
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/日給１.２万円から（１級造園士）
日給１万円から（２級造園士）

資格/１.２級及び経験者優遇
※月給可・賞与年２回・各保完

【造園士】募集！

株式会社　岩下樹木園
熊本市北区清水本町１９‐３２
緯096‐344‐4816

仕事／駐車場業務
資格／要普通免許
時給／当社規定
勤務／週４日と３日の午前と午後

駐車場スタッフ（パート）

空港駐車場　ブルースカイU
上益城郡益城町小谷１１８４‐１
緯096‐289‐0384

時間／１０～１８時　水９～１２時　土９～１５時
休日／日・祝日　お盆休・年末年始
給与／基本給１２.５万円
待遇／賞与年３.５、通勤手当、社保完備

急募！　病院内清掃（正社員）

（医）水前寺大腸肛門科医院
熊本市中央区水前寺３丁目５‐１１
緯096‐381‐2241（担当/本多）

時間／９～１７時　水１２時　土１５時
休日／日・祝日　お盆休・年末年始
給与／基本給１４.５万円以上　経験者優遇
待遇／賞与年３.５、通勤手当、社保完備

正社員（受付・医療事務）

（医）水前寺大腸肛門科医院
熊本市中央区水前寺３丁目５‐１１
緯096‐381‐2241（担当/本多）

仕事／剪定・伐採・草刈他
資格／経験者優遇、未経験
者歓迎　待遇／賞与年２回、
各保完　※委細面談

造園作業員　急募

株式会社　岩下樹木園
熊本市北区清水本町１９‐３２
緯096‐344‐4816

時給／当院規定※経験・能力等考慮
就業時間／０９：００～１３：００（月～土）
週３日程度の勤務可（相談応）
お電話後履歴書ご持参下さい。

正・准看護師パート

すどう・きたの医院
熊本市中央区新大江１‐５‐１３
緯096‐364‐3635

いすゞ 自動車九州株式会社
菊池郡大津町室１５０１番地

緯096‐340‐3330（担当/松永）

※荷物積み下ろし等一切無資格/大型及び
牽引免許（牽引優遇）時給/９００円（牽引保有
者９５０円）時間/９：００～１７：３０休日/年間１０７日
のローテーション（お盆・正月・祝日は全休）

トラック全般引取り・納車・洗車
※荷物積み下ろし等一切無資格/大型及び
牽引免許（牽引優遇）時給/９００円（牽引保有
者９５０円）時間/９：００～１７：３０休日/年間１０７日
のローテーション（お盆・正月・祝日は全休）

トラック全般引取り・納車・洗車

いすゞ 自動車九州㈱熊本SC
熊本市南区南高江３丁目２‐１０５
緯096‐357‐1113（センター長　北里）

勤務地／菊池市泗水町田島工業団地内　車通勤ＯＫ
時給／１,０００円（試用期間９５０円）　時間／８～１２時
就業日／火・木他週１日（日祝休）　※週１日山鹿（久
原）での勤務　交通費規定支給　女子トイレ清掃有

工場内共用部の清掃（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)

就業場所/小規模多機能型居宅介護事業所
資格/資格者優遇　要普免　委細面談
時間/２４hシフト制　休日/週休２日　面接/電話
連絡後.随時　家庭的な職場です。明るい方歓迎

介護職員（常勤）募集

医療法人杏友会　小規模多機能ゆう
熊本市中央区黒髪６‐７‐７

緯096‐345‐2252（担当/緒方）

業務拡張につき正社員募集
資格／年齢不問　要歯科技工士免許
給与／月固１８～２５万円　西原村勤務
２０１９年１月開設　義歯経験者優遇

歯科技工士

株式会社シケン
阿蘇郡西原村布田字乾原１０３８‐５
フリーコール0800‐100‐8841

時間／ＰＭ５：００～翌ＡＭ８：３０　休息３回（１時間程度）
勤務内容／老人の見守り・世話、朝食配膳
資格／不要、初心者可、男女年齢とも不問
給与／１回１万３千円

夜勤者募集

峯和会　ヴィラつくれ
菊池郡菊陽町津久礼２６８４‐１
緯096‐285‐3335

勤務地／①有料老人ホーム②支援センター
（いずれも宇土市）　給与／当社規定　時間／
６：００～１９：００で①６～８ｈ②４～８h　休日／ロー
テーション　まずはお気軽にお電話を

①栄養士②調理師

有限会社　幸
菊池市旭志川辺１１６３‐１２

緯0968‐41‐8038

給与／日給７,０００円　時間／９～１７時（月～金）
９～１４時㈯休憩１ｈ　休日／週１日　有給休暇有　
待遇／交通費支給、車通勤ＯＫ、賞与有、

各保完、退職金あり

調理スタッフ（契約社員）

㈲徳臣商事
熊本市中央区世安町１７２

緯096‐361‐3106

給与／固給１３万５,０００円～１６万５,０００円
（パート）時給９００円

時間／シフト制
※委細面談にて

フロント事務　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

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

㈲木下石油セルフ玉名店
玉名市岱明町開田４１７‐１

緯0968‐57‐1138

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）

◆年齢不問・経験者優遇◆
時給/①９００円～②８００円～
応募/まずはお気軽に

お電話下さい。

①介護②調理　パート募集

ひかりヶ丘眼科・内科医院
合志市幾久富１９０９‐１３７９

緯096‐348‐6305

給与／①②当社規定　時間／①７時～１６時（７.５ｈ）
時間応相談（隔週土４.５ｈ）②７時～１１時３０分
休日／日・祝日、有給有　待遇／交通費支給、
車通勤ＯＫ、賞与有、各保完、退職金有

清掃スタッフ（①契約②パート）

㈲徳臣商事
熊本市中央区世安町１７２

緯096‐361‐3106

勤務地／上天草市松島町　休日／土・日・祝
時間／８：００～１７：１０　時給／１,０５０円＋交通費
内容／FRP製品（強化プラスチック）の製造
◎出張面接OK！　長期勤務出来る方大歓迎！！

上天草！　製造スタッフ急募！！

㈱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

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

場所/玉名市天水町（医院）
時間/６：３０～１４：００　休憩１時間
給与/時給８００円～９００円　週３日～ＯＫ
詳細面談にて　経験、資格優遇有！

調理パート急募！

㈱東臣
菊池郡大津町杉水字一ノ迫３０２１‐１
緯096‐294‐7020

勤務地／熊本市南区馬渡
時間／８：３０～１６：００（休憩９０分）　月～土勤務
待遇／社会保険・通勤手当　業務／日常清掃等
時給／１,０００円　※未経験可、自宅から通勤可。

クリニック常駐清掃（急募）

㈲栗原産業
熊本市北区梶尾町１１２３‐５

緯096‐275‐6511（担当/栗原）

嬉しい土日祝休み♪やりがいあるお仕事です
仕事／社員食堂厨房責任者業務（１日７５食程度を

スタッフ３名で対応します）
勤務地／上益城郡嘉島町の社員食堂
資格／学歴不問、栄養士または調理師、調理業務

経験者、長期できる方歓迎
時給／９６０円（責任者手当・資格手当含む）

試用期間６ケ月（条件同一）※経験・資格考慮
時間／７：００～１６：００（実働７.５ｈ）
休日／土日祝、GW、年末年始

※詳細面接にて
待遇／社保完、交通費規定内支給、制服貸与、

車通勤可（駐車場あり）賞与あり
応募／まずはお電話ください。　面接現地にて。
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）
※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

基本土日祝休み♪長期できる方歓迎
仕事／社員食堂厨房責任者業務（1日９０食

程度をスタッフ3名で対応します）
勤務地／上益城郡益城町の社員食堂
資格／栄養士または調理師で厨房経験がある方
給与／固給１６万円以上

試用期間６ケ月（条件同一）
時間／７：３０～１６：００（実働７.５h）
休日／基本土日祝、GW、夏季、年末年始

※詳細面接にて
待遇／社会保険完備、交通費規定内支給、制服

貸与、車通勤可（駐車場あり）
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（契約社員）
◎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。詳細面談※子育て支援可

営業職／展示場コンパニオン（パート可）

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

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
勤務地/本社集合にて市内
近郊現場へ　時給/９００円　
勤務時間/７：３０～１６：３０　
詳細は応募時に

定期清掃作業員募集

熊本ビル管理株式会社
熊本市中央区水前寺５丁目18番５‐１号
緯096‐273‐9111

勤務地/①西区田崎②中央区本
荘③中央区九品寺　時給/８００円
勤務時間/実働７時間程度
詳細は応募時に

病院清掃スタッフ募集

熊本ビル管理株式会社
熊本市中央区水前寺５丁目18番５‐１号
緯096‐273‐9111

文化・スポーツ施設　スタッフ急募

緯096‐385‐1042（毎週月曜休、７/１６休）

（一財）熊本市社会教育振興事業団
〒８６２‐０９４１　熊本市中央区出水２‐７‐１

日給/６,４００円　勤務地/市民会館、健軍文化ホール、浜線健康パーク他いずれか希望
地　仕事/電話対応、窓口受付、施設管理など全般　勤務/週４０時間・週休２日（交替シフ
ト制）　８：３０～２２：１５のうち１日８時間　資格/PC入力作業ができる方　スポーツや文化
活動に興味をもってお仕事いただける方歓迎　応募/履歴書を下記あて送付下さい

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

Honda 期間従業員【9月以降弊社指定日に入社可能な方】未経験者歓迎！
募　　集／企画・営業スタッフ若干名
　　　　　２０１９年９月２日月より勤務可能な方
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
う企画・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７月３１日水予
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７月２６日金必着。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

すぱいす企画・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　！！　〉

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。

環境プラントの運転維持管理（正社員）


