スタイリスト（正社員・アルバイト）

施設内清掃

看護師①常勤②パート

【玉名・荒尾】通学バス運転手

受付 医療事務（正職員）

正看、准看護師（病棟）

給与/スタイリスト固給１９万円～ アシスタ
ント固給１６万円～ アルバイト時給９００円～
勤務地/中央区上通町 時間/１０：００～１９：００
待遇/厚生年金、社会保険

現場/上通町マンション共用部日常清掃
時給/
９００円 ☆１月４日から出勤
時間/
８：００～１０：００★車通勤可
休日/日曜・祝日・年末年始 ※制服貸与

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

各バス停～玉名・荒尾の学校
時間/午前・午後 合計５時間～
時給/
１,
３００円(
１日６,
５００円～)
資格/大型・中型２種免許 車通勤可

給与/委細面談 年齢/
４０歳迄
時間/
８：３０～１７：３０
（火・土８：３０
～１２：３０）休日/日・祝日
詳細はお問い合わせ下さい。

給与/委細面談
休日・勤務時間帯/
３交代シフト制
詳細はお問い合わせ下さい。
概要/糖尿病、循環器専門病院

有限会社 林
中央区水道町４
‐
２８

株式会社日本ビルシス 平成こどもクリニック
熊本市中央区安政町４‐１９ TM‐１０ ビル７階

090‐3799‐1192（担当/林） 緯096‐211‐0033

医療ソーシャルワーカー

看護助手（夜勤なし）

資格/社会福祉士 勤務/正社員・日勤
休日/日曜・祝日・土曜の午後・その他当院の
指定した日 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

勤務/正社員 休日/シフトによる
就業時間/早出・遅出勤務あり。夜勤なし
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

〒８６０‐０８３３ 熊本市中央区平成２‐１５‐７

熊本市中央区岡田町１
２
‐２４

熊本市中央区岡田町１２
‐２
４

園内管理スタッフ
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

玉名市玉名１
０
３
５
‐
１

陣内病院（じんのうち病院） 陣内病院（じんのうち病院）
熊本市中央区九品寺６
‐
２
‐
３

熊本市中央区九品寺６
‐
２
‐
３

清掃パート

医療事務募集

資格／年齢不問 健康な方 給与/当院規定 年齢/
４０歳位迄
給与／時給７８０円～８５０円
時間/
８：２０～１７：２０
勤務地／中央区坪井（病院）
木 ～１２：００、土 ～１４：３０
面接随時 若干名
休日/日・祝日
熊本市中央区細工町４丁目９‐
１

からしま小児科
上益城郡嘉島町上島９
６
１

急募 清掃スタッフ

株式会社シケン
阿蘇郡西原村布田１
０
３
８
‐
５

緯096‐322‐4002 緯096‐235‐6333（担当/辛嶋） 緯0885‐32‐2000

製造オペレーターおよび出荷ナビゲータ
内

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８,
３
０
０円+諸手当 ※月収３０万円可
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。
～～有明生コン㈱グループ ホームページ～～
ht
t
p:
/
/
ar
i
akesyoj
i
.
mydns.
j
p/
concr
et
e/

薬剤師

勤務地／阿蘇郡西原村布田
◎常勤・非常勤（若干名）◎
時給／７８０円 週５日交通費支給
各種保険完備・交通費有
時間／７：００～１２：００で４Ｈ
委細面談 ＴＥＬ後履歴書持参
◎年齢不問 まずはお電話ください お気軽にお問い合わせ下さい

山崎町調剤薬局

熊本市南区近見２丁目７番２号

給与/時給８９０円 時間/
１０：００～１３：３０
（実働３.
５時間）
休日/原則土曜・日曜（祝日は出勤）※週３日～勤務OK!
夏季・年末年始・GW（各９日間程）入社半年後に有給１０日間付与
待遇/制服貸与、労災保険有、交通費規定支給（上限/月１２５,
０００円）、車・
バイク通勤可（無料駐車場有）、
１０年毎に勤続旅行あり（１０万円支
給）、
６０歳定年制（再雇用制度あり）、
試用期間有（６ヶ月は時給‐１０円）
応募/電話でもお気軽にお問い合わせください。
面接時に履歴書（写貼）をご持参ください。

川幸産業株式会社 熊本支店

錆0800‐200‐3326（採用担当）

（担当：松原）
緯096‐245‐1727

緯096‐293‐6232

事務職員
（学校事務）
募集！
！
職 種／学校事務
勤 務 地／学校法人君が淵学園・崇城大学
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 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）・
採用試験あり。
成績証明書・志望動機書（様式任意A４・１枚）、英語が堪能
英語が堪能な方（外国の方と意思疎通ができる
であることを証明もしくは説明できる資料（例：留学経験
方）、平成３１年４月１日に就職可能な方。
や海外生活の期間などの情報やTOEIC、TOEFL、英検
業務内容／英語学習施設内で学生の自立学習をサポートする
等の資格）を１月１０日木迄（必着）に法人課N係へ郵送下
業務※正規職員採用後、異動の可能性もあります。
さい。提出書類は返却致しません。
（HP参照）
給 与／固給１６４,
２００円～（大学卒参考）＋諸手当（経験等考 選考内容／一次選考：書類選考
慮）、賞与（年２回）
二次選考：筆記試験・小論文 １月２２日㈫９：００～
勤務時間／月曜～金曜 ９：３０～１８：３０
最終選考：プレゼンテーション・個人面接（英語面接含む）
年間休日数１３０日程度（平成２９年度実績）
２月５日㈫９：００～
待 遇／私学共済保険完備、通勤手当等

菊池郡大津町平川１
５
０
０

業務拡張のため、子供英会話講師募集
子供英会話講師（パート）
内

容/
外国人講師と子供に英会話を楽しく教える。

時

間/
土曜の午後と週２日の午後から夕方

給

与/
時給１,
５００円～
（交通費支給）

要フォニックス。
経験者優遇。
※応相談
応募方法/
履歴書・職務経歴書・ハローワークの
紹介状を急ぎご郵送下さい。

事業内容／高等教育機関

〒８
６
０‐
００８２ 熊本市西区池田４丁目２２番１号 ht
t
ps:
//www.
soj
ou.
ac.
j
p/

お問い合わせ 緯096
（法人課N係）
‐326‐3441

温泉設備設計職
（一・二級）
募集
内容/設計・積算・施工・管理技術者（指導有）
給与/月固２６０,
０００円～４８６,
０００円 時間/
６：３０～１５：００
待遇/社保完 交通費規定支給 賞与・昇給・退職金制度有
資格/普通自動車免許 ※まずはお気軽にお電話ください。

ホンダ開発株式会社 熊本事業部

熊本市中央区上通町２‐３０ ニューキクチビル３階

ワシントン外語学院 緯096‐359‐6083（担当/猿渡）

看護・介護職員

熊本市東区西原３‐１‐３５ ONOビル５F

熊本市西区島崎２丁目２
２
‐
１
５

熊本市西区島崎２丁目２
２
‐
１
５

熊本市西区島崎２丁目２
２
‐
１
５

錆0120‐976‐179

緯096‐354‐1731

緯096‐354‐1731

緯096‐354‐1731

熊本内科病院

本田技研工業㈱の熊本製作所内にある社員食堂での簡単な盛り付けや
片付け等のお仕事です。先輩パートさんがイチから教えてくれます。
☆明るい対応ができる方歓迎 ☆２０～５０代の方が活躍中!
☆土日休みで家族との時間も充実 ☆完全人柄採用☆

〒８６１
‐５５
１５ 熊本市北区四方寄７
６
２

看護・介護職員

調理補助

緯096‐328‐5041

アサノ有明生コン㈱北部工場

社会福祉士

給与/時給１,
３００円 勤務/A１０：００
～１４：００ B１５：３０～１９：３０
業務/野菜切込、盛り付け
お気軽にお電話下さい
中央区手取本町７
‐
１
（鶴屋隣）

〈Hondaグループ〉調理補助パートさん募集（土日休み）

送迎ドライバー（ＡＴ車）

給与/日給２,
５００円 資格/普通免許 給与／委細面談
教育プログラム充実 夜勤可の方 給与／委細面談 経験者優遇
勤務地/東区西原～菊池市七城
経験者加算有
給与／委細面談、経験者加算有
待遇／週休２日制 ２４時間保育室有
勤務時間/週２日深夜帯１時間程度 待遇／週休２日制 保育室有 待遇／週休２日、
２４時間保育室あり
夜勤のできる方
勤務日は相談可能です。
応募／履歴書郵送後、通知 応募／履歴書郵送後通知
応募／履歴書郵送後、通知

ゆずりは ルンビニー幼稚園 サポートグループ株式会社 青磁野リハビリテーション病院 青磁野リハビリテーション病院 老人保健施設 青翔苑

熊本市南区城南町高１
０
９
９

緯096‐356‐5500

菊池郡菊陽町原水３７８
６‐
１

崇城大学

介護療養型老人保健施設

中央区山崎町３
１

熊本メモリアルガーデン

学校法人君が淵学園

送迎助手・保育補助

緯096‐370‐6337 緯0968‐26‐4100（人事課） 緯096‐363‐0011（採用担当） 緯096‐363‐0011（採用担当） 緯0964‐28‐6311（担当/友田） 緯096‐354‐1168

成尾整形外科病院 成尾整形外科病院 リスロン総合サービス
緯096‐371‐9903（総務直通）担当/北村 緯096‐371‐9903（総務直通）担当/北村

七城観光バス

定年６５歳！ 正職員募集

職種／看護師・介護士 ※応募は随時 業務／車の助手及び保育補助
給与／当法人規定（経験・能力等考慮） 給与／時給８７０円～
時間／シフト制（実働８時間）
※詳細は面談にて
待遇／月８～１０日休、社保・賞与昇給有 応募／まずはお電話下さい

特養介護スタッフ募集！
資格／介護職員初任者研修以上 未経験者可
給与／固給１７０，
０
００円＋諸手当 ※詳細は面談の上
待遇／週休２日 シフト制 退職金制度有
応募／まずはお気軽にお電話下さい。

特別養護老人ホーム

画図重富苑

（正社員）①作業員②軽作業（チラシ配り）③一般事務
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
時間/①②８～１７時③９～１８時 休日/月４日～ 待遇/車通勤ＯＫ※他、当社規定
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

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

熊本市東区画図町重富９
６
８番

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

緯096‐370‐6655

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

2019年1月入社警備員
（正社員）募集！
！

