
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）

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㈹

期間/４月上旬～６月末迄（１０名以上採用！！）
時給/９２０円＋交通費　勤務地/不知火町
時間/８：３０～１５：００（※５.５ｈのパートタイム）
◎誰にでも出来る簡単なお仕事です！！

トマトのパック詰め作業

㈱アヴェイル熊本南営業所
熊本県宇城市松橋町曲野３５１０‐１
緯0964‐46‐1780

給与/月固１７６,０００～３３０,０００円（正社員）
時間/８：３０～１７：３０　休日/週休２日制
待遇/各保有、通勤手当有、マイカー通勤可
勤務地/本社（富合町）、東区小山町、八代市

現場作業員（荷下ろし作業ほか）

有限会社　西海産業
熊本市南区富合町南田尻８３１‐３
緯096‐311‐6233

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
ショールーム案内・営業サポート事務

勤務地/南区島町　資格/メールできる方
時給/９００円～　時間/８：３０～１７：３０（応相談）
休日/水＋シフト制　待遇/各保完・賞与年２

住宅ショールームスタッフ

㈱らくらくハウス
熊本市西区野中２丁目１２番２０号
緯096‐326‐5655

㈲木下石油竜北店
八代郡氷川町鹿野３５４‐1

緯0965‐52‐3324

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
乗務員：年齢不問　各種勤務有
給与/当社規定　入社祝金制度有
配車係：ＧＰＳ管理による簡単作業
未経験者歓迎　面接随時受付中

タクシー乗務員・配車係

観光タクシー㈱
熊本市中央区大江１‐２５‐５０
緯096‐364‐4141

時間/①５：５０～８：５０②１５：００～１９：４５
時給/①９００～９５０円　②８００～８５０円
（交通費支給）　未経験者歓迎！　試用期間
３ヶ月　まずはお気軽にお電話ください。

学生寮調理パート募集

北九州予備校熊本校　ひのくに寮
熊本市西区春日２‐３‐２６（JR熊本駅白川口正面）
緯096‐324‐3377

■土曜のみの勤務です。未経験でも可
給与/日給１３,０００円　男女・年齢不問
時間/㈯朝７：００～翌２：００
応募/お気軽に電話下さい（高齢者歓迎）

電話受付・配車業務

宮社交通タクシー㈲
熊本市南区白藤１丁目２１‐８８
緯096‐357‐4311

勤務地／菊池市旭志
時間／９：００～１４：３０
時給／７８０円～（通勤手当有）
休日／土日祝　夏期　年末年始

調理スタッフ募集

ユーレストジャパン㈱
熊本市北区大窪１丁目６‐１

緯096‐343‐3118

給与/日給８,０００～１５,０００円（パート・アルバイト）
時間/８：３０～１７：３０　休日/週休２日制
待遇/各保有、通勤手当有、マイカー通勤可
勤務地/本社（富合町）、東区小山町、八代市

現場作業員（荷下ろし作業ほか）

有限会社　西海産業
熊本市南区富合町南田尻８３１‐３
緯096‐311‐6233

勤務地/熊本市中央区水前寺
（スポーツクラブ）
業務/清掃業務　時給/１,０００円　
時間/８：００～１０：００　休日/水曜

清掃スタッフ募集

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
（リハビリ病院）

時給／８５０円　時間／８：３０～１１：３０
休日／土、日、祝日

ベッドメイク

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/熊本市東区長嶺南（高齢者
介護施設）　業務/シーツ交換等雑務
日給/６,３００円　時間/①８時～１６時又
は②９時～１７時　休日/日曜、祝日

雑務業務

株式会社　三勢
熊本市中央区帯山３丁目８‐４４
緯096‐383‐2341

【年齢不問】時給/１,０００円　勤務地/
益城町惣領　時間/９時～１３時（週１日
～ＯＫ）　内容/衣料品の簡単な仕分
け作業　４時間の作業で勤務日自由！

益城町　衣料品仕分け作業

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
錆0120‐976‐179

資格／主任介護支援専門員１名　
給与／本会規程による　時間／８：３０～１７：１５（月～金）
待遇／各種保険有　応募／電話にて問い合わせ下さい
※詳細は、ホームページの募集案内をご覧ください

宇城市地域包括支援センター職員募集

緯0964‐32‐1316（担当/総務課）

宇城市社会福祉協議会
宇城市不知火町高良２２７３‐１

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！
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！
【年齢不問】時給/１,０００～１,２５０円　入社祝い金３万円（規定あり）
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

内容／家電量販店で販売された家
電製品を１日に４～５件程度、
配送設置するお仕事です。

勤務地／阿蘇市
勤務時間／９：００～１７：００
休日／当社カレンダーによる

月７～８日
給与／時給１,０００円～
応募／お気軽にお問い合わせ下さい

年齢不問
長期勤務可能な方
体力自慢の方お待ちしており
ます。

㈱サンセイ　熊本営業所
熊本市西区城山下代４‐３‐２４
緯096‐342‐4571

阿蘇市配送助手急募！
業務拡張に伴い！！

4月１日入社、間に合います。
雇用形態／正社員（パート可）

（パートは時間相談応）
資格／薬剤師免許要（経験不問）
時間／週４０時間（正社員）
休日／日、祝、水・土午後
待遇／給与他詳細は面談にて

（賞与年２、各保完、交通費）
※借り上げ社宅制度有

応募／電話の上、履歴書持参。
※郵送も可。※秘密厳守

保険調剤薬局／資本金２億３,９３０万円

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.takasaki-pharm.co.jp

薬剤師募集

錆0120‐807‐079　担当/ゴウヤ

タカサキ薬局　益城店
上益城郡益城町宮園７３２‐１

看護助手の方の仕事をサポート（お手伝い）するお仕事。資格や経験不要。
時給／１,０００円　３ヵ月間の試用期間は９００円　勤務地／合志市福原
時間／①８：００～１４：３０　②１３：００～１９：３０　③１２：３０～１９：３０
休日／シフト制　待遇／車通勤ＯＫ　交通費応相談

看護助手のサポート

緯096‐363‐2740（担当/松本）

株式会社総美
熊本市中央区渡鹿２丁目１１番１７号

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。

※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 保険アドバイザー大募集！！　〈契約社員〉
資格／学歴・年齢・性別不問

※保険経験者優遇
給与／（固）月２４万円～＋インセンティブ

選べる給与形態※詳細面談にて
時間／９：００～２１：００

（フレックスタイム制）
※基本残業無　
◆パートタイム契約も可

応募／まずはお気軽に、メールまたはお
電話にてご連絡ください。
fukuoka@pabure.co.jp

【説明会場】株式会社　パブレ　
熊本営業所

まずは会社説明会でお話を聞いてみませんか？
当
社
の

コ
コ
が
魅
力
！

●全２２社の保険商品から、お客様にピッタリのライフプランを
提供できます

●これまで１社の商品しか扱ったことのない方でも万全のフォ
ロー体制で安心です
●当社のコールセンターが獲得した訪問先の紹介も可能です

※具体的な仕事内容、給与体系、待遇等なんでもお話しします。
※現在、保険会社にお勤めの方は秘密厳守します。

３/２８木・４/４木①１０：００～②１１：００～③１３：００～
④１４：００～⑤１５：００～⑥１６：００～

応
募
書
類

不
要

★当日飛び込み参加も大歓迎！！
スムーズなご案内をご希望の方は、電話・メールで事前に
ご予約下さい。
※当日都合がつかない方、遠方の方は別日に個別開催します。
～～気軽にご参加ください！　心よりお待ちしております～～

熊本市東区健軍本町１‐１１　サンライズビル５F緯096‐282‐8412（担当/豊田）

生命保険の募集代理店業務
損害保険代理店業務 熊本営業所

マンション、工場・物流センター　警備スタッフ（正・契）募集！！
年齢性別不問、経験不問、未経験可、入社後研修もしっかりと行います！！

【※休み充実、年間休日１３０日以上】　【１日の勤務時間は決まっているので急な残業はありません】

内 容／出入口警備室における受付、敷地内建物内外の見回り（巡
回）、簡易手荷物検査、防犯カメラ画像監視、設備機器（冷
凍庫など）異常一次対応、鍵貸出管理など

給 与／（正）月固１３８,４００円（１７３時間換算）～
想定月収１８３,０００円可（深夜手当、残業手当含む）

（契）時給８００円～１,０００円
資 格／１８歳以上（警備業法による）、要原付以上の免許
勤 務 地／熊本市、阿蘇市、益城町など（自宅からの距離等考慮しま

す）
勤務時間／９：００～翌９：００の２４時間（昼休憩、夜休憩、仮眠あり）

※８：３０～翌８：３０など、勤務時間は勤務場所により多少異
なります

待 遇／制服貸与、シフト制、各種保険完備、交通費別途支給、昇給
最大年２回、子供手当支給（１８歳以下）、マイカー通勤可

【応募方法】
まずはフリーダイヤ
ルにご連絡下さい
受付　８：３０～１７：３０
（土日祝もOK）

内 容／警備室において、防犯カメラ画像監視、
敷地内建物内外の見回り（巡回）、
施設内機器トラブル一次対応など

給 与／（正）月固１３８,４００円（１７３時間換算）～
想定月収１８３,０００円可（深夜手当、残業手当含む）

（契）時給８００円～１,０００円
資 格／１８歳以上（警備業法による）、要原付以上の免許
勤 務 地／熊本駅周辺
勤務時間／８：００～翌８：００の２４時間（昼休憩、夜休憩、仮眠あり）

※７：００～翌７：００など、勤務時間は勤務場所により多
少異なります

待 遇／制服貸与、シフト制、各種保険完備、交通費別途支給、
昇給最大年２回、子供手当支給（１８歳以下）、通勤方法は勤務場所

によっては、公共交通機関のみの場合があります

〒８６２‐０９２４　熊本市中央区帯山４‐１８‐１

錆0120‐877‐110（担当/津留）　　　　　　　　　　　人事部宛

マンションの警備スタッフ 工場・物流センターの警備スタッフ

募 集／設備管理スタッフ若干名
仕事内容／病院の設備管理（主に夜勤）
時 間／１７：３０～１：００、１：００～８：３０、

８：３０～１７：３０のシフト制
月１６０時間程度

待 遇／時給９６０円（深夜１,２００円）
応募資格／危険物取扱者やボイラー技士、

電気工事士など
勤 務 地／中央区大江

設備管理スタッフ募集します！

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）

勤務地／熊本市中央区水前寺　他
仕事内容／施設内において、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）
賃金（月額）／基本給１８９,０００円～（資格・経験等による）

月収例１９９,０００円～３２０,０００円（資格手当・責任者手当含む）
※別途交通費支給（上限なし）

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。

設備管理正社員（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


