
※入社祝金５万円支給！（規定有）
業績好調につき増員！！
    未経験者でもOK！！

熊本市電「辛島町電停」徒歩２分
職種／住宅ペイント＆光触媒の
　　　電話案内
※幅広い年代が活躍（正社員可）
　中高年歓迎　年齢経験不問
　簡単なお仕事です
時給／１,２００円～３,７８０円
　　　業績により随時昇給
時間／９時半～１６、１７、１８時選択
応募／お気軽にお電話下さい

㈱PGSホーム
熊本市中央区辛島町８‐２３桜ビル辛島町２階
緯06‐6981‐3914（大阪本社）

電話案内スタッフ募集
職種／調理・盛付・食器洗浄　シフト制
勤務／週２～５日の勤務　※応相談
時間／６：００～１８：００　時給／７９０円＋交通費
年齢経験不問、常勤も募集　まずはお電話を。

高齢者住宅の給食係

プラムロード益城
上益城郡益城町宮園７４０‐１

緯096‐289‐7011（担当/山下）

時給/９００円　手当/通勤手当
時間/８：００～１７：００（休憩時間含む）
勤務/４～８時間勤務（相談可）
応募/写付歴郵送後、面接日連絡

保育園調理スタッフ

(医)寿量会 なないろ森の保育園
〒８６０‐００８６　熊本市北区山室６‐９‐１
緯096‐277‐1445

給与/時給１,１００円～　常勤も募集
（固給１７万円～）　時間/８：３０～１７：３０
（４～８時間）　休日/日曜日、他シフト
制、※応相談　まずはお電話ください

デイサービス看護職員

はーとまっぷ桜木
熊本市東区桜木４丁目１７‐１３
緯096‐360‐0550

勤務地／中央区平成２丁目　車通勤ＯＫ
時給／８４０円　交通費規定支給
休日／交替制　時間／６：００～８：３０
◎年齢・経験・性別不問　週２日～OK

フィットネスクラブのオープン前清掃

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）

◎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）

◎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）

花と緑あふ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、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
高校・大学同窓会運営サポート　学校訪問
給与／固給２１万円～＋歩合＋別途手当
時間／９：００～１７：２０　休日／日・祝・隔週土
大卒　普通免許　熊本本社勤務　随時面談

正社員　営業男女

㈱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）

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

全国の高校・大学同窓会名簿作成委託
時間／９：００～１６：００応相談　時給／７６５円
休日／日・祝・隔週土　交通費、雇用保険

パート　校正業務

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

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

一般事務（紹介予定派遣）

マンパワーグループ株式会社
熊本市中央区花畑町１‐１　三井生命ビル４F

勤務地/天草市東浜町　大手生保
時　間/９：００～１７：００　土日祝休
時　給/１,２７０円　随時受付中
※契約社員後は基本給１８２,０００円

緯096‐211‐9571（担当/玉田）

勤務／病棟３交代制
資格／正看、准看
給与／当院規定　賞与４.２ヶ月
　　　昇給年１回

看護師

熊本内科病院
熊本市中央区手取本町７‐１（鶴屋隣）
緯096‐356‐5500

給与/当院規定による　各種手当あり　待遇/各種保険あ
り、週休２日制、夜勤あり　業務/一般病棟・療養病棟の看
護職員の補助　その他/事業所内保育所あり、病児・病後
児保育所　平成３１年４月１日開設予定

看護補助募集（常勤）

緯0965‐53‐5111（担当/澤田）

八代北部地域医療センター
熊本県八代郡氷川町今１５１‐１

㈲木下石油セルフ城南店
熊本市南区城南町さんさん１丁目１６‐６
緯0964‐28‐4092

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
場所/熊本市西区　時給/９００円～９５０円＋交通費
時間/①１７時半～翌０時１５分②１８時半～翌１時１５分
休日/シフト制（月７日休）
※未経験者、高齢者大歓迎　！　有休・各種保険有

高速バス清掃業務

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

【５名】書類内容確認

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

人気の官公庁事務・経験不問　！
中央区水前寺、即日～来年３月末
時給/１,０７０円（試用期間１,０００円）
土日祝日休、駐輪場有、社保完備

勤務／週３日　８：３０～１４：３０
給与／時給１,０００円～
待遇／昼食付、有給休暇
お気軽にお電話下さい

検査技師

熊本内科病院
熊本市中央区手取本町７‐１（鶴屋隣）
緯096‐356‐5500

㈲木下石油セルフ川尻店
熊本市南区八幡５‐１７‐４７

緯096‐358‐8114

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
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

住宅施工協力業者（大工）さん募集 パート・アルバイトスタッフ大募集 !!
内容/空調完備の室内でカーナビなどの液晶
　　　パネルの貼合わせや検査等の簡単作業
勤務地/菊池市泗水町
給与/時給１,１５０円～
　　　★月収例：２３万６,８２８円
　　　（時給１,１５０円×１５７.５ｈ＋残業３０ｈ）
時間/５：４５～１４：００、１３：４５～２２：００、
　　　２１：４５～翌６：００　※３交替勤務
休日/６勤２休、有給休暇あり
資格/未経験者大歓迎！！
待遇/週払いＯＫ（規定有）、交通費規定支給、
　　　社会保険完備、備品付寮完備、寮費半額
応募/お気軽にご応募下さい。
　　　出張面接もＯＫ
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

液晶パネルの製造・検査

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

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。

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／①１１/１～１２/２（平日のみ）
　　　　②１１/９～１２/２（平日のみ）
時　給／１,３００円
研　修／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。

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）
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１,１００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

仕事内容／カウンター業務（英語学習施設内）
勤務時間／月～金曜日　８：３０～１５：３０（６０分休憩）他
給与／時給８５０円　条件等／英語で外国人と意志疎通できる方
応募／１１月９日（必着）迄に履歴書を法人課N係へ郵送下さい。（ＨＰ参照）

学校事務（パート職員）募集

緯096‐326‐3441（直通）

学校法人君が淵学園　崇城大学
〒８６０‐００８２　熊本市西区池田４丁目２２‐１

警備スタッフ（正）・入庫車両確認スタッフ（正・契）募集 !!●●● QRコード決済の提案営業

職　　種／学校事務
雇用条件／嘱託期間１年とし、嘱託期間終了前に正規職員へ

の採用試験あり。
資　　格／平成３１年３月卒業見込の方（高校卒不可）
　　　　　平成２３年３月以降卒業の方（高校卒可）
　　　　　※長期キャリア形成をはかるため
採　用　日／平成３１年４月１日
給　　与／固給１６４,２００円～（大学卒参考）＋諸手当（経験等

考慮）、賞与（年２回）
勤務時間／月曜～金曜　 ８：３０～１７：３０　配属による交代制勤

務あり 　①８：３０～１７：３０②１２：４５～２１：３０
年間休日数１３０日程度（平成２９年度実績）

学校法人君が淵学園　崇城大学
お問い合わせ 緯096‐326‐3441（法人課N係）

事務職員（学校事務）募集！！
待　　遇／私学共済保険完備、通勤手当等
勤　務　地／学校法人君が淵学園・崇城大学
提出書類／履歴書（写真貼付）・卒業証明書（又は卒業見込証

明書）・成績証明書・志望動機書（本学職員を志望
した理由と本学で特に取組みたい仕事：Ａ４用紙１
枚）を１１月１５日木迄（必着）に法人課N係へ郵送
下さい。提出書類は返却致しません。（HP参照）

選考内容／一次選考：書類選考
　　　　　二次選考：筆記試験①・②、課題　
　　　　　　　　　　１１月２９日木９：００～
　　　　　最終選考：プレゼンテーション・個人面接　
　　　　　　　　　　１２月１３日木９：００～

事業内容／高等教育機関

〒８６０‐００８２ 熊本市西区池田４丁目２２番１号 http://www.sojo-u.ac.jp/


