アルバイト生の送迎ドライバー

調剤薬局薬剤師パート

急募！ 勤務地/中央区 資格/要普免（８人乗車）
時給/１,
０００～１,
２５０円 時間/①１５時～②１６時～
③１７時～④２４～２６時（応相談）※各時間帯１～
１.
５h 複数勤務可 年齢不問 出張面接OK

時給/２,
４００～２,
６００円 交通費支給 車通勤可
時間/
（月金）９：００～１８：３０（火木）９：００～１８：００
（水土）９：００～１２：３０ ※日数・時間共に応相談
面接随時。まずはお電話を ０８０‐５２４３‐２０５１

株式会社リープ

㈲わたなべ薬局

東区神園２
‐１
‐１
７ アップスクアトロC

菊池郡菊陽町津久礼２３
７６
‐３

緯096‐273‐9489（担当/岡本） 緯096‐232‐5673

農業スタッフ（若干名）

受付医療事務

内容/農作業（花の手入れ、草刈り作業等） 時間/月火木金 ８時半～１７時半 水土 ８時半
時給/９５０円～ 身体を動かす事が好きな方 ～１２時半 給与/当院規定 休日/日祝・盆・正月
勤務/週３～４日ＯＫ（出勤日は応相談）
委細面談 詳細はハローワークを参照下さい。
時間/１日６時間程度（９：００～１６：００等）
医療法人社団 原口会

ＧＳスタッフ ６０歳以上の方歓迎

ＧＳスタッフ ６０歳以上の方歓迎

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／８８０円＋ガソリン代支給
勤務／月１０～１５日程度 シフト制

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／８８０円＋ガソリン代支給
勤務／月１０～１５日程度・シフト制

㈲オー・エス収集センター 原口循環器科内科医院 ㈲木下石油セルフ空港店 ㈲木下石油セルフ川尻店
熊本市北区楠野町１０４
６‐
２

緯096‐245‐0110

熊本市東区保田窪２丁目１
‐
４

菊池郡菊陽町辛川４
９
６
‐
３

電子部品 組み立て・梱包作業

電子部品の内職

好時給/半導体製造

PC操作得意な方

給与/完全出来高制
内容/電子部品組立・半田作業
その他/菊池市 森北工業団地
内へ日々の納入有り

時給１,
２８０円＋交通費☆さらに深夜割増あり
勤務地/菊池郡 時間/３交替 年齢/５３歳迄
未経験男女多数活躍中/大量増員 残業：月
平均１５ｈ、簡単軽作業 研修充実で安心

一般事務とシステム補助 勤務地/熊本空港近く
時給/１,
１００円＋交通費 時間/９：００～１７：４５ 土日
祝休み 年齢/４０歳位 すぐに働けます。※詳細は
お気軽に！ お電話でお問い合わせください！

託児スタッフ募集

熊本県菊池市森北１
８１２
‐２５

熊本県菊池市森北１８１
２‐２５

菊池郡菊陽町光の森７丁目１
４
‐
２

菊池郡菊陽町光の森７丁目１
４
‐
２

緯0968‐24‐5511

緯096‐233‐3010

緯096‐233‐3010

【パートタイム】金森医院・給食調理スタッフ
年齢不問・未経験も歓迎！ 採用お祝金支給
内容／医院・介護施設に提供する給食業務
時間／６時～１５時、
９時～１
８時、
１
０時半～１
９時半
時給／８
５
０円～１,
０
００円 昇給・賞与有 休日／年間１
０５日

勤務地/宇城市松橋町久具６９１番地
職種/看護補助
給与/固給１５万円～
※介護福祉士は１６万円～
※当法人規定による※経験等考慮有
待遇/交通費、諸手当有
賞与年２回・昇給有（前年度実績）
時間/８：３０～１７：３０（６０分休憩有）
シフト制のため、上記は一例です。
休日/年間休日１２１日、週休２日制
年末年始休、リフレッシュ休暇有
資格/不問
応募/電話連絡後、履歴書郵送
詳細は当院ＨＰをご参照ください

社会医療法人黎明会 宇城総合病院
宇城市松橋町久具６
９１番地

緯0964‐32‐3111 担当：事務次長 小野

くまリクウェブサイト

熊本市中央区安政町１番６号 桑本ビル５階

熊本市西区小島５
‐
１
６
‐
２
６

緯096‐329‐1511

からしま小児科

上益城郡嘉島町上島９６１
（イオンモール近く）

緯096‐276‐6687 緯096‐235‐6333 担当/辛嶋

洗車係（洗車・車内清掃・店舗間車両回送）

軽ドライバー
（業務委託）
募集

【男女不問】テレアポスタッフ【未経験ＯＫ！】

勤務地/①南高江店②八代店 資格/普通免許（ＡＴ限定不可）
「郵便物取集」３０～６５歳活躍中！/週払い可 職種/市内郵便ポストから郵便物の取集
入社祝金５万円支給!
（
!規定有）年齢・業界経験不問です★全国CM放映中★
時給/①１,
０００円②８００円 時間/
１０：００～１７：００
（休憩９０分）
および郵便局への持ち帰り業務 報酬/日額８,
２００～９,
７００円 休日/シフト制（週２～５日勤務）
職種/電話にて当社製品を案内するお仕事です。マニュアル完備
休日/水・第１・２・３火 年末年始 お盆 ＧＷ 年次有給休暇 待遇/車通 待遇/週払可、車持込歓迎、郵便局勤務経験者歓迎 時間/１２：００～２０：００（前後あり）
時給/
１,
２００円～３,
７８０円＋歩合＋報奨金 ※定年７０歳、幅広い年代活躍中
勤可（通勤手当有）応募/履歴書（写真添付）。まずはお電話ください。 応募/電話の上、履歴書（写貼）持参にてお越し下さい。業種/貨物軽自動車運送業・利用運送業 時間/
９時半～１８、
１７、
１６時選択可 応募/まずはお気軽にお電話下さい（Ｗｅｂ面談可）

医療法人社団金森会

熊本スバル自動車株式会社

国内ロジスティクス㈱熊本支店

緯096‐358‐3783

（採用係）
緯092‐719‐1870

男女従業員及びアルバイト可（３か月以上）

熊本市西区小島５
‐
１
６
‐
２
６

緯096‐329‐1511

看護師（パート）

（担当/
金子）
緯0964‐22‐0017

宇土市本町６丁目７番地

ホテルスタッフ[正社員・パート]

資格/保育士資格★年齢不問
時間/平日８：４０～１２：００
（週２～３日から）
時給/
１,
１００円＋交通費支給
土曜８：４０～１４：３０
（応相談）
時間/
１０時～１７時 勤務/毎週土曜日 時給/
１,
０００円～１,
２５０円
勤務地/熊本市南区近見
休日/日・祝日 待遇/交通費・賞与あり

ジヤスペック株式会社 ジヤスペック株式会社 キャリア・サポート㈱ キャリア・サポート㈱ 株コドモノイルクラシ
緯0968‐24‐5511

リフォームプランナー
給与／固給２０５,
３００円～２３７,
７００円
時間／１０：００～１９：００ 休日／日祝＋月２日
待遇／昇１賞２ 社保完 退職金制度有
委細面談。詳しくはくまリクをご覧下さい。

リボンガス株式会社 リボンガス株式会社

熊本市南区八幡５
‐１
７
‐
４
７

（本社） 緯096‐288‐2821
（本社）
緯096‐383‐3880 緯096‐288‐2821

時間／９：００～１７：３０
（応相談）
時給／９００円 休日／土日（社内日程有）
勤務地／菊池市 森北工業団地内
待遇／交通費別途支給、各種保完

看護補助募集！

業務管理・事務スタッフ
給与／月固１８０,
０００円～１９４,
３００円
時間／８：３０～１７：３０ 休日／日祝＋月２日
待遇／昇１賞２ 社保完 退職金制度有
委細面談。詳しくはくまリクをご覧下さい。

熊本市南区南高江１丁目２
‐
３
０

熊本市東区健軍３
‐
２
３
‐
３ Rコーポ２
０
２号

自宅を拠点に証明写真機の巡回・管理をするお仕事

㈱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 市電「辛島町電停」徒歩２分

（本社人事課）
緯06‐6981‐3914

ものづくり企業等合同求人面談会
主催：
（一社）
熊本県工業連合会

後援：熊本労働局

製造業以外の様々なジャンルの業種も含む
熊本県内３５社の優良企業が参加予定！
【と き】2021年 7月3日土 １
３：
００～１
７：
００

業界未経験の方
大歓迎！

【ところ】グランメッセ熊本 ２Fコンベンションホール

環境プラントの運転維持管理（正社員） 【対

上益城郡益城町福富1010

象】どなたでも！
中途・転職希望者及びアルバイト・
パート、新卒予定者（高校生除く）

異業種からの転職応援セミナー
12：30～13：00 （受付12：00～）
グランメッセ熊本 ２Ｆ大会議室
参加企業一言PRタイムもありますよ！

◯入場無料
◯年齢不問 ◯履歴書不要
◯入退場自由 ◯服装自由 ◯事前予約不要
◯スタンプラリーでQUOカードプレゼント
！
◯大規模駐車場完備！
◯担当者から直接話が聞けるチャンス！
説明を聞くだけでもOK
！

あつナビ就職フェアも
同時開催！

新型コロナ等感染症対策を講
じた上で実施いたします。
ご 来場の際は、常時マスクの
着用・体調管理などご協力を
お願いいたします。
尚、当日は会場入口にて検温
と手指の消毒を実施します。

あなたの適職がわかる！？

キャリアカウンセラーによる

無料適性診断コーナー

無料お仕事相談コーナー

お問い合わせは
お気軽にどうぞ！

一般社団法人
住所

熊本県工業連合会

熊本県熊本市東区東町３丁目１１
‐
３
８
緯096‐285‐8131 担当／冨永 受付／平日９～１７時

