一般事務（年齢不問）

調理スタッフ募集

スポーツクラブのオープン前清掃

時給／９００円～１,
０００円 時間／１３：３０～１９：００
休日／土日他、シフト制 待遇／交通費（規定有）、
賞与年２回、車通勤可（駐車場有）
応募／まずはお電話ください

職務／病院内給食施設での調理 勤務地／あ
おば病院内 時間／５：３０～２０：００までの５～６時
間程度（応相談）時給／８００円～（経験者優遇）
備考／昼食無料支給 制服貸与 正社員登用有

２/５オープン ３名/１日体制 週２～３日ＯＫ
勤務地/大江２丁目（学園大近く）休日/月曜
時給/８２０円～ 交通費別途支給（会社規定）
時間/６：００～９：３０ ◎車通勤可 男女OK

京の和雑貨 みくに ㈱ホリスティック ゴトクプロジェクト㈱

菊池郡大津町室１３７イオン大津店２Ｆ

緯096‐293‐5553

宇城市松橋町萩尾２０３７‐１

福岡市博多区祗園町７‐２
０

事務補佐員募集（パート）

熊本大学附属病院 不整脈先端医療寄附講座

SOGO‐PLANT

〒８６０‐８５５６ 熊本市中央区本荘１丁目１‐１ 熊本市中央区桜町１‐２０ 西嶋三井ビルディング１４F

通学バス運転手

受付医療事務急募

体育指導員（正社員）急募

各バス停～学校への送迎 時間/７時間～ 勤務
地/①菊池市②玉名市③荒尾市 時給/１,
０００円
～（日給７,
０００円～）資格/大型・中型２種免許
待遇/各保完、制服貸与、年次有給休暇

資格／未経験可（有資格・経験者優遇）
給与／月固１５～１９万円 時短勤務可
応募／下記担当までに連絡後、履歴書
（写真添付）を郵送ください。

資格／要普免 ３０歳迄
給与／固給１８１,
０００円～ 高卒以上
応募／まずはお電話下さい
勤務地／熊本市・玉名市

七城観光バス

菊池市七城町小野崎９
４
６
‐
１

急募 学童保育

松見内科クリニック ㈱太陽スポーツクラブ 田原小学校学童保育保護者会たんぽぽクラブ
〒８６９‐２６１２ 阿蘇市一の宮町宮地４７３５‐６

熊本市東区保田窪本町１６‐２８/玉名市両迫間６３５‐１

介護スタッフ募集！

会計監査（経験者求む）

会計監査（パート・在宅相談可）

○短時間でもＯＫ！○
時給／８４０円～
内容／切込み、盛付け、洗浄等
まずはお気軽にお電話下さい。

休日／年間１１５日
給与／当社規定による
時間／早出、日勤、遅出、夜勤あり
まずはお気軽にお電話下さい。

資格／会計事務所及び経理全般経験５年以上
給与／固給２３万円～（試用期間２１万円～）
時間／８：３０～１８：００ 年齢／２５～５０歳
休日／日祝他（当社カレンダー年間１０１日）

資格／日商簿記３級以上
給与／固給１８万円（試用期間１７万円）
時間／８：３０～１８：００ 年齢／２０～４５歳
休日／日祝他（当社カレンダー年間１０１日）

介護老人保健施設 サンライズヒル 介護老人保健施設 サンライズヒル 未来開発株式会社 野田照廣税理士事務所 未来開発株式会社 野田照廣税理士事務所
菊池郡菊陽町曲手７６０

熊本市東区石原１丁目１１番１
１号

緯096‐232‐5656（担当/山口） 緯096‐232‐5656（担当/山口） 緯096‐380‐3500

学童送迎ドライバー（東区近辺）

１/
２７日試験監督

学童スタッフ兼任歓迎
◇車通勤OK！ スーツ着用◇
時給／９００円
勤務地/西区池田 時給/
１,
０００円
資格／普通自動車運転、
６５歳位迄 時間/
８：００～１６：３０
（休憩６０分）
※詳細はお問合せ下さい
内容/教室内での巡回・配布等

ON TOP

熊本市東区石原１丁目１
１番１
１号

熊本市東区健軍本町２
９
‐
８
‐
２F

北区植木町富応１
３
０
２
‐
５

緯096‐380‐3500

緯096‐243‐3302

中央区水道町８‐６ 朝日生命熊本ビル５F

錆0120‐706‐530

施設内清掃

施設内清掃

施工管理業務

コンクリート製品の軽作業

看護師①常勤②パート

配送ドライバー（４ｔ）

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

場所/大津町・菊陽町 時間/８時～１７時
時給/１,
２００円～１,
６００円＋交通費 年齢/４０代
迄 休日/土日祝（土曜出勤可能な方歓迎！）
※資格・経験がある方優遇！ 社保有給あり

場所/山鹿、甲佐 時給/
９５０円～１,
０００円
＋交通費 時間/
８時３０分～１７時３０分
休日/土日（工場カレンダーによる）
※未経験者、シニア歓迎！ 社保有給あり

時 間/①９～１８：３０（日１７：３０）②９～１２：３０
（土日２日交互）休日/水と土日交互※火１５
～１８：３０ 給与/①固給２２万円②時給３,
０００
円 年齢/４０歳迄 応募/履歴書着後面接

日給／４,
５００円～ 勤務地／北区植木町舞尾
時間／１８：００～２２：００ 休日／週休２日
内容／４ｔトラックでパンなどをセンターへ
輸送 資格／準中型免許 週払い可

株式会社日本ビルシス 株式会社日本ビルシス キャリア・サポート㈱ キャリア・サポート㈱ 平成こどもクリニック サポートグループ株式会社
熊本市中央区安政町４‐１９ TM‐１０ ビル７階

熊本市中央区安政町４‐１９ TM‐１０ ビル７階

菊池郡菊陽町光の森７丁目１
４
‐
２

菊池郡菊陽町光の森７丁目１
４
‐
２

緯096‐211‐0033

緯096‐211‐0033

緯096‐233‐3010

緯096‐233‐3010

放射線技師（①常勤②パート）
時間／①８：３０～１７：３０②応相談１ｈ～OK
年齢／５０歳位迄 給与／当院規定による
待遇／①社保完、賞与年２回、昇給年１回
面接／まずはお電話下さい
熊本市北区室園町１
０
‐
１
７

医療事務（正職員）

菊池郡大津町大林１
０
６
０

山鹿市方保田３
１
４
２

緯096‐344‐3311 緯096‐293‐5372（担当/本田） 緯0968‐42‐1611

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

〒８６０‐０８３３ 熊本市中央区平成２‐１５‐７ 熊本市東区西原３‐１‐３５ ONOビル５F

緯096‐370‐6337

①試験室業務②ドライバー

錆0120‐976‐179

掲載の豊富な情報をご覧ください。

商工会職員 募集

くまもと森都総合病院 設備管理スタッフ

ルート営業（正社員）募集

◎中央区大江３丁目２‐６５ 時間/①８：３０～１７：３０
（土日祝）②１７：３０～１：００
（平日・土日祝）③１：００～８：３０
（平日・土日祝）時給/①９６０円②③１,
２００円
※３シフト制（各休憩１時間）社会保険加入、交通費支給（上限月１万円）
資格/電気工事士や危険物取扱者等の資格優遇

雇用形態／正社員 内容／食肉・食肉加工品等のルート営業 資格／高卒以上、
４０歳以下、要準中型免許以上（２t
トラック使用）勤務地／八代市 休日／水・日
曜（年間休日１１１日）待遇／基本給１６０,
５００～２１４,
５００円（経験・能力考慮の上、
応相談）、賞与年２回、昇給有 ※住宅・家族等諸手当、企業年金、退職金有

株式会社キューネット

人事部宛

〒８６２
‐０９
２４ 熊本市中央区帯山４‐１
８
‐１

（担当/
ヒガシ）
錆0120‐359‐210

役員車運転手（正社員）

富士甚醤油㈱熊本支店

◆事故歴及び違反等が無い方、柔軟に対応頂ける方希望◆
～学歴・経験不問◆試用期間あり～
内容／役員車の運転手及び車両管理、朝夕の送迎・車両洗浄
※上記以外の業務時間については、双方協議の上で
可能な範囲の別業務をお願いすることになります。
時間／７：００～１８：３０
（休憩３.
５H）
給与／基本給１５０,
０００円～２００,
０００円（別途技能手当２０,
０００円
～５０,
０００円その他手当有）
休日／週休２日制（社内カレンダーによる）、年末年始・お盆
資格／普通自動車免許（AT限定可）
待遇／昇給・賞与年２回（入社１年後対象）、各
種保険あり、マイカー通
勤可（無料駐車場あり）、
通勤手当（上限あり）
応募／まずはお電話ください。

緯096‐232‐4567

株式会社アイディエス 緯096‐380‐4225（人事担当/岩田）

熊本市東区長嶺東８丁目１４
‐
４
０

病児・病後児保育所 看護師・准看護師 募集

（担当/
澤田）
緯0965‐53‐5111

①大型乗務員②4ｔトラック運転手 事業拡大により大募集!!

セルフガソリンスタンドスタッフ

熊本県八代郡氷川町今１
５
１
‐
１

上益城郡益城町小谷１
１
８
４
‐
１

緯096‐289‐0384

医療事務（正社員）
資格/実務経験・レセプト経験者
年齢/
４５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

城間整形外科

緯096‐311‐2800

緯096‐311‐2800

熊本市西区出町４
‐
４

熊本市西区出町４
‐
４

ソーイング講師募集！

調理師または栄養士【正社員】

食器洗浄スタッフ募集

仕事／ロックミシンを使った
ソーイング教室の業務
時給／１,
０００円
時間／１０：３０～１６：３０
（実働５ｈ）
※土日祝含む
週３～４日勤務
待遇／車通勤可
応募／まずはお気軽に
お電話ください。
（面接の際はご自身で制
作した作品を２～３点ご持
参ください）
http:
//j
obgear
.
j
p/cr
af
ttown

病院給食業務拡大のため増員募集！
！
待遇面も充実で安心して働けます！
！
２０～３０代のスタッフが多数活躍中！
勤務地／再春荘病院、菊池病院、
熊本医療センター
給与／入社時：固給２００,
０００～
２５０,
０００円 ※時間外手当別途支給
時 間／シフト制 １日８時間 ４：３０～
１３：３０/
８：３０～１７：３０/
９：３０～１８：３０
休 日／シフト制
待 遇／社会保険完備・車通勤ＯＫ
交通費支給（上限２０,
０００円迄）
第２新卒者歓迎
試用期間３ヶ月は固給１７０,
０００円

未経験でも応募OK！
学生から子育て中の方まで
幅広く活躍してます
１日６H勤務 週３日から勤務
可能
勤務地／菊池病院
（合志市福原）
給与／時給８
０
０円
時間／①６：
３
０～１
２：
３
０
②１
３：
３
０～２
０：
０
０
（②３０分休憩）
休日／シフト制
待遇／車通勤可
交通費支給

公文式教室での生徒指導および運営
●●●

八代北部地域医療センター

緯096‐279‐3260

正・准看護師（パート）

看護補助募集
（常勤）

給与/当院規定による 各種手当あり（常勤） 待遇/各種保 給与/
当院規定による 各種手当あり
険あり
（常勤）、週休２日制 時間/
７：３０～１８：００
（常勤８時間、 待遇/
各種保険あり、週休２日制（勤務表による）、
夜勤あり
パート４時間）応談 業務/病児・病後児保育所の業務（平 業務/
一般病棟・療養病棟の看護職員の補助
成３１年４月１日開設予定） その他/事業所内保育所あり
その他/
事業所内保育所あり、病児・病後児保育所あり

（担当/
澤田）
緯0965‐53‐5111

〒８６１‐２４０３ 阿蘇郡西原村布田６８２‐２

熊本市東区桜木４丁目１
７
‐
１
３

緯096‐360‐0550

緯0965‐43‐7772（担当/店長） 錆0120‐218‐604（担当/佐々木・鈴木） 錆0120‐218‐604（担当/佐々木・鈴木）

八代北部地域医療センター

倉本運送㈱ 熊本営業所

上益城郡益城町宮園７
４
０
‐
１

緯096‐289‐7011

クラフトハートトーカイ 八代店 安田建物管理株式会社 安田建物管理株式会社

緯0965‐53‐3355

仕事/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
退職金制度、昇給、
資格/①大型自動車一種免許又は取得予定の方 入院・手術補助金、
②中型自動車一種免許以上 ５９歳以下
皆勤手当、運行費
給与/①基本給３４５,
０００円～４３５,
０００円
手当、宿泊手当等
②基本給１４２,
１３０円～１６３,
１００円
充実の福利厚生
☆別途各種手当支給
《月収例》
時間/輸送先により異なる（実働８ｈ程度）
①３
６～４５万
万円
円
※当社暦によるローテーション勤務
②２３～３０万
万円
円
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
◆入社支度金有 ◆入社日相談可
応募/随時受付 電話後履歴書を持参下さい

プラムロード益城 はーとまっぷ桜木

（担当/
柳・丸山）
緯096‐372‐2500

福留ハム㈱ 熊本南営業所
〒８
６
１
‐
０
０
２
１ 八代市郡築四番町７
９
‐
９ 採用担当

駐車場スタッフ（パート）

デイサービス介護職員
勤務/①常勤②パート
給与/①固給１５５,
０００円～②時給９００円～
時間/
８：３０～１７：３０
（４～８時間）
休日/日曜日、他シフト制

熊本県商工会連合会 総務課
〒８
６
０
‐
０
８
１
２ 熊本市中央区南熊本５
‐
１
‐
１

〒８６９‐１１０１ 菊池郡菊陽町津久礼２９６１‐１

熊本市東区保田窪２丁目１
‐
４

調理スタッフ
勤務/①常勤②パート
給与/①固給１４５,
０００円～②時給７９０円～
時間/
６時～１８時（４～８時間）
お気軽にお電話ください！
！

資格/①不問②大・中型免許（経験者優遇）時間 ◆詳細はハローワーク菊池又は 仕事／駐車場業務
外来のみ（日勤）看護業務です
/８～１７時 日給/①９,
０００円＋諸手当 ※月収２６.
５ 当院までお問合せ下さい◆
資格／要普通免許
年齢/
４５歳位迄
万円可②８,
５００円＋諸手当 ※月収２６万円可
時給／当社規定
応募/電話後、履歴書持参
休日/日曜 社保・賞与・試用期間有 随時面接
勤務／週３日と４日の午前及び午後
詳細面談

職種/①経営指導員（商工業者の指導）②経営支援員（①の補佐業務）
資格/①商工業に係る経験、有資格等②簿記３級程度 勤務地/県内の商工会
基本給/①１８０,
１００円～３７９,
８００円②１４３,
７００円～２６４,
１００円 賞与、各種手当あり
試験日/
２月１０日㈰ 応募/ＨＰでご確認下さい。http:
//www.
kumashoko.
or.
j
p

営業（準社員）

医療法人社団 原口会 原口循環器科内科医院

ランスタッド㈱ 熊本支店 くまもと成城病院 株式会社 松川生コン販売 松永整形外科リウマチ科 空港駐車場 ブルースカイU

現場/新町マンション共用部
日常清掃 時給/
８５０円
時 間/
９：００～１２：００ 休 日/土
曜・日曜・祝日・年末年始・お盆

既存の得意先が中心のルート営業
先輩社員が丁寧に指導します
勤務地/熊本支店（菊池郡菊陽町）
有明営業所（玉名郡長洲町）
給与/基本給１２４,
５１０円～１８４,
８６０円
月収１６９,
４００円～２３２,
３１０円
資格/高卒以上、PC使用出来る方
普通自動車免許（MT）
時間/
８：３０～１７：００
（休憩６０分）
休日/週休２日制（一部）、有給休暇有
待遇/通勤費支給（上限２０,
０００円迄）
車通勤可、昇給有、賞与有、
社会保険完備、退職金制度有、
正社員登用実績あり

調理補助者 パート（病院内）

時給/
８５０円（各種手当あり）
給与/当院規定 面接/電話後、歴持面談、随時
時間/
１４：３０～１８：００
（学校休暇中 時間/午前７時～１２時（５時間前後）
は変動あり）応募/まずはお電話
午後２時～午後７時（５時間前後）
下さい（平日１４：３０～１８：００受付） その他 入職日、時間の相談できます

緯0964‐25‐2333 緯092‐281‐7730（担当/渡辺） 緯096‐373‐5442（担当/菊池） 緯096‐223‐8230 求人No.MR００４５９０ 緯0968‐26‐4100（人事課） 緯0967‐22‐0260（担当/松見あずさ） 緯0968‐72‐0067 緯070‐2392‐6975 緯096‐383‐3880

調理スタッフ募集（パート）

菊池郡菊陽町曲手７
６
０

朝・夕のみパート保育士

内容/研究データ入力・集計、治療予定管理、書類 ◆６０歳以上・定年後の方も歓迎◆
作成等 条件/PC操作必須、看護師・検査技師（医 時給/
１,
３００円～＋交通費別途支給
療従事経験者）時間/９～１７時 期間/２０２２.
３/３１迄 時間/
（選択可）
７時～１０時/
１６～１９時
給与/大学規則 応募/履歴書・職務経歴書を郵送 休日/土日祝※保育士免許必須※

熊本県八代郡氷川町今１
５
１
‐
１

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,
３００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/

アサノ有明生コン㈱北部工場
〒８
６
１
‐
５
５
１
５ 熊本市北区四方寄７
６
２

（担当：松原）
緯096‐245‐1727

熊本県八代市田中町５
３
３
‐
１

福岡市博多区東比恵３‐５‐３ ワイエムビル

福岡市博多区東比恵３‐５‐３ ワイエムビル

