
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
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

※リハビリ助手同時募集！

正・准看護師（パート）

城間整形外科
熊本市西区出町４‐４

緯096‐311‐2800

時給９００円～☆日払い。都合の良
い日に週２～３日、１日５～６時間程
度勤務。６０代活躍中！　無理の無い
ペースで！　※詳細はお電話にて

掃除機掛け拭き掃除等

㈲ケイ　イー　イー
熊本市北区麻生田５‐３０‐２

緯096‐348‐0235

時給/８００円～　勤務地/熊本市北区◎数名募集
時間/８：３０～１７：００　４～８時間　介護・福祉タクシー
※高齢者・ダブルワークＯＫ　性別不問
資格／普通免許・ヘルパー２級尚可

ケアドライバー（送迎）募集

㈱ケアサポート　ゆり
熊本市北区釜尾町９６５‐１

緯096‐325‐2770（担当/花田）

雇用形態/常勤　就業場所/居宅介護
支援、老健施設　資格/介護支援専門
員、普通自動車免許　給与/事業所給
与規定通り　面接/電話連絡後、随時

介護支援専門員募集

医療法人起生会　なでしこ
熊本市中央区北千反畑町２‐５

緯096‐343‐7450（担当/吉田）

データ入力等一般的な事務作業
時給／８００円＋交通費支給（規定有）
時間／９～１７時の間で５H程度
休日／土・日・祝・年末年始・夏季休暇

一般事務（パート）

熊本県中小企業家同友会
熊本市中央区大江２‐１‐７１

緯096‐342‐4735

勤務地／八代市萩原町２丁目１１‐２
★社会保険完備。　駐車場あり。
待遇／経験・年齢考慮し詳細は面談
★電話連絡後、履歴書持参下さい

薬剤師募集

はらだ調剤薬局
八代市萩原町２丁目１１‐２

緯0965‐35‐2852

資格/簿記３級以上（採用後取得可）、ＰＣ入力経験、
要普免　時間/９～１７時　休日/土日祝　時給/８８０円　
社保完備　扶養内相談可　採用/７.１予定（更新有）
応募/履歴書（写貼）郵送可（６.１０迄）　選考後連絡

熊本市河内商工会
熊本市西区河内町船津２１０４‐４
緯096‐276‐0342

記帳指導職員（パート）
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

給与／時給８５０円～
時間／８：００～２２：００　シフト制
応相談　勤務地／宇土市立岡
資格／危険物乙４類

内田興産有限会社
八代市永碇町６６６‐２

緯0965‐35‐2681

セルフＳＳスタッフ
◆６０代以上の方も積極採用◆

時給/１,３００円～＋交通費（規定有）
時間/（選択可）７～９時/１７～１９時等
休日/土日祝※保育士免許必須※

朝夕のみ短時間保育士

SOGO‐PLANT
熊本市中央区桜町１‐２０　西嶋三井ビルディング１４F
錆0120‐288‐390　求人№MR００４５９０

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）

勤務地／西原村　時給／１,０００円＋交通費
時間／８：３０～１７：１５　年齢／４０代までの
方大歓迎！　製品の梱包、シールの貼り付
けなど　８月末までのお仕事です！

物流業務

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

固給／１９.６万円以上＋諸手当　経験者優遇
時給／１,３００円以上　交通費支給
※時間応相談、木日祝休、制服貸与、
各種保険　電話後、履歴書郵送

歯科衛生士（パート可）

福井歯科医院
〒８６２‐０９１０　東区健軍本町２９‐８
緯096‐285‐3555

時給／９４０円　※月収１０万円程度可
時間／平日１６～２０時
　　　土曜１２～１９時
６０歳以上歓迎「※要中型免許以上」

バス運転手急募

マリーンスイミングクラブかもと
熊本市北区植木町宮原２２４‐４

緯096‐274‐7771（担当　小代）

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

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

固給／１５.１万円以上＋諸手当　経験者優遇
時給／８５０円以上　交通費支給
※時間応相談、木日祝休、制服貸与、
各種保険　電話後、履歴書郵送

受付・アシスタント（パート可）

福井歯科医院
〒８６２‐０９１０　東区健軍本町２９‐８
緯096‐285‐3555

勤務／県外　資格／未経験者可
待遇／日給８,０００～１２,０００円（寮完備）
内容／太陽光発電パネル設置業務
応募／まずはお気軽にお電話下さい

㈱西日本テック
中央区南坪井町４‐２３　MTビル２F
緯096‐312‐1113

設備配管工・一般工募集
勤務地／嘉島町　時給／１,０００円　時間／
８：００～４：００の間で交代制　７.７５時間　週休
２日制　年齢／３０代・４０代前半　屋内作業・
スポットクーラー完備　社員登用制度あり

鋳造完成品の目視検査、バリ取り

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

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

◆急募!!明るく元気な方、待ってます ！ ◆
資格／未経験可、経験者優遇、委細面談
パートの方は、時間・曜日等、詳細面談
◇夜勤できる方歓迎（手当別途支給）

看護師・介護職員

高齢者複合支援施設　八景水谷昭和館
熊本市北区山室４丁目９‐３０
緯096‐343‐0003

勤務／市内近郊　資格／未経験者可
待遇／日給８,０００～１３,０００円（寮完備）
応募／まずはお気軽にお電話下さい
※短・長期アルバイトも歓迎します

㈱西日本テック
中央区南坪井町４‐２３　MTビル２F
緯096‐312‐1113

電気工事士急募
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

嬉しい土日祝休み♪賞与あり
仕事／銀行行員食堂内厨房での調

理業務全般、責任者としての
事務作業等

勤務地／熊本市中央区城東町
資格／栄養士または調理師

調理業務経験がある方
給与／時給９３０円以上
時間／９：００～１６：３０（実働６.５ｈ）
休日／土日祝、ＧＷ、年末年始
待遇／社会保険完備、交通費規定内

支給、賞与有
応募／まずは下記宛お電話ください。

面接は現地にて行います。
学校法人中村学園　中村学園事業部
福岡市博多区博多駅東１‐１‐７

錆0120‐273‐272（採用担当）受付：平日９時半～１８時

調理スタッフ募集（パート）
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
給与/固給１３万５,０００円～１６万５,０００円
（パート）時給９００円　時間/７～１６時、８
～ラスト、９～ラスト（交代制）
※委細面談にて（パートは時間応相談）

事務・フロント募集！

熊本空港カントリークラブ
菊池郡菊陽町曲手８３８

緯096‐232‐0123

◆経験者希望（高齢者歓迎）◆
給与／基本給２００,０００円
時間／８：３０～１７：００　休日／日・祝休み
応募／お気軽にお電話下さい

運行管理者（常務取締役）

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

嬉しい土日祝休み♪車通勤OK
仕事／小学校給食室での給食調理業務
勤務地／中央区（渡鹿）

東区（尾ノ上・御領・山ノ内・健軍）
資格／①栄養士または調理師②不問
給与／①日給６,３００円以上②時給７８０円以上
時間／①８：００～１７：００（実働８ｈ）

②９：００～１５：３０（実働５.５ｈ）
休日／土日祝、ＧＷ、年末年始

※②夏休み等学校が休みの日
待遇／交通費規定内支給、制服貸与

①社保完、賞与有、退職金制度有
応募／まずは下記宛お電話ください。

面接は現地にて行います。
学校法人中村学園　中村学園事業部
福岡市博多区博多駅東１‐１‐７

調理スタッフ（①正社員・②パート）

錆0120‐273‐272（採用担当）受付：平日９時半～１８時

給与／基本給１５６,０００円～１７５,７００円
時間／８：３０～１７：１５　休日／週休二日制
待遇／各種保険・昇給賞与・他手当有
応募／履歴書を郵送　後日連絡します。

事務職員（急募！）

慈恵病院
〒８６０‐００７３　熊本市西区島崎６丁目１‐２７
緯096‐355‐6131（事務部/前田）

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

※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／本社採用（熊本市内・八代・玉名・山鹿・阿蘇方面）
勤務時間／４～８時間（都合の良い時間帯指定可能）　時給／１,２００～１,５００円
休日／ご相談に応じます。　その他／調理経験者優遇　早出勤務可能な方大歓迎
応募／「お話だけ」でも構いません。まずは、お気軽にお問い合わせください。

栄養士・調理員（給食調理応援者）募集

緯096‐215‐9901（担当／労務管理課）

㈱九州フードサプライセンター
熊本市北区貢町７８０‐１０

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。

施設警備員募集

〒８６２‐０９１０ 熊本市東区健軍本町２８‐１２
緯096‐360‐6111（担当/正：山中、ア：寺岡、子：林）

熊ゼミグループ従業員募集
放課後等デイサービス
～常勤指導員～

給　　与／固給１６５,０００円以上
休　　日／完全週休２日制
勤　務　地／熊本市内
選考方法／面接
資　　格／保育士又は児童指導員

普通免許（AT限定可）
時　　間／１０：００～１９：００

（９：００～１８：００）

～講師/正社員・アルバイト～
給　　与／正：当社規定により優遇

ア：１コマ/１,５００円（９０分）
休　　日／１０４日（正社員）
勤　務　地／熊本県内

※アルバイトの方は応相談
選考方法／筆記・面談・模擬授業

※アルバイトは模擬授業なし
応　　募／電話連絡後、

履歴書をご郵送ください。

ふりーだむ子ども支援センター
放課後等デイサービス

募　集／施設管理スタッフ
勤務地／グランメッセ熊本
時　間／８：３０～１７：３０（８時間）

月２１日程度、残業月平均１０時間前後
待　遇／月固３０万円～、賞与年２回（年収４５０万円～可）
応募資格／施設管理経験、電気主任技術者の資格必要。

年齢不問。企業や工場の施設の設備管理を
されていた方、ＰＣを使った書類作成などの
事務作業も有ります
※履歴書を送付してください

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）

施設管理スタッフ募集
内　容／全自動プラントをPCで遠隔操作します。

（デスクワークでありながら建設業界の技術が身に
つく仕事です。）

給　与／日給７,４５０円＋諸手当　※月収２６万円可
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／recruit@ariake-syoji.mydns.jpまでメールまた

は下記までお電話下さい。

アサノ有明生コン㈱北部工場
〒８６１‐５５１５　熊本市北区四方寄町７６２

緯096‐245‐1727（担当：松原）

工場見学OK！　製造スタッフ募集

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

〈未経験・ブランク可　年齢不問　パートは扶養内OK〉
給与／①正：固給２００,０００円～２８０,０００円

パ：時給１,２００円～１,６００円（平日１７：００以降１,５００円　土日祝１,７００円）
②正：固給５００,０００円～６００,０００円　パ：日給２５,０００円～３０,０００円
③パ：時給９００円（経験者のみ）※正社員登用も有

時間／①正・パ：９：３０～１９：００（休憩１３：００～１４：００）
②正（外来）・パ：９：３０～１９：００（休憩１３：００～１４：００）
正（訪問）：９：３０～１８：３０（休憩１２：００～１３：００）
③１０：００～２０：００の間で５時間程度
平日１６：００～ラスト及び土日祝勤務可能な方優遇

休日／正：完全週休２日制（年間休日１２０日以上）
パ：希望休有（勤務日応相談　週１日～OK）

待遇／社会保険完備、交通費支給、研修制度有、祝い金有、
育児・介護・看護・慶弔休暇、有給休暇、年末年始、夏季休暇有

医療法人社団飛翔会　八代デンタルクリニック
八代市沖町六番割３９８７‐３　イオン八代店１階

090‐5500‐0351（担当/三好）

①歯科衛生士②歯科医師（正・パ）③歯科助手・受付（パ）

増員
募集!!


