
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

㈲木下石油セルフ下南部店
熊本市東区下南部３‐４８０‐１
緯096‐388‐0124

時間／月・木・金・土　９時～１２時半
給与／時給１,５００円
年齢／４０歳位迄
応募／履歴書着後、面接

看護師　パート

平成こどもクリニック
〒８６０‐０８３３　熊本市中央区平成２‐１５‐７
緯096‐370‐6337

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（２２時～５時は１,０６３円）
時間／２１：４５～翌６：００　月１０～１５日程度

ＧＳ夜間専門スタッフ

㈲木下石油セルフ山鹿店
山鹿市方保田２８４０‐３

緯0968‐41‐5210

外来のみ（日勤）看護業務です
時間/９：００～１２：３０
応募/電話後、履歴書持参

詳細面談

城間整形外科
熊本市西区出町４‐４

緯096‐311‐2800

正・准看護師（パート）
急募！　県内各地①司会業②アシスタント
時給/①２,８００円～②１,２００円～　※経験応
時間/①１０～２０時②１０～２１時　※式により
変更有　待遇/各種保険完備、社員登用有

冠婚葬祭サービス業（パート・社員）

合同会社オフィス高野
熊本市南区田井島２‐２‐１‐３０１
緯096‐379‐5239

リハビリを受ける方への補助全般　
経験不問　学生不可　週４日程度
応募／電話後、履歴書持参

詳細面談

看護助手（パート）

城間整形外科
熊本市西区出町４‐４

緯096‐311‐2800

①路面電車運転業務（嘱託員）
②路面電車車掌業務（嘱託員）※委細面談
申込／熊本市交通局ホームページをご覧
いただくか、下記までお問い合わせ下さい

市電運転士・トラムガイド

熊本市交通局
熊本市中央区大江５丁目１番４０号
緯096‐361‐5211

勤務地/沼山津神社そば　時間/７：００～
１６：００・９：３０～１８：３０（実働７.５ｈ）　給与/時
給８００円～９００円　休日/準月７日・パ月１５
日　応募/お気軽にお問い合わせ下さい

給食調理（準社員・パート）

㈱九州フードサプライセンター
熊本市北区貢町７８０‐１０

緯096‐215‐9901（担当/人事労務課）

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

㈲木下石油セルフ八代店
八代市古閑中町２４７１‐１

緯096‐288‐2821

調理が好きな方(経験不問)常勤・
パート　給与/当院規定(詳細面談)
応募方法/電話後歴持面談

調理員募集

医療法人社団　原口会

原口循環器科内科医院
熊本市東区保田窪２丁目１‐４
緯096‐383‐3880

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　賞与あり　
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

◎大型免許取得サポート制度有◎
時給／９５０円～１,１００円　賞与年２回条件有
時間／常勤８時～１７時　時間外手当有
待遇／試用期間有、各種保険対応

大型運転手（生コン車）

㈱ひしょう生コン
北区四方寄町１４５５番地

緯096‐245‐2222

時給/９００円＋交通費（当院規定による）
内容/盛付、配膳、洗浄、簡単な切込等
時間/１日５時間程度　週２日～可
年齢不問、未経験者も大歓迎です。

調理補助スタッフ

尾崎医院
宇土市本町１‐８

緯0964‐22‐0241（担当/ホリウチ）

勤務地／上益城郡　時給／１,１００円＋
交通費　時間／９時から１７時半　休日／
土日祝　年齢／５０歳迄　☆社保・有休
完備！　簡単なＰＣ操作が出来ればＯＫ！

一般事務

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

時間／平日８：００～１６：３０/９：３０～１８：００
/１４：００～２２：３０　他当番有

給与／月給制（当院規定）
　※まずは人事室宛にお問合せください

運動指導士（準職員１名）

済生会熊本病院
〒８６１‐４１９３　熊本市南区近見５‐３‐１
緯096‐351‐8074（人事室・担当　長松）

勤務地／菊池市大手企業内食堂
週５日勤務　時給／９００円～９５０円
時間／９：００～１５：３０（４～５.５h）
待遇／交通費・制服有　※週２～３日可

調理員募集

九州食品株式会社
〒８４０‐０８６１　佐賀市嘉瀬町大字中原１９５４‐８
緯0952‐24‐2215

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）※研修制度あり
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
※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

電話案内スタッフ募集　未経験者歓迎

緯096‐312‐2510（採用担当）

㈱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

勤務地／宇土市　時給／９００円～
＋交通費　時間／７時から２１時（実
働８時間）休日／シフト※相談可　
年齢／不問　☆社保・有休完備！

スーパーのレジ・軽作業

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

正社員（経験者優遇　３ヶ月試用レセプト作成、
請求業務）　給与/当会規定※経験・能力等考慮
時間/８：３０～１７：３０・８：３０～１９：３０・８：３０～２１：３０
各保完、交費規程・有給休有　委細面談

杉村病院　医療事務募集

医療法人　杉村会
〒８６０‐０８１１　熊本市中央区本荘３‐７‐１８
緯096‐374‐6262（総務人事課/坂本）

資格/①不問②大型・中型免許（経験者優遇）　時間/８：００～１７：００　給与/
①日給８,５００円＋諸手当※月収２５万円可②日給８,３００円＋諸手当※月収２４
万円可③日給８,０００円＋諸手当※月収２４万円可　休日/日曜日　待遇/社会
保険完備　賞与有り　研修・試用期間有り　面接/随時を受け付けております。

①試験室業務②ドライバー③出荷業務

緯096‐293‐5372（担当/本田）

株式会社　松川生コン販売
菊池郡大津町大林１０６０

熊本大学が就職相談員（キャリアアドバイザー）を募集します！

国立大学法人熊本大学　学生支援部　教育支援課　　総務担当
〒８６０‐８５５５　熊本市中央区黒髪２‐４０‐１緯096‐342‐2114・2115

職　　種／学生就職相談員１名（キャリアアドバイザー）
学生のキャリア形成（就職活動、職業選択等）に関する相談業務。

雇用期間／２０１９年７月１日～２０２０年３月３１日（契約更新の可能性あり）
応募資格／①学歴　大卒以上

②経験　以下のいずれかに該当される方
●民間企業での人事・採用の実務や管理職での人材育成
●大学等でのキャリア形成指導、就職指導
●学生に対するキャリア相談に必要な技能と見識を有する方

※キャリアコンサルタント資格等保有者が望ましい。
勤務時間／１３時～１７時の間で、週４日～５日程度

※週２日～３日も相談に応じます。
※週２０時間を超えない範囲で。

給　　与／時給１,１４９円～２,０００円
（職務経験等により決定します）
通勤手当は居住地により支払いが異なります。

勤務場所／熊本大学　学生支援部　就職支援課
応募方法／以下の応募書類２点を下記住所宛郵送ください。

なお、封筒には「就職相談員応募書類在中」と明記してください。
①履歴書（写真添付）　②職務経歴書
※応募書類は選考業務に利用し、その他の目的には使用いたし
ません。また、選考後にご返送いたします。
※書類選考後に面接（２０１９年５月）を実施（合格者に個別にご案
内いたします）。その場合の旅費は自己負担とします。

応募期限／２０１９年５月２４日金　１７時必着

内　容／生コンクリートの製造オペレーション
（全自動プラントをマウスで操作してもらいます）

給　与／日給７,３００円＋諸手当　※月収２５万円可
勤務地／熊本市北区四方寄７６２（アサノ有明生コン北部工場）
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。

アサノ有明生コン㈱北部工場
〒８６１‐５５１５　熊本市北区四方寄７６２

緯096‐245‐1727（担当：松原）

急募　レミコンバッチャー職

～～有明生コン㈱グループ　ホームページ～～
http://ariake-syoji.mydns.jp/concrete/

給 与／当院規定。経験年数による加算有
初 任 給／看護師・保健師（大卒）　月固２００,５５０円～

看護師・保健師　月固１８５,２６０円～
准看護師　月固１５４,４２０円～
介護職員　月固１４７,４２０円～

諸 手 当／交通費、住宅・家族・夜勤手当
賞 与／年２～３回（初回のみ正看護師は赴任手当有）
勤務時間／日勤８：３０～１７：００、準夜勤１６：３０～０：３０

深夜勤０：１５～９：００（保健師は日勤のみ）
休 暇 等／週休２日、年次有給休暇１０日～、３日連続リフレッシュ休

暇、バースデー・慶弔・出産・生理休暇、育児・介護休業
応 募／履歴書送付。書類選考の上、面接日通知。
医療法人金澤会　青磁野リハビリテーション病院

〒８６０‐８５１５　熊本市西区島崎２丁目２２‐１５
緯096‐354‐1731　総務課／齊藤

看護職員・保健師・介護職員募集
教育プログラムも充実し、ワークライフバランスに取り組
んでいます。笑顔あふれる職場で働きませんか

資格／４０才迄　未経験者・経験者
給与／月固１５万～３０万（社員）・日給８,０００円（アルバイト）
待遇／社会保険完備・退職金有（社員）

測量スタッフ男女正社員・アルバイト募集

緯096‐285‐7013

有限会社　ＫＲエンジニアリング
熊本市東区小山３丁目８‐１００

職 種／国際業務推進オフィサー　募集人数／１名
雇用開始日／令和元年７月１日（予定）
雇 用 期 間／令和２年３月３１日まで（更新の可能性あり）
業 務 内 容／海外協定大学・機関等との連絡・調整に関する業務

外国人留学生の受入れ、支援等に関する業務
学生の海外留学促進に関する業務
国際交流のプログラム・行事等の企画・運営に関する業務
国際広報・留学生募集等、大学の情報発信に関する業務
その他、大学のグローバル化に関する業務

応 募 資 格／大学、企業・団体等において一定の職務経験を有することが望ましい
日本語・英語に堪能であり、上記業務内容を遂行できるコミュニケーション・
交渉力及び文章力を十分に有すること
一般的な事務処理能力、パソコンスキル等を備えていること

勤 務 場 所／熊本大学キャンパスの国際交流部署
勤 務 時 間／８：３０～１７：１５　休日・休暇・待遇・福利厚生／本学の規定による
給与・賞与／本学の規定による（日給９,３６０円、各種手当・賞与あり）
応 募 方 法／履歴書（要押印）、職務経歴書、志望理由書（様式任意）郵送

（令和元年５月３１日金１７時必着）書類選考後、面接実施

国際業務スタッフ募集

緯096‐342‐2109（担当/永田）　E-mail kusgu-j@jimu.kumamoto-u.ac.jp

国立大学法人熊本大学　国際戦略課
〒８６０‐８５５５　熊本市中央区黒髪２‐４０‐１

料理の盛付・分配・食材のカットや洗浄などのお仕事です 。

㈱リフティングブレーン

調理補助　①短時間パート　②日勤
時　間／①（Ａ）５：３０～１１：１５（実働５時間４５分）

（Ｂ）１３：００～１７：１５（実働４時間１５分）
②（Ｃ）８：３０～１７：１５（実働７時間）
（Ｄ）５：３０～１７：１５（実働８時間＋残業２時間）

時　給／９００円～１,２００円（時間帯や経験によって異なる）
資　格／不問　※調理業務未経験者ＯＫ
休　日／シフト制の週休２日以上
勤務地／合志市（熊本電鉄「御代志駅」近く）
待　遇／通勤手当・制服貸与・有給休暇・定期健康診断・

車バイク通勤可
①雇用保険　②雇用保険・社会保険

合志市の医療福祉施設の給食調理室の
新設に向けて『２０名』大募集中です！！

未経験者活躍中！
経験者優遇！

シニアの方大歓迎！
時給　９００円～１,２００円
週２日～４日の勤務もOK！
入社時期もご相談に応じます！

熊本市北区弓削５丁目１‐１７緯096‐337‐3253（担当/嶋田・内藤）

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）
そ の 他/定年６５歳のため、入社時年齢の上限は６０歳未満
応募方法/電話後、履歴書（写真付）、職務経歴書を送付。

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
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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 募　　集／施設管理スタッフ
仕事内容／グランメッセ熊本における施設の管理業務
時　　間／８：３０～１７：３０（８時間）　月２１日程度

残業１０時間前後で有り
待　　遇／月固２５万円～、賞与年２回、交通費支給
応募資格／電気主任技術者の資格必要、年齢不問

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/岡本）

施設管理スタッフ募集します！

企業や工場の施設の管理をされていた方、パソコンを使った書類
作成など事務作業が得意な方も向いています。

※履歴書をキューネット岡本まで送付してください。

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

㈲木下石油セルフ下南部店
熊本市東区下南部３‐４８０‐１
緯096‐388‐0124

時間／月・木・金・土　９時～１２時半
給与／時給１,５００円
年齢／４０歳位迄
応募／履歴書着後、面接

看護師　パート

平成こどもクリニック
〒８６０‐０８３３　熊本市中央区平成２‐１５‐７
緯096‐370‐6337

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（２２時～５時は１,０６３円）
時間／２１：４５～翌６：００　月１０～１５日程度

ＧＳ夜間専門スタッフ

㈲木下石油セルフ山鹿店
山鹿市方保田２８４０‐３

緯0968‐41‐5210

外来のみ（日勤）看護業務です
時間/９：００～１２：３０
応募/電話後、履歴書持参

詳細面談

城間整形外科
熊本市西区出町４‐４

緯096‐311‐2800

正・准看護師（パート）
急募！　県内各地①司会業②アシスタント
時給/①２,８００円～②１,２００円～　※経験応
時間/①１０～２０時②１０～２１時　※式により
変更有　待遇/各種保険完備、社員登用有

冠婚葬祭サービス業（パート・社員）

合同会社オフィス高野
熊本市南区田井島２‐２‐１‐３０１
緯096‐379‐5239

リハビリを受ける方への補助全般　
経験不問　学生不可　週４日程度
応募／電話後、履歴書持参

詳細面談

看護助手（パート）

城間整形外科
熊本市西区出町４‐４

緯096‐311‐2800

①路面電車運転業務（嘱託員）
②路面電車車掌業務（嘱託員）※委細面談
申込／熊本市交通局ホームページをご覧
いただくか、下記までお問い合わせ下さい

市電運転士・トラムガイド

熊本市交通局
熊本市中央区大江５丁目１番４０号
緯096‐361‐5211

勤務地/沼山津神社そば　時間/７：００～
１６：００・９：３０～１８：３０（実働７.５ｈ）　給与/時
給８００円～９００円　休日/準月７日・パ月１５
日　応募/お気軽にお問い合わせ下さい

給食調理（準社員・パート）

㈱九州フードサプライセンター
熊本市北区貢町７８０‐１０

緯096‐215‐9901（担当/人事労務課）

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

㈲木下石油セルフ八代店
八代市古閑中町２４７１‐１

緯096‐288‐2821

調理が好きな方(経験不問)常勤・
パート　給与/当院規定(詳細面談)
応募方法/電話後歴持面談

調理員募集

医療法人社団　原口会

原口循環器科内科医院
熊本市東区保田窪２丁目１‐４
緯096‐383‐3880

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　賞与あり　
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

◎大型免許取得サポート制度有◎
時給／９５０円～１,１００円　賞与年２回条件有
時間／常勤８時～１７時　時間外手当有
待遇／試用期間有、各種保険対応

大型運転手（生コン車）

㈱ひしょう生コン
北区四方寄町１４５５番地

緯096‐245‐2222

時給/９００円＋交通費（当院規定による）
内容/盛付、配膳、洗浄、簡単な切込等
時間/１日５時間程度　週２日～可
年齢不問、未経験者も大歓迎です。

調理補助スタッフ

尾崎医院
宇土市本町１‐８

緯0964‐22‐0241（担当/ホリウチ）

勤務地／上益城郡　時給／１,１００円＋
交通費　時間／９時から１７時半　休日／
土日祝　年齢／５０歳迄　☆社保・有休
完備！　簡単なＰＣ操作が出来ればＯＫ！

一般事務

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

時間／平日８：００～１６：３０/９：３０～１８：００
/１４：００～２２：３０　他当番有

給与／月給制（当院規定）
　※まずは人事室宛にお問合せください

運動指導士（準職員１名）

済生会熊本病院
〒８６１‐４１９３　熊本市南区近見５‐３‐１
緯096‐351‐8074（人事室・担当　長松）

勤務地／菊池市大手企業内食堂
週５日勤務　時給／９００円～９５０円
時間／９：００～１５：３０（４～５.５h）
待遇／交通費・制服有　※週２～３日可

調理員募集

九州食品株式会社
〒８４０‐０８６１　佐賀市嘉瀬町大字中原１９５４‐８
緯0952‐24‐2215

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）※研修制度あり
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
※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

電話案内スタッフ募集　未経験者歓迎

緯096‐312‐2510（採用担当）

㈱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

勤務地／宇土市　時給／９００円～
＋交通費　時間／７時から２１時（実
働８時間）休日／シフト※相談可　
年齢／不問　☆社保・有休完備！

スーパーのレジ・軽作業

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

正社員（経験者優遇　３ヶ月試用レセプト作成、
請求業務）　給与/当会規定※経験・能力等考慮
時間/８：３０～１７：３０・８：３０～１９：３０・８：３０～２１：３０
各保完、交費規程・有給休有　委細面談

杉村病院　医療事務募集

医療法人　杉村会
〒８６０‐０８１１　熊本市中央区本荘３‐７‐１８
緯096‐374‐6262（総務人事課/坂本）

資格/①不問②大型・中型免許（経験者優遇）　時間/８：００～１７：００　給与/
①日給８,５００円＋諸手当※月収２５万円可②日給８,３００円＋諸手当※月収２４
万円可③日給８,０００円＋諸手当※月収２４万円可　休日/日曜日　待遇/社会
保険完備　賞与有り　研修・試用期間有り　面接/随時を受け付けております。

①試験室業務②ドライバー③出荷業務

緯096‐293‐5372（担当/本田）

株式会社　松川生コン販売
菊池郡大津町大林１０６０

熊本大学が就職相談員（キャリアアドバイザー）を募集します！

国立大学法人熊本大学　学生支援部　教育支援課　　総務担当
〒８６０‐８５５５　熊本市中央区黒髪２‐４０‐１緯096‐342‐2114・2115

職　　種／学生就職相談員１名（キャリアアドバイザー）
学生のキャリア形成（就職活動、職業選択等）に関する相談業務。

雇用期間／２０１９年７月１日～２０２０年３月３１日（契約更新の可能性あり）
応募資格／①学歴　大卒以上

②経験　以下のいずれかに該当される方
●民間企業での人事・採用の実務や管理職での人材育成
●大学等でのキャリア形成指導、就職指導
●学生に対するキャリア相談に必要な技能と見識を有する方

※キャリアコンサルタント資格等保有者が望ましい。
勤務時間／１３時～１７時の間で、週４日～５日程度

※週２日～３日も相談に応じます。
※週２０時間を超えない範囲で。

給　　与／時給１,１４９円～２,０００円
（職務経験等により決定します）
通勤手当は居住地により支払いが異なります。

勤務場所／熊本大学　学生支援部　就職支援課
応募方法／以下の応募書類２点を下記住所宛郵送ください。

なお、封筒には「就職相談員応募書類在中」と明記してください。
①履歴書（写真添付）　②職務経歴書
※応募書類は選考業務に利用し、その他の目的には使用いたし
ません。また、選考後にご返送いたします。
※書類選考後に面接（２０１９年５月）を実施（合格者に個別にご案
内いたします）。その場合の旅費は自己負担とします。

応募期限／２０１９年５月２４日金　１７時必着

内　容／生コンクリートの製造オペレーション
（全自動プラントをマウスで操作してもらいます）

給　与／日給７,３００円＋諸手当　※月収２５万円可
勤務地／熊本市北区四方寄７６２（アサノ有明生コン北部工場）
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。

アサノ有明生コン㈱北部工場
〒８６１‐５５１５　熊本市北区四方寄７６２

緯096‐245‐1727（担当：松原）

急募　レミコンバッチャー職

～～有明生コン㈱グループ　ホームページ～～
http://ariake-syoji.mydns.jp/concrete/

給 与／当院規定。経験年数による加算有
初 任 給／看護師・保健師（大卒）　月固２００,５５０円～

看護師・保健師　月固１８５,２６０円～
准看護師　月固１５４,４２０円～
介護職員　月固１４７,４２０円～

諸 手 当／交通費、住宅・家族・夜勤手当
賞 与／年２～３回（初回のみ正看護師は赴任手当有）
勤務時間／日勤８：３０～１７：００、準夜勤１６：３０～０：３０

深夜勤０：１５～９：００（保健師は日勤のみ）
休 暇 等／週休２日、年次有給休暇１０日～、３日連続リフレッシュ休

暇、バースデー・慶弔・出産・生理休暇、育児・介護休業
応 募／履歴書送付。書類選考の上、面接日通知。
医療法人金澤会　青磁野リハビリテーション病院

〒８６０‐８５１５　熊本市西区島崎２丁目２２‐１５
緯096‐354‐1731　総務課／齊藤

看護職員・保健師・介護職員募集
教育プログラムも充実し、ワークライフバランスに取り組
んでいます。笑顔あふれる職場で働きませんか

資格／４０才迄　未経験者・経験者
給与／月固１５万～３０万（社員）・日給８,０００円（アルバイト）
待遇／社会保険完備・退職金有（社員）

測量スタッフ男女正社員・アルバイト募集

緯096‐285‐7013

有限会社　ＫＲエンジニアリング
熊本市東区小山３丁目８‐１００

職 種／国際業務推進オフィサー　募集人数／１名
雇用開始日／令和元年７月１日（予定）
雇 用 期 間／令和２年３月３１日まで（更新の可能性あり）
業 務 内 容／海外協定大学・機関等との連絡・調整に関する業務

外国人留学生の受入れ、支援等に関する業務
学生の海外留学促進に関する業務
国際交流のプログラム・行事等の企画・運営に関する業務
国際広報・留学生募集等、大学の情報発信に関する業務
その他、大学のグローバル化に関する業務

応 募 資 格／大学、企業・団体等において一定の職務経験を有することが望ましい
日本語・英語に堪能であり、上記業務内容を遂行できるコミュニケーション・
交渉力及び文章力を十分に有すること
一般的な事務処理能力、パソコンスキル等を備えていること

勤 務 場 所／熊本大学キャンパスの国際交流部署
勤 務 時 間／８：３０～１７：１５　休日・休暇・待遇・福利厚生／本学の規定による
給与・賞与／本学の規定による（日給９,３６０円、各種手当・賞与あり）
応 募 方 法／履歴書（要押印）、職務経歴書、志望理由書（様式任意）郵送

（令和元年５月３１日金１７時必着）書類選考後、面接実施

国際業務スタッフ募集

緯096‐342‐2109（担当/永田）　E-mail kusgu-j@jimu.kumamoto-u.ac.jp

国立大学法人熊本大学　国際戦略課
〒８６０‐８５５５　熊本市中央区黒髪２‐４０‐１

料理の盛付・分配・食材のカットや洗浄などのお仕事です 。

㈱リフティングブレーン

調理補助　①短時間パート　②日勤
時　間／①（Ａ）５：３０～１１：１５（実働５時間４５分）

（Ｂ）１３：００～１７：１５（実働４時間１５分）
②（Ｃ）８：３０～１７：１５（実働７時間）
（Ｄ）５：３０～１７：１５（実働８時間＋残業２時間）

時　給／９００円～１,２００円（時間帯や経験によって異なる）
資　格／不問　※調理業務未経験者ＯＫ
休　日／シフト制の週休２日以上
勤務地／合志市（熊本電鉄「御代志駅」近く）
待　遇／通勤手当・制服貸与・有給休暇・定期健康診断・

車バイク通勤可
①雇用保険　②雇用保険・社会保険

合志市の医療福祉施設の給食調理室の
新設に向けて『２０名』大募集中です！！

未経験者活躍中！
経験者優遇！

シニアの方大歓迎！
時給　９００円～１,２００円
週２日～４日の勤務もOK！
入社時期もご相談に応じます！

熊本市北区弓削５丁目１‐１７緯096‐337‐3253（担当/嶋田・内藤）

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）
そ の 他/定年６５歳のため、入社時年齢の上限は６０歳未満
応募方法/電話後、履歴書（写真付）、職務経歴書を送付。

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 募　　集／施設管理スタッフ
仕事内容／グランメッセ熊本における施設の管理業務
時　　間／８：３０～１７：３０（８時間）　月２１日程度

残業１０時間前後で有り
待　　遇／月固２５万円～、賞与年２回、交通費支給
応募資格／電気主任技術者の資格必要、年齢不問

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/岡本）

施設管理スタッフ募集します！

企業や工場の施設の管理をされていた方、パソコンを使った書類
作成など事務作業が得意な方も向いています。

※履歴書をキューネット岡本まで送付してください。


