乗務員・配車係（正社員）

受付・医療事務

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

勤務／フルタイム・委細面談
時間／８：３０～１７：３０/～１８：００/～１２：３０土
休日／日・祝・土曜午後・年末年始 電話予約
後、後日面接（写真付履歴書ご持参下さい）

観光タクシー㈱

星田内科医院

緯096‐364‐4141

緯0968‐44‐6321

熊本市中央区大江１
‐２５
‐５０

社労士募集

アルバイト募集

社労士試験合格者の方もどうぞ
ホテル清掃・ベッドメイク 丁寧に指導します
元気のある方お待ちしています
時給/１,
０００円（他手当有）時間/１０～１５時の間
資格/実務経験不問 処遇/委細面談 勤務地/肥後銀行本店前
まずは履歴書を郵送ください
応募/まずはお気軽にお電話ください

薬剤師（正職）
給与/当院給与規程による
時間/
８：３０～１７：３０
仕事の内容/病院薬剤師業務
担当/総務課（角平）電話連絡下さい

臨床検査技師（パート）

講師（常勤）
・来年度

市電運転士・トラムガイド

GSスタッフ６０歳以上の方歓迎

給与/当院給与規程による
時間/
９：００～１６：００
（４～６時間）
仕事の内容/病院臨床検査技師業務
担当/総務課（角平）電話連絡下さい

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

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

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
選べる勤務地／熊本市内４店舗

米村社会保険労務士事務所 ㈲中央ビルメンテナンス 大腸肛門病センター高野病院 大腸肛門病センター高野病院 九州技術教育専門学校

山鹿市熊入町１２３
‐３

〒８６０‐０８４２ 中央区南千反畑町１４‐１２F 熊本市中央区桜町１‐２０ 西嶋三井ビル

緯096‐312‐8133

事業拡大の為、デイケア募集（パート可）

看護師・訪問看護師募集（パート可）

医療事務

資格/①理学療法士②作業療法士 時間/８：３０
～１７：３０ 休日/週休２日制（日・他シフト制）※
委細面談 ☆地域医療に力を入れており、医療
と介護の切れ目ないサービス提供に努めます。

資格/看護師 時間/９～１８時 休日/土曜午後、
日・祝 ※委細面談 ☆地域医療に力を入れ、
医療と介護のサービス提供に努めます。在宅
医療の必要性が高まっている為の募集です

募集人員／若干名
職務内容／受付、会計業務
給与／当院規程による
詳細はお電話にてお問合せ下さい

緯096‐356‐3233

駐車場スタッフ（パート）
仕事／駐車場業務
資格／要普通免許
時給／当社規定
勤務／週４日の午後勤務

熊本市交通局

熊本市中央区大江３丁目２
‐
５
５

熊本市中央区大江３丁目２
‐
５
５

熊本市中央区細工町５
‐
３
５
‐
１

熊本市中央区大江５丁目１番４
０号

緯096‐320‐6500

緯096‐320‐6500

緯0966‐22‐3412

緯096‐361‐5211

熊本市中央区黒髪６丁目１‐２
３

熊本市中央区黒髪６丁目１‐２３

080‐1709‐1197（担当：杉山） 緯096‐232‐3111（担当/永廣、杉本） 緯096‐289‐0384

カンタン！ お菓子の仕分け

菊池郡菊陽町曲手７６０

上益城郡益城町小谷１
１
８
４
‐
１

熊本市健軍文化ホール スタッフ募集

１１/１８㈰ 熊本市長選・出口調査

◇即日～１２/２８まで♪男女不問!◇
◇１１/
１０または１１/
１１の研修参加必須◇
職場見学有!詳細は面談で♪
勤務地/熊本市各所 詳しくは面談にて!
勤務地/北区（車通勤ＯＫ）給与/時給９５０円 給与/時給１,
０５０円＋別途交通費規定支給
時間/９：００～１８：００（休憩６０分）休日/土日 時間/
７～１６時（休憩６０分・２h残業見込）

熊本市南区八幡５
‐
１
７
‐
４
７

熊本市中央区水道町８‐６ 朝日生命熊本ビル５F 熊本市中央区水道町８‐６ 朝日生命熊本ビル５F

錆0120‐706‐530

錆0120‐706‐530

カンタン◇事務や軽作業いろいろあり!

緯096‐288‐2821 緯096‐323‐6681（平日１７時迄） 緯096‐237‐1133（担当/齊藤・石原） 緯096‐237‐1133（担当/齊藤・石原）

１０ｔダンプドライバー

ホームヘルパー（アルバイト・パート）

ユンボ・ショベル・重機オペレーター正社員募集

病院の送迎ドライバー (契約社員)

勤務地／熊本市中央区新町２丁目１２‐２６
アンピールメゾン光助新町２０１
内容／ご利用者様の居宅にて掃除・調理
などの生活援助や、入浴・着替え
などの身体援助をお願いします。
資格／旧ヘルパー２級以上または介護
職員初任者研修修了者
給与／時給１,
３３０円～１,
６３０円
（移動費、処遇改善手当込）
時間／８：００～２１：００
（１日１時間、週１日～ＯＫ）
待遇／社会保険完備（就労条件による）
応募／電話連絡の上、
履歴書（写真貼付）持参下さい。

内容／弊社熊本ヤード内にてユンボを利
用した構内作業。また、ヤードに
搬入されるリサイクル資源の積卸、
仕分け、加工等の手作業あり。
資格／経験者大歓迎、シニア応援
勤務地／八代市 新港町
給与／固給２３０,
０００円～３００,
０００円
時間／８：００～１７：００
休日／完全週休二日制（土・日・祝）
ＧＷ、盆、年末年始
待遇／雇用・労災・健康・厚生年金完備
マイカー通勤可能、
交通費支給（月３０,
０００円迄）
応募／面接随時 まずはお気軽に
お問い合わせください。

給与/固定給１１５,
３７０円＋手当有
資格/要普通免許（AT限定可）
(
ワゴン車、他での送迎)
勤務地/八代市内の病院
※車通勤OK
時間/
５：５０～１９：３０※実働７ｈ
※曜日により変動有
※月１７日程度の勤務
休日/日曜日、その他指定日
応募/お気軽にお電話下さい。
備考/条件により６８歳まで
雇用延長あり
シニアスタッフ多数活躍中!
!
運転が好きな方にぴったり◎

熊本市東区西原３‐１‐３５ ONOビル５F 熊本市東区西原３‐１‐３５ ONOビル５F

錆0120‐976‐179

錆0120‐976‐179

（正社員）①作業員②軽作業 未経験者ＯＫ！

総合商社、墓石、石材販売

有限会社 大東石材店

〒８６２
‐０
９４１ 熊本市中央区出水２
‐
７
‐
１

Ａ南区近見１丁目１‐５ Ｂ宇城市松橋町松橋５３６‐６ Ｃ菊池郡大津町引水２４９‐１

（９～１７時、月曜休）
緯096‐385‐1042

Ａ錆0120‐631‐811 Ｂ錆0120‐969‐667 Ｃ錆0120‐628‐016

パッケージの企画デザイナー正社員募集

◎スポーツ施設で働きたい方、大募集!
!
窓口対応・電話応対・事務補助ほか
期間/採用～３月３１日（４・１０月更新制）
場所/熊本市総合体育館・青年会館、浜線健康パーク
南部総合スポーツセンター、アクアドームくまもと
水前寺野球場、競技場
内容/●フロント業務（受付・予約管理等）
●プール管理業務（プール受付・監視等）
●トレーニング室業務（トレーニング受付・指導等）
●スポーツ指導（主催事業の指導や補助等）などがあります
日給/
６,
４００円（８h勤務）交通費（条件あり）
資格/PCの基本操作が可能な方、スポーツに興味のある方、
泳げる方歓迎
応募/履歴書を下記へ郵送または持参◎書類選考後面接

印刷紙器生産の一貫ラインと
パッケージの企画・立案・販売を行っています
職
種／企画デザイン
（ＰＣソフト使用）
経験者優遇
勤 務 地／南区の本社
給
与／固給２５
０,
００
０円～３００,
００
０円
勤務時間／８：
３０～１７：
３
０
（残業月３０時間）
待
遇／週休二日、通勤手当、各種保険有
詳細は、面接随時、
お電話下さい！

ランスタッド株式会社 熊本支店

（一財）熊本市社会教育振興事業団
〒８６２
‐０
９４１ 熊本市中央区出水２
‐
７
‐
１

（９～１７時、月曜休）
緯096‐385‐1042

①大型乗務員②4ｔトラック運転手 事業拡大により大募集!!

リハビリテーションセンター 熊本回生会病院 リハビリテーションセンター 熊本回生会病院

熊本市中央区花畑町４‐１ 太陽生命第２ビル１F 〒８６１‐３１９３ 上益城郡嘉島町鯰１８８０ 〒８６１‐３１９３ 上益城郡嘉島町鯰１８８０

給与/日給１１,
０００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

公共スポーツ施設の事務・管理補助

錆0120‐706‐530

健康運動指導士募集
職種/院内フィットネス業務
勤務時間/８：３０～１７：００（早出・遅出あり）４週６休
資格/健康運動指導士経験者 給与/当院規定
応募/履歴書送付後面接日をお知らせします

倉庫内仕分け作業

◇５０・
６０代限定の登録会を開催します◇ 履歴書不要！
・書類チェック、仕分け
◆登録会日程◆
・お菓子の箱詰め
１１/８㈭ １０：００～
・食品や荷物の仕分け
１１/
１４㈬ １３：３０～
・飲食店での配膳やお皿洗い
お気軽にご来社下さい♪
勤務地/北区、中央区、東区、南区など
（登録会は予約制です。
給 与/時給９００円～１,
０００円
まずはお電話をお待ち
（仕事内容による）
しております）
出勤日/週２日以上で希望をお知らせ下さい
時 間/
９：００～１８：００、
１０：００～１５：００など
★男女共に５０代６０代活躍中！ 詳しくは面談にて★
★その他単発のお仕事もあります（規定あり）★
ご質問はお気軽にお問合せ下さい !
熊本市中央区水道町８‐
６ 朝日生命熊本ビル５F

リハビリテーション助手募集
リハビリ受診患者様の介助・事務スタッフの
補助業務等 時間/８：３０～１７：００（遅出あり）
４週６休 資格/経験不問 給与/当院規定
応募/履歴書送付後面接日をお知らせします

リフト免許所持歓迎 勤務地/西区富合
時間/
８：３０～１７：３０ 時給/
９５０～１,
０５０円
休日/土日祝 待遇/社会保険完備、制
服貸与 履歴書不要 出張面接致します

職種/
舞台スタッフ
（音響・照明・舞台監督）期間/
１年ごと 給与/①日給１.
０～１.
３万円 ②固給１８～２３万円
の契約（年度契約 ４月更新制）勤務地/
熊本市健軍文化 時間/①②８～１７時 休日/月４日～ 待遇/車通勤ＯＫ※他、当社規定
ホール
（熊本市若葉３丁目５‐１１）時間/
週３５時間労働
応募/希望勤務地（下記参照）の連絡先へお電話下さい。
休日/
週休２日 給与/
固給１４７,
５００円 他手当有 各保完
面接時は履歴書をお持ち下さい。※アルバイト可

ランスタッド株式会社 ランスタッド株式会社 （一財）熊本市社会教育振興事業団

宝くじ販売

㈲木下石油 本社 ㈱南九州商事 熊本支店

（医）杏友会 野津原内科医院 （医）杏友会 野津原内科医院 熊本リハビリテーション病院 空港駐車場 ブルースカイU サポートグループ株式会社 サポートグループ株式会社
080‐1709‐1197（担当：杉山）

パート

時給/８００円（土日祝は１００円アップ）＋交通費
時間/９：４０～１８：５０（実働５ｈ早遅シフト）
勤務/熊本市北区・玉名市の商業施設※週４日程度
応募/お気軽にお電話下さい

熊本市南区流通団地２‐９
熊本市南区城南町東阿高８３‐１

緯096‐377‐2871
緯0964‐25‐3110

QR コード決済の提案営業
●●●

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。

環境プラントの運転維持管理（正社員）

株式会社ライフワン 熊本ケアセンター 日中交流サービスセンター株式会社 株式会社 ジャパン・リリーフ関西
熊本市中央区新町２丁目１２‐２６ アンピールメゾン光助新町２０１

緯096‐312‐8577

東京都豊島区南大塚２‐２５‐１５ South新大塚ビル１１階

福岡市中央区天神４‐６‐７ 天神クリスタルビル１３F

緯03‐5940‐7290 錆0120‐645‐248（平日１０～１７時受付）

正職員募集
●総合職：大卒・短大卒、高校既卒…若干名
●専門職：大卒・短大卒、専修学校卒、高校既卒…若干名
（営農指導員、旅行業務に携わる者、農機・車輛整備士、看護師・ケアマネージャー）
資格/
大学・短大・専修学校卒業の者又はH３１年３月卒業見込みの者及び高校既卒の者
年齢：Ｓ５３年４月２日以降の出生の者（４０歳まで）
※但し、専門職については、
５５歳までとする。
JA熊本うき管内居住または通勤可能な方、要普通免許（AT限定不可）
給与/
当組合規定による。※但し、専門職は資格・経験等考慮し、別途定める
待遇/
賞与年２回、昇給年１回、試用期間３ヵ月間あり
応募/
履歴書・成績証明書・卒業（見込み）証明書・卒業 HP参照▷www.
j
auki
.
or
ｊ
.
ｐ
証書（写し可）
・写真１枚（履歴書と同じもの）
を下記
まで郵送もしくは持参下さい。
■採用期日：原則としてＨ３
１年４月
■応募締切日：H３０年１１月１７日㈯
■試験日：H３０年１１月２７日㈫

宇城市松橋町松橋３
５７
‐１

熊本宇城農業協同組合 総務部・人事課 緯0964‐34‐3311

警備スタッフ（正）・入庫車両確認スタッフ
（正・契）募集 !!

経験を活かして活躍しませんか？
経験を活かして活躍しませんか
？

仕事内容/①関東・関西方面への青果物の輸送等
②九州管内への青果物・食肉・
冷凍品等の輸送等
資格/①大型自動車一種免許又は取得予定の方
②中型自動車一種免許以上 ５９歳以下
給与/①基本給３４５,
０００円～４３５,
０００円
②基本給１４２,
１３０円～１６３,
１００円
☆別途各種手当支給
時間/輸送先により異なる（実働８時間程度）
※当社カレンダーによるローテーション勤務
休日/週休２日制 年末年始、夏季休暇、
ＧＷ等有
待遇/社会保険完備 退職金制度有 制服貸与
◆大型免許取得予定の方の応募可
◆大型免許取得助成制度有
応募/随時受付 電話後履歴書を持参下さい

充
実
の
福
利
厚
生

◎退職金制度・・・１００万円以上（社内規定有）
◎入院補助金・・・３,
０００円/日
◎手術補助金・・・３０,
０００円/回
◎慶弔金制度有（業務中死亡１００万円・業務外死亡５０万円）
◎昇給実績・・・・・２０,
０００円～３０,
０００円/月
●皆勤手当 ●無事故・無違反手当 ●運行費手当
●宿泊手当 ●仮眠施設・シャワー室完備

月
収
例

①３６０,
０００円～４５０,
０００円
②２３０,
０００円
０００円～３００,

オイル交換・タイヤ交換・整備等は「自社工場
またはディーラー」で行うので安心です!
「２４時間体制」で運行をしっかりサポート!
入社
支度金

経験者
大型車 ２０万円
4t車 １０万円

倉本運送㈱ 熊本営業所
〒８
６１
‐
２
４０３ 阿蘇郡西原村布田６８２‐２

未経験者

------------------------------

１０万円
５万円

入社日相談可

緯096‐279‐3260

正社員・契約社員・パート・夜間アルバイト募集
勤務地／①②阿蘇郡西原村鳥子３
１２‐２ 鳥子工業団地内
③～⑦菊池市森北仁田畑１８１２‐２６ Fab
２工場
給 与／①③基本給１
６
２,
０
００円～３
００,
０００円
②⑤⑥時給７
９０円～９
００円
④基本給１
４０,
００
０円～１
６０,
０００円
⑦時給８
５０円～９
０
０円
資 格／③プラスチック射出技能
プラスチック成形の経験
（３年程度）
時 間／①８：
３
０～１
７：
３０
②⑤⑥９：
０
０～１
６：
０
０
③④８：
３
０～１
７：
３０・
１６：
００～翌１：
００・
０：
３０～９：
３０
（１年単位）
００～翌１：
００または０：
００～９：
００の選択制
⑦１
６：
休 日／週休２日制（①③④⑦工場カレンダーによる）
待 遇／社会保険有（勤務条件により異なる）
車通勤可 ①③通勤手当支給（上限３１,
６００円）
①③⑤⑥昇給有 ①③④賞与年２回有
応 募／履歴書・職務経歴書をお送りください。
書類選考後、
面接日時等をご案内致します。

①電子機器の製造
マウンター・はんだディップ装置の
オペレーター、
ハーネス加工など

⑤成形品の検査・組立
プラスチック成形品
（１～２
０㎝）の
検査（目視）、簡単な組立作業あり

②電子機器組立・検査
ハンダゴテを使用した組立作業、
部品の外観検査など

⑥精密部品加工
精密部品（半導体製造装置用の
部品）のバリ
（削りカス）取り、
及び
キズの確認、
出荷時梱包作業

③④成形機オペレーター
⑦製品検査及び箱詰め
（夜間）
射出成形機での自動車部品などの
プラスチック成形品（自動車、建設資
プラスチック製品の成形
１０～１
５㎏程度の荷物の積み下ろし、 材などの部品）の目視検査、箱詰め
商品（最大１５㎏程度）の移動もあり
材料の投かん作業があります

テクノデザイン株式会社
〒８
６１
‐
２４
０１ 阿蘇郡西原村鳥子３
１
２
‐
２ 鳥子工業団地内

緯096‐279‐4101

病院・福祉施設 職員大募集 ! 正社員、契約社員、パート

