
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

★税理士を目指している方歓迎！　専門学校
（TAC）あり★交通の便の良い水道町★
給与・時間・休日/当社規程による
待遇/昇給あり、各保完　応募/電話後履歴郵送

税理士補助（正社員）募集

東京会計　株式会社
〒８６０‐０８４４　熊本市中央区水道町９‐２９・５F
緯096‐323‐7880（担当/村本）

◎大型免許取得サポート制度有◎
時給／１,０００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

★ＴＡＣ部門、訓練部門における業務全般★
★交通の便の良い水道町★

給与・時間/当社規程による　資格/日商簿記３級
待遇/昇給あり、各保完　応募/電話後履歴郵送

営業事務（正社員）募集

資格の学校　TAC熊本校
〒８６０‐０８４４ 熊本市中央区水道町９‐２９・５F
緯096‐323‐3622（担当/西村）

デイサービススタッフ
（地域密着）
給与／当社規定、委細面談

完全週休２日制

介護職員（正社員）

通所介護事業所　だんだん
北区植木町岩野９２７‐４

緯096‐273‐3617（担当/正岡）

給与／（正）固給１８０,０００円～
（パ）時給１,３００円

その他、ホームページを参照下さい
まずはお気軽にお問い合わせ下さい

看護師（正・パ）増員募集

おみね田中クリニック
熊本市東区小峯２丁目２‐１５６
  080‐1541‐4947（担当/田中）

仕事／小学校給食室での給食調理業務
勤務地／中央区または東区　時給／８００円以上
時間／８時～１７時　休日／土日祝、ＧＷ、年末
年始　まずはお電話ください。面接現地にて

給食調理スタッフ（パート）

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

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

◆シニア歓迎・勤務地多数◆
時給/１,３００円～＋交通費（規定有）
時間/７～１０時・１６～１９時（選択可）
休日/土日祝※保育士免許必須※

朝夕３時間パート保育士

保育士派遣のマルル
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

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

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

基本給／１５０,０００円～１９７,２００円
待遇／各手当、昇給賞与、休日有
時間／８：００～１６：００他　応募／履歴
書ご郵送後面接日時連絡します。

臨床検査技師

医療法人　清和会
〒８６２‐０９５０　熊本市中央区水前寺５丁目２‐２２
緯096‐384‐2288

勤務地／合志市御代志
時給／８７０円　時間／９：００～１５：００
年齢／４０歳まで　休み／土日
子育て中の方活躍中！

１５時終業/部品組立

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

勤務地／八代市　時給／時給９００円～
時間／９：３０～１８：００の週３日
年齢／６０歳迄
総合案内所でのお客様対応、他

住宅展示場スタッフ

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

年齢不問・経験者優遇給与等　
当院規定　入職時の支援金あり
詳細は面談にて電話後履歴書郵送
郵便番号　〒８６１‐８０７５

視能訓練士

宮川眼科クリニック
熊本市北区清水新地６丁目２番７２号
緯096‐348‐1860

配送ドライバー募集

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

基本給/１８～２５万円　勤務地/熊本市、
甲佐町、菊陽町　資格/中型免許・未
経験者歓迎・年齢不問　待遇/各種保
険完備・資格手当　休日/週休２日

資格/相談可（資格者優遇）　普通自動車免許
※週休２日制　昼間２～４時間・夜勤専従も可
＊家庭的な職場です。
電話後履歴書持参下さい　委細面談

介護職員（正職員・パート）

（医）小規模多機能事業所　ゆう
熊本市中央区黒髪６‐７‐７

緯096‐345‐2252㈹（担当/緒方）

時間/PM５：３０～翌AM８：３０　休息３時間可
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

一般事務（PC入力他）

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

時給/１,０００～１,２００円（勤務地によって
異なる）　勤務地/大津町、西原村、植木、
健軍　時間/９時～１７時※希望に応じます
待遇/交通費支給、各種社会保険完備

勤務地/沼山津神社そば（クリニック）
※２０食前後の調理　時間/７：００～１６：００・
９：３０～１８：３０（実働８ｈ） 給与/月固１８.５万
円～　休日/月８日　賞与・退職金有

給食調理（正社員）

㈱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）

勤務地／上天草市松島町　休日／土・日
時間／８：００～１７：００　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

１日９０食程度　社員食堂厨房責任者業務
仕事/〈調理業務全般〉食材の洗浄やカットなどの

仕込み、盛り付け、食器や調理器具の洗浄、片
付けなど。責任者としての事務作業もありま
す。慣れるまではきちんとサポートします。

勤務地/上益城郡益城町田原の社員食堂
資格/栄養士または調理師で厨房経験がある方
給与/固給１８万円以上　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（契約社員）
採用人数/１０名程度（正職員）　勤務時間/８：３０～１７：１５　勤務地/熊本県内　休日/土・日・祝
他当組合規定　給与/当組合規定　賞与年２回　社会保険等完備　応募用紙/本所、各支所及
び出張所に常備　※締切９月６日金　※詳細は、当組合ホームページ（www.nosai-
kumamoto.or.jp）又は当組合本所、各支所及び出張所に職員採用試験案内を準備

農業保険法等に基づく営業業務・事務

緯0964‐25‐3200

熊本県農業共済組合　本所
熊本市南区城南町舞原４５１‐６

内　容/ホテル内での設備の
監視・保守・修理作業

勤務地/熊本市中央区水道町
市電水道町より徒歩５分

資　格/ビルメンテナンス経験
者優遇
第二種電気工事士等

固　給/１９万円～
※別途手当・交通費あり

時　間/９：００～翌８：５９
※ローテーション勤務

休　日/月１０日程度
応　募/下記TELへお問い合わ

せ下さい
㈱九州ダイケン

〒８１２‐００１８　福岡市博多区住吉２‐２‐１　８F
緯092‐271‐5063

設備管理（正）
◎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

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

オープニングスタッフ募集 !!
資格／保健師　１名・主任介護支援専門員　１名
固給／本会規程により　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正職員募集

緯0964‐32‐1316（担当/総務課　宮川）

宇城市社会福祉協議会
宇城市松橋町豊福１７８６

採　　用/令和２年４月１日付け　若干名
給　与　等/固給１７０,１００円～、扶養・住居・通勤等諸手当有、

賞与年２回、退職金制度有
応募条件/平成３年４月２日以降の生まれで、次のいずれかに

該当する方
①４年制大学卒業の方（令和２年３月卒業見込可）
②社会福祉士資格を有する方（学歴不問）

試　　験/１次試験９月２２日日
応募受付/９月４日水まで（当日消印有効）
応募書類/試験案内、受験申込書等は本会ホームページか

らダウンロードできます。

社会福祉法人　熊本県社会福祉協議会
熊本市中央区南千反畑町３‐７　熊本県総合福祉センター５階

緯096‐324‐5454

正職員募集（福祉活動推進一般事務）

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

給与／時給９００円　時間／６：００～１０：００　※年末年始　５月連休後は休み
待遇／研修期間有、制服貸与　車・バイク通勤ＯＫ（駐車料金無料）
　　　夏・冬金一封有　◎３０～６０代のスタッフ活躍中　！　Wワーク可
応募／まずはお気軽にお電話下さい（詳細面談）　履歴書持参

ホテル朝食の調理スタッフ募集

緯096‐322‐2211　

レストラン肥後菊
熊本市中央区下通１‐７‐１８　ホテルサンルート熊本４F

※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

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。

日本郵政スタッフ株式会社
熊本市中央区大江３‐１‐６６

錆0120‐773‐505

短期事務スタッフ１６００名大募集。８月　内定者には特典あり。

勤務地／Ａ　熊本駅前センター（西区春日１‐１２‐１０）
Ｂ　九州ＢＰＯセンター（中央区大江３‐１‐６６）

職　種／①データ入力（時短）②データ入力③書類運搬④書類点検
⑤電話照会
職種によりご希望の勤務地に沿えない場合があります

時　給／①９００円②１,０００円③９５０円④１,０００円～１,１００円⑤１,３００円
（研修時給７７０円/２日～６日間程度）

時　間／①１０：００～１４：００　②～⑤９：００～１８：００
期　間／①１０月中旬～１か月程度

②～⑤１０月中旬～最長１.５ヵ月
待　遇／自転車・バイク通勤ＯＫ
資　格／年齢・経験不問
その他／すべての班において繁忙に伴い

残業・休日出勤の可能性有

８月中に内定し、契約最終日まで働いた方にはボーナス３,０００円支給
二次元バーコードからもご応募可能です
お早目のご応募お待ちしてます！

募集／３５歳以下で　ビル保守管理業務経験者
給与／当社規定によります
手当／住宅手当、通勤費補助、食事代補助
昇給／年１回　賞与／年２回（６月、１２月）
勤務／熊本・上通町　びぷれす熊日会館
休日／毎月「日曜祝日＋３日」（年間１０５日）
休暇／夏季休暇、リフレッシュ休暇、年次有給休暇、永年勤続休暇など
応募／応募書類（履歴書及び職務経験、取得資格）を下記宛先まで送付してください。

応募の秘密は厳守します。面接日は後日通知します。入社時期は個別に相談します。

〔郵送・問い合わせ先〕　株式会社　熊日会館
〒８６０‐８５３６　熊本市中央区上通町２番３３号
緯096‐327‐2050

ビル管理正社員募集
熊本であなたの今までの経験をいかしてみませんか


