看護師（外来）常勤

清掃員募集（パート）

時間/
８時３０分～１７時１５分 残業なし
給与/固定給２５万円
休日/週休２日 年間休日１１４日
詳細は面談にて、まずはお電話を。

◎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

オフィスビル清掃員

医療法人康生会 小柳病院 ゴトクプロジェクト㈱ ゴトクプロジェクト㈱
熊本市東区山ノ神２丁目２‐８

福岡市博多区祗園町７‐２
０

医療事務

勤務地/中央区花畑町 週２・３日～可
資格/実務経験３年以上
時給/
８００円 交通費規定支給 時間/
７：３０
レセプト経験者
～１１：３０・１２：３０～１４：３０ 休日/土日祝
年齢/
４０歳位迄 給与/当院規定
応募/電話後、履歴書持参
◎年齢・経験不問 共用部・専有部清掃
福岡市博多区祇園町７‐
２０

城間整形外科
熊本市西区出町４
‐
４

緯096‐369‐3811（担当/宮田） 緯092‐281‐7730（担当/渡辺） 緯092‐281‐7730（担当/渡辺） 緯096‐311‐2800

学生寮調理パート募集

臨床検査技師（パート）

時間/①５：５０～８：５０②１５：００～１９：４５
時給/①９００円 ②８００円（交通費支給）
未経験者歓迎！ 試用期間３ヶ月
まずはお気軽にお電話ください。

内容/血液検査、一般検査等臨床検査
技師業務 給与/当院規程 時間/
９：００
～１６：００
（４～６時間程度 要相談）応募
方法/電話連絡後履歴書ご持参下さい

調理補助（パート）
内容/患者給食調理、配膳下膳など 給
与/当院規程 時間/①６：００～１５：３０ ②
７：００～１６：３０ ③１０：００～１９：００ 応募方
法/電話連絡後履歴書ご持参下さい

小包の仕分け作業

広告営業（正社員・若干名）

医療事務（フルタイム・パート）

倉庫内フォークリフト作業

倉庫内仕分け作業

２ｔ・４ｔダンプドライバー

一般事務

カードスタンド設置・提案

★最大３０名募集！ 約１ヵ月間のカンタン作業★
勤務地/菊池郡菊陽町（光の森ＧＵ近く）
時給/１,
０００円（夜２２時～翌５時迄は１,
２５０円）
時間/１９：３０～翌４：１５（休憩４５分）車通勤可能!

西日本新聞を主とした広告企画営業
☆新卒、中途・経験の有無は問わず。
給与・休日/当社規定による
応募/履歴書送付、選考後面接日通知

資格/経験不問、PC基本操作必須
給与/
（正）固給１４.
５万～（パ）時給８００円～
休日/日・祝・水曜土曜午後・年末年始
応募/電話予約後、歴持面談。

勤務地/南区富合町 時間/
８：３０～１７：３０
時給/
１,
０５０円 休日/土日祝 待遇/社会
保険完備、制服貸与 要フォークリフト免
許 履歴書不要 出張面接致します

冷凍・冷蔵内作業 勤務地/南区富合町
時間/
８：３０～１７：３０ 時給/
９５０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

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車での回収業務 資格/
中型免許以上 待遇/各保完備

勤務地/①北区②嘉島・甲佐※勤務地選
べます 時間/①８：３０～１７：３０ ②９：００～
１８：００ 時給/
９５０円 休日/土日祝 待遇/
各種保険完備 交通費支給 履歴書不要

勤務地/熊本市近郊エリア 資格/スマ
ホ操作可能な方 時間/
１０：００～１９：００
給与/月固２６万円～ 休日/土日祝
待遇/各種保険完備 交通費支給

株式会社TKUヒューマン 株式会社西日本新聞広告社 熊本 本多胃腸科内科医院 サポートグループ株式会社 サポートグループ株式会社 サポートグループ株式会社 サポートグループ株式会社 サポートグループ株式会社

熊本市北区徳王１丁目６‐５２ TKUぷらざ２F

熊本市中央区新屋敷１
‐
５
‐
１
‐
３階

宇土市浦田町３
１
３

緯096‐359‐3412

緯096‐372‐7000

緯0964‐22‐3692

GSスタッフ６０歳以上の方歓迎

調理員募集

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

勤務地／菊池市大手企業内食堂
週５日勤務 時給／８００円～８５０円
時間／９：００～１５：３０
（４～５.
５h）
待遇／交通費・制服有 雇用保険有

北九州予備校熊本校 ひのくに寮 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 ㈲木下石油 本社 九州食品株式会社

熊本市西区春日２‐３‐２６
（JR熊本駅白川口正面）

熊本市中央区大江３丁目２‐５５

熊本市中央区大江３丁目２‐
５
５

熊本市南区八幡５
‐
１
７
‐
４
７

〒８４０‐０８６１ 佐賀市嘉瀬町大字中原１９５４‐８

緯096‐324‐3377

緯096‐320‐6500

緯096‐320‐6500

緯096‐288‐2821

緯0952‐24‐2215

ガソリンスタンドスタッフ急募

正社員営業職（熊本市内）募集

乗用車セルフ監視・大型車給油業務
勤務地/コスモ石油八代インターＳＳ
（八代市川田町西４２０‐１）
資格/危険物乙四所持者優遇、
深夜勤務の為１８歳以上
給与/乙四資格有り▷時給９６０円
乙四資格無し▷時給９１０円
※深夜時間帯は２５％割増
時間/①２０：００～２４：００
②２４：００～翌８：００
※勤務シフト制（月８日程度）
週末勤務できる方歓迎
応募/お電話下さい。
（面接は現地）
職業紹介：１３‐ユ‐３０８４０７

内容/特殊車輌メーカー向け油圧機器・産業用ラジコンの営業、受発注管理、納品
給与/固定給１８～３０万円 時間/
９：００～１７：４５
（休憩４５分）
休日/土日祝 他 待遇/社保完 交通費規定支給 賞与・昇給 退職金制度あり
資格/普通自動車免許 勤務地/熊本市東区新外２丁目 ※まずはお電話を。

オカダインダストリ株式会社
〒６
５７
‐０８
５２ 兵庫県神戸市灘区大石南町２丁目７‐
３

（担当/
増井・岡田）
緯078‐882‐2345

経理事務アルバイト【ホテル日航熊本】
★ホテルの裏方として、経理事務全般の業務。未経験者可、経験者時給優遇！★
時間／１０：００～２０：００ シフト制 フルタイム（実働７.
５ｈ）時給／８００円以上
待遇／交通費支給（当社規定）、従業員食堂完備、食費半額補助あり、委細面談
応募／まずはお気軽にお電話下さい。追って面接日をご連絡致します。

ホテル日航熊本

人事・総務グループ

熊本市中央区上通町２
‐
１

緯096‐211‐1526

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 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 熊本市東区西原３‐１‐３５ ONOビル５F

錆0120‐976‐179

錆0120‐976‐179

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。

お歳暮アルバイト大募集！！（大学生の方大歓迎）
職種／ギフト商品のピッキング作業と伝票処理 時給／８５０円
資格／高卒以上（自転車、原付での通勤が可能な方）
期間／即日～１２月下旬 時間／９：００～１７：００
（休憩６０分）
勤務地／当社商品センター 面接／電話後、履歴書持参又は郵送下さい。

㈱鶴屋百貨店 商品センター
〒８
６
２
‐
０
９
６
２ 熊本市南区田迎５
‐
１
６
‐
１
６

緯096‐379‐1515 担当/村上

錆0120‐976‐179

ガソリンスタンドスタッフ募集！

錆0120‐976‐179

錆0120‐976‐179

在宅医療コーディネーター（営業職・正社員）

内容/乗用車セルフ監視・大型車給油
を担当いただきます。
難しい作業はありません！
資格/危険物乙四資格者優遇
※深夜勤務の為１８歳以上
給与/時給：乙四資格あり９６０円
乙四資格なし９１０円
時間/
２０：００～翌８：００
※月２０日程度
勤務地/エネオス 植木インターＳＳ
熊本市北区植木町大井５８‐１
応募/お気軽にお電話下さい。
※面接は現地にて
電話受付（平日）
９：００～１７：００

株式会社グリーンフォレスト

東京都港区芝４‐７‐６ 芝ビルディング５０６

錆0120‐803‐334（採用担当）

夕食弁当・惣菜等お届け販売スタッフ募集
●●●

編集スタッフを募集します
募

株式会社グリーンフォレスト

〒１０８‐００１４ 東京都港区芝４‐７‐６ 芝ビルディング５０６

錆0120‐803‐334

男女営業正社員募集
職 種／配置薬固定得意先管理
資 格／高卒以上、要普通免許（AT限定可）※経験・資格不問
給 与／月固２５万円
但し試用期間中（途中入社月を除く３ヵ月）は月固２２万円
※２年目以降は売上に応じた給与体系になります
（月固２３万円＋売上手当＋新規お預け手当）
時 間／８：３０～１７：３０
（実働８h）※時差出勤制度あり
休 日／土曜・日曜・祝日（但し、第１土曜は出勤）
特別有給・有給休暇あり、振替出勤制度あり
待 遇／昇給、賞与（年２回）あり、各種社会保険完備、退職金
制度、交通費支給（会社規定）、通勤車貸与可、駐車場あり
応 募／面接：１１/
２６月９：００～１７：００ 当日ご都合の悪い方は
お電話下さい。履歴書（写真貼付）持参でお越し下さい。
■創業明治９年・社員２５０
０名 ht
t
p:
/
/
www.
nunokame.
co.
j
p

布亀株式会社 熊本営業所
（担当/松尾）
〒８６０‐０８３４ 熊本市南区江越２‐２２‐４８ 緯096‐312‐8011

［契］サントリー清涼飲料の販促アドバイザー

集／編集スタッフ各若干名
２０１９年１月７日より勤務可能な方
仕事内容／熊本日日新聞社が発行する
「くまにち
すぱいす」
に関わる業務。
「くまにち す
ぱいす」は、熊本都市圏に無料配布する 【求める人物像】
週刊の生活情報紙。広告収入で運営す
●熊本の街と人が大好きな人
るフリーペーパーで、店舗、企業、自治
体 など の 商 品、イベント、サ ービ スと ●グルメやお出かけ、オシャレに
興味のある人
いった生活情報を発信しています。募集
するのは、
こうした分野の広告主を取材 ●すてきなお店や商品を広く伝え
して広告原稿を書く編集スタッフです。
たいと思う人
待
遇／有期契約社員（最長５年）
として採用。給 ●人と話したり、文章を書くのが好
与、待遇は当社規定により処遇します。
きな人
応募資格／大学・短大を卒業した方（要普免）
〈 経 験 者 歓 迎！
！〉
勤 務 地／〒８６０‐８５０６ 熊本市中央区世安町１７２
熊本日日新聞社
業務推進局生活情報部
採用選考／書類選考と筆記試験・適性検査・面接。書類選考を通過された方に１２月１９日水
予定の筆記試験・適性検査・面接の日程を通知します。
応
募／応募書類（履歴書および志望理由書）を下記宛先まで郵送してください。履歴書
は市販のもので可（写真貼付）。志望理由を４００字詰め原稿用紙１枚にまとめてくだ
さい。締め切りは１２月１１日火必着。応募書類は返却しません。

【郵送・問い合わせ先】

熊本日日新聞社 人事部

〒８６０‐８５０６ 熊本市中央区世安町１７２

緯096‐361‐3082

