‐5211

◆交通費１万円支給・週３日～ＯＫ◆
時給/１,０００円＋交通費（１万円支給）
勤務地/美里・砥用　時間/９～１３時
休日/土日祝＋長期休暇有り

保育士◇シニアさん活躍

SOGO‐PLANT
熊本市中央区桜町１‐２０　西嶋三井ビルデイング１４F
錆0120‐122‐017　※MR004124

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

給与/時給８００円～　時間/８：３０～１７：００
（応相談）　休日/週休２日（応相談）　待遇/
通勤手当有、マイカー通勤可、各保完
応募/写付歴郵送後、面接日連絡

介護スタッフ

（医）寿量会（介護老人保健施設　 清雅苑）
〒８６０‐８５１８　熊本市北区山室６‐８‐１
緯096‐345‐8111㈹（担当/人事係　藤本）

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

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

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（介福）１８万円～、（Ｈ１）１７．４万円～
（Ｈ２）１６．３万円～　社保完、通勤手当有

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）

勤務地/熊本市東区長嶺南（学校給食）　時間/
８：００～１７：００（８Ｈ）　時給/１,０００円　休日/土日
祝　交費支給　制服貸与　各保完　年齢不問

緯096‐349‐7815
　　　080‐6449‐8593（担当/松山）

調理員（経験者優遇）

㈱魚国総本社
熊本市東区御領８‐５‐５　B棟２号室

訪問介護スタッフ（パート）

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

勤務/南区田迎（けやき通り近く）
時間/６：００～２０：００の間、勤務日数、時間応相談
給与/時給（介福）９００円～、（Ｈ１）８５０円～
　　　（Ｈ２）８００円～　社保完、無料駐車場有

緯080‐4314‐5330（担当/中村）

資格/理・美容師免許
給与/歩合制（委細面談）
休日/毎週㈪、第１・第２㈰
応募/まずはお電話下さい。

理・美容スタッフ募集

ヘアサロンkyoei
熊本市東区東野２‐８‐２

　　080‐6458‐3010（本田）

給与/日給１０,８００円　勤務地/北区楠野
町　休日/日祝他　時間/７：００～１６：００　
内容/戸島～熊本新港までの１０ｔダン
プの運転　資格/大型免許

１０ｔダンプドライバー

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
錆0120‐976‐179

医療秘書

表参道吉田病院
熊本市中央区北千反畑町２‐５（藤崎宮参道）
緯096‐343‐6161（担当/吉田）

雇用形態／常勤・非常勤
給与／事業所給与規定通り
年齢／５０歳くらい迄　資格／不問　要ＰＣスキル
面接／電話連絡後、随時

訪問看護スタッフ（正職員・主任）

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

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２４.３万円～（正看）　経験者優遇
待遇/社保完、通勤手当支給、無料駐車場有

緯080‐4314‐5330（担当/中村）

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/熊本市北区楠野町　時間/７：００～
１６：００　給与/日給９,６００円　休日/日祝他
内容/2ｔまたは４ｔ車での産業廃棄物の回
収　資格/中型免許以上　待遇/各保完備

２ｔ・４ｔダンプドライバー

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
錆0120‐976‐179

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 訪問看護スタッフ（正職員・管理者）

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

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３０.２万円～（正看）　経験者優遇
待遇/社保完、通勤手当支給、無料駐車場有

緯080‐4314‐5330（担当/中村）

時給/１,０００～１,５００円
就業時間/９：００～１３：００　週６日
勤務（週２～３日勤務も可）
お電話後履歴書ご持参下さい。

正・准看護師パート

すどう・きたの医院
熊本市中央区新大江１‐５‐１３
緯096‐364‐3635

給食調理スタッフ
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　交通費有
応募/面接随時　電話連絡後履歴書持参下さい

清掃スタッフ募集

A‐スタイル
下益城郡美里町大沢水２５５
緯0964‐46‐2400

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

①調理アシスタント②清掃スタッフ
金属部品の加工検査　資格/６５歳位迄男女
時間/８：００～１７：００　土日休　※経験不問
基本給/１５～１６万円（社会保険有）　手当有
※健康で長期勤務できる方募集中

正社員募集　植木勤務

㈱セレナ
熊本市北区弓削４丁目１‐６４マルソービル２０６
緯096‐215‐8255

元気でやる気のある方求めま
す!!　経験者優遇、中高年の
方も大歓迎　未経験の方も歓
迎　給与等委細面談・寮完備

洋食調理人急募

㈲後藤企画
上天草市大矢野町登立２８８０‐８
　090‐2713‐6238

勤務時間/応相談　給与/当
院規定　年齢/４０歳くらい迄
資格/不問、要PCスキル　
面接/電話連絡後、随時

医療事務（パート）

小田整形外科医院
玉名市天水町小天７１９８

緯0968‐82‐4488

元気でやる気のある方求め
ます!　経験者優遇、中高年
の方も大歓迎　給与等委細
面談　寮完備、食事付

和食調理人急募

㈲後藤企画
上天草市大矢野町登立２８８０‐８
緯0964‐56‐3542

熊本学園大学　人事課
〒８６２‐８６８０　熊本市中央区大江２丁目５番１号

緯096‐364‐5161　E-mail:jinji@kumagaku.ac.jp

専任職員（医療職員）
採　用　日/平成３１年４月１日
職　　種/医療職員（保健室勤務）１名
内　　容/学生・教職員の健康管理全般
資　　格/次の⑴～３のすべてを満たす方
　　　　　⑴保健師免許を有し、かつ５年以上看護の臨床経験がある方
　　　　　⑵医療に関する知識がある方
　　　　　３平成３１年４月１日現在、満６０歳未満の方（６０歳定年につき）
給　　与/本学規程による
応募書類/①履歴書　②職務経歴書
　　　　　③課題レポート（大学保健室勤務職員としての抱負・２０００字程度）
　　　　　④最終学歴の卒業（修了）証明書
　　　　　⑤保健師の資格を証明する書類の写し
応募期限/平成３０年１１月９日金必着（郵送に限る）　◇詳細は本学HPをご覧ください。

仕事/鶴屋百貨店ウイング館７Fに１０月末オープン予定の
　　　　　「コアミックスまんがラボ」受付事務業務
給与/①②時給８５０円
資格/①なし②大学生、専門学校以上（パート・アルバイト）
　　　　　※①②ともに漫画またはイラストが描ける方歓迎
　　　　　　　（できればデジタル、アナログ両方）
時間/①平日（１１：００～１８：００　応相談）
　　　　　②平日（夕方～２０：００）、
　　　　　　　土日祝（１２：００～１９：００　応相談）
待遇/交通費支給
応募/まずは下記までお電話ください。

株式会社コアミックス
〒１８０‐０００３　東京都武蔵野市吉祥寺南町１‐９‐９　吉祥寺じぞうビル
緯0422‐24‐6772（受付平日１０：００～１８：００）

「コアミックスまんがラボ」スタッフ募集

①受付事務
②学生アルバイト

花と緑あふれる霊園で働きませんか？
時給／１,０００円
時間／９：００～１５：００（休憩１ｈ有）

シフト制、勤務日相談可
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

《大手企業・公的機関》《車・バイク通勤ＯＫ》《正社員登用制度あり》
勤務地/①イオン天草ショッピングセンター
　　　　〒８６９‐００４６　天草市亀場町食場７４０
　　　　②イオン菊陽店
　　　　〒８６９‐１１０１　菊池郡菊陽町津久礼２４７２
内容/切り身やお刺身、お造りなどの魚の加工、
　　　盛り付けのほか、品出しや接客業務
給与/年俸制３００万円（固給２５万円）
　　　※試用期間２ヶ月　時給１,０００円
　　　交通費上限２５,０００円（規定あり）
時間/１日４時間～１０時間のシフト制
　　　※１ヶ月単位の変形労働時間制
資格/３年以上の技術経験
待遇/社員登用制度あり
　　　従業員お買い物割引制度
　　　交通費支給（実費）
　　　※片道２ｋｍ以上の条件あり
　　　試用期間２ヶ月　社会保険要相談

イオン九州株式会社
福岡市博多区博多駅南２丁目９‐１１

緯092‐472‐3669

鮮魚売場調理・販売スタッフ（契約社員）

【応募方法】
まずは下記までお電話下さい。
QRコードからでも応募できます。

勤務地/南阿蘇村　資格/①大型免許　②普通免許　給与/月固１５万円＋残
業手当　交通費別途　種別/①常勤　②運行管理補助（バス送迎に伴う労務
補助）　時間/６時３０分～８時３０分、１５時～２０時　休日/週休２日（シフト制）

お気軽にお問い合わせ下さい。

①スクールバス運転手②運行管理補助

有限会社　ゆうしん
熊本市東区錦ヶ丘２６‐１１

緯096‐367‐0553（担当/坂梨）

時給／８５０円
勤務／南区城南町
時間／８：３０～１７：３０
　　　週２～３日の出勤

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

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

データ入力（大江フルタイム）
事務未経験の方でも安心して働けます!

時　間／９：００～１８：００（実働８Ｈ）
　　　　研修　９：３０～１７：３０（実働７Ｈ）
期　間／１０月２９日～１２月２日（平日のみ）
時　給／１,０００円
研　修／３日間の研修は時給７７０円
内　容／決められた箇所へ
　　　　数字・氏名・住所などを入力
待　遇／自転車・バイク通勤OK
資　格／経験不問

※締切間近お急ぎ下さい。

パート・アルバイトスタッフ大募集 !!

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

データ入力（夜間）　残りわずか
時　間／１９：００～２２：００（実働３Ｈ）
期　間／１０月２５日～１１月１８日（平日のみ）
研　修／２日間の研修は時給７７０円
時　給／１,０００円
内　容／決められた箇所へ
　　　　数字・氏名・住所などを入力
その他／交通費補助　５００円/日
　　　　１日の勤務時間が合計して８時間

以下の方に限る
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

電話照会　（最終募集）
未経験の方でも安心して働けます!

時　間／９：００～１８：００（実働８Ｈ）
　　　　研修　９：３０～１７：３０（実働７Ｈ）
期　間／①１０月２６日～１１月２５日（平日のみ）
　　　　②１１月９日～１２月２日（平日のみ）
時　給／１,３００円
研　修／４～５日間の研修は時給７７０円
内　容／書類の不備内容を電話で照会
待　遇／自転車・バイク通勤ＯＫ
資　格／経験不問

※締切間近お急ぎ下さい。


