医療事務募集

スタイリスト（正社員・アルバイト）

給与/スタイリスト固給１９万円～ アシスタ 給与/当院規定 年齢/
４０歳迄
ント固給１６万円～ アルバイト時給９００円～ 時間/
８：５０～１８：２０ 木曜 １３：２０
勤務地/中央区上通町 時間/１０：００～１９：００
土曜 １６：２０
待遇/厚生年金、社会保険
休日/日・祝日

有限会社 林

のぐち皮ふ科

中央区水道町４
‐
２８

上益城郡嘉島町鯰１８３
４‐
１

データ入力（専用端末）

看護師①常勤②パート

オフィスビル清掃員

清掃員募集（パート）

健康運動指導士募集

病棟クラーク経験者募集

就業時間/８：３０～１７：１５（完全週休２日制）
就業場所/手取本町 期間/Ｈ３１.
１/４～４/３０
給与/時給１,
０００円 交通費：最高１０,
０００円まで
各種保険有 事前机上、端末研修有（１２/２５～２８）

時間/①９～１８：３０（日１７：３０）②９～１２：３０（土
日２日隔週）休日/①火水土※火１５～１８：３０
隔週出勤 給与/①固給２５万円②時給３,
０００
円 年齢/３５歳迄 応募/履歴書着後面接

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

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

職種/病棟クラーク事務等
時間/８：３０～１７：００４週６休
資格/病棟クラーク経験者 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

㈱エイジェック熊本オフィス 平成こどもクリニック ゴトクプロジェクト㈱ ゴトクプロジェクト㈱
中央区花畑町１‐１ 三井住友生命熊本ビル２F 〒８６０‐０８３３ 熊本市中央区平成２‐１５‐７

090‐3799‐1192（担当/林） 緯096‐237‐4112（担当/黒田） 緯096‐359‐5501

福岡市博多区祇園町７‐
２
０

毎週日曜日の朝刊に掲載

〒８６１
‐５５
１５ 熊本市北区四方寄７６２

園内管理スタッフ

調理責任者募集 !!（正社員）

熊本メモリアルガーデン
菊池郡菊陽町原水３
７８
６‐
１

錆0800‐200‐3326（採用担当）

市役所での事務/宇城市

食器洗浄業務／合志市

軽作業４８名募集（北区大窪）

時間/
８：３０～１７：１５
（６０分休憩）土日
祝休み 給与/時給８００円～８２０円
交通費補助あり 経験・年齢不問
電話後履歴書持参（随時受付）

時間/
８：００～１８：００
（休憩６０分×２
回）週２日～（シフト制）給与/時
給７８０円～８５０円 経験・年齢不問
電話後履歴書持参（随時受付）

時給/
１,
２００～１,
２５０円+皆勤５千円
時間/
９：００～１６：３０ 日休 社保有
未経験者大歓迎 車通勤可
期間/
１/
２１～８/
３１
（約７ヶ月）

株パブリックビジネスジャパン
熊本市南区江越１丁目１
４
‐
１
０

緯096‐237‐7266

編集スタッフを募集します
募

（担当：松原）
緯096‐245‐1727

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

調理員募集

ビジネス支援センター融資相談員

～～有明生コン㈱グループ ホームページ～～
ht
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p:
/
/
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i
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i
.
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j
p/
concr
et
e/

（本社）緯03‐6915‐2820

菊南病院

水前寺高齢者複合施設 九州技術教育専門学校

〒８６１‐５５１７ 熊本市北区鶴羽田３丁目１‐５３ 〒８６２‐０９４９ 熊本市中央区国府１丁目３‐１５

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

緯0952‐24‐2215

熊本市北区四方寄町５
６
２
‐
１

緯096‐319‐1605

清掃パートさん急募!年齢不問

内容／融資全般の相談業務、熊本市等の制度融資の紹介他 時間／①１０：００～
【勤務地/上益城郡山都町都留（元中学校跡地）】
２０：００②９：００～１８：００
（シフト制 月１６０時間程度） 給与／時給１,
０００円 待遇／ 仕事内容/社員宿舎の清掃業務。
１日３時間。
社保完 交費支給 資格／融資相談業経験者（パソコン使用）勤務地／西区春日 出勤日/週３日勤務 休日/日曜日（年末年始、
ＧＷ、お盆）
応募／先ずはお気軽にお電話下さい。追って面接日を連絡します。
日給/
２，
７００円※交通費別途支給 応募/まずはお気軽にお電話を。

容／製造プラントの操作（PCからの遠隔操作）
および出荷受付業務
給 与／日給７,
３０
０円+諸手当 ※月収２
５万円可
勤務地／熊本市北区四方寄または南区南高江
休 日／週休２日制
（年間変形労働、原則日曜は休み）
応 募／担当者までお電話ください。

アサノ有明生コン㈱北部工場

上益城郡益城町小谷１
１
８
４
‐
１

◇１月から３月末まで◇
勤務地/中央区本荘 休日/火土日
祝 給与/時給９５０円 Excel
使用あ
り 時間/
１０～１６時（休憩６０分）

錆0120‐706‐530

製造オペレーターおよび出荷ナビゲータ

熊本市北区楡木２‐
８
‐１０
６

空港駐車場 ブルースカイU

講師（常勤）
・来年度
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

《扶養内》大学での事務

中央区水道町８‐６ 朝日生命熊本ビル５F 〒８４０‐０８６１ 佐賀市嘉瀬町大字中原１９５４‐８

内

SV TCL㈱九州事業所

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

介護施設パート職員
職種／送迎・介護員・ケアマネ
時給／８００円～１,
１５０円 無資格可
時間・休日 応相談・扶養内可能
詳細はお気軽にお問合せください

熊本市中央区細工町５
‐
３
５
‐
１

ルート配送ドライバー（２ｔ・３ｔ）

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

有限会社 松山中央給食
〒７
９
９
‐
２
６
６
１ 愛媛県松山市勝岡町４
５
‐
１

緯089‐978‐0313（月～金）

090‐8286‐2903（担当/ヨシノ）

熊本市北区四方寄町５
６
２
‐
１

熊本市北区徳王１丁目６‐５２ TKUぷらざ２F 熊本市東区西原３‐１‐３５ ONOビル５F

緯096‐319‐1605 緯096‐359‐3412（担当/江里口） 錆0120‐976‐179

温泉設備設計職
（一・二級）
募集

調理補助者 パート（病院内）

給 与/月 固２５８,
５００円 勤 務 地/東 区 給与/当院規定 面接/電話後、歴持面談、随時
小 山 時 間/
６：００～１８：００又 は１９：００ 時間/午前７時～１２時（５時間）
～翌６：００の間８時間 休日/シフト制
午後２時～午後７時（５時間）
資格/中型免許 待遇/通勤手当支給 その他 入職日、時間の相談できます

ランスタッド㈱ 熊本支店 九州食品株式会社 株式会社あんしんCo.,Ltd. 株式会社あんしんCo.,Ltd. ㈱TKUヒューマン サポートグループ株式会社

掲載の豊富な情報をご覧ください。

◎業績好調のため、スタッフ増員◎
半導体に係る学識をお持ちの方優遇（転勤なし）
給与/基本給２５０,
０００～２８０,
０００円
月収２６２,
１００～２９７,
１００円
資格/４０歳迄、PC操作、要普免（AT限定可）
時間/８：３０～１７：１５（休憩６０分）
休日/土日祝他、週休２日制
年末年始、夏期休暇、有給休暇
待遇/通勤手当（規定有）、車通勤可、賞与有、
各種社会保険完備、試用期間３ヶ月有
応募/下記本社迄履歴書郵送下さい。
面接は熊本にて行います。
〒１７１‐００１４ 東京都豊島区池袋４‐３２‐８
サンポウ池袋ビル２F

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

病棟看護師（正看・准看）
給与/固給１６６,
０００円～２１９,
０００円＋諸手当
時間/８：４０～１７：００ パート歓迎
待遇/昇給、賞与３.
９ヶ月 他諸手当
詳細はお気軽にお問合せください

緯096‐370‐6337 緯092‐281‐7730（担当/渡辺） 緯092‐281‐7730（担当/渡辺） 緯096‐237‐1133（担当/齊藤・石原） 緯096‐237‐1133（担当/齊藤・石原） 緯096‐289‐0384 緯096‐344‐1711（担当/塚本） 緯096‐364‐1210（担当/入田） 緯0966‐22‐3412

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

営業/熊本市（正社員）

福岡市博多区祗園町７
‐
２
０

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

医療法人社団 原口会 原口循環器科内科医院
熊本市東区保田窪２丁目１
‐
４

緯096‐383‐3880

（正社員）①作業員②軽作業（チラシ配り）③一般事務

内容/設計・積算・施工・管理技術者（指導有）
給与/①日給１.
０～１.
３万円 ②固給１８～２３万円③固給２０～２３万円 年齢/
６５歳迄
給与/月固２６０,
０００円～４８６,
０００円 時間/
６：３０～１５：００
時間/①②８～１７時③９～１８時 休日/月４日～ 待遇/車通勤ＯＫ※他、当社規定
待遇/社保完 交通費規定支給 賞与・昇給・退職金制度有 応募/希望勤務地（下記参照）の連絡先へお電話下さい。
面接時は履歴書をお持ち下さい。※アルバイト可 未経験者OK
資格/普通自動車免許 ※まずはお気軽にお電話ください。

川幸産業株式会社 熊本支店

総合商社、墓石、石材販売

有限会社 大東石材店

熊本市東区御領６丁目２番３号

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

緯096‐380‐1126

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

施設常駐警備員・機動隊員
（正社員）募集 !!

