医療事務
資格/実務経験３年以上
レセプト経験者
年齢/
４０歳位迄 給与/当院規定
応募/電話後、履歴書持参

城間整形外科
熊本市西区出町４
‐４

緯096‐311‐2800

食堂スタッフ（八代）

介護支援専門員・看護職員募集

子育て中の方も活躍中!
お気軽に （正社員・パート）日勤のみ 時間帯応相談
時間/
９時～１５時 時給/
８００円
給与等/法人規定による（資格考慮）
交通費支給、有給あり、年齢不問
遠方の方優遇
休日/土日、お正月、
ＧＷ、お盆
応募/電話後、履歴書持参下さい

オフィスビル清掃員

清掃員募集（パート）

社員寮での配膳業務

薬剤師 正職員募集

高齢者住宅の給食係

２ｔ・４ｔダンプドライバー

倉庫内仕分け作業

リハビリテーション助手募集

健康運動指導士募集

勤務地/中央区花畑町 週２・３日～可
時給/
８００円 交通費規定支給 時間/
７：３０
～１１：３０・１２：３０～１４：３０ 休日/土日祝
◎年齢・経験不問 共用部・専有部清掃

◎週３日程度◎年齢・経験不問 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

朝の時間を有効活用しませんか？
勤務地/船場町 時給/
９００円＋交通費
時間/
５時３０分～９時３０分 出勤日/週３日
（月・水・金）※各種保険完備 年齢/不問

給与/委細面談（前職考慮）時間/
８：３０～
１７：３０ 内容/薬局薬剤師業務 勤務地/国
立前薬局又は植木病院前薬局 休日/週
休２日（土、日）※お電話又は履歴書郵送

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。

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

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

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

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

ユーレストジャパン㈱ 小規模多機能施設 つどい ゴトクプロジェクト㈱ ゴトクプロジェクト㈱ キャリア・サポート㈱ 株式会社 ミユキメディカル プラムロード益城 サポートグループ株式会社 サポートグループ株式会社
八代市新港町４丁目８番地

緯0965‐37‐1849

阿蘇市小池９番地

福岡市博多区祇園町７‐
２
０

福岡市博多区祗園町７
‐
２
０

菊池郡菊陽町光の森７丁目１４
‐
２

熊本市中央区古城町２
‐
１
６

上益城郡益城町宮園７
４
０
‐
１

緯0967‐32‐2322 緯092‐281‐7730（担当/渡辺） 緯092‐281‐7730（担当/渡辺） 緯096‐233‐3010 緯096‐378‐3238（担当/小林） 緯096‐289‐7011（担当/山下） 錆0120‐976‐179

食品工場作業

学生アルバイト

商品開発スタッフ

商品ルート配達

直売所アドバイザー

幹部社員

マンション共用部清掃作業

公共施設の清掃

未経験者歓迎、要普免
時間/週１日～、１日４h～ １２月末迄（延長有）
時給/１,
０００円～ 賞与年３回、正社員登用有
勤務地/松合本社 応募/履歴書郵送

軽作業 空いている時間で応相談
時間/週１日～、１日２ｈ～ １２月末迄（延長有）
時給/１,
０００円～ 賞与年３回、正社員登用有
勤務地/松合本社、熊本営業所（菅原町）

経験者、食品・発酵・微生物の知識がある方
時間/週１日～、１日３h～ １２月末迄（延長有）
時給/１,
１００円～ 賞与年３回、正社員登用有
勤務地/松合本社、熊本営業所（菅原町）

経験者優遇、未経験者歓迎、要普免
時間/週３日～、１日４h～ １２月末迄（延長有）
時給/１,
０５０円～ 賞与年３回、正社員登用有
勤務地/松合本社、熊本営業所（菅原町）

直売所の企画及び運営、経験者優遇
時間/週１日～、１日３h～ １２月末迄（延長有）
時給/１,
０５０円～ 賞与年３回、正社員登用有
勤務地/松合本社、熊本営業所（菅原町）

幹部として貢献したい方、経験者優遇、
パートOK 時間/応相談 応募/履歴書郵送
給与/当社規定 賞与年３回、正社員登用有
勤務地/松合本社、熊本営業所（菅原町）

勤務地／千葉城町マンション
時 給／８００円
時 間／８：００～１０：００
出 勤／月・木・土

勤務地／富合町の公共施設
時 給／８００円
時 間／８：３０～１１：３０
休 日／月曜日

松合食品株式会社 松合食品株式会社 松合食品株式会社 松合食品株式会社 松合食品株式会社 松合食品株式会社 株式会社日本ビルシス 株式会社日本ビルシス

〒８６９‐３４７２ 宇城市不知火町松合１８８ 〒８６９‐３４７２ 宇城市不知火町松合１８８ 〒８６９‐３４７２ 宇城市不知火町松合１８８ 〒８６９‐３４７２ 宇城市不知火町松合１８８ 〒８６９‐３４７２ 宇城市不知火町松合１８８ 〒８６９‐３４７２ 宇城市不知火町松合１８８ 熊本市中央区安政町４‐１９ TM‐１０ビル７階

緯0964‐42‐2212

緯0964‐42‐2212

小包の仕分け作業

正社員前提・一般事務（豊野町）

★最大３０名募集！ 約１ヵ月間のカンタン作業★
★有名食品会社での一般事務★
勤務地/菊池郡菊陽町（光の森ＧＵ近く）
給与/基本給１６万円～（３か月間１,
０５０円）
時給/１,
０００円（夜２２時～翌５時迄は１,
２５０円）
＋交通費 休日/土日祝 時間/
８時～１７時
時間/①９：００～１７：４５②１９：３０～翌４：１５（休憩４５分） 資格/PC基本操作、社保完備、車通勤可

緯0964‐42‐2212

一般事務（水前寺）
時給/
１,
０００円＋交通費 社保有
時間/
８：３０～１７：３０ 車通可
休日/土日祝 即日～来３/
３１迄
年齢・経験不問 引継ぎあり

緯0964‐42‐2212

医療事務（フルタイム・パート）
資格/経験不問、PC基本操作必須
給与/当院規定 休日/日・祝・水曜土曜
午後・年末年始 応募/電話予約後、後
日面接。写真付き履歴書ご持参下さい。

緯0964‐42‐2212

緯0964‐42‐2212

緯096‐211‐0033

駐車場スタッフ（パート）

調理員

栄養士

仕事／駐車場業務
就業支援金２０万円有（規程有）
就業支援金３０万円有（規程有）
資格／要普通免許
給 与/月 固１２３,
６００円 ～ ※ 経 験に 給 与/月 固１４８,
６００円 ～ ※ 経 験に
時給／当社規定
応じて算出、昇給賞与有
応じて算出、昇給賞与有
勤務／週３日及び４日午前か午後 時間/
５：３０～１９：３０の間で実働７.
５H 時間/
５：３０～１９：３０の間で実働７.
５H

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 〒８６１‐３１９３ 上益城郡嘉島町鯰１８８０ 〒８６１‐３１９３ 上益城郡嘉島町鯰１８８０

錆0120‐976‐179 緯096‐237‐1133（担当/齊藤・石原） 緯096‐237‐1133（担当/齊藤・石原）

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。

熊本市中央区安政町４‐１９ TM‐１０ビル７階

緯096‐211‐0033

GSスタッフ６０歳以上の方歓迎
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

株式会社TKUヒューマン 株式会社TKUヒューマン ㈱TKUヒューマン 本多胃腸科内科医院 空港駐車場 ブルースカイU 水前寺とうや病院 水前寺とうや病院 ㈲木下石油 本社

熊本市北区徳王１丁目６‐５２ TKUぷらざ２F 熊本市北区徳王１丁目６‐５２ TKUぷらざ２F 北区徳王１丁目６‐
５２ TKUぷらざ２F

緯096‐359‐3412

宇土市浦田町３
１
３

緯096‐359‐3412 緯096‐359‐3412（担当/江里口） 緯0964‐22‐3692

上益城郡益城町小谷１
１
８
４
‐
１

リゾートホテル 清掃スタッフ募集！
！ 《急募》電気工事（正社員）

園内管理スタッフ

給食調理員募集！
！

◇観光ホテルの客室清掃業務です ※学生短期バイトも歓迎 ※週２日～勤務可
◇高齢者歓迎◇
勤務地／阿蘇市内牧（コスモス内牧店さんから徒歩５分）※地域により送迎有
内容/工場・個人住宅等の電気配線工事、
時間／９：００～１４：００
（昼休み有）※多少時間変動有 ◆研修期間有
電気の公共工事、太陽光発電工事、
時給／８５０～９００円 待遇／各種保険有、交通費（規定有）車通勤可、制服貸与
その他付随業務
資格/不問（電気工事士あれば尚可）
株式会社 共和美研
給与/
基本給
１５１,
０００円～３３０,
０００円
熊本支店/
熊本市中央区出水３‐
５‐１
８
※経験・技術等による 別途資格手当
（携帯ＯＫ）
錆0120‐31‐2234
時間/８：００～１７：００（休憩６０分）
休日/週休２日制（勤務表による）
ＧＷ、夏季休暇、年末年始、有給休暇
待遇/通勤手当（上限有）
◎データ入力、書類チェック、
ファイリング他庶務業務
車通勤可（無料Ｐ有）
時給/
１,
１００円 期間/～２０１９.
６.
３０ 休日/土・日・祝
昇給有、賞与年２回有、各種保険完備、
時間/
８：３０～１７：３０
（～２月下旬）８：００～１７：００
（２月下旬～）
試用期間３ヶ月有（条件変更なし）
待遇/社会保険、交通費、車通勤可 お気軽にお電話ください

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

週３日程度の勤務で
働きやすい職場です
勤務／熊本市中央区花畑町の
大手銀行内社員食堂
資格／調理経験、調理資格あれば尚可
時間／９：００～１５：００
（３０分休憩）
時給／８００円
休日／土・日・祝日・年末年始
待遇／交通費全額支給（片道２㎞以上）
マイカー通勤不可 制服・靴貸与
応募／１１月１２日月８：３０～より受付
まずはお気軽にお電話下さい。
※面接は現地にて行います。

急募！ 一般事務（派遣）天草郡苓北町

株式会社 メンテック

福岡市中央区高砂２‐６‐
２ ニチエイ高砂ビル６階

熊本市中央区水前寺５丁目２
‐
２
２

セルフガソリンスタンドスタッフ

菊池郡菊陽町原水３
７
８
６
‐
１

〒８３９‐０８６４ 久留米市百年公園１‐１ 久留米リサーチセンタービル７F

（受付：採用担当 面接は現地にて） 緯0968‐26‐4465 錆0800‐200‐3326（採用担当） 錆0120‐44‐7586
緯092‐522‐7488

病院開設

熊本市南区八幡５
‐
１
７
‐
４
７

①税理士及び経理担当②総務・人事管理職
①税務書類、財務諸表、会計帳簿等の作成、経理統括他
②総務、人事業務全般及びマネジメント業務
給与等／面談の上決定
時 間／８：
３０～１７：
３０
休 日／週休２日制、社内カレンダーによる
待 遇／通勤手当実費支給 無料駐車場有
昇給・賞与年２回（勤続１年以上）

高校教職員募集
１常勤講師 ①数学②英語③看護

２非常勤職員 スクールバス運転士

資格／１の①・②は高校教員免許取得者
（見込み可）
。③は看護師免許及び高校教員免
許取得者（いずれも見込み可）。その他、
２は中型又は大型自動車免許所有者で、
マイク
ロバス運転経験のある方。 待遇／当法人規定により優遇 採用／平成３１年４月１日付
※いずれも若干名採用 応募方法／１の場合は、履歴書
（写真貼付）
に教科名を明記
の上、
教員免許状写し
（卒業見込者は教員免許状取得見込証明書）
を、
さらに③は看護
師免許状写しとともに本校事務室宛に郵送下さい。
また、
２は履歴書（写真貼付）のみを
郵送下さい。
（教職員応募書類在中と封筒表に朱書きして下さい。
） 締切日／平成３
０
年１１月３０日㈮ ※書類選考の上、試験日・試験内容を連絡致します。※③で高校教員免
許を取得されていない場合は、
事務室へ御相談下さい。
※応募書類は、
個人情報保護
法により厳重に管理し、
返却致しません。

メディカルフードサービス

菊池オイルサービス㈲ 熊本メモリアルガーデン 株式会社 メフォス
菊池市七城町林原１１１
６

熊本市中央区水前寺５丁目２
‐
２
２

緯096‐289‐0384 緯096‐384‐2288（担当/岩﨑） 緯096‐384‐2288（担当/岩﨑） 緯096‐288‐2821

医療スタッフ・事務職員募集・就職説明会開催

事務室
熊本市東区長嶺東８丁目１
４
‐
４
０

株式会社アイディエス 緯096‐380‐4225

〒８
６
４
‐
０
０
３
２ 熊本県荒尾市増永２
２
０
０ ht
t
p:
/
/
ar
i
ak
ehs
.
ed.
j
p/

緯0968‐63‐0545 （FAX）0968‐64‐1366

警備スタッフ（正）・入庫車両確認スタッフ
（正・契）募集 !!

