
発行日：原則毎週木曜日 月 日

発行元：　　ハローワーク熊本（熊本公共職業安定所）雇用促進部門

　　〒862-0971　熊本市中央区大江6-1-38　TEL096-371-8609
求人の年齢制限について・・求人の年齢制限は禁止されていますが、厚生労働省令に定められた例外事由に該当する場合のみ制限が可能となっています
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令和4年9月22日号 828vol.

令和4年9月13日～令和4年9月16日 の受理求人です。

29次回発行予定日：

① ハローワークの求人検索パソコンで求人票を閲覧し、内容確認する。

② 応募したい求人の求人番号をメモする。ハローワークの相談窓口に

求人番号を伝え、求人票により内容確認する。

③ 自宅のパソコン、スマホ等で求人票の内容確認する。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
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越
し
く
だ
さ
い

求人情報誌

ハローワーク熊本

熊本市内の法人を対象に自社商品の紹介

ルート営業（社用車使用）

求人内容（条件等）の確認方法

○詳しい内容は求人票をご確認いただくか、ハローワーク窓口にお問い合わせください。

○文字数制限によりすべてを表示できない箇所があります。

○本誌掲載後に、採用などで募集が終了している場合や求人条件が変更されている場合があります。

○加入保険は勤務時間等によっては加入できない場合があります。

○労働条件については、面接時か採用通知が来た時に必ず求人者と再確認を行ってください。

○事業所の電話番号に直接のお問い合わせはご遠慮ください。

ご注意ください！ ！

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

マイページを開設していると更に便利に♪
※詳しくは裏面へ

↑または↓

または→ハローワークインターネットサービス

週刊

【ご利用について】
気になる求人がありましたら、次のいずれかの方法で求人票にて内容（条件等）を確認して

いただき、応募希望の場合は、ハローワーク窓口でご相談ください。

求人番号 43010‐00000000



https://www.hellowork.mhlw.go.jp/



実践コース

訓練実施機関名 訓練科名
募集

開始日
募集

終了日
訓練

開始日
訓練

終了日
自己負担
の額合計

訓練実施施設名 実施施設所在地

キャリア教育プラザ（株）
医療事務科（ｅラーニン
グ）

8月29日 9月27日 10月19日 2月17日 15,715円 キャリア教育プラザ 熊本研修センター 熊本市東区健軍

（一社）キャリア育成振興協会
トータルエステティシャン・
セラピスト養成科

9月5日 10月4日 10月26日 1月25日 15,565円 キャリプロ・ラボ 菊池郡菊陽町光の森

（資）パン物語 製パン科 9月20日 10月19日 11月10日 5月9日 12,705円 パン物語  Ｂａｋｉｎｇ Ｓｃｈｏｏｌ 熊本市東区戸島西

キャリア教育プラザ（株）
Ｗｅｂ・映像クリエイター養
成科（ｅラーニング）

10月3日 11月2日 11月25日 4月24日 9,988円 キャリア教育プラザ 熊本研修センター 熊本市東区健軍

（有）アトム開発 ホームページ企画科 10月11日 11月9日 12月1日 5月31日 14,344円 アトムぱそこん教室  くまなん校 熊本市南区江越

（株）ティムステクノロジー Ｗｅｂ・パソコンオフィス科 10月11日 11月9日 12月1日 2月28日 12,870円 （株）ティムステクノロジー 宇土市高柳町

（株）大福
エステティシャン・ネイリス
ト養成科

10月18日 11月17日 12月9日 3月8日 14,949円 福屋未来企画 美容家育成学校 熊本市中央区水道町

キャリア教育プラザ（株）
医療事務科 （ｅラーニン
グ）

10月31日 11月29日 12月20日 4月19日 15,715円 キャリア教育プラザ 熊本研修センター 熊本市東区健軍

キャリア教育プラザ（株）
Ｗｅｂ・映像クリエイター養
成科（ｅラーニング）

11月4日 12月2日 12月23日 5月22日 9,988円 キャリア教育プラザ 熊本研修センター 熊本市東区健軍

（株）メイコー Ｗｅｂ・オフィス基礎習得科 11月4日 12月2日 12月23日 3月22日 15,180円 （株）メイコー 熊本市中央区南熊本

　
            ※熊本労働局ホームページで下記の内容が確認できます。

　　　　　　　　　　　　　①訓練内容：熊本労働局HP→職業訓練→職業訓練一覧

　　　　　　　　　　　　　②説明会日程：熊本労働局HP→職業訓練→職業訓練説明会日程表

　　[お問い合わせ先]　ハローワーク熊本　訓練窓口　TEL：０９６－３７１－８３０３・８２６３

◆ハロートレーニング（求職者支援訓練）のご案内◆

　※求職者支援訓練は一度の訓練窓口相談では申込みができません。数回の窓口相談を経てハローワークが訓練受講の必要性
を認めてからの受講申込となります。
　詳しくは住所管轄ハローワークの訓練窓口までご来所のうえご相談ください。

ハロートレーニング（求職者支援訓練）認定コース情報

令和4年9月20日　現在

*ハローワーク熊本*　　　　　　　　令和4年　10月 11月 12月　開講分

雇⽤保険を受給できない求職者（特定求職者）の⽅が就職活動をする中で、ハローワークが必要と認めた場合、無料で職業訓練を受講
することができ、かつ訓練受講中に⼀定の要件を満たす場合には、給付⾦（職業訓練受講給付⾦）を受給できる制度であり、社会⼈と
しての基礎的能⼒及び短時間で習得できる技能等を習得する「基礎コース」と、就職希望職種における職務遂⾏のための実践的な技能
を習得する「実践コース」があります。
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トラックドライバー
就職相談会

ハローワーク熊本

会 場 熊本公共職業安定所
３階会議室

日 時
令和４年 ９月２８日（水）

令和４年 １０月７日（金）

参 加 事 業 所

9:30

11:00

～

◆株式会社 九州アイエヌライン

◆株式会社 ミノル運送

◆株式会社 ファミリー八興

（戸島営業所）

◆久山流通運輸 株式会社

（熊本営業所）

１０/７（金）

（直接会場にお越しください）

熊本公共職業安定所 人材確保対策コーナー TEL096-371-8610

共催：公益社団法人熊本県トラック協会 熊本市 熊本労働局

※  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。また、当日会場にて参加票に氏名・連絡先の記入を

していただきます。発熱・咳等の風邪症状がある場合は恐れ入りますが参加をご遠慮ください。

※ 新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては相談会を延期または中止する場合があります。

その場合はハローワーク熊本内の掲示、熊本労働局ホームページにてお知らせいたします。
熊本労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/home.html（イベント情報をご覧ください）

事業所の方と直接、就職について相談できます。お気軽にご参加ください。
雇用保険受給中の方は求職活動実績になります。

履歴書不要服装自由予約不要

９／２８（水）

◆九州産交運輸 株式会社

◆株式会社 大福物流

（戸島営業所、甲佐営業所）

◆株式会社 サンエックス

（小山営業所、菊陽営業所）



申込み・お問合せ先 マザーズハローワーク熊本 ＴＥＬ０９６-３２２-８０１０ 

マザーズハローワーク熊本  

         

仕事と子育ての両立を希望している子育て中の方を対象にした 

再就職準備にあたってのセミナーを開催します。 

日  時：令和４年９月２９日（木） １０：００～１２：００ 

会  場：熊本県民交流館パレア１０階 会議室９ 熊本市中央区手取本町8-9テトリアくまもと内 

申込条件：再就職を希望する子育て中の方（１８歳までの子供さんを子育て中の方） 
       ※ハローワークにご登録されていない方も申込可能です        

定  員：２０名（先着順・要予約） 

申込受付：８月２２日（月）から定員に達する迄 

申込方法：マザーズハローワーク熊本 窓口または電話でお申込み下さい☎０９６-３２２-８０１０ 

         ※参加申込後のキャンセルは必ずご連絡下さい 

【講 習 内 容】10:10～10:50 再就職に向けての準備、ﾏｻﾞｰｽﾞﾊﾛｰﾜｰｸ熊本の活用について 

 再就職のための職業訓練、資格取得について 

11:00～11:50 保育サービスの現状と保育サービス情報等について 

【持参するもの】筆記用具 

（雇用保険受給者の方は求職活動としてカウントされます。活動印を押印しますので「雇用保険受給資格

者証」をお持ちください。） 

 

・０歳児の託児はありませんのでセミナー会場に同伴、１歳以上～就学前の子供さんは別室で託児を 

行います。ただし、コロナ感染状況によっては、１歳以上の子供さんもセミナー会場に同伴してい 

ただく場合があります。 

・託児を希望される場合は、９月１６日までにお申込みください。（託児人数には制限があります。） 

キリトリ線 
セミナー受講申込書 （開催日 ９/２９）   受付番号     

ふりがな 

氏  名 

 

 

連絡先(自宅・携帯) 

☎    ‐    ‐     
年齢   歳 

住  所 
〒   ‐ 

                    （求職番号      ‐         ） 

託児希望の方は○印をお付け下さい 有（    名）     ・   無 

託児希望の場合 

お子さんの名前・年齢 

ふりがな  

歳  ヶ月 

ふりがな  

            歳  ヶ月 

 

託児有（要予約） 
対象年齢１歳以上～ 

就学前まで 



14:00~1810月 日 火 10
名

定員

予約制
先着順

熊本公共職業安定所 人材確保対策コーナー 熊本市中央区大江6-1-38 TEL096-371-8610

※  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加の際はマスクの着用をお願いします。発熱・咳等の風邪症状がある場合は

恐れ入りますが参加をご遠慮ください。

※ 新型コロナウイルスの感染状況によっては、見学会を延期または中止する場合があります。

バス運転士
お仕事見学ツアー

おとなの社会科見学！
希望の方はバスの運転体験※もできます！

※要普免

◆申し込み先

ハローワーク熊本人材確保対策コーナー

窓口、またはお電話にて前日までにお申し込みください。

ただし定員になり次第締め切ります。

普段は見られないバスの営業所の中をハローワーク職員と一緒に
見学してみませんか。
バス運転士のお仕事に興味のある方、異業種からの転職を考えら
れている方、経験・未経験を問わず、どなたでも参加できます。
＊雇用保険受給者の方は求職活動実績になります。

ハローワーク熊本

◆場 所
熊本電気鉄道株式会社 辻久保営業所
合志市合生4195-1（現地集合、現地解散）

◆内 容
★現役運転士との座談会

転職のきっかけは？ なぜバス運転士を志したの？
どんなときに仕事のやりがいを感じますか？
養成制度で免許を取得した感想は？他、いろいろ訊いてみよう！

★バス営業所の設備見学
休憩室や点呼の様子など、営業所内を見学！

★バスの操作体験
乗降口の扉の操作や、運転体験

★ご希望に応じ、見学後に個別の相談もＯＫ！

(１時間半程度)

096-371-8610



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市⻄区
不問

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30954521 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 10:00～19:00

看護師
⽉額換算 170,380〜230,340 所在地 9:00～18:00 准看護師

正社員
職
種
看護職員 変形(1ヶ月単位)

7:00～16:00

熊本市⻄区
社会福祉法⼈愛誠会(特別養護⽼⼈ホー
ム⼩島苑)

熊本市⻄区⼩島５丁⽬１５番４５号
096-329-3100

常⽤

老人ホームでの看護･介護業務･入居者状態の観

察、体調管理･配薬、与薬･処置、介助など

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30904421 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 0:15～9:00

看護師
⽉額換算 185,267〜310,000 所在地 16:30～0:30

職
種
看護師(⻘翔苑) 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:00

医療法⼈⾦澤会

熊本市⻄区島崎２丁⽬２２−１５
096-354-1731

常⽤

○通所３８名、入所５８名の老人保健施設(要介護

３程度)における看護業務＊新卒、経験の少ない

方、現場から離れていた方等、プリセプター制度

や教育プログラムを導入し、入職後のフォロー

アップ制度も充実しています。＊職員研修、セミ

正社員

179,000〜195,000 所在地 9:00～12:30

正社員熊本市 他

職
種

⽉額換算

医療法⼈湧志会宮脇クリニック

熊本市中央区出⽔５丁⽬１１−２４−１
096-366-3181

常⽤

＊外来受付＊医療事務業務全般※受付は正社員３

人体制で行っております。

64歳以下 就業場所：

准看護師9:30～18:30

必須
年齢：
職
種
販売(熊本市)(スポーツシュー
ズ･スポーツ⽤品の⼩売)

変形(1ヶ月単位)

正社員

求⼈番号： 43010-30452521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣

不問
年齢： 35歳以下 就業場所： 求⼈番号： 27020-60675421 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇：

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 188,000〜300,000 所在地

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30439621 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

職
種
看護師⼜は准看護師(急募) 交替制あり 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

医療法⼈三和会三和クリニック

熊本市⻄区城⼭下代３丁⽬６番１号
096-329-6777

常⽤

･診療介助･電気治療介助･注射(予防接種を含む)･
薬局業務

熊本市⻄区

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 10:00～19:00

看護師

正社員熊本市⻄区
必須

不問
年齢： 59歳以下

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30808421 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間：

熊本市⻄区

常⽤
2⼈ 雇⽤形態：

休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間：

職
種
ＳＥ(システムエンジニア)
ＰＧ(プログラマー)

普通⾃動⾞免許

熊本市⻄区春⽇１丁⽬１２番３号
096-326-0333

常⽤

○システムの設計･開発(業務系･ＷＥＢ系)○システ

ムの運用･保守○インフラ構築＊独立系のため取引

先･開発分野は多岐にわたります。大手メーカー･

地場優良企業(金融･製造･通信等)･自治体･大学

等、常時４０～５０のプロジェクトが進行中。そ

＊一般土木施工作業その他の施工補助に係る作業

全般になります。･現場において土木工事を主と

して、資材等の移動、運転補助。･それらに付随

する作業工事等。･現場は主に宇土、熊本市近郊

になります。◎応募の際は、ハローワークの紹介

64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5710121 採⽤⼈数：

所在地

3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

看護師
⽉額換算 236,800〜266,800 所在地 16:00～9:30

職
種

常⽤

病棟看護業務

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 0:15～9:00

准看護師
⽉額換算 168,721〜232,300 所在地 16:30～0:30

正社員

⽉額換算 160,000〜350,000

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 250,000〜300,000

8:45～17:30

ソフトウエアビジョン株式会社

8:30～17:30

医療法⼈⼭部会上代成城病院

熊本市⻄区上代２丁⽬２番２５号
096-356-1515

職
種
⼀般⼟⽊施⼯作業等 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

株式会社湊建設

熊本市南区富合町⽊原１７６５−４
096-357-2861

准看護師(⻘翔苑) 変形(1ヶ月単位)

正社員熊本市⻄区
あれば尚可

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30727321 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：
保険：

正社員

他(その他)

8:30～17:00

医療法⼈⾦澤会

熊本市⻄区島崎２丁⽬２２−１５

看護師 変形(1ヶ月単位)

9:00～18:00

正社員熊本市

TEL 9:00～13:00

正社員熊本市 他
あれば尚可

年齢：

求⼈番号：

熊本市⻄区
不問

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30956321 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 8:30～17:30

栄養⼠
⽉額換算

096-354-1731
常⽤

○通所３８名、入所５８名の老人保健施設(要介護

３程度)における看護業務＊新卒、経験の少ない

方、現場から離れていた方等、プリセプター制度

や教育プログラムを導入し、入職後のフォロー

アップ制度も充実しています。＊職員研修、セミ

就業場所： 求⼈番号： 43010-30905321 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

職
種

雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-329-5561
常⽤

建物を建てる際の工事に必要な電気を設備する仕

事です建設現場での電気設備工事･施工管理業務

全般･運送会社の社屋設備、メンテナンス業等が

あります

熊本市⻄区
不問

年齢：

⽉額換算 195,000〜222,000 所在地

所在地

職
種
電気⼯事作業員 変形(1年単位)

8:00～17:00

株式会社環境ミネルバ

熊本市⻄区城⼭下代４丁⽬５−８

職
種
栄養⼠ 変形(1ヶ月単位)

6:00～15:00

社会福祉法⼈愛誠会(特別養護⽼⼈ホー
ム⼩島苑)

熊本市⻄区⼩島５丁⽬１５番４５号
096-329-3100

常⽤

老人ホームでの調理業務※勤務表の作成、献立表

の作成、カロリー計算、各種報告書の作成およ

び、調理･盛付け業務等162,300〜258,200 所在地 9:30～18:30

11:00～20:00

株式会社ステップスポーツ事業部

⼤阪府⼤阪市北区茶屋町１４−１３
06-7711-5151

常⽤

ランニング･陸上競技のシューズ･アパレル販売※

陸上経験者優遇

雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 205,000〜356,950 所在地

医療事務

59歳以下 就業場所： 43010-30456921 採⽤⼈数：

　　　パート求人は24ページから 1



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市⻄区
あれば尚可

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30554721 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 185,000〜300,000 所在地

職
種
デイサービス介護職/レッツリ
ハ！⽥崎店

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

株式会社桜⼗字

熊本市南区御幸⽊部１丁⽬１番１号
096-378-1111

常⽤

桜十字の新感覚リハビリジムでは、ご利用者様の

「したい」を「できる」に変えていくお手伝いを

しています。「またゴルフがしたい」「ひとりで

不安なく買い物ができるようになりたい」「犬の

散歩を再開したい」など利用者さまが理想として

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30683121 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
⽉額換算 151,330〜193,832 所在地 介護職員初任者研修修了者

職
種
介護職 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

株式会社三和

熊本市⻄区上代３丁⽬２−４８
096-247-6330

常⽤

○通所介護所(定員４０名)における介護業務･レク

リエーション･入浴、排泄、食事の介助･記録･送

迎など※送迎エリア：片道２０分前後(社用車使

用)

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30460521 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 167,200〜177,200 所在地 16:00～9:30

職
種
介護職員 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

医療法⼈⼭部会上代成城病院

熊本市⻄区上代２丁⽬２番２５号
096-356-1515

常⽤

グループホーム内での介護業務

正社員熊本市⻄区

正社員熊本市⻄区
あれば尚可

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30461421 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

正社員熊本市⻄区

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30457121 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

介護福祉⼠
⽉額換算 179,500〜189,500 所在地 16:00～9:30

職
種
介護福祉⼠ 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

医療法⼈⼭部会上代成城病院

熊本市⻄区上代２丁⽬２番２５号
096-356-1515

常⽤

グループホーム内での介護業務

介護福祉⼠
⽉額換算 154,000〜166,000 所在地 16:00～9:30

職
種
介護福祉⼠ 変形(1ヶ月単位)

雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

介護⽀援専⾨員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
⽉額換算 197,408〜249,720 所在地

職
種
ケアマネージャー(居宅) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

社会福祉法⼈愛誠会(特別養護⽼⼈ホー
ム⼩島苑)

熊本市⻄区⼩島５丁⽬１５番４５号
096-329-3100

常⽤

居宅介護支援事業所でのケアマネージャー業務全

般です。･ケアプランの作成および相談業務･ご家

族やサービス事業者との連絡調整･介護保険の給

付管理など

8:30～17:30

正社員熊本市⻄区

正社員熊本市⻄区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-31027521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽉他(毎週) 雇⽤期間：

必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30953221 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週)

正社員

⽉額換算 200,000〜230,000 所在地

正社員熊本市⻄区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13070-60853621 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 又は9:00～8:59の

間の8時間程度

知識･経験：

医療法⼈⼭部会上代成城病院

熊本市⻄区上代２丁⽬２番２５号
096-356-1515

常⽤

病棟での看護助手、介護業務

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

変形(1ヶ月単位)

9:45～19:15

医療法⼈笠岡会

熊本市北区武蔵ケ丘４丁⽬１７
096-348-1700

常⽤

･アミュプラザ熊本５Ｆにある眼科クリニックで

の受付･事務および検査補助のお仕事です。･基本

的にコンタクトレンズを作りにみえられる患者さ

んが多いのですが、日曜日はケガ等の急患対応が

必要な患者さんもみえられます。優先順位をつけ
知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 15:15～19:15

⽉額換算 160,000〜212,000 所在地 9:45～14:15

職
種
受付･事務･検査補助

正社員熊本市⻄区

職
種
営業職 普通⾃動⾞免許株式会社藤本物産

熊本市⻄区⽥崎町４１４−１２
096-354-1335

常⽤

○小売店への青果物卸売営業

⽉額換算 220,000〜350,000 所在地 13:00～22:00

熊本市⻄区
あれば尚可

年齢： 39歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30405921 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 6:00～17:00の間の

8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 20:00～5:00

職
種

⽉額換算 180,000〜242,000 所在地

職
種
事務

必須
就業場所： 求⼈番号： 43010-31049021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：

休⽇： ⼟⽇祝他(毎週)

1⼈ 雇⽤形態：
休⽇：

年齢： 59歳以下 正社員熊本市⻄区
雇⽤期間： 知識･経験：

9:00～18:00

株式会社ＩＭＳ

熊本市⻄区春⽇１丁⽬１４−２
096-355-5100

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30819921 採⽤⼈数：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

８９売場責任者･売場責任者候
補スタッフ

交替制あり

10:00～19:00

株式会社ドン･キホーテ

東京都⽬⿊区⻘葉台２−１９−１０
03-5725-7532

常⽤

まずは、商品カテゴリー毎に分かれた７つのＭＤ

のいずれかの担当となり，先輩社員や売り場責任

者と一緒に基本業務の習得をしていただきます。

商品知識の習得、商品ディスプレイ･陳列の工

夫、発注業務、空間の演出など商売のイロハを学

常⽤

･顧客管理システムの操作(入力)･お客様へのサ

ポート･月次作業･書類作成･電話、メール対応＊

出張する場合あり

正社員

職
種
計量器検査及び保守点検 普通⾃動⾞免許熊本市計量保全会

熊本市⻄区上⾼橋２丁⽬１６−２５
096-329-3248

常⽤

計量器検査補助員として、分銅類(２０ｋｇ以内)
の運搬業務を主体に「はかり」に関するメンテナ

ンス、量目検査を補助して頂きます。＊エリア：

主に熊本市内熊本県内一円に作業場所があり、社

有車に乗り合わせての行動となります。

140,000〜140,000 所在地

⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 8:00～18:00の間の
8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算

熊本市⻄区

　　　パート求人は24ページから 2



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 200,000〜327,060 所在地

9:30～18:30

職
種
調理員 変形(1ヶ月単位)

6:00～15:00

社会福祉法⼈愛誠会(特別養護⽼⼈ホー
ム⼩島苑)

熊本市⻄区⼩島５丁⽬１５番４５号
096-329-3100

常⽤

老人ホームでの調理業務＊簡単な調理作業

正社員熊本市⻄区

正社員熊本市⻄区
不問

年齢： 32歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13040- 6531922 採⽤⼈数：

正社員熊本市⻄区
必須

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30585921 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 223,100〜311,500 所在地 10:00～20:00 美容師

職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット ⽥崎店

変形(1ヶ月単位)

9:00～19:00

有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

正社員熊本市⻄区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30907921 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 0:15～9:00

⽉額換算 167,639〜220,400 所在地 16:30～0:30

正社員
職
種
介護職員(⻘翔苑) 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:00

熊本市⻄区
医療法⼈⾦澤会

熊本市⻄区島崎２丁⽬２２−１５
096-354-1731

常⽤

○通所３８名、入所５８名の老人保健施設におけ

る介護業務

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30906621 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 0:15～9:00

デイサービスセンターでの介護業務※１日２０名

前後のご利用者を、５～６名のスタッフで対応レ

クレーション、送迎、入浴等の通所介護業務全般

になります。※送迎は西部地区中心に片道３０分

エリア(軽、普通の社用車)会社とともに成長した

介護福祉⼠
⽉額換算 172,730〜290,300 所在地 16:30～0:30

正社員
職
種
介護福祉⼠(⻘翔苑) 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:00

熊本市⻄区
医療法⼈⾦澤会

熊本市⻄区島崎２丁⽬２２−１５
096-354-1731

常⽤

○通所３８名、入所５８名の老人保健施設におけ

る介護業務＊新卒、経験の少ない方、現場から離

れていた方にはプリセプター制度を導入し、入職

後のフォローアップ制度も充実しています。＊研

修制度、セミナー等への出張制度(全額法人負担)

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30849521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

理容師
⽉額換算 201,400〜289,900 所在地 美容師

正社員熊本市⻄区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30602821 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

美容師
⽉額換算 201,400〜289,900 所在地 理容師

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ1級

介護福祉⼠
⽉額換算

正社員熊本市⻄区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30458021 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

介護職員初任者研修修了者
⽉額換算 143,200〜155,200 所在地 16:00～9:30

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

7:30～16:30

社会福祉法⼈熊本厚⽣事業福祉会はなぞ
のケアセンター

熊本市⻄区花園７丁⽬２５−２３
096-359-3399

常⽤

○ご利用者の介護業務･入浴、排泄、食事介助･身

の回りの世話など※経験豊富なスタッフが丁寧に

サポート致します。

職
種
看護助⼿ 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

医療法⼈⼭部会上代成城病院

熊本市⻄区上代２丁⽬２番２５号
096-356-1515

常⽤

病棟での看護助手、介護業務

195,000〜265,000 所在地 社会福祉⼠

職
種
介護職員 普通⾃動⾞免許

8:15～17:15

株式会社インターケア

熊本市中央区島崎１丁⽬３２番１８号
096-326-3980

常⽤

9:00～17:50

熊本市⻄区

ローレルバンクマシン株式会社

東京都港区⻁ノ⾨１−１−２
03-3502-1357

常⽤

(先進保守で社会に貢献！)主に金融業界、流通業

界にて貨幣処理機の定期点検、修理、導入作業な

どによって社会生活基盤を支えます。◎年間休日

１２０日◎平均勤続年数２０年◎定着率９７％◎

残業２０Ｈ以内◎土日祝休(点検業務)定期点検に

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30595021 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

職
種
美容師･理容師/サンキュー
カット 上熊本店(Ｃ) 9:00～18:00

有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカットおよびそれに付随する店舗業務(当
店はフランチャイズ本部の直営店です)＊シャン

プー等がないので、手荒れや腰痛でお悩みの方も

安心です。＊技術に不安がある方も充実した研修

で、当店が責任をもってプロに育成します。

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30951721 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 8:30～17:30

⽉額換算 147,300〜223,592 所在地

正社員熊本市⻄区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30965621 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 10:30～19:30

介護職員初任者研修修了者
⽉額換算 187,040〜212,000 所在地 8:15～17:15 介護職員実務者研修修了者

職
種
介護職〔正社員〕

正社員

職
種
カスタマーエンジニア(お⾦を
数える機械メンテナンス)熊本

普通⾃動⾞免許

職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット ⽥崎店(Ｃ)

変形(1ヶ月単位)

9:00～18:00

有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

⼤型⾃動⾞免許
⽉額換算 186,300〜186,300 所在地

雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

AT限定不可

不問

７ｔ冷凍⾞ルートドライバー
12:00～21:00

株式会社本⼭運送

熊本市⻄区⼆本⽊２丁⽬４番２８号
096-354-1388

常⽤

□食品配送週３日夜間コースカゴ台車で積み降し

作業していただきます。配送エリア：熊本から宮

崎

職
種

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30923921 正社員熊本市⻄区 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他)

　　　パート求人は24ページから 3



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

就業場所： 求⼈番号： 43010-30936821 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

正社員熊本市中央区
あれば尚可

年齢： 62歳以下

正社員就業場所： 求⼈番号： 43020- 5097321 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜300,000 所在地

職
種
システムエンジニア 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

株式会社⼤環

⼋代市袋町１−４５
0965-35-2858

常⽤

･浄水処理場、下水処理場の制御試験･ビル管理★
当初１～３年間は沼津工場で研修を受けていただ

きます。その間は(在籍出向)となります。その

後、当社へ戻り、西日本、関西各地にある事業

所、現場に出向いての作業となります。希望があ

熊本市中央区 他
不問

年齢： 40歳以下

正社員

所在地 1級⼟⽊施⼯管理技⼠

職
種
現場監督(⼟⽊) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00

株式会社⼤豊

熊本市中央区新⼤江２丁⽬１２−１
096-273-6595

常⽤

○県内の官公庁及び民間発注の土木工事(道路工

事、宅地造成等)での管理をしていただける監督

を募集します。業務内容は、工事現場での書類作

成や現場での指揮･監督業務、また、発注者との

打ち合わせも行っていただきます。※書類作成で

職
種
配管⼯ 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00

昭榮設備株式会社

熊本市⻄区上⾼橋１丁⽬３−１７
096-354-0700

･住宅給排水設備工事･配管布設工事＊現場エリ

ア：熊本県内(社用車使用)

職
種
現場作業員

職
種
施⼯管理技⼠ 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

正社員

熊本市中央区
あれば尚可

8:00～17:00

 ムラカミ⼯業株式会社

熊本市中央区島崎１丁⽬１６番２２号
096-297-8495

常⽤

○舗装工事･一般土木工事に伴う作業全般＊集合場

所は各現場になります。＊エリア：主に熊本市及

び近郊(基本、社用車使用)※トライアル雇用併用

求人(Ｒ４．９．１５受理)

普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00

有限会社⼭内建設

熊本市⻄区池⽥２丁⽬２０−１０
096-351-6816

常⽤

･民間の基礎工事及び外構工事･店舗の改装工事な

どエリア：主に熊本県内(社用車使用)

正社員熊本市中央区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30856821 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 195,000〜290,000

職
種
サポートセンター業務(ＩＴ
サービス) 9:00～18:00

株式会社フォルクスウェア

熊本市中央区中央街３番８号
096-312-1885

常⽤

ＩＴサービスの申込受付、及び操作方法等のサ

ポート業務･サービスの申込受付･サービスや操作

方法に関する電話･メールへの対応･問合せ対応･

操作マニュアル作成･更新･アプリ制作の進捗管理

･その他付随する業務等

正社員

所在地

■全国の自治体向けにソフトの開発から販売まで

行っております。■仕事内容(１)官公庁向け自社ソ

フトの電話での操作説明(２)官公庁向け自社ソフ

トの操作研修(社内･現地･ネットワーク)(３)データ

分析･データ入力等(４)商品梱包発送業務◎応募の

熊本市中央区

常⽤

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号：

⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 195,000〜340,000 所在地 8:00～15:00

⽉額換算 215,000〜387,000 所在地

正社員熊本市⻄区
必須

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30723821 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間：

43010-30748721 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
知識･経験：

熊本市⻄区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30830221 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇：

職
種
オペレーター(サポートセン
タースタッフ)

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

株式会社ティーユーシー

熊本市中央区⼋王寺町３０−１
096-237-6133

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30630621

2級⼟⽊施⼯管理技⼠
⽉額換算 200,000〜340,000

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間：

熊本市中央区
あれば尚可

年齢： 59歳以下

就業場所： 求⼈番号： 43010-30935721 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

1級造園施⼯管理技⼠
⽉額換算 195,000〜380,000 所在地 2級造園施⼯管理技⼠

あれば尚可休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算

正社員熊本市中央区
不問

年齢： 44歳以下

職
種
薬剤師 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市中央区

医療法⼈杉村会杉村病院

熊本市中央区本荘３丁⽬７番１８号
096-374-6262

常⽤

調剤薬局内における薬剤師業務･処方箋監査、調

剤、投薬など

不問
年齢： 62歳以下

就業場所： 求⼈番号： 43010-30573521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：

183,300〜269,950 所在地

常⽤

薬剤師
⽉額換算 341,666〜386,666 所在地 9:30～18:30

休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

正社員

雇⽤期間： 知識･経験：

正社員

就業場所： 求⼈番号： 43010-30885621

職
種
現場監督(造園) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00

株式会社⼤豊

熊本市中央区新⼤江２丁⽬１２−１
096-273-6595

常⽤

○県内の官公庁及び民間発注の造園工事での監督

を募集します。業務内容は、工事での書類作成や

現場管理業務です。また、現場管理業務では、発

注者との打合せ、施工の指揮･指導を行っていた

だきます。※書類作成では、パソコンを使用しま

⽉額換算 160,000〜200,000 所在地

看護師
⽉額換算 241,000〜271,000 所在地 9:00～13:00

職
種
看護師

9:00～18:30

⾏徳眼科

熊本市中央区内坪井町２−２
096-352-0269

常⽤

医師の指示による診察診療の補助･各種、目の検

査及び処置･手術助手･術前、術後のケア＊研修プ

ログラムあり

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

看護師
⽉額換算 239,000〜270,000 所在地 准看護師

正社員
職
種
准看護師(急募) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市中央区
合同会社Ｒｅｂｏｒｎ訪問看護ステー
ションヴォイス

熊本市中央区呉服町２丁⽬２８−２
096-277-1603

常⽤

精神疾患を持つ方への訪問看護サービスです。

(主な業務)･精神症状、全身症状の観察･服薬管

理、日常生活の援助･不安･悩みの傾聴、バイタル

測定など※身体的ケア(医療行為･身体介護)は殆ど

ありません。※２４時間体制なし(オンコールな

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30487321 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他)

　　　パート求人は24ページから 4



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

児童指導員/熊本市

就業場所： 求⼈番号： 37010-22988821

正社員

⽉額換算 189,167〜292,500 所在地 9:00～18:00

交替制あり 普通⾃動⾞免許

9:30～18:30

サンクスラボ株式会社⼩倉オフィス

 福岡県北九州市⼩倉北区浅野２丁⽬９−８

093-511-7722
常⽤

「サンクスラボ･アフタースクール熊本」での放

課後等デイサービスでのお仕事です。放課後等デ

イサービスでは６歳～１８歳までの障がいのある

お子さんや発達に特性のあるお子さんを、放課後

や夏休みなどの長期休暇にお預かりし、年齢や個

熊本市中央区

所在地

職
種

株式会社Ｆ＆Ｂシモカワカーブス事業部

⽉額換算 185,000〜198,000 所在地 10:20～19:20

知識･経験：

職
種
フィットネス施設/接客スタッ
フ(カーブス熊本本⼭)

変形(1ヶ月単位)

9:20～18:20

8:30～17:30

医療法⼈杉村会杉村病院

熊本市中央区本荘３丁⽬７番１８号
096-374-6262

常⽤

リハビリ業務･入院患者様をはじめ、外来患者様

の機能訓練や日常動作訓練等を行います。

職
種
⼈材紹介コンサルタント 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市中央区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-31066721 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 又は9:20～19:20の

間の8時間程度

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

就業場所： 求⼈番号： 43010-30920421 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 250,000〜350,000 所在地

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40060-19075721 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

正社員熊本市中央区
不問

あれば尚可
年齢：

年齢： 64歳以下 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：

熊本市中央区九品寺４−６−２
096-366-7239

常⽤

お客様との対話(コミュニケーション)が中心のお

仕事になります･受付業務(お客様の情報等の簡単

な入力作業)･お客様の健康管理やアドバイス･か

んたん体操サポート＊カーブスで教えている体操

は高齢の女性でも簡単に出来るものです。また研

正社員熊本市中央区

正社員

59歳以下

休⽇： 他(その他) 雇⽤期間：

雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

作業療法⼠
⽉額換算 220,000〜220,000 所在地 21:00～8:30

知識･経験：

常⽤

TEL

准看護師
⽉額換算 231,000〜261,000

職
種
准看護師

9:00～18:30

⾏徳眼科

雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣

TEL

⾔語聴覚⼠
⽉額換算 220,000〜220,000 所在地

熊本市中央区

職
種
保育⼠･児童指導員(放課後等
デイサービス)(熊本市中央区

交替制あり 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

株式会社ヒューマンネット

⾹川県⾼松市⽊太町４２８４−８
087-864-3022

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30575321 採⽤⼈数： 6⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他)

職
種
作業療法⼠/杉村病院 変形(1ヶ月単位)

正社員

雇⽤形態：

096-325-8177
常⽤

○歯科衛生士業務全般

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 160,000〜180,000

所在地

熊本市中央区
不問

障がいを持った子ども達の成長をサポート。〇定

員１０名の放課後等デイサービスです。〇楽しい

活動や体験を通して子ども達が日常生活での自立

を目指しています。〇未経験でも先輩スタッフが

フォローしますよ。〇学校やご自宅への送迎も

保険：

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30577921

医師の指示による診察診療の補助･各種、目の検

査及び処置･手術助手･術前、術後のケア＊研修プ

ログラムあり

不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30606321 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間：

8:00～17:00

正社員熊本市中央区
あれば尚可

熊本市中央区内坪井町２−２
096-352-0269

常⽤
正社員熊本市中央区

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30489921 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他)

採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形

就業場所： 求⼈番号：

9:00～18:30

⾏徳眼科

熊本市中央区内坪井町２−２
096-352-0269

常⽤

眼科領域の各種検査

260,000〜280,000 所在地

職
種
⼀般事務 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

九州⽊材⼯業株式会社熊本⽀社

熊本市中央区帯⼭１丁⽬４４−１
096-384-7115

常⽤

･経理業務現金出納、経費精算･勤怠管理など

職
種
⻭科衛⽣⼠

10:00～19:00

ヒロ･デンタルクリニック

熊本市中央区新市街６−６

正社員熊本市中央区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30563821 採⽤⼈数： 1⼈

あれば尚可
年齢：

64歳以下

熊本市中央区安政町４−１９
096-234-8284

正社員熊本市中央区

職
種
訪問看護ステーションの看護
師

交替制あり 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

ライフアドベーション株式会社

熊本市中央区⼤江１丁⽬１９−１１
096-285-9770

常⽤

令和１年１０月熊本市中央区大江に開設した訪問

看護ステーション＊高齢者･精神科の方を中心と

した訪問看護業務＊在宅生活を支援する看護業務

(社会参加･就労支援など含む)＊１日５、６件程度

訪問します。＊訪問未経験の方も慣れるまで同行

熊本市中央区
不問

年齢：
職
種
⾔語聴覚⼠/杉村病院 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

医療法⼈杉村会杉村病院

熊本市中央区本荘３丁⽬７番１８号
096-374-6262

常⽤

リハビリ業務･入院患者様をはじめ外来患者様

の、嚥下･摂食障害をはじめコミュニケーション

能力の評価、訓練を行います。

年齢： 59歳以下 就業場所：

休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⻭科衛⽣⼠
⽉額換算 205,000〜250,000 所在地 9:00～18:00

保育⼠
⽉額換算 180,000〜250,000 所在地 10:00～19:00 幼稚園教諭免許(専修･1種･2種)

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 中学校教諭免許(専修･1種･2種)

株式会社パーソナル･マネジメント

9:00～13:00

雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝(毎週) 雇⽤期間：

正社員
⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

視能訓練⼠
⽉額換算 231,000〜261,000

看護師
⽉額換算

21:30～8:30

常⽤

経営者向けの人材ソリューション営業と転職希望

者向けのキャリアコンサルティングの両面に携わ

り大分の地場企業の経営課題を人的資源によって

解決し、地域活性化を担って頂く仕事です。(具
体的には)経営者からビジョンや戦略、事業課題

所在地

求⼈番号： 43010-31056121 採⽤⼈数： 1⼈

9:00～13:00

正社員

43010-30481021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇：

職
種
視能訓練⼠
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

あれば尚可

正社員熊本市中央区
不問

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-31006921 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽊⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 160,000〜180,000 所在地 8:30～16:00

正社員
職
種
医療事務 変形(1ヶ月単位)

8:30～18:30

熊本市中央区
医療法⼈福永会福永⽿⿐咽喉科医院

熊本市中央区新屋敷１丁⽬２１番７号
096-371-2101

常⽤

耳鼻咽喉科クリニックの受付業務文書作成(パソ

コン使用)院内清掃などの仕事です。◎ハロー

ワークの紹介状が必要

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30837021

正社員熊本市中央区
あれば尚可

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30540521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 8:30～12:30

医療事務資格
⽉額換算 170,000〜250,000 所在地 10:00～19:00

職
種
医療事務 交替制あり

8:30～17:30

不問
年齢： 35歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30414121 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 150,000〜202,020 所在地 10:00～19:00

職
種
事務⼀般職(医事課)/江南病院 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

⼀般財団法⼈杏仁会(くまもと⻘明病院･
熊本内科病院･江南病院･ﾌｫﾚｽﾄ熊本)

  熊本市中央区渡⿅５丁⽬１−３７
096-366-2727

常⽤

医事課における下記業務･窓口業務･会計業務･レ

セプト処理･患者トラブル対応救急車運転

職
種
地域限定営業職/熊本営業所 普通⾃動⾞免許

正社員熊本市中央区

常⽤

受付、医療事務及び付随する業務全般･会計、各

種伝票整理･院内清掃等･医師の指示による資料作

成･ファイル整理診療時間月火木金９：００～１

７：３０(受付)土曜９：００～１２：３０(受付)※
ほぼ残業はありませんので、時間通りに帰れま

医療法⼈⼤和

熊本市中央区九品寺１丁⽬１４番１７号
096-364-5221

常⽤

･メディカルクラーク業務(医師のカルテ入力補

助)･外来受付業務･電話応対･レセプト業務◎ハ

ローワークの紹介状が必要

熊本市中央区 他
不問

年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 25020- 4697021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 250,000〜392,000 所在地

⽉額換算 250,000〜350,000 所在地

職
種
営業職(⼤分、宮崎、熊本) 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

マツイ機器⼯業株式会社

滋賀県⻑浜市東上坂町２４２−５
0749-62-8770

常⽤

･ガス会社様、設備会社様へのガス･水･空調関連

資材の提案営業･給湯器メーカー様への各種機能

部品(電磁弁･熱動弁等)の技術提案営業＊営業範囲

は、大分県、宮崎県、熊本県全域となります。＊

自宅を拠点に活動していただきます。＊事業拡大

就業場所： 求⼈番号： 43070- 3576021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 230,000〜285,000

正社員
不問

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13010-92367921 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

熊本市中央区
不問

年齢： 39歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13010-92234521 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

職
種
(積極採⽤中)法⼈向け営業担
当/熊本市(転勤無し)

変形(1ヶ月単位)

9:00～18:00

株式会社エフティコミュニケーションズ

東京都中央区⽇本橋蛎殻町２−１３−６
050-3495-3087

常⽤

中小企業へオフィスや店舗で必要となる商品をご

提案します。■扱う商品は大手メーカー大手メー

カーの商材が多い為、お客様に安心して頂けま

す。具体的にはセキュリティ商品、電話機、コ

ピー機などオフィスに欠かせない物をご提案して

正社員

知識･経験：

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

医療法⼈社団藤栄会介護⽼⼈保健施設湧
⼼苑

熊本市中央区出⽔４丁⽬１５番３０号

採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 197,000〜262,000 所在地

職
種

9:00～17:00

マキチエ株式会社

東京都中央区⽇本橋３丁⽬２−３
03-3277-2544

常⽤

耳鼻科の病院のルートセールスを、１日２件行っ

ております。契約している医師から紹介された患

者様に補聴器や耳鳴り治療器の説明、販売、アフ

ターケアを行う仕事です。※地域限定営業職は、

転居を伴う異動がない職種となっておりますが、

正社員熊本市中央区
あれば尚可

年齢： 59歳以下

⽉額換算

熊本市中央区

職
種
法⼈営業 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

⾼橋酒造株式会社

⼈吉市合ノ原町４９８番地
0966-24-5101

常⽤

(創業１２０年)「白岳」「しろ」「銀しろ」「金

しろ」「白岳ＫＡＯＲＵ」などで知名度抜群の自

社商品の提案営業をお任せします。自社商品を広

めていくやりがいは抜群です！(社用車使用･ＡＴ

可)●具体的には･自社ブランド商品の提案･販売･

求⼈番号： 43010-31014921 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇：

⼟⽇祝他(毎週)

採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 156,000〜207,610 所在地 8:30～13:00

職
種
医療事務員

8:30～18:00

医療法⼈社団トータルメディカルケアき
さぬきクリニック

熊本市中央区本荘町７２０−３
096-288-5703

所在地

必須
年齢： 不問 就業場所： 正社員熊本市中央区

⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 225,000〜245,000 所在地

職
種
⼈事労務スタッフ/⼤企業社保
業務 9:00～18:00

サードプレイス社会保険労務⼠法⼈熊本
オフィス

  熊本市中央区新屋敷１−１４−３５クロ
050-8882-9298

常⽤

顧客企業(上場企業)の様々な社会保険業務をご担

当頂きます。弊社はチーム制を採用しＷチェック

を必須としているため、チームメンバーと連携を

とりながら各種業務を行います。担当業務に慣れ

てきたら二次チェックの役割も担っていただきま

雇⽤期間：

総務･経理(幹部候補) 変形(1ヶ月単位)

正社員

230,000〜230,000 所在地

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-356-0200
常⽤

正社員熊本市中央区
必須

年齢： 59歳以下 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇：

必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30673921

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

ロンツ債権回収株式会社

熊本市中央区花畑町１０−３１

金融機関等から委託又は譲り受けた債権の管理回

収業務･請求書･通知書等の作成･送付･電話連絡に

よる顧客へのカウンセリング･訪問･面談による折

衝･法的手続きの準備･管理･書類作成整理、入金

管理･事業再生の支援等専門的な知識や経験がな

096-371-4165
常⽤

･会計･経理データ入力･勤怠管理･給与計算･社会

保険手続･介護報酬請求事務(国保連への伝送)･そ
の他総務全般業務◎ハローワークの紹介状が必要

正社員熊本市中央区

43010-31010521 採⽤⼈数：就業場所： 求⼈番号：

⽉額換算 186,000〜200,500 所在地

職
種
債権の管理回収業務
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市中央区
あれば尚可

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30412621 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 12:30～21:30

介護福祉⼠
⽉額換算 180,000〜231,000 所在地 7:00～16:00

正社員
職
種
介護福祉⼠/江南病院 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市中央区
⼀般財団法⼈杏仁会(くまもと⻘明病院･
熊本内科病院･江南病院･ﾌｫﾚｽﾄ熊本)

  熊本市中央区渡⿅５丁⽬１−３７
096-366-2727

常⽤

病棟における介護業務･入浴介助･食事介助･病

棟、病室の環境整備･寝具、寝衣の交換及び管理

など

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30757821 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 288,675〜346,410 所在地

正社員
職
種
営業スタッフ/阿蘇、上益城、
下益城、宇城エリア

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市中央区
九州警備保障株式会社

熊本市中央区帯⼭４丁⽬１８−１１
096-383-4111

常⽤

建設会社･テレビ局･広告代理店等のお客様へ、交

通誘導警備やイベント警備の提案を行っていただ

きます。主な業務内容は下記の通りです。･交通

誘導警備に関する見積書、警備計画書の作成･イ

ベント警備の現地調査、来場者数･車両誘導計画

職
種
営業職 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市中央区
九州警備保障株式会社

熊本市中央区帯⼭４丁⽬１８−１１
096-383-4111

常⽤

＜管理職候補＞建設会社･テレビ局･広告代理店等

のお客様へ、交通誘導警備やイベント警備の提案

を行って頂きます。主な業務内容は下記の通りで

す。･交通誘導警備に関する見積書、警備計画書

の作成･イベント警備の現地調査、来場者数･車両

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30664621 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 288,675〜346,410 所在地

正社員
職
種
法⼈営業(企画提案/顧客管理) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市中央区
九州警備保障株式会社

熊本市中央区帯⼭４丁⽬１８−１１
096-383-4111

常⽤

･お客様と警備内容に関する打ち合わせ･ご契約案

件に関する業務フォロー･担当顧客のシェアアッ

プ活動＊既存取引先との関係を深めてシェア拡大

を図るとともに、新規取引先の開拓を担当してい

ただきます。

必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30660221 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 288,675〜346,410 所在地

正社員
不問

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30658121 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 288,675〜346,410 所在地

職
種
営業スタッフ/北部エリア 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

九州警備保障株式会社

熊本市中央区帯⼭４丁⽬１８−１１
096-383-4111

常⽤

建設会社･テレビ局･広告代理店等のお客様へ、交

通誘導警備やイベント警備の提案を行っていただ

きます。主な業務内容は下記の通りです。･交通

誘導警備に関する見積書、警備計画書の作成･イ

ベント警備の現地調査、来場者数･車両誘導計画

正社員熊本市中央区
不問

年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13070-60554121 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 231,400〜296,800 所在地

職
種
営業(美容商品)/熊本 フレックス 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

株式会社きくや美粧堂

  東京都渋⾕区恵⽐寿⻄１−１３−７ＫＢ
03-5784-5870

常⽤

(美容室へのルート営業)＊シャンプーやトリート

メント、カラー剤など美容室専売商品を美容室へ

紹介。●取扱メーカーは業界トップクラス。ウエ

ラ･ロレアル･資生堂･ミルボンなどの有名商品を

始め、他多数商品を取り扱っていす。●平均５０

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 288,675〜346,410 所在地

正社員

株式会社ＧＯＥＳＷＥＬＬ

東京都新宿区新宿５−１７−１８
0120-999-647

常⽤

保険コンサルティングアドバイザー★飛び込み･

ノルマナシお客様のライフスタイルに合わせて、

保険で安心を提案します。ヒアリングした内容を

踏まえて、 適なプランを提案しましょう本社で

のプロモーション強化やアポイント獲得の専任ス
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 9:45～20:00の間の

7時間以上

知識･経験：

熊本市中央区
あれば尚可

年齢： 59歳以下 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：求⼈番号： 13080-73009021

正社員熊本市中央区
あれば尚可

就業場所： 求⼈番号： 13030-12915521 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇：

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30656621 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間：

職
種
顧客開拓なし！保険営業/イオ
ン熊本中央店

変形(1ヶ月単位)

職
種
営業スタッフ/南部エリア 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

九州警備保障株式会社

熊本市中央区帯⼭４丁⽬１８−１１
096-383-4111

常⽤

建設会社･テレビ局･広告代理店等のお客様へ、交

通誘導警備やイベント警備の提案を行っていただ

きます。主な業務内容は下記の通りです。･交通

誘導警備に関する見積書、警備計画書の作成･イ

ベント警備の現地調査、来場者数･車両誘導計画

職
種
熊本市/接客･販売スタッフ 普通⾃動⾞免許

不問
年齢： 39歳以下 正社員熊本市中央区

10:00～19:00

株式会社マルタカ･パルス

東京都台東区上野７−２−１０
03-5806-3580

所在地

常⽤

＊農協や大手スーパーの催事スペース･独自店舗

運営、およびお客様への健康機器(磁気治療器や

磁気ネックレス)の紹介･販売＊商品の知識だけで

なく、たくさんのお客様に体験していただきなが

ら「いつまでも健康と笑顔で美しく」をモットー
⽉⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 230,000〜270,000

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 250,000〜250,000 所在地

  東京都新宿区⻄新宿６丁⽬２２番１号新

「いい部屋ネット」などのＴＶＣＭでおなじみの

大東建託株式会社の建築物件を入居希望者様にご

紹介･ご案内をお願いします。○ご来店頂いたお客

様対応、社用車にて物件へのご案内○ご契約手続○
物件お引き渡し○その他ＨＰ更新など〔平均接客

就業場所：

1⼈ 雇⽤形態：

所在地

職
種
ルームアドバイザー職/熊本中
央店

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

9:30～18:30

⼤東建託リーシング株式会社

東京都港区港南２−１６−１
03-6718-9241

常⽤
正社員

営業(総合職)/熊本⽀店 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

9:00～18:00

ジェイリース株式会社東京本社
熊本市中央区

⽉額換算

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13040- 6342322 採⽤⼈数：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 220,000〜220,000

218,000〜298,500 所在地 8:00～17:00
03-6731-4020

常⽤

･不動産会社様を中心とした法人営業。当社の保

証システムをご提案し、取引利用の推進等。･入

居者様とのお家賃等に関するお支払いの電話相

談、来店相談、その他カウンセリングの顧客管理

業務。･自社システムを使用してのパソコン操

職
種

正社員熊本市中央区
不問

年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13080-73314921 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 10:00～19:00
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市中央区
不問

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30674121 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 9:00～20:30

普通⾃動⾞第⼆種免許
⽉額換算 137,928〜137,928 所在地 9:00～21:00

正社員
職
種
タクシー乗務員〔正社員〕 変形(1ヶ月単位)

8:00～21:30

熊本市中央区
観光タクシー株式会社

熊本市中央区⼤江１丁⽬２５番５０号
096-364-4141

常⽤

○タクシー乗務員昼勤･夜勤･２１勤･隔勤＊求人票

の内容は、２１勤の表記です。＊その他の勤務形

態(昼勤･夜勤･１８勤･隔勤)については面談時にご

説明し、希望の相談に応じます。

不問
年齢： 18歳〜39歳 就業場所： 求⼈番号： 27020-60152021 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 162,800〜206,200 所在地 18:00～9:00

正社員
職
種
ＡＬＳＯＫ警備職(機械警
備)(熊本⽀社)⾼卒

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市中央区 他
綜合警備保障株式会社(ＡＬＳＯＫ)⻄⽇
本採⽤センター

⼤阪府⼤阪市北区梅⽥３−３−１０
06-4795-0400

常⽤

(機械警備業務)ガードセンターからの指示を受

け、警報が発生したご契約先に急行、異常の確

認･点検を行い、被害の拡大を防止する業務で

す。また、金融機関ＡＴＭの現金･カード詰まり

などの障害対応業務も実施します。

不問
年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 求⼈番号： 43010-30696521 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 143,000〜195,300 所在地 9:00～18:00

正社員
職
種
警備係/店舗前等警備業務

8:00～17:00

熊本市中央区
九州警備保障株式会社

熊本市中央区帯⼭４丁⽬１８−１１
096-383-4111

常⽤

･ホテル、ファーストフード店、遊戯施設でのお

客様及び車両の案内業務(１１日程度)･その他の警

備先での警備業務(１１日程度)

不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30640121 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 12:00～21:00

⽉額換算 190,000〜300,000 所在地 9:00～18:00

正社員
職
種
フロント 変形(1年単位)

8:00～17:00

熊本市中央区
和数奇ホテルズ＆リゾーツ株式会社

熊本市中央区上通町７番３５号
096-352-5101

常⽤

･受付業務･フロント全般業務･客室案内

不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30634721 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 12:00～21:00

⽉額換算 190,000〜300,000 所在地 9:00～18:00

正社員
職
種
フロント/ホテルオークス 変形(1年単位)

8:00～17:00

熊本市中央区
和数奇ホテルズ＆リゾーツ株式会社

熊本市中央区上通町７番３５号
096-352-5101

常⽤

･受付業務･フロント全般業務･客室案内

不問
年齢： 18歳〜59歳 就業場所： 求⼈番号： 43010-30631921 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 190,000〜300,000 所在地 22:00～9:00

正社員
職
種
ナイトフロント 変形(1年単位)

20:30～7:30

熊本市中央区
和数奇ホテルズ＆リゾーツ株式会社

熊本市中央区上通町７番３５号
096-352-5101

常⽤

･受付、フロント業務･客室案内･館内見回り･清掃

等

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30580221 採⽤⼈数： 4⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 138,500〜208,000 所在地 6:30～15:30

正社員
職
種
調理師･調理助⼿/杉村病院 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市中央区
医療法⼈杉村会杉村病院

熊本市中央区本荘３丁⽬７番１８号
096-374-6262

常⽤

病院での調理業務全般朝、昼、夕各１４０食(食
器洗浄なし)

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30945221 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽉他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

美容師
⽉額換算 200,880〜200,880 所在地

正社員
職
種
美容師/アシスタント

9:30～18:30

熊本市中央区
ｃｏｔｏｈａ株式会社

熊本市中央区帯⼭３丁⽬１６ー１８
096-383-3550

常⽤

カット･パーマ･カラーアシスタントとして、お客

様の髪をより美しくする仕事を一緒にやって頂き

たいと考えています。これまでの実務経験を活か

してどんどん活躍して頂くことも可能です。ま

た、経験が少ない方は一緒に勉強や指導をしなが

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30937221 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 170,000〜170,000 所在地

正社員
職
種
検査スタッフ

10:00～19:00

熊本市中央区
医療法⼈ひまわり会「サクラマチ眼科」

熊本市中央区桜町３―１０
096-288-5572

常⽤

院長指示のもとコンタクトレンズ処方やメガネ処

方などの検査補助、診療補助をお願いします。一

人一人と向き合って、眼の健康を守るためのサ

ポートをしていきましょう。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30410421 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 12:30～21:30

⽉額換算 151,000〜204,000 所在地 7:00～16:00

正社員
職
種
ケアワーカー(看護補助)/江南
病院

変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市中央区
⼀般財団法⼈杏仁会(くまもと⻘明病院･
熊本内科病院･江南病院･ﾌｫﾚｽﾄ熊本)

  熊本市中央区渡⿅５丁⽬１−３７
096-366-2727

常⽤

病棟における看護補助業務･入浴介助･食事介助･

病棟、病室の環境整備･寝具、寝衣の交換及び管

理など

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30670421 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 165,000〜213,400 所在地

職
種
リハビリテーション補助員 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

医療法⼈社団藤栄会介護⽼⼈保健施設湧
⼼苑

熊本市中央区出⽔４丁⽬１５番３０号
096-371-4165

常⽤

介護老人保健施設の入所･通所リハビリテーショ

ンにおいてセラピストの指導の下でのリハビリ補

助業務･物理療法･マシン運動実施･介護業務(バイ

タル測定、健康観察、トイレ介助、移動介助等･

利用者様の送迎：通所の場合(主に中央区･東区)･

　　　パート求人は24ページから 8



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市東区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30538021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

看護師
⽉額換算 211,000〜215,200 所在地 9:00～18:00

正社員
職
種
看護職(看護師) 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
社会福祉法⼈善隣会

熊本市東区画図町重富９６８番
096-370-6655

常⽤

特別養護老人ホーム６ユニット(６０床)ショート

ステイ１ユニット(１０床)ユニット型特別養護老

人ホームでの看護のお仕事です。ご入居者様の健

康管理･生活介護をしていただきます。

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30746121 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 230,000〜355,000 所在地

正社員
職
種
シーケンスプログラマー/在宅
勤務(テレワーク)

変形(1年単位)

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社アイディエス

熊本市東区⻑嶺東８丁⽬１４−４０
096-380-4225

常⽤

･医療用自動化装置の制御ソフト開発(ＰＬＣ)･開
発したソフトの実機デバッグ(出張対応での熊本

本社及び納品先での作業も年間１０日程度発生し

ます。(応相談可))･納品先での対応(納品時の立ち

上げ、納品後のバージョンアップ作業)※イン

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30440021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 150,000〜300,000 所在地

正社員
職
種
システムエンジニア･プログラ
マー

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市東区
株式会社ロッカシステムズ

熊本市東区健軍本町１−１１
096-285-1733

常⽤

ソフトウェア設計･開発＊開発言語：ＶＢ．ＮＥ

Ｔ、Ｊａｖａ、Ｃ＃、ＡＳＰ．ＮＥＴ、ＰＨＰの

うちのいずれか＊データベース：Ｏｒａｃｌｅ、

ＭＳＳＱＬＳｅｒｖｅｒ

不問
年齢： 30歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13060-13639921 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 180,000〜320,000 所在地

正社員
職
種
システムエンジニア(熊本営業
所)

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社トーショー本社

東京都⼤⽥区東糀⾕３丁⽬１３番７号
03-3745-1331

常⽤

医療調剤現場(病院･調剤薬局)に 適な医療調剤シ

ステムを導入するためのシステムエンジニア。各

ユーザー様のご要望に沿うように、ソフトウェア

の設計、構築、仕様書作成から、上位のシステム

と弊社調剤機器の接続等を行います。また、社内

不問
年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30758221 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜350,000 所在地

正社員
職
種
設計補助 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市東区
株式会社愛住宅

熊本市東区健軍１丁⽬２７番１号
096-368-1011

常⽤

設計捕縄業務･アーキトレンドでの図面作成･確認

申請提出･モデルハウスの提案等＊未経験の方で

も基本を一からお教えします＊業務に自家用車を

使用します

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30737921 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 225,000〜300,000 所在地

正社員
職
種
医療機器の電気系エンジニア
および設計開発業務

変形(1年単位)

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社アイディエス

熊本市東区⻑嶺東８丁⽬１４−４０
096-380-4225

常⽤

医療機器(検体搬送システム)の設計と開発を行う

仕事です。電気設計技術者、開発者としての業務

を行っていただきます。･機械装置の電気設計

(シーケンサ制御装置の電気配線設計)･３ＤＣＡＤ

で設計された機構図から２ＤＣＡＤで配線図を作

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30873221 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 299,500〜355,500 所在地

正社員
職
種
経理(管理職候補) 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:45～17:30

熊本市中央区
南九州マルヰ株式会社

熊本市東区⼩⼭⼆丁⽬１６−５０
096-389-1221

常⽤

各種連結決算業務(月次･四半期･中間･年次決算)予
算作成親会社への財務報告実績対予算差異分析債

権債務管理与信管理

あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 37020- 8080421 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 259,200〜388,800 所在地

正社員
職
種
ボーリングマシンオペレータ
(熊本県)

変形(1年単位)

8:00～17:00

熊本市中央区
有限会社コウエイエンジニアリング

⾹川県仲多度郡多度津町家中１２５−４
0877-89-8181

常⽤

◇地盤整備･地盤改良工程のボーリング工事にお

いて、高圧水の噴射撹拌を行い、コンクリートの

杭打ちや地盤改良体を造成する工事でのボーリン

グマシンの操作を行います。※同職種の経験者優

遇いたします。※県外等への出張があります。※

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30858521 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 193,500〜258,000 所在地

正社員
職
種
現場作業員 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市中央区
 ムラカミ⼯業株式会社

熊本市中央区島崎１丁⽬１６番２２号
096-297-8495

常⽤

○舗装工事･一般土木工事に伴う作業全般＊集合場

所は各現場になります。＊エリア：主に熊本市及

び近郊(基本、社用車使用)※トライアル雇用併用

求人(Ｒ４．９．１５受理)

不問
年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30816421 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜220,000 所在地

正社員
職
種
ＬＰガス検針･⼯事･開発業
務、都市ガス⼯事

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市中央区
株式会社⽵本商会

熊本市中央区保⽥窪２丁⽬４番７５号
096-383-2686

常⽤

＊ＬＰガス･都市ガス利用の一般住宅、集合住

宅、飲食店、工場の検針、営業業務※ガス機器、

住宅設備機器販売、設置工事※必要な各種免許は

当社負担にて取得※各種手当も充実※社用車使用

＊トライアル雇用併用求人(Ｒ４．９．１５受理)

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30857221 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⾞両系建設機械(整地･運搬･
⽉額換算 215,000〜387,000 所在地 積込⽤及び掘削⽤)運転技能者

職
種
重機オペレーター 変形(1ヶ月単位)

8:00～17:00

 ムラカミ⼯業株式会社

熊本市中央区島崎１丁⽬１６番２２号
096-297-8495

常⽤

○舗装工事･一般土木工事に伴う作業全般＊集合場

所は各現場になります。＊エリア：主に熊本市及

び近郊(基本、社用車使用)※トライアル雇用併用

求人(Ｒ４．９．１５受理)

　　　パート求人は24ページから 9



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市東区
あれば尚可

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30521721 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 150,000〜170,000 所在地 8:30～12:30

正社員
職
種
⼀般事務 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
医療法⼈社団悠愛会

熊本市東区画図町下無⽥１１３９
096-378-3355

常⽤

･給与計算(１００名程度)･買掛業務･社会保険･雇

用保険業務･共済業務･日用品･オムツ等の物品管

理、病棟への配布※二人体制です

不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30503121 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 230,000〜280,000 所在地

正社員
職
種
スーパーバイザー(企画･運営･
開発など)

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市東区
サン･クエスト株式会社

熊本市東区上南部２丁⽬１−１００
096-213-3911

常⽤

ＦＣコンサルティング業務･「サンキューカッ

ト」「メリィ･メリィ」及び「マイパレット」の

新店舗の開店準備のフォローから経営･店舗運営

指導･相談業務･新規業態開発、海外展開あり＊業

界での経験は全く必要ありません◎ハローワーク

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 45010-22691521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 197,000〜197,000 所在地

正社員
職
種
⼀般事務/熊本⽀店 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市東区
株式会社マエムラ

宮崎県宮崎市堀川町１９５番地
0985-28-2232

常⽤

･電話応対･受付業務･郵便物の発送収受･事務用品

の管理･その他雑務･業務による外出あり(社用車

あり/軽～ＡＴ車)･制服貸与(女性のみ)

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30445421 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

介護⽀援専⾨員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
⽉額換算 160,000〜180,000 所在地

正社員
職
種
ケアマネージャー 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
愛郷株式会社

熊本市東区三郎２丁⽬２２−５
096-213-0817

常⽤

･要介護者の方に安定した日常生活ができる様な

プランを作成し、支援を行う。･月１回以上利用

者様宅を訪問＊ケアプラン：１ヶ月２０件必須

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 37010-22989221 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 中学校教諭免許(専修･1種･2種)

保育⼠
⽉額換算 180,000〜250,000 所在地 10:00～19:00 幼稚園教諭免許(専修･1種･2種)

正社員
職
種
保育⼠･児童指導員(放課後等
デイサービス)(熊本市東区

交替制あり 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市東区
株式会社ヒューマンネット

⾹川県⾼松市⽊太町４２８４−８
087-864-3022

常⽤

障がいを持った子ども達の成長をサポート。〇定

員１０名の放課後等デイサービスです。〇楽しい

活動や体験を通して子ども達が日常生活での自立

を目指しています。〇未経験でも先輩スタッフが

フォローしますよ。〇学校やご自宅への送迎も

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40060-19077221 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

保育⼠
⽉額換算 216,667〜292,500 所在地 9:00～18:00

正社員
職
種
放課後等デイサービス/保育⼠
/⼋反⽥

交替制あり 普通⾃動⾞免許

9:30～18:30

熊本市東区
サンクスラボ株式会社⼩倉オフィス

 福岡県北九州市⼩倉北区浅野２丁⽬９−８

093-511-7722
常⽤

「サンクスラボ･アフタースクール八反田」での

放課後等デイサービスでのお仕事です。放課後等

デイサービスでは６歳～１８歳までの障がいのあ

るお子さんや発達に特性のあるお子さんを、放課

後や夏休みなどの長期休暇にお預かりし、年齢や

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30902221 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⻭科衛⽣⼠
⽉額換算 220,000〜256,000 所在地 8:30～18:00

正社員
職
種
⻭科衛⽣⼠ 変形(1ヶ月単位)

9:00～19:00

熊本市東区
医療法⼈佳佑会(よつば⻭科⼝腔クリ
ニック)

熊本市東区⽯原１丁⽬１−１０５
096-389-4285

常⽤

･歯科衛生士業務･歯垢、歯石の除去業務･虫歯予

防のブラッシング指導･診療器具の消毒等

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30724221 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽊⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⻭科衛⽣⼠
⽉額換算 185,000〜200,000 所在地 8:30～17:00

正社員
職
種
⻭科衛⽣⼠

8:30～18:00

熊本市東区
暁こども⻭科クリニック

熊本市東区⻑嶺東５丁⽬３０番１３号
096-274-1155

常⽤

歯科医師の指示、指導のもとに次の業務を行って

頂きます。･歯科予防処置･歯科保険指導･歯科診

療補助など

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30541421 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

准看護師
⽉額換算 186,000〜195,300 所在地 9:00～18:00

正社員
職
種
看護職(准看護師) 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市東区
社会福祉法⼈善隣会

熊本市東区画図町重富９６８番
096-370-6655

常⽤

★特別養護老人ホームでの看護のお仕事です★(主
な仕事内容)･ご入居者様(特養６０名･ショートス

テイ１０名)の健康管理業務･服薬準備･与薬･口腔

ケア･看取りケア･食事介助等の生活介護補助など

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30553021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

看護師
⽉額換算 220,000〜315,000 所在地 准看護師

正社員
職
種
デイサービス看護師レッツリ
ハ！健軍店

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社桜⼗字

熊本市南区御幸⽊部１丁⽬１番１号
096-378-1111

常⽤

桜十字の新感覚リハビリジムでの仕事です。「ま

たゴルフがしたい」「ひとりで不安なく買い物が

できるようになりたい」「犬の散歩を再開した

い」毎日の中にある「したい」を「できる」に変

え、ご利用者様の望むライフスタイルを手に入れ

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30544921 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 16:30～9:00

看護師
⽉額換算 221,500〜240,500 所在地 8:30～12:30

職
種
看護師⻑･看護主任 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

医療法⼈社団悠愛会

熊本市東区画図町下無⽥１１３９
096-378-3355

常⽤

○師長：病棟の管理業務全般、職員の職務に対す

る評価及び指導看護業務の改善及び指導○主任：

師長補佐、看護業務全般の改善及び指導

　　　パート求人は24ページから 10



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市東区
必須

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30744621 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

TOEIC(600点~)
⽉額換算 365,000〜525,000 所在地

正社員
職
種
海外営業(幹部候補) 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社アイディエス

熊本市東区⻑嶺東８丁⽬１４−４０
096-380-4225

常⽤

検体搬送システムのトップシェアを誇り、世界中

の検査室へ納入する熊本の企業です。(担当業務)
当社で開発、設計、製造する検体搬送システムの

提案営業及び各国分析装置メーカー等への営業。

各メーカー、病院検査室、検査センター等との、

不問
年齢： 30歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13060-13641821 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 180,000〜320,000 所在地

正社員
職
種
営業(熊本営業所) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社トーショー本社

東京都⼤⽥区東糀⾕３丁⽬１３番７号
03-3745-1331

常⽤

当社製品の医療調剤機器及び医療調剤支援システ

ム等を、ユーザー様となる病院、調剤薬局に対

し、企画、提案、販売する営業です。また、定期

的にユーザー様へ訪問し、製品やシステムについ

てのサポートやメンテナンスも担当していただき

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30853121 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜250,000 所在地

正社員
職
種
営業 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市東区
株式会社フジキン熊本営業所

熊本市東区若葉６丁⽬１番１号
096-367-7479

常⽤

熊本市内及び市内近郊の市町村での当社製造品の

ショーケース･冷凍冷蔵庫･厨房用の流し･作業台･

防熱扉･その他ステンレス加工品等の販売を行

う。○社用車あり

不問
年齢： 30歳以下 就業場所： 求⼈番号： 42010-15982721 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 215,240〜232,580 所在地

正社員
職
種
ルート営業/熊本営業所 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
アイティーエックス株式会社

⻑崎県⻑崎市⽬覚町７−１４
095-843-1100

常⽤

＊既存取引先への産業用機械、機械工具、ゴム･

プラスチック製品消耗品建設土木資材、石材等の

販売＊当社は昭和２０年に創業以来、一貫して製

造業のサポート役に徹し顧客、ユーザーから高い

評価を頂いています※２０１７年経済産業省認定

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30667021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 210,000〜230,000 所在地 12:30～21:30

正社員
職
種
ケーキ･お菓⼦の販売/シャト
レーゼ熊本⻄原店

変形(1年単位)

8:00～17:00

熊本市東区 他
株式会社カリーノビジネスサポート

熊本市中央区安政町１番２号
096-312-8111

常⽤

シャトレーゼの店舗で、接客や販売、店舗運営、

管理業務をお願いします。＊季節を感じる売場づ

くりや商品陳列･新販売やスタッフおすすめの商

品の販売。お菓子やアイス、ケーキを通じてお客

様とつながることができるやりがいのあるお仕事

あれば尚可
年齢： 18歳〜59歳 就業場所： 求⼈番号： 43010-31015121 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 5:13～0:39の間の7

時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

運⾏管理者(旅客)
⽉額換算 195,000〜195,000 所在地

正社員
職
種
運⾏管理者/正社員    ＜
＜急募＞＞

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許
熊本市東区

熊本バス株式会社

熊本市東区画図町重富６００
096-370-8181

常⽤

路線バス運行に関する業務全般(始業時の点呼や

ドライバーのシフト･健康状態の管理など、安全

な運行を確保する業務および一般事務)＊熊本中

心市街地からイオンモール熊本(嘉島)を経由、城

南方面や甲佐･山都方面、他に御幸木部･江津団地

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30736621 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

TOEIC(600点~)
⽉額換算 200,000〜500,000 所在地

正社員
職
種
海外営業(企画･提案営業の海
外サポート)

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社アイディエス

熊本市東区⻑嶺東８丁⽬１４−４０
096-380-4225

常⽤

･海外代理店との交渉･会議時の通訳･商品説明･海

外出張(年５～１０回程度)(アメリカを中心に世界

各地)

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30865221 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 165,000〜240,000 所在地

正社員
職
種
事務職 普通⾃動⾞免許

9:00～17:30

熊本市東区
有限会社ティーエイチ会計サービス

熊本市東区江津３丁⽬４番１２−５０４号

096-378-3289
常⽤

会計データ入力(専用ソフトあり)会計資料監査税

理士補助業務

必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30778321 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜300,000 所在地

正社員
職
種
ＣＡＤオペレーター 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市東区
株式会社栗⽥⼯業

熊本市東区⼾島町９１８番地２
096-389-3399

常⽤

･令和５年５月(予定)新工場稼働に伴う、塗装ブー

ス、乾燥炉等のＣＡＤオペレーター増員の求人で

す。塗装ブース、ダクト等の製図や設置建物への

割付図面の作成を担当していただきます。また、

塗装ブースに関する各種申請書類の作成補助も

不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-31044421 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 150,000〜170,000 所在地

正社員
職
種
司法書⼠の補助 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
司法書⼠法⼈アップサクシード

熊本市東区神園２丁⽬１番１７号
096-388-3710

常⽤

書類作成･書類提出･受領及び接客･電話応対等の

一般事務＊外出あり(官公庁、金融機関への書類

提出、受領等(営業はありません)/社用車３台あ

り)

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-31047921 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 200,000〜230,000 所在地

職
種
⼀般事務 変形(1ヶ月単位)

9:00～18:30

アイウッド株式会社

熊本市東区佐⼟原１丁⽬３−１５
096-368-8111

常⽤

･受付･電話応対･パソコン入力(ワード、エクセル

使用)･その他、事務全般

　　　パート求人は24ページから 11



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市東区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30596721 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 201,400〜289,900 所在地 美容師

正社員
職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット サンピアン店(Ｃ)

変形(1ヶ月単位)

9:00～18:00

熊本市東区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30594121 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 223,100〜311,500 所在地 10:00～20:00 美容師

正社員
職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット 江津店

変形(1ヶ月単位)

9:00～19:00

熊本市東区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30593921 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 201,400〜289,900 所在地 美容師

正社員
職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット ⻑嶺店(Ｃ)

変形(1ヶ月単位)

9:00～18:00

熊本市東区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30586121 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 223,100〜311,500 所在地 10:00～20:00 美容師

正社員
職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット サンピアン店

変形(1ヶ月単位)

9:00～19:00

熊本市東区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30584621 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 223,100〜311,500 所在地 10:00～20:00 美容師

正社員
職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット ⻑嶺店

変形(1ヶ月単位)

9:00～19:00

熊本市東区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30850321 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 9:00～13:00

⽉額換算 161,600〜161,600 所在地 9:00～19:00

正社員
職
種
リハビリ助⼿ 変形(1ヶ月単位)

9:00～17:30

熊本市東区
医療法⼈みほうおおつか整形外科

熊本市東区御領２丁⽬１９−１５
096-388-1577

常⽤

･リハビリ対象患者様の誘導･リハビリ器具の簡単

な付け外し･リハビリ受付、電話対応･リハビリス

タッフのサポート及びそれに付随する業務など

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30649921 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 172,800〜216,000 所在地

正社員
職
種
介護職(夜勤専従) 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

17:00～9:00

熊本市東区
有限会社ＲＥＬＡＩＲ

熊本市東区⼾島１丁⽬４−２０
096-285-1139

常⽤

通所介護業務全般･お泊まり時においての夜勤業

務(見守り･食事準備等)＊宿泊利用者： 大６名２

０２１年１２月にオープンし研修制度も充実して

おりますので、安心してお申し込みください。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30547721 採⽤⼈数： 4⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 16:30～9:00

⽉額換算 163,500〜163,500 所在地 8:30～12:30

正社員
職
種
介護職 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市東区
医療法⼈社団悠愛会

熊本市東区画図町下無⽥１１３９
096-378-3355

常⽤

･患者様の身の回りのお世話、食事介助、おむつ

交換、入浴介助、看護師の補助的業務、病室病棟

の環境整備等。(未経験者歓迎)･夜勤月５～６回程

度＊現場で指導いたしますので、未経験者の方も

歓迎です！

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30543621 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 11:00～20:00

介護職員初任者研修修了者
⽉額換算 168,490〜192,370 所在地 8:30～17:30

正社員
職
種
介護職(夜勤なし) 変形(1ヶ月単位)

7:00～16:00

熊本市東区
社会福祉法⼈善隣会

熊本市東区画図町重富９６８番
096-370-6655

常⽤

特別養護老人ホーム画図重富苑での介護のお仕事

です☆(仕事内容)･ユニット型特別養護老人ホーム

でのご入居者様(特養６０名ショートステイ１０

名)の生活介助全般食事介助、入浴介助など(就職

氷河期世代歓迎求人)就職氷河期世代で正社員登

必須
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-31002521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 175,000〜300,000 所在地

正社員
職
種
不動産営業 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市東区
株式会社サンテックコーポレーション熊
本営業所

熊本市東区花⽴６丁⽬４−１
096-237-7517

常⽤

お客様のお部屋探しのお手伝いのお仕事です。賃

貸物件をお探しのお客様の希望をヒアリングし、

物件のご提案やご案内を行います。物件のお申込

後は、契約書の作成･サポート業務なども行いま

す。また、住宅用土地･建物･マンション購入を考

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40180-15507321 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜270,000 所在地

職
種
営業/熊本市 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:30～17:30

福岡機材販売株式会社

福岡県那珂川市松⽊２−１７４
092-953-2281

常⽤

建築資材を販売しています既存のお客様への営業

新規開拓エリア：熊本県

　　　パート求人は24ページから 12



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市東区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 27020-60677621 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 205,000〜356,700 所在地

正社員
職
種
調理、ホールスタッフ(尾ノ
上)

変形(1ヶ月単位)

11:00～20:00

熊本市東区
株式会社ステップ

  ⼤阪府⼤阪市北区茶屋町１４−１３ステ
06-7711-5151

常⽤

･調理簡単な盛り付け、食材のカット、お米を炊

く、う巻き、だし巻き等の厨房業務･接客お客様

のご案内、注文受付、配膳、会計、片付け等の

ホール業務

必須
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5762021 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽉他(毎週) 雇⽤期間： 10:00～20:00の間

の8時間

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

美容師
⽉額換算 185,000〜260,000 所在地

正社員
職
種
アイリスト(熊本市)

熊本市東区
アテン株式会社

宇⼟市善道寺町綾織９５番地
070-8504-2080

常⽤

＊受付、カウンセリング、カルテ作成、店舗清

掃、施術。･マツゲエクステ取り付け作業。＊ハ

ローワークの紹介状が必要です。

必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30998621 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽉他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

美容師
⽉額換算 235,000〜400,000 所在地

正社員
職
種
美容師(スタイリスト)

9:30～18:30

熊本市東区
株式会社Ｔ･Ｓグループ(ＣＯＣＯｌａｒ
【ココ】)

熊本市東区⻑嶺南３丁⽬８番５６−１０１号

096-387-3024
常⽤

＊美容業務全般･カット･パーマ、カラー、ブ

ロー、シャンプー･メイク･店舗清掃等

必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30997321 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽉他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

美容師
⽉額換算 200,000〜240,000 所在地

正社員
職
種
美容師(アシスタント)

9:30～18:30

熊本市東区
株式会社Ｔ･Ｓグループ(ＣＯＣＯｌａｒ
【ココ】)

熊本市東区⻑嶺南３丁⽬８番５６−１０１号

096-387-3024
常⽤

＊美容業務全般･パーマ、カラー、ブロー、シャ

ンプー･接客･店舗清掃等

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30526321 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

美容師
⽉額換算 183,000〜268,500 所在地

正社員
職
種
美容師/メリィ･メリィ⻑嶺
アシスタント(Ａ)

変形(1ヶ月単位)

9:30～19:30

熊本市東区
株式会社アンジェロ

熊本市東区上南部２丁⽬１−１００
096-213-3911

常⽤

美容業務及びそれに付随する業務＊安心して働け

る環境を第一に考えています。指名制ではなく、

スタッフ同士の連携を大切にした美容室。休日も

しっかり充実させています。＊２０代～６０代の

美容師が活躍中！

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30472121 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

美容師
⽉額換算 223,000〜309,500 所在地

正社員
職
種
美容師/メリィ･メリィヘアー
ハウス ⻑嶺店

変形(1ヶ月単位)

9:30～19:30

熊本市東区
株式会社アンジェロ

熊本市東区上南部２丁⽬１−１００
096-213-3911

常⽤

美容業務及びそれに付随する業務＊安心して働け

る環境を第一に考えています。指名制ではなく、

スタッフ同士の連携を大切にした美容室。休日も

しっかり充実させています。＊２０代～６０代の

美容師が活躍中！

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30624921 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 223,100〜311,500 所在地 9:00～19:00 美容師

正社員
職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット ⼾島店

変形(1ヶ月単位)

8:00～18:00

熊本市東区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30619721 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 223,100〜311,500 所在地 10:00～20:00 美容師

正社員
職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット 健軍店

変形(1ヶ月単位)

9:00～19:00

熊本市東区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30600021 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 201,400〜289,900 所在地 美容師

正社員
職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット ⼾島店(Ｃ)

変形(1ヶ月単位)

9:00～18:00

熊本市東区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30598221 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 201,400〜289,900 所在地 美容師

正社員
職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット 江津店(Ｃ)

変形(1ヶ月単位)

9:00～18:00

熊本市東区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30597821 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 201,400〜289,900 所在地 美容師

職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット 健軍店(Ｃ)

変形(1ヶ月単位)

9:00～18:00

有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

　　　パート求人は24ページから 13



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市東区
不問

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30932921 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

普通⾃動⾞第⼆種免許
⽉額換算 144,157〜144,157 所在地 ⼤型⾃動⾞第⼆種免許

正社員
職
種
タクシー乗務員(東営業所) 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

7:00～17:00

熊本市東区
熊本交通株式会社

熊本市東区健軍１丁⽬２７番５号
096-369-9837

常⽤

タクシー乗務員(サービス係)公平、迅速な配車を

図るＧＰＳ自動配車システム導入乗車回数の８割

は電話用命で安定した仕事量が確保できる。※全

車ナビ登載！※日数･勤務時間は相談に応じま

す。＊毎月１回サービスマナーの研修会実施(全

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30931621 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

普通⾃動⾞第⼆種免許
⽉額換算 144,157〜144,157 所在地 ⼤型⾃動⾞第⼆種免許

正社員
職
種
タクシー乗務員(健軍本社) 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

7:00～17:00

熊本市東区
熊本交通株式会社

熊本市東区健軍１丁⽬２７番５号
096-369-9837

常⽤

タクシー乗務員(サービス係)公平、迅速な配車を

図るＧＰＳ自動配車システム導入乗車回数の８割

は電話用命で安定した仕事量が確保できる※全車

ナビ登載！※日数･勤務時間は相談に応じます。

＊毎月１回サービスマナーの研修会実施(全社員

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30930321 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

普通⾃動⾞第⼆種免許
⽉額換算 144,157〜144,157 所在地 ⼤型⾃動⾞第⼆種免許

正社員
職
種
タクシー乗務員(⻑嶺営業所) 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

7:00～17:00

熊本市東区 他
熊本交通株式会社

熊本市東区健軍１丁⽬２７番５号
096-369-9837

常⽤

タクシー乗務員(サービス係)公平、迅速な配車を

図るＧＰＳ自動配車システム導入乗車回数の８割

は電話用命で安定した仕事量が確保できる※全車

ナビ登載！※日数･勤務時間は相談に応じます。

＊毎月１回サービスマナーの研修会実施(全社員

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30749821 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 23:30～8:30

⽉額換算 165,000〜195,000 所在地 15:30～0:30

正社員
職
種
塗装作業員 変形(1年単位)

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社アイディエス

熊本市東区⻑嶺東８丁⽬１４−４０
096-380-4225

常⽤

塗装作業･塗装補助作業粉体･溶剤の焼付塗装作

業･塗装ラインへの塗装品掛下し作業、マスキン

グなど塗装前後処理作業＊経験者優遇、未経験の

方応募可

不問
年齢： 30歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13060-13640721 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 180,000〜320,000 所在地

正社員
職
種
フィールド･サービスエンジニ
ア(熊本営業所)

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社トーショー本社

東京都⼤⽥区東糀⾕３丁⽬１３番７号
03-3745-1331

常⽤

弊社製品(医療調剤機器･医療調剤支援システム)の
メンテナンス(保守･修理)。ユーザー様へのアフ

ターフォローや、営業のサポートも担当していた

だきます。

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40180-15479421 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 203,958〜250,851 所在地

正社員
職
種
技術職/熊本北出張所 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社ショージ

福岡県⼤野城市⼭⽥３丁⽬１１番１５号
092-574-9263

常⽤

レンタル用建設機械器具の点検整備･軽修理等

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40180-15478521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 203,958〜250,851 所在地

正社員
職
種
技術職/熊本営業所 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社ショージ

福岡県⼤野城市⼭⽥３丁⽬１１番１５号
092-574-9263

常⽤

レンタル用建設機械器具の点検整備･軽修理等

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30775221 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 190,400〜285,600 所在地

正社員
職
種
注⽂家具製造 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00

熊本市東区
有限会社⾼⽥⼯作所

熊本市東区⽯原町１丁⽬１１番６３号
096-389-8038

常⽤

住宅･店舗の別注家具を専門に製作しています。

造作家具製造、搬入、取付＊未経験の方は先輩社

員について出来ることから仕事を覚えていただき

ます。

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30721021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 180,000〜250,000 所在地

正社員
職
種
⾦属加⼯(プレス溶接加⼯等) 変形(1年単位)

8:10～17:05

熊本市東区
株式会社ケイ･エヌ･テック

熊本市東区⻑嶺⻄１丁⽬４−１２
096-382-1011

常⽤

･ステンレス、アルミ、鉄などの金属製品加工業

です。･機械装置、金型、治具、検具など設計組

付けも行っています。･プレス、溶接、バフ研磨

などの作業です。

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30720121 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 180,000〜250,000 所在地

正社員
職
種
⾦属加⼯(機械加⼯等) 変形(1年単位)

8:10～17:05

熊本市東区
株式会社ケイ･エヌ･テック

熊本市東区⻑嶺⻄１丁⽬４−１２
096-382-1011

常⽤

･ステンレス、アルミ、鉄などの金属製品加工業

です。･機械装置、金型、治具、検具など設計組

付けも行っています。･マシニングセンタ、平面

研削盤、ワイヤ放電加工機などを使用した簡単な

作業です。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-31069521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 10:00～19:00

⽉額換算 192,240〜192,240 所在地 9:00～18:00

職
種
調理員 交替制あり

5:00～14:00

社会福祉法⼈肥後⾃活団⼤江学園

熊本市東区渡⿅８丁⽬１６番４６号
096-364-0070

常⽤

入所施設やグループホーム、在宅から通ってくる

利用者への給食の提供＊定員：入所４７名、入居

１３名通所１５名
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市南区
不問

年齢： 45歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5713821 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

2級建築施⼯管理技⼠
⽉額換算 230,000〜350,000 所在地 ⼆級建築⼠

正社員
職
種
現場管理、設計、営業 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市南区
株式会社サック

熊本市南区城南町千町１７２８番地１
0964-27-9315

常⽤

＊既存建築物の既存天井(体育館やホール等の天

井)に天井が落下しないように、落下防止保護

ネット柵を設置する工事を行います。＊現場：日

本全国(出張手当あり)＊未経験者の方は丁寧に指

導しますので安心して応募下さい。◎応募の際

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-31059821 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 220,000〜310,000 所在地

正社員
職
種
設計 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市南区
Ａｓ･Ｒｉｓｉｎｇ株式会社

熊本市南区江越２丁⽬９−２０
096-334-0924

常⽤

主に新築住宅の設計を行っていただきます。図面

を作成するだけでなく、お客様とのお打合せや現

地調査･役所などへの申請手続き等も行っていた

だきます。(必要な経験)＊ＣＡＤ操作必須＊アー

キトレンド経験者尚可＊二級建築士あれば尚可

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5774521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 302,000〜351,000 所在地

正社員
職
種
管理者兼⽣活相談員(デイサー
ビス)正社員

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
有限会社ケアサポー⼘雁回

熊本市南区富合町⽊原１４６０−２
096-320-5255

常⽤

デイサービスを利用される高齢者の方々の送迎、

入浴、排せつや食事介助、機能訓練などの事業所

業務を一元的に管理し、自らも生活相談員として

サービスを提供します。＜主な仕事内容＞･利用

者本人や家族の相談業務･利用者の受け入れや更

必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30546021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜300,000 所在地

正社員
職
種
組⽴作業員(溶接) 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市東区
株式会社栗⽥⼯業

熊本市東区⼾島町９１８番地２
096-389-3399

常⽤

･令和５年５月(予定)新工場稼働に伴う、増員求人

です。室内環境･労働環境の改善等に寄与する、

塗装ブース(塗装乾燥設備)の作成、組立を行いま

す。作成時にアーク溶接を要する部分がありその

溶接作業、また工業系塗装ブース新商品の製造に

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30409821 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 230,000〜270,000 所在地

正社員
職
種
組⽴作業員 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市東区
株式会社栗⽥⼯業

熊本市東区⼾島町９１８番地２
096-389-3399

常⽤

令和５年５月(予定)新工場稼働に伴う、増員求人

です。室内環境･労働環境の改善等に寄与する、

塗装ブース(塗装乾燥設備)の製造、組立を行いま

す。仕事内容は工場でのブース、ダクト等の製

造、現場(全国)での組立作業となります。未経験

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40180-15504221 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 170,000〜250,000 所在地

正社員
職
種
配送/熊本市 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:30～17:30

熊本市東区
福岡機材販売株式会社

福岡県那珂川市松⽊２−１７４
092-953-2281

常⽤

主に福岡県内･福岡市近郊建設現場･得意先の事務

所や資材置場等への商品の配達主に１．５ｔ～４

ｔ車での配送２０キロ程度の手積み･手下ろしあ

り

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-31000821 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 231,000〜254,100 所在地

正社員
職
種
⼀般作業員 変形(1年単位)

8:00～17:00

熊本市東区
株式会社サンテックコーポレーション熊
本営業所

熊本市東区花⽴６丁⽬４−１
096-237-7517

常⽤

･一般土木作業･震災、産廃場の仕分け作業･舗装

工事、管工事･雑作業(草刈り等)※現場は、主に熊

本市内･益城町、荒尾･玉名近辺＊土木作業の経験

者や重機運転ができる方は、採用面･賃金面で優

遇します。＊積み込みできる方、車輌系の免許を

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30992721 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 277,200〜415,800 所在地

正社員
職
種
鳶職･とび⼯のスタッフ 変形(1年単位)

8:00～17:00

熊本市東区
株式会社サンテックコーポレーション熊
本営業所

熊本市東区花⽴６丁⽬４−１
096-237-7517

常⽤

新築現場や改修現場での鳶職･熊本県内並びに福

岡県で、鉄骨、足場、ＰＣ、揚重機機械等の作業

をします。･弊社作業所内で、鳶職の仕事をしま

す。＊未経験の方でも、仕事は働きながら覚えま

すのでご安心下さい。＊無資格者は、入社間もな

あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30994221 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⾞両系建設機械(整地･運搬･
⽉額換算 277,200〜346,500 所在地 積込⽤及び掘削⽤)運転技能者

正社員
職
種
重機オペレーター 変形(1年単位)

8:00～17:00

熊本市東区
株式会社サンテックコーポレーション熊
本営業所

熊本市東区花⽴６丁⽬４−１
096-237-7517

常⽤

土木工事の重機オペレーター･主にバックホーの

運転･解体作業※現場は、主に熊本市内及び近郊

あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30570721 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

移動式ｸﾚｰﾝ運転⼠
⽉額換算 180,000〜450,000 所在地 ⼤型特殊⾃動⾞免許

正社員
職
種
移動式クレーンオペレーター 変形(1ヶ月単位)

8:00～17:00

熊本市東区
クマモトラフテレーン株式会社

熊本市東区⼩⼭４丁⽬８番１２４号
096-349-7171

常⽤

移動式クレーンの運転主に建設現場において、コ

ンクリート製品やその他の資材の吊り上げ作業な

ど

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30718421 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 6:00～19:00の間の

8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

中型⾃動⾞免許
⽉額換算 180,000〜280,000 所在地 8ﾄﾝ限定中型⾃動⾞免許

職
種
中型(４トン)ドライバー 変形(1ヶ月単位)有限会社⾕⼝運送

熊本市東区⼾島町４３８番地１
096-285-5298

常⽤

農業用機械の配送業務クレーン作業あり(配送エ

リア、九州一円、中国、四国方面)＊移動式ク

レーン(ユニック)有資格者は優遇致します。＊資

格取得制度あります(求人に関する特記事項参照)
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市南区
不問

年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30924121 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 175,000〜350,000 所在地

正社員
職
種
営業職［アウディ専⾨］ 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

9:30～18:30

熊本市南区
アウディ熊本(株式会社ファーレン九州)

熊本市南区出仲間８−９−５
096-374-8800

常⽤

･輸入車(アウディ)の販売及び顧客管理業務･中古

車(アウディ)の販売及び顧客管理業務･在庫車輛の

管理等※弊社取扱いの輸入車(アウディ)にご興味

をお持ちのお客様に対して来店型の営業を主体に

行います。飛び込み営業はありません。※自動車

不問
年齢： 35歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30866521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽕他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 182,800〜285,700 所在地

正社員
職
種
営業職/カーランド平⽥店 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

9:30～18:30

熊本市南区
⽇産プリンス熊本販売株式会社

熊本市東区⻄原⼀丁⽬２番１５号
096-384-1123

常⽤

中古車ならびに日産の新車販売販売後の顧客管

理、アフターフォロー･車検、点検、その他メン

テナンスの案内･獲得･自動車保険の案内･獲得･そ

の他、自動車関連商品の販売など＊エリア：熊本

市内がメイン移動手段：自家用車(手当有)、ガソ

不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30820721 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽕他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 212,000〜289,000 所在地

正社員
職
種
⾃動⾞買取･販売スタッフ 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

9:00～18:00

熊本市南区
株式会社エムロード

熊本市中央区本⼭４丁⽬３−７
096-352-8177

常⽤

･カーリンクへのご来店、ネットでの問い合わせ

のお客様、ガソリンスタンドへ来店して頂いてる

お客様のお車の買取･販売をして頂きます。･いか

にお客様に 適な提案が出来るかをみんなで考え

ます。･リモート研修、査定資格取得の研修制度

不問
年齢： 45歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30677821 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽉⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 300,000〜500,000 所在地

正社員
職
種
営業アシスタント 普通⾃動⾞免許

10:00～19:00

熊本市南区
株式会社九州エネルギーパートナーズ

熊本市南区近⾒８丁⽬７番４０号
096-327-9515

常⽤

戸建て住宅のお客様に太陽光発電、蓄電池などの

スマートハウスのご紹介。指定した地域を宣伝活

動をして頂いて、ご興味がある方に資料送付のア

ポイント設定絵お行ってもらいます。初めは先輩

社員の同行研修ですので、１人で行動するのでは

不問
年齢： 30歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30478421 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 160,000〜200,000 所在地

正社員
職
種
⼀般事務 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:30～17:30

熊本市南区
佐藤株式会社熊本営業所

熊本市南区⽥迎６丁⽬１１−５５
096-370-8871

常⽤

･一般事務･経理事務･受発注業務(パソコン入力あ

り)◇インテリア販売店、ふすま屋、表具店等へ

の内装材料全般の卸売販売をしています。(商材

は、カーテン、カーペット、ロールスクリーン、

ブラインド･クロス･襖紙･表装や壁装材、その他)

不問
年齢： 39歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30969721 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 210,000〜320,000 所在地

正社員
職
種
経理スタッフ 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市南区
アデル･カーズ株式会社

熊本市南区近⾒６丁⽬２２番７０号
096-312-8888

常⽤

□経理業務全般を担当していただきます。･売上仕

入などの事務･整備売上事務･各種社内書類作成な

ど

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30913321 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 162,000〜180,000 所在地

正社員
職
種
⼈事事務職員(安定企業での事
務/正社員/未経験可)

変形(1年単位)

8:30～17:30

熊本市南区
株式会社桜⼗字熊本

熊本市南区御幸⽊部１丁⽬１番１号
096-378-1111

常⽤

人事に関わる事務職の募集です。９名の職員が所

属しており、しっかりフォローしますので、安心

して働ける環境です。＜主な業務＞･ＰＣ入力や

電話対応業務･中途社員向け研修の進行管理、研

修書類の準備･講演者とのスケジュール調整･入社

不問
年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5748221 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽉⾦(その他) 雇⽤期間： 8:00～18:00の間の

8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 158,000〜188,000 所在地

正社員
職
種
フィットネスインストラク
ター兼フロントスタッフ

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許
熊本市南区 他

城南観光株式会社

熊本市南区城南町藤⼭１６６０
0964-28-6511

常⽤

＊ゴルフ場クラブハウス内に新設する『ゴル

ファーに特化したフィットネスコーナー』のイン

ストラクター業務が主な仕事です。未経験の方に

も、マシーンの操作方法など丁寧に研修するので

安心です。･その他フィットネス業務が無い時

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5692521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

その他の福祉･介護関係資格
⽉額換算 180,000〜200,000 所在地

正社員
職
種
サービス管理責任者 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市南区
株式会社ファミリー⼋興

熊本市南区富合町杉島
096-357-0206

常⽤

令和４年７月に障害者福祉サービス施設(就労継

続支援事業所Ａ型とＢ型)の開業をしており、

オープンに伴うサービス管理責任者の募集になり

ます。･個別支援計画の作成･記録業務。･関係機

関との連携。･スタッフのサポートや指導。･その

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 46010-33883121 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 又は8:30～17:30の

間の8時間以上

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

看護師
⽉額換算 182,000〜239,200 所在地 准看護師

正社員
職
種
デイサービス看護職員(熊本市
南区)［新事業所］ 8:00～17:00

熊本市南区
株式会社ライフケアクラブ

⿅児島県⿅児島市下荒⽥２丁⽬３４番１０号

099-252-5625
常⽤

●事業所にて主に看護業務に従事して頂きます。●
経験者は勿論のこと、未経験者も大歓迎です。●
完全週休二日制で、残業も一切ありません。●ご
利用者様は１日 大１５名(予定)です。

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30583321 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

看護師
⽉額換算 188,000〜225,000 所在地 9:00～13:00

職
種
正看護師

9:00～18:00

虹クリニック

熊本市南区薄場３丁⽬１１−５１
096-357-7500

常⽤

診療の補助及び看護業務無床診療所のため、当

直･夜勤はありません。
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市南区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30471921 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

美容師
⽉額換算 223,000〜309,500 所在地

正社員
職
種
美容師/メリィ･メリィヘアー
ハウス ⻄熊本店

変形(1ヶ月単位)

9:30～19:30

熊本市南区
株式会社アンジェロ

熊本市東区上南部２丁⽬１−１００
096-213-3911

常⽤

美容業務及びそれに付随する業務＊安心して働け

る環境を第一に考えています。指名制ではなく、

スタッフ同士の連携を大切にした美容室。休日も

しっかり充実させています。＊２０代～６０代の

美容師が活躍中！

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30625121 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 223,100〜311,500 所在地 10:00～20:00 美容師

正社員
職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット イオンタウン⻄熊本

変形(1ヶ月単位)

9:00～19:00

熊本市南区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30623621 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 223,100〜311,500 所在地 10:00～20:00 美容師

正社員
職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット 平成⼤通り店

変形(1ヶ月単位)

9:00～19:00

熊本市南区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30601721 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 201,400〜289,900 所在地 美容師

正社員
職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット イオンタウン⻄熊本

変形(1ヶ月単位)

9:00～18:00

熊本市南区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30599521 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 201,400〜289,900 所在地 美容師

正社員
職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット 平成⼤通り店(Ｃ)

変形(1ヶ月単位)

9:00～18:00

熊本市南区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30438321 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
⽉額換算 182,000〜222,000 所在地 介護職員初任者研修修了者

正社員
職
種
看護助⼿

7:45～16:30

熊本市南区
医療法⼈社団純⽣会良町ふくしまクリ
ニック

熊本市南区良町４丁⽬１−８０
096-370-0211

常⽤

透析患者および入院患者への看護助手業務･歩

行、移動、着脱、食事の介助(入浴介助なし)･布
団、備品の準備など

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5771721 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽊⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 148,000〜155,000 所在地 9:00～16:00

正社員
職
種
看護助⼿ 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市南区
くまもと南⽿⿐咽喉科クリニック

熊本市南区城南町隈庄９４３番１
0964-25-3387

常⽤

･診療の介助。(医師、看護師の助手等)･衛生管

理。(器具洗浄、院内掃除等)･受付手伝い。(患者

様の確認誘導等)･電子カルテ入力などの業務をお

願いします。＊パソコン入力(ワード、エクセル)
の出来る方希望。

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5759421 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 7:00～16:00 介護職員初任者研修修了者
⽉額換算 170,000〜200,000 所在地 7:30～16:30 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級

正社員
職
種
介護⼠ 変形(1ヶ月単位)

8:00～17:00

熊本市南区
医療法⼈花桜会

  熊本市南区城南町さんさん１丁⽬６−２
0964-28-2001

常⽤

＊住宅型老人ホーム『ヒルズトップ城南』の介護

業務全般です。(入居者２２名)･身体介護、コール

及び非常時の対応。･夜間の見守り及び安否確

認。･施設の施錠見回り。◎応募の際は、ハロー

ワークの紹介状が必要となります。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5754021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 11:00～20:00

介護福祉⼠
⽉額換算 170,000〜210,000 所在地 9:00～18:00 介護職員初任者研修修了者

正社員
職
種
住宅型有料⽼⼈ホーム内介護
スタッフ

変形(1ヶ月単位)

7:00～16:00

熊本市南区
有限会社陽気

  熊本市南区城南町下宮地５９２−１
0964-27-5961

常⽤

＊「住宅型有料老人ホーム城南陽気ホーム」(３
３室)での介護業務になります。･食事、入浴、清

掃、レクリエーションなどの支援を行って頂きま

す。･退職金、スキルアップ支援制度有ります。

◆画像画像情報あり(事業所情報表示)から確認可

不問
年齢： 45歳以下 就業場所： 求⼈番号： 15010-33297521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 200,000〜300,000 所在地

正社員
職
種
インテリアアドバイザー(ルー
ト営業/熊本市南区/熊本店)

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市南区
株式会社ルームワン

新潟県新潟市東区下⽊⼾１−２−４０
025-227-5105

常⽤

(営業の業務)･カーテン等窓廻商品の提案営業。

(主にルート営業)ハウジングメーカー等へのルー

ト営業とショールームにおいて、コーディネート

等をしながら接客を行います。･自由な発想やセ

ンスを活かすことのできる仕事です。＊仕事を覚

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13080-73739321 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 9:45～20:00の間の

7時間以上

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 250,000〜250,000 所在地

職
種
保険のコンサル営業/ゆめタウ
ンはません店

変形(1ヶ月単位)株式会社ＧＯＥＳＷＥＬＬ

東京都新宿区新宿５−１７−１８
0120-999-647

常⽤

★保険見直し本舗(募集代理店：株式会社ＧＯＥＳ

ＷＥＬＬ)で働くコンサルティングアドバイザー

お客様のライフスタイルに合わせて、保険で安心

を提案します。ヒアリングした内容を踏まえて、

適なプランを提案しましょう当社ではお客様の

　　　パート求人は24ページから 17



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市南区
不問

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30929521 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

普通⾃動⾞第⼆種免許
⽉額換算 144,157〜144,157 所在地 ⼤型⾃動⾞第⼆種免許

正社員
職
種
タクシー乗務員(川尻営業所) 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

7:00～17:00

熊本市南区 他
熊本交通株式会社

熊本市東区健軍１丁⽬２７番５号
096-369-9837

常⽤

タクシー乗務公平、迅速な配車を図るＧＰＳ自動

配車システム導入。乗車回数の８割は、電話用命

で安定した仕事量が確保できる。※全車ナビ登

載！※日数･勤務時間は相談に応じます。＊毎月

１回サービスマナーの研修会実施(全社員対象)優

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5682821 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 8:30～20:00の間の

8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⼆級⾃動⾞整備⼠
⽉額換算 180,000〜330,000 所在地 三級⾃動⾞整備⼠

正社員
職
種
整備スタッフ(⾞検のコバック
熊本うと店、しみず店)

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許
熊本市南区

ｉＨＤジャパン株式会社

宇⼟市北段原町１８５−１
0964-22-3990

常⽤

･オールメーカー、全車種の車検、重整備、軽整

備、板金塗装業務が中心。･指定整備工場での沢

山の職務経験を積むことができます。また営業職

への転向はなく、生涯に渡って整備士として、お

客様のカーライフサポートができます。･車検、

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5680021 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⼆級⾃動⾞整備⼠
⽉額換算 180,000〜330,000 所在地 9:00～18:00 三級⾃動⾞整備⼠

正社員
職
種
整備スタッフ(⾞検のコバック
熊本とみあい)

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市南区
ｉＨＤジャパン株式会社

宇⼟市北段原町１８５−１
0964-22-3990

常⽤

･オールメーカー、全車種の車検、重整備、軽整

備業務が中心です。･指定整備工場での沢山の職

務経験を積むことができます。また営業職への転

向はなく、生涯に渡って整備士としてお客様の

カーライフサポートができます。･車検、一般整

不問
年齢： 39歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40010-58895921 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 206,800〜307,200 所在地

正社員
職
種
建設機械の修理･整備･サービ
ス･配送(正)/熊本市南区

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:30

熊本市南区
株式会社南陽レンテック

福岡県福岡市博多区⻄⽉隈１丁⽬１５番２９

092-431-0666
常⽤

建設機械の修理･点検･整備機械の貸出し･返却時

の点検･整備現場での修理･サービス機械の配送･

引取り等＊能力に応じて、できる仕事から始めて

頂きます＊未経験の方は指導致します＊建設機械

関係技能講習等、資格取得支援制度あり

不問
年齢： 18歳〜39歳 就業場所： 求⼈番号： 27020-59883821 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 9:00～18:00

⽉額換算 162,800〜206,200 所在地 18:00～9:00

正社員
職
種
ＡＬＳＯＫ警備職(警備輸
送)(熊本⽀社)⾼卒

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

7:00～16:00

熊本市南区
綜合警備保障株式会社(ＡＬＳＯＫ)⻄⽇
本採⽤センター

⼤阪府⼤阪市北区梅⽥３−３−１０
06-4795-0400

常⽤

(警備輸送業務)現金や有価証券等のお客様の財産

を、各種装備を搭載した現金輸送車等で、安全･

確実に輸送する仕事です。金融機関等にあるＡＴ

Ｍの資金補填や回収等も実施します。日勤中心の

勤務ですが、早朝からの勤務、土日の出勤、一部

必須
年齢： 18歳〜59歳 就業場所： 求⼈番号： 13040- 6238322 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 又は22:00～8:00の

間の8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 180,000〜250,000 所在地 13:00～22:00

正社員
職
種
ホテルスタッフ(総合職)/熊本
市

変形(1ヶ月単位)

7:00～16:00

熊本市南区
株式会社ＳＨＲロードサイドイン

東京都港区芝⼀丁⽬５番１２号
03-6858-2583

常⽤

フロントレセプション、朝食レストランサービス

などマルチに活躍できます。ホテルの業務におい

て責任のある仕事をお任せします。フロントロ

ビー･朝食レストランが同じフロアに位置してお

り、業務を臨機応変に入れ替わるマルチタスクを

必須
年齢： 18歳〜59歳 就業場所： 求⼈番号： 13040- 6236622 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 又は22:00～8:00の

間の8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 180,000〜250,000 所在地 13:00～22:00

正社員
職
種
ホテルマネージャー候補(総合
職)/熊本市

変形(1ヶ月単位)

7:00～16:00

熊本市南区
株式会社ＳＨＲロードサイドイン

東京都港区芝⼀丁⽬５番１２号
03-6858-2583

常⽤

フロントレセプション、朝食レストランサービス

などマルチに活躍できます。ホテルの業務におい

て責任のある仕事をお任せします。フロントロ

ビー･朝食レストランが同じフロアに位置してお

り、業務を臨機応変に入れ替わるマルチタスクを

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40010-58721321 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 220,000〜300,000 所在地

正社員
職
種
ホールスタッフ･キッチンス
タッフ(正)/熊本市南区 9:30～18:30

熊本市南区
株式会社ラック

福岡県福岡市博多区東⽐恵３丁⽬１４−２５

092-473-0101
常⽤

･ホールスタッフ席案内係、配膳、片付けなど※

食券制の為、オーダー･レジ業務は無し･キッチン

スタッフちゃんぽん、丼もの等の仕込み、調理業

務など＊しっかり仕事を覚えられるようにサポー

トしていきますので、飲食店での経験がない方も

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5761121 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽉他(毎週) 雇⽤期間： 10:00～20:00の間

の8時間

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

美容師
⽉額換算 185,000〜260,000 所在地 ﾈｲﾘｽﾄ技能検定試験1級

正社員
職
種
アイリスト(熊本市)

熊本市南区
アテン株式会社

宇⼟市善道寺町綾織９５番地
070-8504-2080

常⽤

＊近見店(熊本市)にて、･受付、カウンセリング、

カルテ作成、店舗清掃、施術。＊ハローワークの

紹介状が必要です。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30494421 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

美容師
⽉額換算 203,000〜289,500 所在地

正社員
職
種
美容師/メリィ･メリィ⻄熊本
アシスタント(Ｂ)

変形(1ヶ月単位)

9:30～19:30

熊本市南区
株式会社アンジェロ

熊本市東区上南部２丁⽬１−１００
096-213-3911

常⽤

美容業務及びそれに付随する業務＊安心して働け

る環境を第一に考えています。指名制ではなく、

スタッフ同士の連携を大切にした美容室。休日も

しっかり充実させています。＊２０代～６０代の

美容師が活躍中！

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30473021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

美容師
⽉額換算 183,000〜269,500 所在地

職
種
美容師/メリィ･メリィ⻄熊本
アシスタント(Ａ)

変形(1ヶ月単位)

9:30～19:30

株式会社アンジェロ

熊本市東区上南部２丁⽬１−１００
096-213-3911

常⽤

美容業務及びそれに付随する業務＊安心して働け

る環境を第一に考えています。指名制ではなく、

スタッフ同士の連携を大切にした美容室。休日も

しっかり充実させています。＊２０代～６０代の

美容師が活躍中！
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市北区
あれば尚可

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43030- 8804921 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 1級造園施⼯管理技⼠

1級⼟⽊施⼯管理技⼠
⽉額換算 204,000〜370,000 所在地 2級⼟⽊施⼯管理技⼠

正社員
職
種
現場監督 変形(1年単位)

8:00～17:00

熊本市北区
有限会社アウトデザイン

熊本市北区植⽊町荻迫８０６
096-288-4360

常⽤

･工事打合せ･施工計画･現場作業および管理･書類

作成などの管理業務･その他上記に付随する業務○
応募にはハローワークの紹介状が必要です

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43030- 8800521 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 1級造園施⼯管理技⼠

1級⼟⽊施⼯管理技⼠
⽉額換算 185,000〜300,000 所在地 2級⼟⽊施⼯管理技⼠

正社員
職
種
現場監督 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00

熊本市南区
株式会社フジタカ武部

熊本市北区植⽊町⼤和１１−１
096-288-0645

常⽤

･工事打合わせ･施工計画･現場作業および管理･書

類作成などの管理業務※その他、上記に付随する

業務○応募にはハローワークの紹介状が必要です

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5746721 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽉⾦(その他) 雇⽤期間： 7:00～17:00の間の

8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 158,000〜188,000 所在地

正社員
職
種
ゴルフ場 リネン 普通⾃動⾞免許

熊本市南区
城南観光株式会社

熊本市南区城南町藤⼭１６６０
0964-28-6511

常⽤

＊ゴルフ場内の清掃を通じて、お客様が快適に過

ごせる環境を作る大切な業務で、お客様にまた来

たいと思って頂くサービスを提供していきます。

(主な仕事です)･クラブハウス内のトイレ･洗面台

の掃除及び備品･消耗品の補充･ロビー、ロッカー

不問
年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30654421 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 152,600〜203,400 所在地

正社員
職
種
倉庫作業スタッフ(流通団地第
⼆倉庫)

普通⾃動⾞免許

9:00～17:30

熊本市南区
三⾓海運株式会社事業本部

熊本市中央区南坪井町４−２６
096-325-1133

常⽤

流通団地の物流センターで、リフトを使用して日

用雑貨品の入庫作業やピッキング、出庫作業を行

います。主な商品の重量は、１ケースあたり１０

Ｋｇ～１５ＫｇでＪＲコンテナや海上コンテナの

積み卸し作業もあります。リフト作業が未経験の

不問
年齢： 45歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5769621 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 170,000〜240,000 所在地

正社員
職
種
のり⾯⼯事作業員 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市南区
株式会社ビューベル

  熊本市南区富合町榎津１０７８
096-357-3539

常⽤

＊のり面工事作業を中心に現場作業を担当して頂

きます。･当社では職人としての担い手育成をは

じめ将来的には(５年程度を目安に)班長、意欲あ

れば子会社管理としてキャリアアップができま

す。･夏季など炎天下における作業、高所での作

不問
年齢： 65歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5687621 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜450,000 所在地

正社員
職
種
電気⼯事⼠、電気通信⼯事 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市南区
株式会社ＲＳエンジニアリング

熊本市南区城南町千町２０４０−３
0964-27-5900

常⽤

＊建設業のうち電気工事業。各種電気工事、官公

庁、民間発注による電気工事。＊未経験からの転

職者も多数在籍、丁寧に指導します。＊社用車あ

り。◎応募の際はハローワークの紹介状が必要。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30958921 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 238,800〜302,100 所在地 8:00～16:00

正社員
職
種
電気⼯事作業者 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市南区
株式会社ＦＥＣ

熊本市南区南⾼江３丁⽬１−４１
096-273-6751

常⽤

･屋内配線工事･屋外配線工事･家庭用電気器具取

付工事･工場棟設備工事･自家用電気工作物の工

事、維持管理＊現場は県内と隣県です(宿泊出張

もあり)

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5756821 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 170,000〜350,000 所在地

正社員
職
種
防⽔⼯事及び営業 普通⾃動⾞免許

7:30～17:00

熊本市南区 他
⽮野防⽔産業株式会社

熊本市南区富合町南⽥尻１８５−１３
096-223-8789

常⽤

≪防水工事及び補修工事≫･公共機関(学校、団地

等)･民間の新築、改修工事の屋上やベランダ等の

防水、外壁、目地、サッシ周りのコーキング、塗

装作業等になります。＊現場は主に熊本県内で、

たまに県外もあります。直行直帰もありますが基

あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5755721 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 204,000〜367,200 所在地

正社員
職
種
現場作業員及び管理(市川⼯事
事務所)

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00

熊本市南区
有限会社ハイテックエンジニアリング

熊本市南区城南町下宮地７５５−９
0964-28-4771

常⽤

･防水、塗装工事の作業員。･ビル、マンション、

橋梁等の改修工事。(外壁、屋上、ベランダ、床

等の防水工)･現場は東京都、神奈川県、埼玉県等

の関東方面のため社用車移動です。※男女とも、

未経験者は入社後に丁寧に指導いたします。

不問
年齢： 35歳以下 就業場所： 求⼈番号： 15010-33317821 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 180,000〜250,000 所在地

正社員
職
種
カーテンレール等の取付(熊本
市南区/熊本店)

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市南区
株式会社ルームワン

新潟県新潟市東区下⽊⼾１−２−４０
025-227-5105

常⽤

住宅、商業施設等へ出向き、カーテンレイル、ブ

ラインド等の窓廻り装飾品の取付工事を行う。イ

ンテリアに興味のある方の応募をお待ちします。

お部屋の感じは、窓廻りで、がらっと雰囲気が変

わります。＊転勤の可能性は、新規出店などの場

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30448921 採⽤⼈数： 7⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 210,000〜315,000 所在地 8:30～17:30

職
種
解体⼯ 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00

 株式会社近⾒⼯業

熊本市南区内⽥町宮本３４０５−２
096-228-4155

常⽤

家屋をはじめ、店舗やビル、マンションなどの建

物の解体工事を行って頂きます。＊基本的に建築

物の解体となりますが、解体に関する技術と知

識、経験が非常に豊富です。これまでの、実績と

経験を活かしあらゆる業務を請け負います。解体
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市北区
あれば尚可

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13010-92564521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

栄養⼠
⽉額換算 170,900〜170,900 所在地 8:30～17:30

正社員
職
種
栄養⼠(正社員)/ニチイキッズ
うえき保育園

交替制あり

8:00～17:00

熊本市北区
株式会社ニチイ学館管理部

  東京都千代⽥区神⽥駿河台４ー６御茶ノ
03-5834-5142

常⽤

ニチイキッズうえき保育園での給食業務(０歳～

２歳児)･食材の発注、検収、検品、品質管理･在

庫管理･アレルギー児対応･自園給食(おやつ、昼

食調理)

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30419521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⻭科衛⽣⼠
⽉額換算 200,000〜300,000 所在地 8:30～13:00

正社員
職
種
⻭科衛⽣⼠

8:30～18:00

熊本市北区
医療法⼈⾄誠会いりさ⻭科医院

熊本市北区⼋景⽔⾕１丁⽬２４番２４号
096-223-7360

常⽤

歯科衛生士業務をお願います。･歯科予防処置･歯

科保険指導･歯科診療補助･その他、付随する業務

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-31058721 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(なし) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

診療放射線技師
⽉額換算 197,000〜237,000 所在地 8:40～12:30

正社員
職
種
診療放射線技師 変形(1ヶ月単位)

8:40～17:00

熊本市北区
医療法⼈室原会菊南病院

熊本市北区鶴⽻⽥３丁⽬１ー５３
096-344-1711

常⽤

当院放射線科での放射線検査業務全般･一般撮影･

ＣＴ撮影･健診業務(胃透視)･骨密度･その他

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-31052421 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 7:30～15:50

准看護師
⽉額換算 166,100〜186,100 所在地 16:40～9:00

正社員
職
種
准看護師 変形(1ヶ月単位)

8:40～17:00

熊本市北区
医療法⼈室原会菊南病院

熊本市北区鶴⽻⽥３丁⽬１ー５３
096-344-1711

常⽤

看護業務(病棟勤務)･利用者の観察状態(症状確認

等)･経管栄養注入、抜去･処置介助･回診時の介助

･与薬･ナースコール対応･体位交換･酸素吸入、薬

剤の吸入、痰の吸引＊配属病棟は相談可能です。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-31053321 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 7:30～15:50

看護師
⽉額換算 191,000〜219,000 所在地 16:40～9:00

正社員
職
種
看護師 変形(1ヶ月単位)

8:40～17:00

熊本市北区
医療法⼈室原会菊南病院

熊本市北区鶴⽻⽥３丁⽬１ー５３
096-344-1711

常⽤

病棟での看護業務･利用者の観察状態(症状確認

等)･経管栄養注入、抜去･処置介助･回診時の介助

･与薬･ナースコール対応･体位交換･酸素吸入、薬

剤の吸入、痰の吸引＊配属病棟は相談可能です。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30887121 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 10:00～19:00

看護師
⽉額換算 195,000〜235,000 所在地 7:30～16:30

正社員
職
種
看護師(病棟) 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市北区
医療法⼈⽥中会武蔵ヶ丘病院

熊本市北区楠７丁⽬１５−１
096-339-1161

常⽤

･病棟看護業務･医療介助･療養介助･電子カルテ導

入のためパソコン操作あり

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30707721 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 11:00～20:00

看護師
⽉額換算 170,000〜400,000 所在地 7:00～16:00 准看護師

正社員
職
種
看護職/かなこぎ苑 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市北区
医療法⼈社団郁栄会

熊本市北区楠野町１０６７−１
096-275-2468

常⽤

看護業務及び利用者に対する身の回りのお世話･

入浴、排泄、食事等の介助等(入居者６０名･２０

名体制)

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30706021 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 16:00～1:00

看護師
⽉額換算 220,000〜400,000 所在地 7:00～16:00

正社員
職
種
看護職/北部脳神経外科･神経
内科

変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市北区
医療法⼈社団郁栄会

熊本市北区楠野町１０６７−１
096-275-2468

常⽤

患者様に対する看護業務＊入浴介助(ＡＤＬが高

い方の場合)あり

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30413921 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽊⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 9:00～13:00

看護師
⽉額換算 145,000〜170,000 所在地 9:00～19:00 准看護師

正社員
職
種
看護師 変形(1ヶ月単位)

9:00～18:00

熊本市北区
医療法⼈社団なつみ会まえだクリニック

熊本市北区⿓⽥８丁⽬１５番６４号
096-338-1637

常⽤

クリニックにおける看護業務全般(呼吸器内科･内

科･消化器内科･小児科)

必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 27020-60045321 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

看護師
⽉額換算 240,000〜262,000 所在地

正社員
職
種
訪問看護師(デューン光の森) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市北区
株式会社Ｎ･フィールド

⼤阪府⼤阪市北区堂島浜１丁⽬４番４号
06-6343-0600

常⽤

訪問看護業務(服薬管理、服薬確認、健康相談、

生活援助、安否確認等)勤務日１日あたりの訪問

数は４～９件※１件ずつ訪問手当あり平日６５０

円～７５０円/件日祝２１００円/件具体的には在

宅でのケアを必要とされる方のご自宅に訪問し

不問
年齢： 35歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-31045321 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

薬剤師
⽉額換算 276,000〜309,000 所在地

職
種
薬剤師

8:40～17:30

医療法⼈室原会菊南病院

熊本市北区鶴⽻⽥３丁⽬１ー５３
096-344-1711

常⽤

･医療、介護医療院についての調剤業務･服薬指導

(外来･病棟)･薬剤師としての業務及びそれにそれ

に付随する業務全般

　　　パート求人は24ページから 20



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市北区
あれば尚可

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30711921 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 13:00～22:00 介護職員初任者研修修了者

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
⽉額換算 160,000〜380,000 所在地 7:00～16:00 介護福祉⼠

正社員
職
種
介護職/サンライズ楠野(グ
ループホーム)

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市北区
医療法⼈社団郁栄会

熊本市北区楠野町１０６７−１
096-275-2468

常⽤

利用者に対する身の回りのお世話入浴、排泄、食

事等の介助＊入居者９名(スタッフ９名体制)

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30710621 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 介護職員初任者研修修了者

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
⽉額換算 160,000〜300,000 所在地 介護福祉⼠

正社員
職
種
介護職/かなこぎ苑(通所リハ
ビリテーション)

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市北区
医療法⼈社団郁栄会

熊本市北区楠野町１０６７−１
096-275-2468

常⽤

利用者の送迎、身の回りのお世話･入浴、排泄、

食事等の介助(約３５名利用者･１３名体制)

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30709221 採⽤⼈数： 4⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 11:00～20:00 介護職員初任者研修修了者

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
⽉額換算 160,000〜380,000 所在地 7:00～16:00 介護福祉⼠

正社員
職
種
介護職/かなこぎ苑(介護⽼⼈
保健施設)

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市北区
医療法⼈社団郁栄会

熊本市北区楠野町１０６７−１
096-275-2468

常⽤

利用者に対する身の回りのお世話入浴、排泄、食

事等の介助＊入居者６０名(スタッフ３０名体制)

不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30811021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 170,000〜200,000 所在地

正社員
職
種
⼈材コーディネーター 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市北区
株式会社リフティングブレーン

熊本市北区⼸削５丁⽬１番１７号
096-337-3214

常⽤

人材派遣会社における採用活動に関する人材コー

ディネーターを募集します〈具体的な仕事内容〉

＊応募者からの応募に関する問い合わせやＷＥＢ

からのエントリー対応、面接スケジュール調整、

登録手続きおよび面接、選考、募集求人とのマッ

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5679621 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 181,000〜265,000 所在地 8:30～17:30

正社員
職
種
フロント業務 (急募) 変形(1年単位)

9:00～18:00

熊本市北区 他
ｉＨＤジャパン株式会社

宇⼟市北段原町１８５−１
0964-22-3990

常⽤

※きめ細やかな気遣いや心配りができればＯＫ車

の知識は必要ありません。･来客お客様の接客対

応。(フロント業務)･電話応対。･自動車保険の受

付応対。･車を購入頂いたお客様へのフォロー。･

それらに付随する業務。＊トライアル雇用求人。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43080- 5681721 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 180,000〜350,000 所在地 11:00～20:00

正社員
職
種
カーライフアドバイザー 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:00

熊本市北区
ｉＨＤジャパン株式会社

宇⼟市北段原町１８５−１
0964-22-3990

常⽤

※ロータス軽ステーションでの業務＊未使用車軽

専門店でのスタッフ募集･車を購入頂いたお客様

へのアフターフォロー･丁寧な研修があるので未

経験者の方でも歓迎します。･ノルマがないので

お客様目線で仕事ができます。＊訪問営業一切な

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43030- 8839021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 155,000〜180,000 所在地

正社員
職
種
⼀般事務 変形(1年単位)

8:30～17:30

熊本市北区
有限会社若松商事

熊本市北区植⽊町⼤和６２−５
096-272-7704

常⽤

〇一般事務業務全般(主な仕事内容)･帳簿、コン

ピューター入力･電話応対、接客応対･資料作成な

ど･その他、上記に付随する業務※応募にはハ

ローワークの紹介状が必要です

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43030- 8849821 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜200,000 所在地

正社員
職
種
役員秘書 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市北区
株式会社九建総合開発

熊本市北区植⽊町岩野１３７５
096-272-4555

常⽤

(役員秘書業務)･スケジュール管理･来客対応、

メール対応･ＰＣ入力･文書作成管理･電話対応･そ

の他上記に付随する業務

必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30940921 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

介護⽀援専⾨員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
⽉額換算 194,000〜290,000 所在地

正社員
職
種
介護⽀援専⾨員(ケアマネー
ジャー)

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市北区
株式会社昭和館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
096-343-0003

常⽤

高齢者複合支援施設「八景水谷昭和館」における

ケアマネ業務グループホーム･小規模多機能ホー

ム･介護サービス付高齢者住宅などで複合的に高

齢者の方々を支える業務に携わっていただきます

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30916121 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 180,000〜230,000 所在地

正社員
職
種
児童指導員 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市北区
⼀般社団法⼈みもら放課後等デイサービ
ス颯〜そう〜

熊本市北区鶴⽻⽥１丁⽬５−１９
096-277-4122

常⽤

障害児を対象とする通所支援事業(放課後等デイ

サービス･児童発達支援)で児童発達支援管理責任

者として従事していただきます。〇トランポリン

活動(スクール併設)、遊びを通じて子ども達の成

長をサポートする施設です。〇事業所内での支

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30833321 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

その他の福祉･介護関係資格
⽉額換算 220,000〜250,000 所在地 9:30～18:30

職
種
児童発達⽀援管理責任者 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

株式会社おがた

熊本市北区貢町６５
096-247-6200

常⽤

･放課後等デイサービス事業における支援･利用す

る児童の支援計画の作成･状況に応じて、送迎や

療育も担っていただきます･お子様の生活能力の

向上、社会との交流の促進などを目的とし、個々

の状況に応じた支援をします。

　　　パート求人は24ページから 21



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市北区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30470621 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

美容師
⽉額換算 223,000〜309,500 所在地

正社員
職
種
美容師/メリィ･メリィヘアー
ハウス 植⽊店

変形(1ヶ月単位)

9:30～19:30

熊本市北区
株式会社アンジェロ

熊本市東区上南部２丁⽬１−１００
096-213-3911

常⽤

美容業務及びそれに付随する業務＊安心して働け

る環境を第一に考えています。指名制ではなく、

スタッフ同士の連携を大切にした美容室。休日も

しっかり充実させています。＊２０代～６０代の

美容師が活躍中！

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30618021 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 223,100〜311,500 所在地 10:00～20:00 美容師

正社員
職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット 楠店

変形(1ヶ月単位)

9:00～19:00

熊本市北区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30616921 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 223,100〜311,500 所在地 10:00～20:00 美容師

正社員
職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット ⾶⽥バイパス店

変形(1ヶ月単位)

9:00～19:00

熊本市北区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30592621 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 201,400〜289,900 所在地 美容師

正社員
職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット 楠店(Ｃ)

変形(1ヶ月単位)

9:00～18:00

熊本市北区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30591321 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理容師
⽉額換算 201,400〜289,900 所在地 美容師

正社員
職
種
理容師･美容師/サンキュー
カット ⾶⽥バイパス店(Ｃ)

変形(1ヶ月単位)

9:00～18:00

熊本市北区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカット及びそれに付随する店舗内業務＊

シャンプーがないので、手荒れや腰痛でお悩みの

方も安心して働けます。＊技術に不安がある方も

充実した研修制度で当社が責任を持ってプロに育

成します。＊入客･販売ノルマ等は一切ありませ

あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30424021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 170,000〜250,000 所在地 8:30～13:00

正社員
職
種
⻭科助⼿･受付

8:30～18:00

熊本市北区
医療法⼈⾄誠会いりさ⻭科医院

熊本市北区⼋景⽔⾕１丁⽬２４番２４号
096-223-7360

常⽤

歯科医院受付をメインとします。繁忙時間は院内

業務(器具洗浄･滅菌)や治療の準備、後片付けをし

ていただきます。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-31050221 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 7:30～15:50

⽉額換算 167,000〜214,000 所在地 16:40～9:00

正社員
職
種
ケアワーカー 変形(1ヶ月単位)

8:40～17:00

熊本市北区
医療法⼈室原会菊南病院

熊本市北区鶴⽻⽥３丁⽬１ー５３
096-344-1711

常⽤

看護補助業務(病棟勤務)･食事介助･入浴介助･排泄

介助･その他の日常生活の援助業務＊夜勤有無は

相談可能

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30705121 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 7:30～16:30

⽉額換算 157,500〜193,000 所在地 8:00～17:00

正社員
職
種
看護助⼿/北部脳神経外科･神
経内科

変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市北区
医療法⼈社団郁栄会

熊本市北区楠野町１０６７−１
096-275-2468

常⽤

診療所(１９床)の入院患者さんに対する身の回り

のお世話。･入浴、食事、排泄等の介助･環境衛生

(シーツ交換等)※入浴介助は、平均１０～１５名

程度を助手２名で対応(ＡＤＬ高い方は看護師も

付きます)

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30938521 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 6:00～21:00の間の

8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

介護福祉⼠
⽉額換算 190,200〜220,000 所在地

正社員
職
種
介護福祉⼠ 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

熊本市北区
株式会社昭和館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
096-343-0003

常⽤

高齢者複合支援施設「八景水谷昭和館」における

介護業務全般、グループホーム･小規模多機能

ホーム･介護サービス付高齢者住宅など複合的に

高齢者の方々を支える介護に携わっていただきま

す。

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30713021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 介護職員初任者研修修了者

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
⽉額換算 160,000〜300,000 所在地 介護福祉⼠

正社員
職
種
介護職/デイサービスシニアク
ラブ菱形

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市北区
医療法⼈社団郁栄会

熊本市北区楠野町１０６７−１
096-275-2468

常⽤

･利用者様の送迎、身の回りのお世話･入浴、排

泄、食事等の介助等＊地域密着型デイサービス平

均１０名/日利用

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30712121 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 13:00～22:00 介護職員初任者研修修了者

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
⽉額換算 160,000〜300,000 所在地 7:00～16:00 介護福祉⼠

職
種
介護職/サンライズ硯川(グ
ループホーム)

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

医療法⼈社団郁栄会

熊本市北区楠野町１０６７−１
096-275-2468

常⽤

グループホーム(２ユニット)利用者に対する身の

まわりのお世話入浴･排泄･食事等の介助

　　　パート求人は24ページから 22



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市北区
不問

年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43030- 8801421 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 190,000〜380,000 所在地

正社員
職
種
造園作業員 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00

熊本市北区
株式会社フジタカ武部

熊本市北区植⽊町⼤和１１−１
096-288-0645

常⽤

･樹木剪定後の清掃･現場監督の補佐･土木、造園

作業･その他、上記に付随する業務＊作業エリ

ア：熊本市内が中心(熊本県内一部あり)○応募には

ハローワークの紹介状が必要です

不問
年齢： 18歳〜69歳 就業場所： 求⼈番号： 43010-30437421 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 213,000〜319,500 所在地

正社員
職
種
左官 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市北区
有限会社松村⼯業

熊本市北区貢町２１９４
096-245-0464

常⽤

住宅工事における左官業務･内壁、外壁、タイル

工事、土間、洗い出し、カラクリート＊高所作業

あり＊工事エリア：主に熊本市内一円※トライア

ル雇用併用求人(Ｒ４．９．１３受理)

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30620521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(なし) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

準中型⾃動⾞免許
⽉額換算 200,000〜200,000 所在地 6:00～12:00

正社員
職
種
運転⼿･選別作業

6:00～14:00

熊本市北区
株式会社エコの森

熊本市北区四⽅寄町４９８−１
096-273-7646

常⽤

･余剰食品(工場等から排出されたもの)の収集･飼

料の運搬･工場内の作業＊２ｔ車～１０ｔ車を使

用＊高年齢者の方歓迎

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43030- 8807721 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⼤型⾃動⾞免許
⽉額換算 390,000〜500,000 所在地

正社員
職
種
トラックドライバー(⻑距離) 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:00

熊本市北区
株式会社新九州建設運輸

熊本市北区植⽊町⽊留笹尾前７５１
096-272-7730

常⽤

○トラックドライバー･青果物、雑貨、郵便の長距

離輸送(中国、関西、関東方面)･その他、上記に付

随する業務＊フォークリフト資格取得制度あり

(会社負担)＊応募にはハローワークの紹介状が必

要です。

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30668721 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜300,000 所在地 8:00～12:00

正社員
職
種
建築塗装･防⽔ 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市北区
有限会社⽇進塗⼯

熊本市北区⿓⽥４丁⽬２４−４１
096-339-4539

常⽤

住宅･アパートの改修工事外壁･屋根の塗装工事主

に市内◎ハローワークの紹介状が必要

不問
年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-31013621 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 160,000〜250,000 所在地

正社員
職
種
⼯場内製造 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市北区
株式会社弘乳舎

熊本市北区⾼平３丁⽬４３−２
096-344-7211

常⽤

乳製品(バター･脱脂粉乳･アイスクリーム･デザー

ト等)の製造ライン作業及びオペレーター業務

あれば尚可
年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 求⼈番号： 45010-22306021 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 175,000〜245,000 所在地

正社員
職
種
固定⽉給制警備スタッフ/熊本
営業所

交替制あり 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市北区
株式会社セキュリティロード

宮崎県宮崎市祇園３丁⽬１７９番地
0985-23-7171

常⽤

電気工事や道路工事現場、イベント会場などの警

備現場で、警備正社員として勤務します。各種警

備現場でキャリアを積んでいただき、将来的には

警備部門の管理職として現場責任者や、育成担当

者も目指せます。＊未経験者も安心。先輩社員が

不問
年齢： 18歳〜69歳 就業場所： 求⼈番号： 45010-22304921 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 209,520〜361,152 所在地

正社員
職
種
⾼速道路警備員/熊本営業所

8:00～17:00

熊本市北区 他
株式会社セキュリティロード

宮崎県宮崎市祇園３丁⽬１７９番地
0985-23-7171

常⽤

電気工事や道路整備などの社会インフラに貢献。

工事現場における人や車両の誘導を行い、安全を

提供します。また、イベント警備や駐車場警備で

は来場された方の安全確保が仕事です。高速道路

内の工事車両の誘導や、規制業務、保安業務が主

不問
年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 求⼈番号： 43010-30665921 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 14:30～23:30

⽉額換算 143,000〜231,000 所在地 10:00～19:00

正社員
職
種
警備職(接客担当)/(⼥性対象
求⼈)

交替制あり

9:00～18:00

熊本市北区
九州警備保障株式会社

熊本市中央区帯⼭４丁⽬１８−１１
096-383-4111

常⽤

(ポジティブアクション適用求人(女性専用求人))遊
技場の警備接客担当のスペシャリストとして勤務

して頂きます。業務エリアはワンダーランドブラ

ンドの各遊戯施設。･お客様を入場口への案内を

行う「お客様誘導業務」･空いた駐車場スぺース

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30716221 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 11:00～20:00

⽉額換算 157,500〜220,000 所在地 9:00～18:00

正社員
職
種
調理員/かなこぎ苑(介護⽼⼈
保健施設)

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

6:00～15:00

熊本市北区
医療法⼈社団郁栄会

熊本市北区楠野町１０６７−１
096-275-2468

常⽤

≪調理業務≫･利用者の方の為の調理業務･配膳･

食器洗浄等

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30840421 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 又は10:00～22:00

の間の8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 12:00～22:00

⽉額換算 260,000〜350,000 所在地 11:00～21:00

職
種
店⻑候補(おどり寿し 北バイ
パス店)

変形(1ヶ月単位)

10:00～20:00

株式会社ランドバックス(おどり寿し･グ
ルメ寿司貫べえ)

熊本市中央区本⼭町２０９番３
096-363-0888

常⽤

店長候補･各店舗に在籍し店長のスキルを身につ

ける業務･調理業務全般･店舗の管理

　　　パート求人は24ページから 23



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

パート熊本市⻄区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30646421 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 9:00～19:00の間の

3時間以上

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

美容師
時給換算 950〜1,100 所在地 理容師

パート
職
種
美容師･理容師/サンキュー
カット イオンタウン⽥崎店

熊本市⻄区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカットおよびそれに付随する店舗業務(当
店はフランチャイズ本部の直営店です)＊シャン

プー等がないので、手荒れや腰痛でお悩みの方も

安心です。＊技術に不安がある方も充実した研修

で、当店が責任をもってプロに育成します。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30641021 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 9:00～19:00の間の

3時間以上

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

美容師
時給換算 950〜1,100 所在地 理容師

パート
職
種
美容師･理容師/サンキュー
カット 上熊本店

熊本市⻄区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカットおよびそれに付随する店舗業務(当
店はフランチャイズ本部の直営店です)＊シャン

プー等がないので、手荒れや腰痛でお悩みの方も

安心です。＊技術に不安がある方も充実した研修

で、当店が責任をもってプロに育成します。

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30848221 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

時給換算 900〜1,300 所在地

パート
職
種
介護職員 普通⾃動⾞免許

8:15～17:15

熊本市⻄区
株式会社インターケア

熊本市中央区島崎１丁⽬３２番１８号
096-326-3980

常⽤

デイサービスセンターでの介護業務※１日２０名

前後のご利用者を、５～６名のスタッフで対応レ

クレーション、送迎、入浴等の通所介護業務全般

になります。※送迎は西部地区中心に片道３０分

エリア(軽、普通の社用車)会社とともに成長した

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30684021 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 9:00～17:00

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
時給換算 860〜1,000 所在地 9:00～16:30 介護職員初任者研修修了者

パート
職
種
介護職 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市⻄区
株式会社三和

熊本市⻄区上代３丁⽬２−４８
096-247-6330

常⽤

○通所介護所(定員４０名)における介護業務･レク

リエーション･入浴、排泄、食事の介助･記録･送

迎など※送迎エリア：片道２０分前後(社用車使

用)

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30431121 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

介護福祉⼠
時給換算 1,000〜1,200 所在地 社会福祉⼠

パート
職
種
⽣活相談員/⻄区 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市⻄区
株式会社泉寿

熊本市南区⽥迎５丁⽬１０−５
096-200-2828

常⽤

新規オープンしたばかりの半日型リハビリデイで

す。重くない、簡単で楽しいリハビリ特化型のデ

イサービスの仕事ですマシントレーニングを中心

にしたリハビリの補助やご利用者の方の送迎など

を行っていただきます。＊１日の利用者：２０～

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30685721 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 又は8:00～17:00の

間の3時間以上

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 9:00～17:00

時給換算 860〜1,000 所在地 9:00～16:30

パート
職
種
事務職 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市⻄区
株式会社三和

熊本市⻄区上代３丁⽬２−４８
096-247-6330

常⽤

･経理業務(定型フォームへの入力)･関係書類の記

録及び整理など

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30430921 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL 准看護師

理学療法⼠
時給換算 1,200〜1,500 所在地 看護師

正社員
職
種
理学療法⼠または看護師また
は准看護師/⻄区 8:30～17:30

熊本市北区
株式会社泉寿

熊本市南区⽥迎５丁⽬１０−５
096-200-2828

常⽤

半日型リハビリデイのスタッフ募集です。半日型

のリハビリ特化型のデイサービスになります。シ

ニアフィットネスクラブの様な雰囲気での職場で

す。主な仕事内容は、利用者様のバイタルチェッ

ク、身体機能の維持、改善を目指すトレーニング

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43030- 8756621 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

準中型⾃動⾞免許
⽉額換算 180,000〜180,000 所在地 5ﾄﾝ限定準中型⾃動⾞免許

正社員
職
種
ルート配送 変形(1年単位)

8:30～17:10

熊本市北区
株式会社北翔⼯業

熊本市北区植⽊町岩野１１００−１
096-275-5410

常⽤

［ルート配送業務］九州内既存取引先への納品及

び外注企業への製品持込み、引き取り等＊取扱製

品：装置フレーム等の金属製品＊トラックは４．

５ｔ車、２ｔ車、１．５ｔ車使用◎応募にはハ

ローワークの紹介状が必要です。

不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43030- 8810621 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 250,000〜300,000 所在地

正社員
職
種
⼀般⼟⽊作業員 普通⾃動⾞免許

8:30～17:00

熊本市北区
有限会社新九州商事

熊本市北区植⽊町広住２８７−１
096-272-7730

常⽤

･各種建設現場における土木作業(杭打ち工事)･重
機の洗車、清掃･装備品のトラックへの積込み、

積み降ろし※その他、上記に付随する業務＊業務

に必要な資格は事業所負担で取得が可能です＊未

経験の方の応募も歓迎します

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43030- 8808821 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

移動式ｸﾚｰﾝ運転⼠
⽉額換算 300,000〜400,000 所在地

正社員
職
種
移動式クレーンオペレーター

8:30～17:00

熊本市北区
有限会社新九州商事

熊本市北区植⽊町広住２８７−１
096-272-7730

常⽤

･各種建設現場における杭打ち工事のクレーンオ

ペレーター※その他、上記に付随する業務○応募

にはハローワークの紹介状が必要です。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43030- 8805121 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 185,000〜380,000 所在地

職
種
造園作業員 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00

有限会社アウトデザイン

熊本市北区植⽊町荻迫８０６
096-288-4360

常⽤

(造園作業員)･樹木剪定後の清掃･現場監督の補佐

業務･土木作業、造園作業＊工事エリア：熊本市

内が中心(熊本県内一部あり)○応募にはハローワー

クの紹介状が必要です

　　　パート求人は24ページから 24



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

パート熊本市中央区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30428521 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 10:00～19:00の間

の6時間以上

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

時給換算 1,050〜1,400 所在地

パート
職
種
スマホ修理店のオープニング
スタッフ

変形(1年単位)

熊本市中央区
株式会社ハイコム

  熊本市中央区新屋敷１−１４−３５クロ
050-8882-5600

常⽤

スマホ修理工房！熊本パルコ跡地に、新規出店致

します。この度は、オープニングスタッフを募集

致します。スマートフォンの修理を行っていただ

くお仕事です。スキル習得だけでなく、月の成績

による歩合や、実績に応じた昇給など魅力的な制

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30985821 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 10:00～16:30の間

の5時間以上

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

時給換算 930〜1,000 所在地

パート
職
種
データ⼊⼒

熊本市中央区
株式会社中央広告社

熊本市中央区⼤江６−２４−１４
096-366-0555

常⽤

不動産情報(物件情報等)を入力するお仕事です。

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30678221 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

時給換算 860〜1,000 所在地

パート
職
種
印刷、コピー、データ⼊⼒

9:00～17:00

熊本市中央区
株式会社太陽社

熊本市中央区新⼤江２−５−１８
096-366-1251

常⽤

■職種プリントオペレーター(制作業務もあり)■仕
事内容〈プリントオペレーター業務〉大型プリン

ターでチラシや冊子等の印刷を行います。用紙の

セッティング、機械操作、印刷物の検品等をお任

せします。〈制作業務〉印刷用データ(名刺、チ

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30922621 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

時給換算 900〜1,100 所在地

パート
職
種
受付サポート

17:00～21:30

熊本市中央区
医療法⼈徳祐会やまさき⻭科医院

熊本市中央区南熊本４丁⽬７−１９
096-366-5036

常⽤

･来院された患者様の対応、カルテ作成、会計、

予約管理、電話対応、院内清掃を行います。･予

約管理ソフトやカルテ入力専用のパソコンを使用

しますが、特別なスキルは必要ありません(文字

入力ができる程度であれば可)･レセプト請求業務

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30803021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 12:00～18:00の間

の4時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

時給換算 900〜1,400 所在地

パート
職
種
事務･雑務･セラピスト

熊本市中央区
 株式会社オフィス･エスポワール

熊本市中央区新屋敷２丁⽬２０−８
096-273-7539

常⽤

会社の事務に関する全般。ＨＰ、ブログ等の入力

お客様対応(お茶だしや片づけ)施術は１つずつ丁

寧に教えます。少しずつお客様にできるようにな

り次第、実施していただく。※トライアル雇用･

新型コロナウィルス感染症対応短時間トライアル

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30868321 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 8:15～17:30の間の

6時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康 TEL

⻭科衛⽣⼠
時給換算 1,050〜1,300 所在地

パート
職
種
⻭科衛⽣⼠/原則⼟⽇祝休み
⼦育て応援！

熊本市中央区
しょうはら⻭科⼝腔機能クリニック

熊本市中央区帯⼭３−７−３３
096-381-3888

常⽤

歯科衛生士業務全般その他、院内業務･準備、片

付け、滅菌、清掃など＊ブランクのある方も研修

を行ないながら一緒に成長していきましょう。＊

月に１回、院内研修会あり

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30793421 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 8:30～18:45の間の

4時間以上

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⻭科衛⽣⼠
時給換算 1,200〜1,500 所在地

パート
職
種
⻭科衛⽣⼠

熊本市中央区
みやつ⻭科⼝腔クリニック

熊本市中央区国府２丁⽬６−７５
096-321-6450

常⽤

□歯科衛生士業務全般･歯科医師の診療補助･口腔

衛生指導･歯周治療や予防処置･ホワイトニング･

器具の滅菌、消毒など当クリニックは「技術面だ

けではなく、ヒューマンスキルの向上」を重視し

ています！その為のサポート体制も整えていま

あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30608921 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

⻭科衛⽣⼠
時給換算 1,200〜1,600 所在地 10:00～19:00

パート
職
種
⻭科衛⽣⼠

9:00～18:00

熊本市中央区
ヒロ･デンタルクリニック

熊本市中央区新市街６−６
096-325-8177

常⽤

･口腔衛生処置･歯石除去、診療補助･ホワイトニ

ング、充填物の調整、研磨･診療準備、診療後の

清掃･口腔内清掃、患者の誘導･会計、予約、電話

応対･歯科検診の準備、補助

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-31055921 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 又は9:00～18:00の

間の4時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

作業療法⼠
時給換算 1,100〜2,500 所在地

パート
職
種
訪問リハビリスタッフ(作業療
法⼠)

交替制あり 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市中央区
ライフアドベーション株式会社

熊本市中央区⼤江１丁⽬１９−１１
096-285-9770

常⽤

令和１年１０月熊本市中央区大江に開設した訪問

看護ステーション＊高齢者･精神科の方を中心と

した訪問リハビリ業務＊在宅生活を支援する業務

＊訪問未経験の方も慣れるまで同行訪問しますの

で安心して働けます。＊訪問エリア：熊本市全域

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-31057021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 又は9:00～18:00の

間の4時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

看護師
時給換算 1,100〜2,500 所在地

パート
職
種
訪問看護スタッフ 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市中央区
ライフアドベーション株式会社

熊本市中央区⼤江１丁⽬１９−１１
096-285-9770

常⽤

令和１年１０月熊本市中央区大江に開設した訪問

看護ステーション＊高齢者･精神科の方を中心と

した訪問看護業務＊在宅生活を支援する看護業務

(社会参加･就労支援など含む)＊訪問未経験の方も

慣れるまで同行訪問しますので安心して働けま

あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-31043521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

時給換算 900〜1,000 所在地

職
種
⼀般事務

10:00～16:00

合同会社えん

熊本市中央区新市街６−９
090-7389-0488

常⽤

･社会保険手続き･給与計算、請求書発行･年末調

整･データ入力･書類整理など

　　　パート求人は24ページから 25



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

パート熊本市東区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30567321 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 又は13:00～16:00

の間の2時間以上

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

時給換算 900〜1,000 所在地 9:00～13:00

パート
職
種
⼀般家庭の清掃サービス 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～16:00

熊本市東区
株式会社ダスキンサーヴ九州ダスキン御
領⽀店

熊本市東区御領６丁⽬７−４７
096-380-9933

常⽤

☆一般家庭での定期清掃がメインのサービスで

す。☆２～３名のチームで、水まわり等の汚れを

徹底して落とすお掃除です。☆９時に出社して、

会社の車で移動します。１日１軒～２軒、お客様

宅を綺麗にするお仕事です。(子育て応援求人)＊

不問
年齢： 18歳以上 就業場所： 求⼈番号： 43010-30411321 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

時給換算 960〜960 所在地

パート
職
種
コンビニエンスストア ス
タッフ 22:00～7:00

熊本市東区
合同会社古川商店セブンイレブン熊本⼩
⼭店

熊本市東区⻑嶺東８−２−８
096-389-5801

常⽤

･レジ業務･品出し･店舗清掃

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-31041821 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

時給換算 950〜950 所在地 10:00～16:00

パート
職
種
⼀般事務

10:00～17:00

熊本市東区
アイウッド株式会社

熊本市東区佐⼟原１丁⽬３−１５
096-368-8111

常⽤

･受付･電話応対･パソコン入力(ワード･エクセル

使用)･その他、事務全般

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30725521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽊⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL 8:30～12:30

⻭科衛⽣⼠
時給換算 1,100〜1,300 所在地 8:30～17:00

パート
職
種
⻭科衛⽣⼠

14:00～18:00

熊本市東区
暁こども⻭科クリニック

熊本市東区⻑嶺東５丁⽬３０番１３号
096-274-1155

常⽤

歯科医師の指示、指導のもとに次の業務を行って

頂きます。･歯科予防処置･歯科保険指導･歯科診

療補助など＊長期間働いて下さる方歓迎です。＊

勤務時間や週の勤務日数は、ご相談に応じます。

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30433721 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

時給換算 853〜1,200 所在地

パート
職
種
測量補助

8:00～17:00

熊本市中央区
株式会社アイコンサルタント熊本営業所

熊本市東区⻑嶺東６丁⽬１８−１２
096-285-5512

常⽤

弊社の測量士が行う現場作業にて、測量の補助を

行って頂く仕事になります。主な作業内容は、ス

タッフ持ち･ポール持ち･荷物持ち･交通整理等の

屋外での軽作業が中心となります。雨天時は事務

所内にて測量内業を行うことも有ります。

不問
年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-31070321 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 又は9:00～18:00の

間の7時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

時給換算 853〜853 所在地 13:30～18:00

パート
職
種
⻭科診療器具の洗浄 交替制あり

9:00～13:00

熊本市中央区
医療法⼈伊東会

熊本市中央区⼦飼本町４−１４
096-343-0377

常⽤

消毒滅菌業務全般･滅菌消毒機器を使用した器具

の滅菌消毒業務･器具の回収及び収納

不問
年齢： 18歳以上 就業場所： 求⼈番号： 43010-30806221 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

時給換算 840〜840 所在地

パート
職
種
ベッドメイクスタッフ

20:00～5:00

熊本市中央区
株式会社まさみつ観光

熊本市中央区九品寺１丁⽬１８−１０
096-371-5454

常⽤

ホテル(４５部屋)のベッドメイクや清掃アメニ

ティグッズの補充等

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30805821 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

時給換算 840〜840 所在地 11:00～20:00

パート
職
種
ベッドメイクスタッフ

10:00～19:00

熊本市中央区
株式会社まさみつ観光

熊本市中央区九品寺１丁⽬１８−１０
096-371-5454

常⽤

･ホテル(４５部屋)のベッドメイクや清掃･アメニ

ティグッズの補充等※２人組で作業は行います。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30637521 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

時給換算 950〜1,000 所在地

パート
職
種
フロント/ホテルオークス

9:00～15:00

熊本市中央区
和数奇ホテルズ＆リゾーツ株式会社

熊本市中央区上通町７番３５号
096-352-5101

常⽤

･受付業務･フロント全般業務･客室案内

不問
年齢： 18歳以上 就業場所： 求⼈番号： 43010-30802121 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 19:00～4:00

時給換算 890〜890 所在地 11:00～20:00

パート
職
種
⾵呂清掃

10:00～19:00

熊本市中央区
株式会社まさみつ観光

熊本市中央区九品寺１丁⽬１８−１０
096-371-5454

常⽤

ホテル客室(４５部屋)の風呂清掃

不問
年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30657921 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 10:00～22:00の間

の6時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

美容師
時給換算 910〜1,000 所在地

職
種
ヘアカラースタッフ/サンリブ
シティくまなん店

株式会社現代(クイックＥカラー)

熊本市南区⽥迎４丁⽬９−５０
096-234-7398

常⽤

･当店はヘアカラー専門の業務です。･カットや

パーマはありません。･長期ブランクのある方

も、専門スタッフが親切丁寧に指導します。･残

業も一切ありません。
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

パート熊本市東区
不問

年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30989321 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

時給換算 1,250〜1,375 所在地

パート
職
種
⼀般作業員 変形(1年単位)

8:00～17:00

熊本市東区
株式会社サンテックコーポレーション熊
本営業所

熊本市東区花⽴６丁⽬４−１
096-237-7517

常⽤

･一般土木作業･震災、産廃場の仕分け作業･舗装

工事、管工事･雑作業(草刈り等)※現場は、主に熊

本市内･益城町、荒尾･玉名近辺＊土木作業の経験

者や重機運転ができる方は、採用面･賃金面で優

遇します。＊積み込みできる方、車輌系の免許を

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30991021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

時給換算 1,500〜2,250 所在地

パート
職
種
鳶職･とび⼯のスタッフ 変形(1年単位)

8:00～17:00

熊本市東区
株式会社サンテックコーポレーション熊
本営業所

熊本市東区花⽴６丁⽬４−１
096-237-7517

常⽤

新築現場や改修現場での鳶職･熊本県内並びに福

岡県で、鉄骨、足場、ＰＣ、揚重機機械等の作業

をします。･熊本県内並びに弊社作業所内で、鳶

職の仕事をします。＊未経験の方でも、仕事は働

きながら覚えますのでご安心下さい。＊無資格者

必須
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-31019221 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 10:00～20:00の間

の5時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

美容師
時給換算 900〜900 所在地

パート
職
種
まつ⽑エクステ 交替制あり

熊本市東区
＋Ｓｍｉｌｅ(プリュスマイル)

  熊本市東区尾ノ上１丁⽬３８−２４
080-9365-7551

常⽤

まつ毛エクステ･まつ毛カールを中心に、まゆ毛

ワックス･フェイシャルワックスも施術していき

ます。＊技術･接客は一から教えます。＊お出迎

え～お会計までマンツーマンで対応。

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-31003421 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽉他(毎週) 雇⽤期間： 9:30～18:30の間の

3時間以上

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

美容師
時給換算 1,350〜1,600 所在地

パート
職
種
技術者(スタイリスト)

熊本市東区
株式会社Ｔ･Ｓグループ(ＣＯＣＯｌａｒ
【ココ】)

熊本市東区⻑嶺南３丁⽬８番５６−１０１号

096-387-3024
常⽤

(スタイリスト/パート)＊美容業務全般･カット･

パーマ、カラー、ブロー、シャンプー･メイク･店

舗清掃等

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30648621 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 9:00～19:00の間の

3時間以上

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

美容師
時給換算 950〜1,100 所在地 理容師

パート
職
種
美容師･理容師/サンキュー
カット ⻑嶺店

熊本市東区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカットおよびそれに付随する店舗業務(当
店はフランチャイズ本部の直営店です)＊シャン

プー等がないので、手荒れや腰痛でお悩みの方も

安心です。＊技術に不安がある方も充実した研修

で、当店が責任をもってプロに育成します。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30645521 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 9:00～19:00の間の

3時間以上

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

美容師
時給換算 950〜1,100 所在地 理容師

パート
職
種
美容師･理容師/サンキュー
カット 健軍店

熊本市東区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカットおよびそれに付随する店舗業務(当
店はフランチャイズ本部の直営店です)＊シャン

プー等がないので、手荒れや腰痛でお悩みの方も

安心です。＊技術に不安がある方も充実した研修

で、当店が責任をもってプロに育成します。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30644221 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 9:00～19:00の間の

3時間以上

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

美容師
時給換算 950〜1,100 所在地 理容師

パート
職
種
美容師･理容師/サンキュー
カット 江津店

熊本市東区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカットおよびそれに付随する店舗業務(当
店はフランチャイズ本部の直営店です)＊シャン

プー等がないので、手荒れや腰痛でお悩みの方も

安心です。＊技術に不安がある方も充実した研修

で、当店が責任をもってプロに育成します。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30635821 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 9:00～19:00の間の

3時間以上

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

美容師
時給換算 950〜1,100 所在地 理容師

パート
職
種
美容師･理容師/サンキュー
カット ゆめタウンサンピア

熊本市東区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカットおよびそれに付随する店舗業務(当
店はフランチャイズ本部の直営店です)＊シャン

プー等がないので、手荒れや腰痛でお悩みの方も

安心です。＊技術に不安がある方も充実した研修

で、当店が責任をもってプロに育成します。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30983021 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 又は9:00～18:00の

間の4時間以上

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

時給換算 900〜1,100 所在地

パート
職
種
看護助⼿(８時〜１７時：シフ
ト制パート勤務)

交替制あり

8:00～17:00

熊本市東区
医療法⼈聖命愛会ＡＲＴ⼥性クリニック

熊本市東区神⽔本町２５番１８号
096-360-3670

常⽤

･看護助手業務全般

あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-31021921 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 8:30～19:30の間の

4時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

時給換算 900〜1,000 所在地

パート
職
種
介護職 交替制あり 普通⾃動⾞免許

熊本市東区
株式会社ステップ

熊本市東区新⽣１丁⽬３−２０
096-284-9003

常⽤

･通所介護利用者に対する日常生活動作能力の程

度により、必要な支援などの身体介護及び機能訓

練をサポート業務･その他、受付事務等の事業所

業務･送迎業務※送迎エリア：東区(社用車使用)

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30568621 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

時給換算 1,100〜1,300 所在地 13:00～15:00

職
種
⼀般のご家庭での家事お⼿伝
いサービス

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

10:00～12:00

株式会社ダスキンサーヴ九州ダスキン御
領⽀店

熊本市東区御領６丁⽬７−４７
096-380-9933

常⽤

☆一般家庭での定期清掃がメインのサービスで

す。☆日常の家事(片付け･掃除機がけ･水まわり

等)をお客様宅のお道具を使い１名(２時間)で行う

お掃除です。☆自宅から直行、直帰可です。(交通

費支給)(子育て応援求人)＊学校行事や希望のお休

　　　パート求人は24ページから 27



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

パート
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30927821 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 8:30～17:30の間の

6時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

作業療法⼠
時給換算 1,200〜1,500 所在地

パート
職
種
作業療法⼠ 普通⾃動⾞免許

熊本市南区
訪問看護ステーション優愛(株式会社こ
こ由)

熊本市北区清⽔新地３丁⽬１の３０
096-240-2680

常⽤
熊本市北区

令和３年９月１日よりオープンした訪問看護ス

テーションです。ステーションから利用者宅へ訪

問しリハビリテーションを行う業務です。※小

児･精神･難病･終末期(経験を考慮します)※日々の

記録(端末貸与)※書類作成及び計画書等の作成※

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30647321 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 9:00～19:00の間の

3時間以上

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

美容師
時給換算 950〜1,100 所在地 理容師

パート
職
種
美容師･理容師/サンキュー
カット イオンタウン⻄熊本

熊本市南区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカットおよびそれに付随する店舗業務(当
店はフランチャイズ本部の直営店です)＊シャン

プー等がないので、手荒れや腰痛でお悩みの方も

安心です。＊技術に不安がある方も充実した研修

で、当店が責任をもってプロに育成します。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30642721 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 9:00～19:00の間の

3時間以上

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

美容師
時給換算 950〜1,100 所在地 理容師

パート
職
種
美容師･理容師/サンキュー
カット 平成⼤通り店

熊本市南区
有限会社サンキュー

熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号
096-389-3917

常⽤

ヘアーカットおよびそれに付随する店舗業務(当
店はフランチャイズ本部の直営店です)＊シャン

プー等がないので、手荒れや腰痛でお悩みの方も

安心です。＊技術に不安がある方も充実した研修

で、当店が責任をもってプロに育成します。

不問
年齢： 65歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30782821 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL 介護福祉⼠

介護職員初任者研修修了者
時給換算 950〜1,050 所在地 介護職員実務者研修修了者

パート
職
種
介護職員(資格者)/デイサービ
スさんくす 9:00～16:30

熊本市南区
有限会社まごころサービス

熊本市南区南⾼江５丁⽬１−５６
096-357-4600

常⽤

＊デイサービスにおける介護職員業務、それらに

付随する業務全般＊残存機能の維持･改善をご利

用者に楽しんでいただきながら進めているデイで

す。◎ハローワークの紹介状が必要

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30429421 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

介護福祉⼠
時給換算 1,000〜1,200 所在地 社会福祉⼠

パート
職
種
リハビリトレーナー 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市南区
株式会社泉寿

熊本市南区⽥迎５丁⽬１０−５
096-200-2828

常⽤

リハプライド･平成けやき通り店にて勤務。重く

ない、簡単で楽しいリハビリ特化型のデイサービ

スの仕事ですマシントレーニングを中心にしたリ

ハビリの補助やご利用者の方の送迎などを行って

いただきます。＊１日の利用者２０～３０名程度

あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-31024721 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 又は9:00～18:00の

間の4時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

時給換算 1,000〜1,500 所在地

パート
職
種
事務(総務･経理等) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市南区
株式会社ＡＲＣＡＴＨＨＯＭＥ

熊本市南区御幸⻄２丁⽬３−３
096-378-5005

常⽤

･基本的な事務業務、データ入力、書類整理、書

類作成･お客様との電話対応、総務一般

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-30551921 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

保育⼠
時給換算 950〜1,100 所在地 13:00～16:30

パート
職
種
保育⼠ 交替制あり 普通⾃動⾞免許

9:00～16:30

熊本市南区
株式会社ｇｒｏｗｕｐ

熊本市南区荒尾１丁⽬１５番５号
096-288-4590

常⽤

基本的生活習慣の確立と生活能力の向上に必要な

指導と援助６歳までのお子様を就学に向けてサ

ポートして頂きます。集団の中でのかかわりと学

び。

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30426821 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL 柔道整復師

理学療法⼠
時給換算 1,200〜1,500 所在地 看護師

パート
職
種
機能訓練指導員

8:30～17:30

熊本市南区
株式会社泉寿

熊本市南区⽥迎５丁⽬１０−５
096-200-2828

常⽤

リハプライド･平成けやき通り店にて勤務。業務

拡大による募集です。半日型のリハビリ特化型の

デイサービスになります。シニアフィットネスク

ラブの様な雰囲気での職場です。主な仕事内容

は、利用者様のバイタルチェック、身体機能の維

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30869621 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間：

又は9:00～13:30
知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

准看護師
時給換算 1,050〜1,250 所在地 看護師

パート
職
種
正看護師･准看護師/送迎サ
ポートスタッフ 9:00～13:00

熊本市南区
医療法⼈桜⼗字桜⼗字病院

熊本市南区御幸⽊部１丁⽬１−１
096-378-1111

常⽤

〇病棟の業務をサポートしていただくＮＳの募集

です。･メインは入院のお迎えをするお仕事で

す。当院へ入院して来られる患者さまを迎えに行

きます。運転はしません。運転スタッフがいます

ので、同乗し患者様の必要に応じたサポートを担

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30845021 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽊祝他(毎週) 雇⽤期間： 又は8:30～18:00の

間の5時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL 13:00～19:00

看護師
時給換算 1,200〜1,300 所在地 13:00～18:00 准看護師

パート
職
種
看護師･准看護師 交替制あり

8:30～13:00

熊本市東区
医療法⼈あいこう会あいこう泌尿器科･
内科クリニック

熊本市南区良町１−２２−５
096-334-2700

常⽤

クリニック看護業務･医師の診察介助･検査の介助

･処置(採血、注射、点滴等)

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-30754121 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 9:00～18:00の間の

5時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災 TEL

時給換算 860〜1,000 所在地

職
種
エアコン清掃･ハウスクリーニ
ングの補助

交替制あり 普通⾃動⾞免許ＣＬＥＡＮＬＩＧＨＴ

熊本市中央区新⼤江１丁⽬２５番２７号２０

096-200-9598
常⽤

お客様宅や店舗･事務所等に訪問し、エアコン･浴

室･レンジフードの清掃を行います。※就業場所

は主に熊本市内です。

　　　パート求人は24ページから 28



職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種
介護職員 社会福祉法⼈⻑寿の森かじお温泉翔裕園 変形(1ヶ月単位) □デイサービス爽やかな風におけるご利用者に対

する以下の業務･食事、入浴、排泄、移動等の見

守り等や介護業務･フロアーの掃除、洗濯、共有

スペースの管理、季節ごとの行事の企画やレクリ

エーションを行う

普通⾃動⾞免許

9:00～16:00
時給換算 880〜1,200 所在地 熊本市北区梶尾町１７００−１
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-346-3300
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-30898821 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種
⻭科助⼿ 医療法⼈朝⽇野会朝⽇野総合病院 ･歯科衛生士の補助業務※ワークライフバランス

のとりやすい職場環境です。※未経験の方にも指

導いたします。
10:00～16:00

時給換算 830〜850 所在地 熊本市北区室園町１２−１０
保険： 雇⽤･労災･財形 TEL 096-344-3000
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-30964321 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種
美容師/メリィ･メリィヘアー
ハウス 植⽊店

株式会社アンジェロ 美容業務及びそれに付随する業務＊安心して働け

る環境を第一に考えています。指名制ではなく、

スタッフ同士の連携を大切にした美容室休日も

しっかり充実させています。

10:00～17:00 美容師
時給換算 950〜1,600 所在地 熊本市東区上南部２丁⽬１−１００ 10:00～18:00
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-213-3911 10:00～19:00
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-30531221 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種
美容師･理容師/サンキュー
カット ⾶⽥バイパス店

有限会社サンキュー ヘアーカットおよびそれに付随する店舗業務(当
店はフランチャイズ本部の直営店です)＊シャン

プー等がないので、手荒れや腰痛でお悩みの方も

安心です。＊技術に不安がある方も充実した研修

で、当店が責任をもってプロに育成します。

美容師
時給換算 950〜1,100 所在地 熊本市東区上南部２丁⽬１番１００号 理容師
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-389-3917
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 9:00～19:00の間の

3時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-30633021 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種
調理職 医療法⼈社団下⽥会 デイケア昼食(１５食～２０食程度)の調理パート

２名体制9:00～13:00
時給換算 900〜900 所在地 熊本市北区鶴⽻⽥３丁⽬１４番２３号
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-345-5015
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-31038621 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種
ビジネスホテルフロント業務
(熊本北部店/９時〜)

株式会社アメイズ(ＨＯＴＥＬＡＺ
チェーン)

(ホテルフロント業務の内容)･接客※チェックアウ

ト対応･パソコン入処理･メンテナンス業者への清

掃指示書の作成･フロント置きの備品補充･予約受

付(電話･ＦＡＸ)とパソコン処理･フロント周辺･他

の清掃等＊マニュアルと研修制度がありますの

9:00～15:15
時給換算 1,050〜1,050 所在地 ⼤分県⼤分市⻄鶴崎１丁⽬７番１７号
保険： 雇⽤･労災 TEL 097-524-3301
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 44010-25104221 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種
施設内清掃員 社会福祉法⼈⻑寿の森かじお温泉翔裕園 □住宅型有料老人ホーム「すみさん家」と併設事

業所「デイサービス爽やかな風」のフロアー清掃

員を募集します。※掃除が好きな方、興味のある

方、一緒に働きませんか。

14:30～17:30
時給換算 1,000〜1,200 所在地 熊本市北区梶尾町１７００−１
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-346-3300
休⽇： ⽇(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-30912421 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート

　　　パート求人は24ページから 29





トラックドライバー
就職相談会

ハローワーク熊本

会 場 熊本公共職業安定所
３階会議室

日 時
令和４年 ９月２８日（水）

令和４年 １０月７日（金）

参 加 事 業 所

9:30

11:00

～

◆株式会社 九州アイエヌライン

◆株式会社 ミノル運送

◆株式会社 ファミリー八興

（戸島営業所）

◆久山流通運輸 株式会社

（熊本営業所）

１０/７（金）

（直接会場にお越しください）

熊本公共職業安定所 人材確保対策コーナー TEL096-371-8610

共催：公益社団法人熊本県トラック協会 熊本市 熊本労働局

※  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。また、当日会場にて参加票に氏名・連絡先の記入を

していただきます。発熱・咳等の風邪症状がある場合は恐れ入りますが参加をご遠慮ください。

※ 新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては相談会を延期または中止する場合があります。

その場合はハローワーク熊本内の掲示、熊本労働局ホームページにてお知らせいたします。
熊本労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/home.html（イベント情報をご覧ください）

事業所の方と直接、就職について相談できます。お気軽にご参加ください。
雇用保険受給中の方は求職活動実績になります。

履歴書不要服装自由予約不要

９／２８（水）

◆九州産交運輸 株式会社

◆株式会社 大福物流

（戸島営業所、甲佐営業所）

◆株式会社 サンエックス

（小山営業所、菊陽営業所）



申込み・お問合せ先 マザーズハローワーク熊本 ＴＥＬ０９６-３２２-８０１０ 

マザーズハローワーク熊本  

         

仕事と子育ての両立を希望している子育て中の方を対象にした 

再就職準備にあたってのセミナーを開催します。 

日  時：令和４年９月２９日（木） １０：００～１２：００ 

会  場：熊本県民交流館パレア１０階 会議室９ 熊本市中央区手取本町8-9テトリアくまもと内 

申込条件：再就職を希望する子育て中の方（１８歳までの子供さんを子育て中の方） 
       ※ハローワークにご登録されていない方も申込可能です        

定  員：２０名（先着順・要予約） 

申込受付：８月２２日（月）から定員に達する迄 

申込方法：マザーズハローワーク熊本 窓口または電話でお申込み下さい☎０９６-３２２-８０１０ 

         ※参加申込後のキャンセルは必ずご連絡下さい 

【講 習 内 容】10:10～10:50 再就職に向けての準備、ﾏｻﾞｰｽﾞﾊﾛｰﾜｰｸ熊本の活用について 

 再就職のための職業訓練、資格取得について 

11:00～11:50 保育サービスの現状と保育サービス情報等について 

【持参するもの】筆記用具 

（雇用保険受給者の方は求職活動としてカウントされます。活動印を押印しますので「雇用保険受給資格

者証」をお持ちください。） 

 

・０歳児の託児はありませんのでセミナー会場に同伴、１歳以上～就学前の子供さんは別室で託児を 

行います。ただし、コロナ感染状況によっては、１歳以上の子供さんもセミナー会場に同伴してい 

ただく場合があります。 

・託児を希望される場合は、９月１６日までにお申込みください。（託児人数には制限があります。） 

キリトリ線 
セミナー受講申込書 （開催日 ９/２９）   受付番号     

ふりがな 

氏  名 

 

 

連絡先(自宅・携帯) 

☎    ‐    ‐     
年齢   歳 

住  所 
〒   ‐ 

                    （求職番号      ‐         ） 

託児希望の方は○印をお付け下さい 有（    名）     ・   無 

託児希望の場合 

お子さんの名前・年齢 

ふりがな  

歳  ヶ月 

ふりがな  

            歳  ヶ月 

 

託児有（要予約） 
対象年齢１歳以上～ 

就学前まで 



14:00~1810月 日 火 10
名

定員

予約制
先着順

熊本公共職業安定所 人材確保対策コーナー 熊本市中央区大江6-1-38 TEL096-371-8610

※  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加の際はマスクの着用をお願いします。発熱・咳等の風邪症状がある場合は

恐れ入りますが参加をご遠慮ください。

※ 新型コロナウイルスの感染状況によっては、見学会を延期または中止する場合があります。

バス運転士
お仕事見学ツアー

おとなの社会科見学！
希望の方はバスの運転体験※もできます！

※要普免

◆申し込み先

ハローワーク熊本人材確保対策コーナー

窓口、またはお電話にて前日までにお申し込みください。

ただし定員になり次第締め切ります。

普段は見られないバスの営業所の中をハローワーク職員と一緒に
見学してみませんか。
バス運転士のお仕事に興味のある方、異業種からの転職を考えら
れている方、経験・未経験を問わず、どなたでも参加できます。
＊雇用保険受給者の方は求職活動実績になります。

ハローワーク熊本

◆場 所
熊本電気鉄道株式会社 辻久保営業所
合志市合生4195-1（現地集合、現地解散）

◆内 容
★現役運転士との座談会

転職のきっかけは？ なぜバス運転士を志したの？
どんなときに仕事のやりがいを感じますか？
養成制度で免許を取得した感想は？他、いろいろ訊いてみよう！

★バス営業所の設備見学
休憩室や点呼の様子など、営業所内を見学！

★バスの操作体験
乗降口の扉の操作や、運転体験

★ご希望に応じ、見学後に個別の相談もＯＫ！

(１時間半程度)

096-371-8610
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