
資格/①不問②大・中型免許（経験者優遇）　時間
/８～１７時　日給/①９,０００円＋諸手当　※月収２６.５
万円可②８,５００円＋諸手当　※月収２６万円可　休
日/日曜　社保・賞与・試用期間有　随時面接

①試験室業務②ドライバー

株式会社　松川生コン販売
菊池郡大津町大林１０６０

緯096‐293‐5372（担当/本田）

募集教科/理科　資格/教員免許
期間/２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日
賃金等/本学規定による。※詳細につ
きましてはお問い合わせください。

非常勤講師募集

東海大学付属熊本星翔高等学校
〒８６２‐０９７０　熊本市東区渡鹿９丁目１番１号
緯096‐382‐1146（担当/古館（ふるたち））

給与／委細面談　経験者優遇
待遇／週休２日制　社保完備

保育室等福利厚生充実
応募／履歴書郵送後、通知

医療法人　金澤会
熊本市西区島崎２丁目２２‐１５
緯096‐354‐1731

事務（総合職）
◎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

清掃員募集（パート）

ゴトクプロジェクト㈱
福岡市博多区祗園町７‐２０

緯092‐281‐7730（担当/渡辺）

新築３階建　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～　交通費規定支給　車通勤OK
時間/６：００～９：３０　◎男女OK　他地域もあり

スポーツクラブのオープン前清掃

ゴトクプロジェクト㈱
福岡市博多区祗園町７‐２０

緯092‐281‐7730（担当/渡辺）

給与／歩合制　勤務地／自宅　時間／面談にて
休日／週３日程度　職種／販売員
待遇／賞与（会社規定）　応募／年齢不問
※詳細はＴＥＬおよび面談にて

サプリ販売員大募集

井上事務センター通販係
熊本県天草市五和町鬼池１４６
緯0969‐32‐1900

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

施設内清掃

株式会社日本ビルシス
熊本市中央区安政町４‐１９　TM‐１０　ビル７階
緯096‐211‐0033

勤務地/中央区花畑町　週２・３日～勤務可
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

オフィスビル清掃員

ゴトクプロジェクト㈱
福岡市博多区祇園町７‐２０

緯092‐281‐7730（担当/渡辺）

場所／山鹿市大字古閑１３２２‐３
（ファミリー三愛山鹿店）

時給／１,０００円　休日／店舗店休日
時間／２３：００～００：３０（実働１.５時間）

山鹿パチンコ店閉店後清掃

㈲熊本ビルシス
熊本市東区戸島西６‐１０‐２

緯096‐360‐2854

勤務地/①南区近見②中央区黒髪③東区小山町
時間/８：００～１７：００　週３日程度（応相談可）
時給/７６５円～８５０円　入社祝金１万円（規定有）
詳細は電話にて。追って勤務地にて面接

㈲クルメビルサービス
福岡県久留米市上津町１８３５‐１０
緯0942‐21‐1352（担当/廣瀬）

急募!　病院内清掃
給与/時給１,３００円　◎年齢不問
時間/８：４５～１８：００までのシフト制

週２～３日、１８時まで勤務できる方歓迎
まずはお気軽にお問い合わせ下さい

看護師（パート）

おみね田中クリニック
熊本市東区小峯２‐２‐１５６

  080‐1541‐4947（担当/田中）

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

体育指導員（正社員）急募

㈱太陽スポーツクラブ
熊本市東区保田窪本町１６‐２８/玉名市両迫間６３５‐１
緯0968‐72‐0067

時給/１,２００～１,５００円（経験者優遇）
内容/レセプト点検・集計（毎月１０日
頃まで）　時間/９：００～１６：００（応相談）
診療科/心療内科クリニック（無床）

医療事務

新町メンタルクリニック
熊本市中央区新町１‐７‐１７

緯096‐288‐1581

仕事/関東・関西方面への青果物の輸送等
資格/大型自動車一種免許又は取得予定の方
給与/基本給３４５,０００円～４３５,０００円
　　　☆別途各種手当支給
時間/輸送先により異なる（実働８ｈ程度）
　　　※当社暦によるローテーション勤務
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

倉本運送㈱　熊本営業所
〒８６１‐２４０３　阿蘇郡西原村布田６８２‐２緯096‐279‐3260

大型乗務員　事業拡大により大募集!!

３６～４５万３６～４５万円円
《月収例》

退職金制度、昇給、
入院・手術補助金、
皆勤手当、運行費
手当、宿泊手当等
充実の福利厚生

【時間】９時～１７時半　水・土は１３時迄
週３・４日勤務（相談可）

■電話連絡の上面談、委細面談、
履歴書持参

准看護師（パート）募集

上野整形外科医院
熊本市北区龍田弓削１丁目９‐７０
緯096‐338‐2811

給与／基本給１３.２～１３.６万円＋職務手当３,０００円
通勤手当（５,０００円迄） 未経験者可

時間／９：００～１８：００　水１２：３０迄　土１５：００迄
休日／日祝、他　待遇／各保完、昇給・賞与有

医療事務（正社員）

㈲ながみねオレンジ薬局
熊本市東区長嶺東８丁目１‐４７‐１０６
緯096‐292‐7370

職種／①総務業務（庶務全般、福利厚生管理、来客対応等）
②営業業務（自動車共済の契約業務全般、営業活動等）
③補償業務（自動車共済の損害調査、査定、事故受付等）
④事故防止対策業務（運転適性診断業務、事故防止対策業務全般）

資格／高卒以上、３０歳以下（長期勤務によるキャリア形成のため）
普通自動車免許（ＡＴ限定可）、職種④のみ下記のいずれか
産業カウンセラー、交通心理士、主任交通心理士、臨床心理士

給与／当組合規程による、賞与２回
待遇／各種保険、退職金制度有　時間／８：３０～１７：３０（基本）
休日／土・日・祝日（２か月に１日程度の当番勤務有）

夏季・年末年始
応募／履歴書を下記へ郵送または持参

※詳細は当組合ホームページにてご確認
又は下記担当者までご連絡ください

南九州交通共済協同組合
熊本市東区山ノ内１丁目４番２０号

緯096‐369‐0108（担当/後藤）

共済協同組合正職員募集

㈲木下石油セルフ城南、竜北店
熊本市南区城南町さんさん１丁目１６‐６
緯0964‐28‐4092

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
勤務／シフト制（休日相談可）

ＧＳスタッフ　６０歳以上の方歓迎
場所／阿蘇市一ノ宮町中心部
時間／①１０：００～１９：００／②１４：００～１８：００
給与／①月固１８万円～／②時給８００円～
詳細面談　週２～３日からでもＯＫ

①調理員②補助員

株式会社　東臣
菊池郡大津町杉水字一ノ迫３０２１‐１
緯096‐294‐7020

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

熊本メモリアルガーデン
菊池郡菊陽町原水３７８６‐１

錆0800‐200‐3326（採用担当）

園内管理スタッフ
報酬/完全出来高制
　　　（設備容量に依る）
内容/高圧受電の事業所（ビル・工場等）
　　　での電気設備点検・検査業務
　　　（業務委託）
資格/年齢不問（６０～７０代も歓迎）
　　　電験三種以上、実務経験５年以上
勤務地/熊本県内各地（直行直帰）
　　　　※自宅中心のお仕事です
応募/下記フリーダイヤルまたは
　　　ホームページからご連絡ください。
　　　詳細な資料を郵送いたします。
　　　http：//www.km-kyokai.co.jp

キュービクルメンテ協会　関西事務局
大阪市中央区博労町３‐５‐１　御堂筋グランタワー１８F
錆0120‐608‐058（担当/渡川）

電気主任技術者募集
資格/看護師　時間/９～１８時　休日/土曜午後、
日・祝　※委細面談　☆地域医療に力を入れ、
医療と介護のサービス提供に努めます。在宅
医療の必要性が高まっている為の募集です

看護師・訪問看護師募集（パート可）

（医）杏友会　野津原内科医院
熊本市中央区黒髪６丁目１‐２３

 　080‐1709‐1197（担当：杉山）

時給／７６５円（交通費実費　雇用・社会保険有）
時間／①７：００～１０：００②９：００～１２：１５（休憩１５分）
③７：００～１２：１５④９：００～１５：００（休憩１ｈ）
ＮＴＴ桜町ビル/ＮＴＴ九品寺ビル/ＴＷ熊本ビル

清掃スタッフ募集

テルウェル西日本株式会社
熊本市中央区南熊本５‐１‐１　テルウェル熊本ビル２F
緯096‐361‐5000（担当/井戸・石坂）

勤務地／熊本市中央区　時給／９００円～＋交通費
時間／８時３０分～１８時の間で７.５時間
休日／土日祝　年齢／４０歳まで
※社保、有給完備　！　経験不問です

受付業務

キャリア・サポート㈱
菊池郡菊陽町光の森７丁目１４‐２
緯096‐233‐3010

勤務形態／パート（経験３年以上の方希望）
時間／午前又は午後　１～５日/週勤務
給与／当院規定◎交通費補助
※準社員（１４０h/月も募集中）委細面談

理学療法士(パート)

京塚クリニック
熊本市中央区帯山３丁目３８‐１３
緯096‐213‐2511

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。

◆詳細はハローワーク菊池又は
当院までお問合せ下さい◆

医療事務（正職員）

松永整形外科リウマチ科
山鹿市方保田３１４２

緯0968‐42‐1611

仕事／県内の市町村団体の公有車並びに職員自動車の事故処理業務
資格／２級自動車整備士以上の資格または同等の知識、技術の有る方
給与／固給２５万円（試用期間２０万円）　時間／８：３０～１７：３０　休日／土日祝日
待遇／社会保険、その他福利厚生あり　応募／電話連絡後、履歴書を送付下さい。

正社員　交通事故査定業務

緯096‐248‐0833　担当／猿楽（サルガク）

株式会社　猿楽保険事務所
熊本県合志市幾久富１６４７‐７

募　　集／営業スタッフ若干名
　　　　　２０１９年４月１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
週刊の生活情報紙。広告収入で運営す
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
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を取り扱
う営業スタッフです。

待　　遇／有期契約社員（最長５年）として採用。給
与、待遇は当社規定により処遇します。

応募資格／大学・短大を卒業した方（要普免）
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　広告営業部

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３月１８日月予
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３月１３日水必着。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

営業スタッフを募集します

【求める人物像】
●熊本の街と人が大好きな人
●グルメやお出かけ、オシャレに
興味のある人

●すてきなお店や商品を広く伝え
たいと思う人
●人と話したりするのが好きな人

〈　経　験　者　歓　迎　！！　〉

内容／①女子寮及び男子寮の管理全般（通い）②学校事務
給与／①当学園規定②時給８７０円
応募／履歴書（写真付）送付、書類選考の上、後日面接日な

ど連絡　※詳細は当校ホームページをご覧下さい

①常勤寮職員　②事務（アルバイト）

緯096‐366‐0128

慶誠高等学校
〒８６２‐０９７１　熊本市中央区大江４‐９‐５８　http://www.keisei-h.ed.jp/

職種／営業スタッフ（不動産の売買仲介、販売についての広告作成、ホームページ管理など）
給与／基本給１４７,９６０円～２４６,６３０円プラス諸手当（月収１８０,０００円～３００,０００円可能）
時間／８：４５～１８：００
休日／毎週水曜ほか（週休２日制、当社カレンダーによる）
待遇／通勤手当有（上限あり）、マイカー通勤可、昇１賞２、各種保険完備
資格／高卒以上、４０歳以下（長期勤務によるキャリア形成のため）普通自動車免許（ＡＴ限定可）

※宅建士優遇します！
応募／まずはお電話下さい。詳細は面談にて。

営業スタッフ（正社員）募集　！

熊本市南区近見８丁目９‐８５緯096‐356‐1500　担当/石原

新産グループの不動産部門です。
業務拡大のため、急募！　未経験の方も大歓迎！！

新産グループ

新産不動産株式会社

環境プラントの運転維持管理（正社員）

日中交流サービスセンター株式会社
東京都豊島区南大塚２‐２５‐１５　South新大塚ビル１１階
緯03‐5940‐7290

①リフトマン②大型ドライバー社員
内容／①弊社熊本ヤード内にてリサイクル資源の

仕分けを中心に行っていただきます
②資源の引取りが主な業務であり、熊本
ヤード内へ運搬していただく業務です

資格／①リフト資格②大型免許（必須）　シニア応援
勤務地／八代市　新港町
給与／固給２３０,０００円～３００,０００円
時間／８：００～１７：００
休日／完全週休二日制（土・日・祝）
　　　ＧＷ、盆、年末年始
待遇／雇用・労災・健康・厚生年金完備
　　　マイカー通勤可能、
　　　交通費支給（月３０,０００円迄）
応募／面接随時　まずはお気軽に
　　　お問い合わせください。

転勤なし　賞与年２回
給与／月固２５２,２５０円～２９２,２５０円（経験による）

※固定残業代（２０ｈ分含む。超過分は別途支給）
業務内容／展示場施設における各種設備の管理・保守・

点検・業者立ち合いなどの設備管理業務
勤務地／グランメッセ熊本（上益城郡益城町福富１０１０）

※転勤なし
年齢／不問
勤務時間／８：３０～１７：３０（月２１日程度）
休日／月７～１２日程度（シフト制）
資格／電気主任者資格（３種以上）、普通自動車免許
その他／賞与年２回、昇給最大年２回、制服貸与、交通

費支給
応募／下記住所宛に履歴書をご郵送ください。

株式会社キューネット 人事部宛
〒８６２‐０９２４　熊本市中央区帯山４‐１８‐１

錆0120‐877‐110　ビルシステム事業部　担当/東（ヒガシ）

【急募】設備管理スタッフ


