
勤務形態／３時間～７時間で調整可　出勤必要なし
時給／９３０円　◎子育て世代の方、６０歳以上の方
でも大歓迎　場所／上天草・天草、玉名、八代、人
吉・球磨　出勤は現地待ち合わせ

訪問販売営業補助（運転等）

㈱サンユウ熊本
熊本市中央区坪井６丁目２７‐５
緯096‐288‐5200

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）

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

医療事務・時給／９００円
時間／９：００～１３：００（月～土）
週休２日制　委細面談
電話連絡後、履歴書持参

医療事務（パート）

（医）かまた眼科クリニック
熊本市東区長嶺南２丁目４‐１１
緯096‐381‐8632

場所／熊本市北区植木町今藤５４３
職種／鉄骨製作技術者募集（①施工図
②組み立て及び溶接）給与／基本給２０～３０万円
待遇／社保完、賞与年２回（実績５ヶ月）詳細面談

鉄骨製作技術者募集、工場新築の為

熊本アイ・ビー産業㈱
熊本市北区植木町今藤５４３

緯096‐275‐5101㈹

資格/簡単パソコン操作・男女
①全自動配車業務　地理の心配不要
②事務・乗務員管理業務
まずはお電話下さい。詳細面談

①無線配車員②運行管理者

㈱熊本駅構内タクシー
熊本市西区田崎本町８‐３０

緯096‐352‐4325（９～１８時　人事課）

業務/記帳指導・一般事務　給与/当会規定（賞与２
回）　待遇/社会保険完備　休日/土日祝、年末年始
資格/高卒以上、簿記３級以上（見込可）◎履歴書
送付３/１８まで　試験３/２２㈮９：００～　詳細は下記迄

団体職員（記帳指導職員）

熊本市天明商工会
熊本市南区奥古閑町１９０６‐１
緯096‐223‐2022

業種/カゴから荷物を取り出し、コンテナ
内に移す作業。　場所/西区蓮台寺　時給/
１,０００円　時間/１３時～１７時（応相談）
休み/シフト制　年齢６０代迄　交通費支給

農産物の積み下ろし

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

障がい者グループホームにて調理等の家事　
時給／８００円～１,０００円　勤務日／①平日・土
日（週１～3日）②土日　勤務時間／①１７：００～
２１：００（応相談）②７：００～１５：００※宿直有

世話人・生活支援員（パート）

社会福祉法人　青いりんごの会
熊本県玉名郡和水町江田１０‐１
緯0968‐86‐5557（担当/うんの）

勤務地/荒尾・玉名及び近郊の当社取引先店舗
時給/８００円　交通費支給（上限なし）・別途手当有
資格/要普免　時間/１０～１７時　休日/土日祝他、希
望休有※月１３日勤務　待遇/車通勤可、労災保険有

業務拡張の為、ラウンダー募集

コーセー化粧品販売㈱熊本支店
中央区辛島町６‐７　いちご熊本ビル５F
緯096‐312‐3131（担当/宮村）

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

【長期・短期歓迎】給与／１回１５,０００円
時間／２０：００～翌９：００（休憩１２０分）
応募／電話連絡後、履歴書（写真付）を
ご持参下さい。詳細は面談にて。

夜勤専門スタッフ

グループホーム五福
熊本市中央区細工町４‐３４‐１

緯096‐326‐0550　担当/宮本

勤務地/近見・松橋町・大津町　６５歳迄
給与/日給１.０～１.３万円　時間/８～１７時
休日/月４日～　待遇/車通勤OK　※他当社
規定　応募/履歴書持参　未経験者OK

〈正社員〉作業員

有限会社　大東石材店
南区近見１丁目１‐５

錆0120‐631‐811

勤務地/近見・松橋町・大津町　６５歳迄
給与/固給２０～２３万円　時間/９～１８時
休日/月４日～　待遇/車通勤OK　※他当
社規定　応募/履歴書持参　未経験者OK

〈正社員〉一般事務

有限会社　大東石材店
南区近見１丁目１‐５

錆0120‐631‐811

勤務地/上益城郡益城町惣領（学校寮）
時給/８００円　手当/通勤手当
時間/①７：００～１３：００②１３：００～１９：００
休日/土、日、祝日（原則）

調理補助スタッフ

株式会社　三勢
熊本市中央区帯山３丁目８‐４４
緯096‐383‐2341

勤務地／菊池郡菊陽町曲手
時給／８５０円　手当／通勤手当
時間／８：３０～１１：３０
休日／土、日、祝日

ベッドメイク（病院）

株式会社　三勢
熊本市中央区帯山３丁目８‐４４
緯096‐383‐2341

給与／固給１４万円～＋諸手当有※夜勤手当有
５,０００円／回（月４～６回）　時間／８：３０～翌９：００（夜
勤含む）の４シフト制　休日／週休２日制、有給有
待遇／各種保険完備、社宅有（通勤３０ｋｍ以上）

介護看護・正職員

グループホーム五福
熊本市中央区細工町４‐３４‐１

緯096‐326‐0550　担当/宮本

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。

時 間/８：３０～１８：００　木/１３：００迄　土
/１６：３０迄　休日/日・祝他　待遇/社保・
賞与有　給与/ハローワーク又は当院
までお問合せ下さい。（未経験者可）

受付医療事務（正社員）

（医）堀田眼科
菊池郡菊陽町久保田２８０２‐１（役場横）
緯096‐292‐3455

勤務地/近見・松橋町・大津町　６５歳迄
給与/固給１８～２３万円　時間/８～１７時
休日/月４日～　待遇/車通勤OK　※他当
社規定　応募/履歴書持参　未経験者OK

〈正社員〉軽作業（チラシ配り）

有限会社　大東石材店
南区近見１丁目１‐５

錆0120‐631‐811

勤務地/上益城郡益城町惣領（学校寮）
時給/１,０００円　手当/通勤手当
時間/９：００～１６：００
休日/土、日、祝日（原則）

栄養士（献立作成、材料発注等）

株式会社　三勢
熊本市中央区帯山３丁目８‐４４
緯096‐383‐2341

給与/時給８００～９００円　時間/①６：００
～１５：３０②７：００～１６：３０③１０：００～１９：
００（時間要相談）　休憩時間/①９０分②
③６０分　内容/病院患者食調理補助

調理補助（パート）

大腸肛門病センター高野病院
熊本市中央区大江３丁目２‐５５
緯096‐320‐6500

時間/８：１５～１８：１５（水・土は午前のみ）
給与/当院規定　社会保険完備、賞与・
昇給等あり　詳細はホームページ又は
ハローワーク記載。お電話下さい。

正・准看護師（正社員）

たけむら耳鼻咽喉科クリニック
熊本市北区楠８‐８‐８

緯096‐338‐4133

場所／中央区大江（高校学生食堂内）
時給／７７０円　時間／９：００～１５：００（５.５ｈ）
休日／土日祝（時々勤務可の方）、お盆、
年末年始休有　待遇／雇用保険付、交通費付

調理又は補助パート募集

栄食メディックス㈱
熊本市中央区水前寺６丁目３７‐２１
緯096‐383‐5888

場所／宇土市内工場（社員食堂）　時給／８００円
時間／９：００～１４：００（５ｈ）　休日／土日祝（月２～
３回程度出勤交替制）、お盆、年末年始休有
待遇／雇用保険付、交通費付

盛付・洗浄他パート募集

栄食メディックス㈱
熊本市中央区水前寺６丁目３７‐２１
緯096‐383‐5888

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/８：３０
～１７：３０（休憩６０分）　応募方法/電話
連絡後履歴書ご持参下さい

臨床検査技師（パート）

大腸肛門病センター高野病院
熊本市中央区大江３丁目２‐５５
緯096‐320‐6500

週２～３日ＯＫ　清掃や浴室アメニティ補充等
勤務地/大江２丁目（学園大近く）　休日/日・月・祝
時給/１,０００円～＋交通費規定支給　車通勤ＯＫ
時間/火～金１８：００～２２：００　土１８：００～２０：００

スポーツクラブの営業中巡回清掃

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）

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）

◎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）

時間/８：１５～１８：１５（水・土は午前のみ）
給与/当院規定（経験又は資格者優遇）
社会保険完備、賞与・昇給等あり
詳細はホームページ記載。お電話下さい。

医療事務（正社員）

たけむら耳鼻咽喉科クリニック
熊本市北区楠８‐８‐８

緯096‐338‐4133

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作業員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重機運転できる方歓迎
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

車通勤可能、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。

◎イオンモール熊本前　新展示場オープンの為募集◎　
年齢／不問　※やる気のある方　待遇／社会保険・各種保険完備
給与／当社規定　※経験者優遇　休日／週休二日制（水木）
応募／電話連絡後履歴書持参下さい。詳細は面談にて

〈正社員〉営業職

緯096‐235‐4077（担当/荒瀬）

株式会社カシマホーム
上益城郡嘉島町北甘木２３５６

内容/びぷれす熊日会館駐車場（ホテルの地下）での誘導・精算機操作サポート、カウンターにお
ける利用者との対面接遇と機械処理等。　時給/８００円～　諸手当　交通費　各種保険有　時間/（日
勤）１０：００～１８：３０、１１：００～１９：３０、１２：００～２０：３０、１３：３０～２２：００　（夜勤）１７：３０～１０：３０　勤務はシ
フト制で深夜勤務もあります。　休日/週休２日　他　◎未経験者歓迎　◎中高年の方活躍中

ホテル日航熊本　駐車場管理

緯096‐211‐1111代

ホテル日航熊本
熊本市中央区上通町２‐１

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
内容／学校検診及び事業所健診　心電図検査・尿検査・
その他健診業務　給与／時給１,１００円（別途交通費あり）
時間／８：３０～１３：００、８：３０～１７：００（変動あり）
平成３１年４月上旬～７月下旬　お電話下さい

臨床検査技師・看護師（短期パート）

緯0968‐25‐2191

菊池郡市医師会立病院
菊池市大琳寺７５番３

※入社祝金５万円支給！（規定有）
業績好調につき増員！！
未経験者でもOK！！

熊本市電「辛島町電停」徒歩２分
職種／住宅ペイント＆光触媒の

電話案内
※幅広い年代が活躍（正社員可）
中高年歓迎　年齢経験不問
簡単なお仕事です
時給／１,２００円～３,７８０円

業績により随時昇給
時間／９時半～１６、１７、１８時選択
応募／お気軽にお電話下さい

㈱PGSホーム　熊本支店
熊本市中央区辛島町８‐２３桜ビル辛島町２階
緯096‐312‐2510（採用担当）

電話案内スタッフ募集
給与／基本給１５０,０００円～１８０,０００円　勤務地／熊本市
休日／土日祝・年末年始・有休　待遇／保険完備・賞与・手当
業務／小中学校でのパソコン・タブレットの活用支援

◆事業拡大のため複数名募集　能力等で優遇◆

学校ICT支援員

緯096‐285‐8565

NPO法人アイシーティーサポートスクエア
熊本市中央区水前寺３‐１６‐２　２階

セルフガソリンスタンドスタッフ
勤 務 地／熊本県庁（熊本市中央区水前寺６‐１８‐１）
仕事内容／設備管理（空調・給排水衛生等設備の運転管

理。点検および保全等）
勤務時間／①８：３０～１７：１５　②８：３０～１８：１５

（週５日程度/実働７.７５ｈ）
賃金（月額）／基本給１７３,０００円～

月収例１８３,０００円～２８８,０００円可
（資格手当・責任者手当を含む）
なお、交通費別途支給

休 日／勤務ローテーション等による（週休２日）
※お気軽にお問い合わせ下さい

　株式会社クレイブ九州営業所
熊本市中央区帯山３‐５３‐３２‐１０３

緯096‐213‐6081 採用担当／安達

設備管理スタッフ（日勤）募集！
勤 務 地／熊本県庁（熊本市中央区水前寺６‐１８‐１）
仕事内容／設備管理（空調・給排水衛生等設備の運転管

理。点検および保全等）
勤務時間／①８：３０～翌８：３０

（月１０日程度/実働１７時間）
賃金（月額）／基本給１７９,０００円～

月収例１８９,０００円～２７５,０００円可
（資格手当、責任者手当を含む）
なお、交通費別途支給

休 日／勤務ローテーション等による
応 募／お気軽にお問い合わせ下さい

株式会社クレイブ九州営業所
熊本市中央区帯山３‐５３‐３２‐１０３

緯096‐213‐6081 採用担当／安達

設備管理スタッフ（夜勤）募集！
【年齢不問】時給/１,０００～１,２５０円

勤務地/南区城南町　時間/８：３０～、１６：３０～、０：００～８時
間勤務（シフト応相談）　内容/食品工場内での簡単なライ
ン作業　待遇/交通費、各種保険、週払可、４月からスタート

城南町　食品工場勤務【新設】５０名募集

錆0120‐976‐179

サポートグループ株式会社
熊本市東区西原３‐１‐３５　ONOビル５F

募　　集／設備管理スタッフ若干名
仕事内容／①病院の設備管理（主に夜勤）
　　　　　②住居の退去確認、立会（資格不問）
　　　　　③消防設備点検
時　　間／①１７：３０～１：００、１：００～８：３０、８：３０～１７：３０
　　　　　②③８：３０～１７：３０
　　　　　各々、月１６０時間程度　※勤務時間の相談可
待　　遇／①時給９６０円（深夜１,２００円）
　　　　　②時給１,０００円～１,２００円
　　　　　③月固２３万円～（固定残業２０時間分含む）賞与有
応募資格／①危険物取扱者や電気工事士など　②不問
　　　　　③消防設備士や電気工事士
勤　務　地／①中央区大江　②熊本市役所　③キューネット本社

株式会社キューネット
〒８６２‐０９２４　熊本市中央区帯山４‐１８‐１ 錆0120‐359‐210（担当/ヒガシ）

設備管理スタッフ募集します！

●熊本市内での勤務
●経験者歓迎
タテモノモマモル！

電気工事実務経験者の方を求めます。

有限会社　深田電設
熊本市東区新南部３丁目７‐３６
緯096‐288‐6797

電気設備工事の保安・工事業務（正社員）

勤務地／熊本市周辺
資　格／電気工事士（２種免許要）　普通免許
給　与／固給１６万円～３０万円（詳細は面談にて）
年　齢／４０歳以上（保安業務）　３０歳以上（工事業務）
時　間／８：３０～１７：３０
待　遇／賞与年２回
面　接／随時行います。履歴書持参

勤務時間/所定労働時間７.５時間　８：３０～１７：００　
休日休暇/年間１２１日（原則、土日祝日）

年次有給休暇（入社６ヶ月後より１０日発生）
契約期間/試用期間３ヶ月、２回目以降１年×３回

最終１年９ヶ月（※契約更新の場合、最長５年まで）
応募方法/電話後、履歴書（写真付）、職務経歴書を

送付いただきます。

サントリービール株式会社
〒８６１‐３１０２　熊本県上益城郡嘉島町北甘木４７８
まずはお電話を！　緯096‐237‐1115　アルバイト採用担当係迄

サントリーアルバイト募集
ビ
ー
ル
・
清
涼
飲
料
の
製
品
・
原
料
な
ど
の

検
査
や
分
析
に
関
わ
る
作
業

時給９１５時給９１５円円　サントリービール㈱九州熊本工サントリービール㈱九州熊本工場場

施設警備員募集

●●● 公文式教室での生徒指導および運営

※上記、１０販売センターのいずれかでの採用になります。
待　　遇／昇給年１回　賞与年２回　委細面談、退職金制度　社会保険ほか各種　

保険有り　休日は週休、年休有
応募方法／願書受付：平成３１年４月１日㈪消印有効、ご希望の販売センターがあ

れば販売センター名をご記入の上、下記事務局宛履歴書を郵送し
て下さい。面接日の予定、場所、時間などは後日連絡致します 。

熊本日日新聞販売店協同組合　事務局
〒８６０‐８５０６　熊本市中央区世安町１７２　熊本日日新聞社販売局内

（お問い合わせ）緯096‐361‐3124

熊本日日新聞販売センター　営業スタッフ
業務内容／熊日販売センター内における管理業務と読者開発業務

黒髪販売センター
中央区黒髪１‐２‐２７　緯096‐343‐1341

水前寺販売センター
中央区出水５‐７‐５４　緯096‐364‐4991

帯山販売センター
東区尾ノ上２‐３‐８　緯096‐383‐6948

大津北販売センター
菊池郡大津町室７８　緯096‐293‐2215

益城販売センター
上益城郡益城町惣領１４８７‐３　緯096‐286-2453

松橋東販売センター
宇城市松橋町内田５７２‐１　緯0964‐32‐2472

植木販売センター
北区植木町滴水１７３‐３　緯096‐272‐0759

熊本北販売センター
北区四方寄町７５６‐４　緯096‐245‐1488

来民販売センター
山鹿市鹿本町来民１７５９　緯0968‐46‐2899

菊池販売センター
菊池市片角３２４　緯0968‐24‐1157

勤務地／熊本県庁（熊本市中央区水前寺６‐１８‐１）
仕事内容／熊本県庁において、空調・給排水・衛生等の設備における運転管理・点検・

検針・および各種保守整備等を行っていただきます。
※昭和２３年創業以来順調に信頼と実績を伸ばしています。今後も、伸びる
業種です。熊本県の「ブライト企業・よかボス企業」に認定されました。

勤務時間／①８：３０～翌８：３０（月１０日程度／実働１７時間）
時給／１,１００円～１,３００円（資格・経験等による）

※資格・経験等により「資格手当」や「責任者手当」を別途支給
休日／勤務ローテーション等による、有給休暇、他
待遇／入社祝金、有資格者優遇、各資格取得助成制度、制服貸与、社会保険完備、
応募／まずはお気軽にお電話ください。担当者より面接日をご連絡いたします。

※面接は本社にて行います。

設備管理スタッフ（夜勤）募集！

大森産業株式会社 熊本市東区月出１丁目７番１３号
緯096‐384‐0251

勤務地／熊本県庁（熊本市中央区水前寺６‐１８‐１）
仕事内容／熊本県庁において、空調・給排水・衛生等の設備における運転管理・点検・

検針・および各種保守整備等を行っていただきます。
※昭和２３年創業以来順調に信頼と実績を伸ばしています。今後も、伸びる
業種です。熊本県の「ブライト企業・よかボス企業」に認定されました。

勤務時間／①８：３０～１７：１５　②８：３０～１８：１５（週５日程度、休憩１ｈ）
時給／１,１００円～１,３００円（資格・経験等による）

※資格・経験等により「資格手当」や「責任者手当」を別途支給
休日／勤務ローテーション等による（週休２日）、有給休暇、他
待遇／入社祝金、有資格者優遇、各資格取得助成制度、制服貸与、社会保険完備
応募／まずはお気軽にお電話ください。担当者より面接日をご連絡いたします。

※面接は本社にて行います。

設備管理スタッフ（日勤）募集！

大森産業株式会社 熊本市東区月出１丁目７番１３号
緯096‐384‐0251


