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☆ 窓口のお客様をお待たせすることになりますので、電話でのお問い合わせはご遠慮ください。

☆ 詳しい内容については、ハローワークインターネットサービスで確認することもできます。

☆ 面接には、ハローワークが発行する紹介状が必要です。

☆ 掲載後に採用などで募集が終了している場合があります。

☆ 熊本県内の各ハローワークの求人情報はこちらでもご覧になれます。　☞

ハローワークの最新求人情報をＰＣやスマートフォン等で

見ることができます！

【発行元】 ハローワーク八代（八代公共職業安定所）

〒866-0853 熊本県八代市清水町１番３４号 ☎0965-31-8609

●熊本県最低賃金●

時間額８５３円（３２円ＵＰ）

令和４年10月1日から

hhハローワーク八代が４月１１日～５月１１日に受け付けた求人で、

就業場所が 八代市及び氷川町のものを掲載しています。

♪ ご就職おめでとうございます ♪
３月にハローワーク八代の紹介で

就職された方は 251 名でした。

求人検索・求職登録は ハローワークインターネットサービス

類似サイトにご注意ください

ハローワーク

インターネットサービス

☆次回 発行予定日☆ ６月５日（月）



●公開求人に係る補足内容や応募状況の説明

●応募求人に対する相談及び面接の連絡と紹介状の交付

●求人を検索したが希望する求人がなかった場合の相談

●自分の適職が分からない場合の相談

●担当者制による就職までの支援サービスの実施

●応募書類（履歴書、ジョブ・カード、職務経歴書）に関する相談

●面接の受け方に関する相談

●就職支援セミナーのご案内

●職業訓練に関する相談・申し込み

●県外就職・出稼ぎに関する相談

●仕事と子育ての両立を希望されるママ・パパの就職活動に関する相談

ハローワークでは、この求人情報誌に掲載されている求人の他、求人検索機

により全国の求人を検索することができます。

また、仕事を探している方への支援として、次のようなサービスを提供し

ています。ぜひ一度ハローワークにご相談ください。
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月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

170,000 八代市川田町西７２２番地５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-4705 経験:
正社員 250,700 従業員数:81人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30

170,000 八代市大福寺町１６８４－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-6070 経験:
正社員 200,000 従業員数:267人

月給制
①8：15～17：00

200,000 八代市鏡町有佐１３０２ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-52-1071 経験:
正社員 250,000 従業員数:330人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①8：00～17：30 １級管工事施工管理技

士285,000 八代市高下西町１４８９番地１休日: 週休２日制: ２級管工事施工管理技
士

～ TEL:0965-32-5654 経験:
正社員 433,700 従業員数:8人

日給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

195,500 八代市千丁町古閑出２５６－５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-46-1651 経験:
正社員 345,000 従業員数:11人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①8：00～17：00 二級建築士

240,000 八代市宮地町２０８８ 休日: 週休２日制: ２級建築施工管理技士

～ TEL:0965-33-1941 経験:
正社員 400,000 従業員数:22人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：30

215,000 八代市迎町２丁目９－１０休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-5171 経験:
正社員 575,000 従業員数:60人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：30 一級建築士

215,000 八代市迎町２丁目９－１０休日: 週休２日制: 二級建築士

～ TEL:0965-32-5171 経験: １級建築施工管理技士
正社員 575,000 従業員数:60人 ２級建築施工管理技士

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00 ２級土木施工管理技士

286,000 八代市田中北町８８ 休日: 週休２日制: １級土木施工管理技士

～ TEL:0965-31-1718 経験:
正社員 450,000 従業員数:27人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①8：20～17：30

285,000 八代市敷川内町９５１番地休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-62-8027 経験:
正社員 510,000 従業員数:25人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①8：00～17：00

237,000 八代市千丁町古閑出４１９－５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-46-0787 経験:
正社員 325,000 従業員数:12人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①8：00～17：00

300,000 八代市日奈久大坪町８４３－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-38-1636 経験:
正社員 400,000 従業員数:12人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：30

185,000 八代市迎町２丁目９－１０休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-5171 経験:
正社員 575,000 従業員数:60人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00 １級土木施工管理技士

263,000 八代市古閑浜町３４４８－２９休日: 週休２日制: ８トン限定中型自動車

～ TEL:0965-33-4669 経験:
正社員 403,000 従業員数:13人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車一種
①8：00～17：00 １級土木施工管理技士

250,000 八代郡氷川町鹿島１６１８－２休日: 週休２日制: ２級土木施工管理技士

～ TEL:0965-52-0743 経験:
正社員 350,000 従業員数:22人

日祝他 他
44歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2301331

(株)　サンテック八代工場 就業場所: 八代市大福寺町１６８４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用・労災・
健康・厚生・そ
の他

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・健
康・厚生・財形

加入保険等 必要な資格

電気工事士 太陽電気(株)　八代支店 就業場所: 八代市川田町西７２２番地５ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし

職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 日祝他 日祝他
44歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2653931

放電加工機での部品製造経験者
求人番号: 43020- 2489431

製造・設計職 神田工業(株)　熊本事業
所

就業場所:  八代市鏡町有佐１３０２
　神田工業株式会社　熊本事業所

製造工（放電加工機オペ
レーター）
雇用期間の定めなし 日他 他

64歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2196231

建設業施工管理経験
求人番号: 43020- 2368331

建築鉄骨施工図作成建
築鉄骨加工図作成

(株)　長尾建設工業 就業場所: 八代市千丁町古閑出２５６－５

施工管理業務 川村工業　(株) 就業場所: 八代市高下西町１４８９番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 日祝他 他
65歳
以下

雇用期間の定めなし 日祝他 他
59歳
以下

  見積、積算業務経験者であれば尚可
求人番号: 43020- 2523131

３年以上の経験
求人番号: 43020- 2696031

建築技術者（八代本部
採用）

和久田建設　(株) 就業場所: 八代市迎町２丁目９－１０

現場代理人 (株)　松島建設 就業場所: 八代市宮地町２０８８

雇用期間の定めなし 日祝他 日他
不問

雇用期間の定めなし 日他 日祝他
不問 経験

求人番号: 43020- 2706331

住宅施工経験２年以上
求人番号: 43020- 2528431

土木施工管理技士 水谷建設　(株) 就業場所: 八代市田中北町８８

住宅建築技術者（八代
本部採用）

和久田建設　(株) 就業場所: 八代市迎町２丁目９－１０

雇用期間の定めなし 日祝他 他
59歳
以下

雇用期間の定めなし 日他 他
59歳
以下

土木関係経験者
求人番号: 43020- 2643331

＊砕石プラント等の現場における整備（製作）の経験
求人番号: 43020- 2618331

土木工事監督 (株)　陸工業 就業場所: 八代市千丁町古閑出４１９－５

プラント部門統括管理職 (株)　トヨテックマシン 就業場所: 八代市敷川内町９５１番地

雇用期間の定めなし 日祝他 日祝他
不問

雇用期間の定めなし 日祝他 日祝他
59歳
以下

土木施工管理業務の経験者
求人番号: 43020- 2525831

不問
求人番号: 43020- 2484131

土木技術者（八代本部
採用）

和久田建設　(株) 就業場所: 八代市迎町２丁目９－１０

現場技術員 松本土建(資) 就業場所: 八代市日奈久大坪町８４３－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 日他 他
59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日他

64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2218831

土木現場経験または施工管理経験
求人番号: 43020- 2204731

土木施工管理技士 (株)　山口建設 就業場所: 八代郡氷川町鹿島１６１８－２

土木施工管理技術
者

昭和工業　(株) 就業場所: 八代市古閑浜町３４４８－２９ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日祝他

64歳
以下

フルタイム求人

1



加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
月給制 普通自動車ＡＴ

①8：00～17：00
200,000 八代市袋町１－４５　いずみビル２階休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-2858 経験:
正社員 300,000 従業員数:91人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30 保健師

186,900 八代郡氷川町島地６５１番地休日: 週休２日制: 看護師

～ TEL:0965-52-5075 経験: 准看護師
正社員以外 191,700 従業員数:21人

月給制 変形（1ヶ月単位） 看護師
①8：30～17：30 准看護師

156,600 八代市大村町７２０－１ 休日: 週休２日制: ②9：30～18：30

～ TEL:0965-32-8171 経験: ③10：00～19：00
正社員 204,100 従業員数:198人

月給制 変形（1ヶ月単位） 准看護師
①7：00～16：00

152,000 八代市本町２丁目４番３３号休日: 週休２日制: ②8：30～17：30

～ TEL:0965-32-2777 経験: ③10：00～19：00
正社員 205,000 従業員数:350人

月給制 変形（1ヶ月単位） 看護師
①8：30～17：30

230,000 八代市本町２丁目４番３３号休日: 週休２日制: ②7：00～16：00

～ TEL:0965-32-2777 経験: ③10：00～19：00
正社員 287,000 従業員数:350人

月給制 変形（1ヶ月単位） 看護師
①8：30～17：30

195,000 八代市本町２丁目４番３３号休日: 週休２日制: ②7：00～16：00

～ TEL:0965-32-2777 経験: ③10：00～19：00
正社員 287,000 従業員数:350人

月給制 変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8：20～17：00

155,000 八代市豊原下町４００１番地休日: 週休２日制: ②16：20～0：20

～ TEL:0965-33-1191 経験: ③0：00～8：30
正社員 220,000 従業員数:187人

月給制 変形（1ヶ月単位） 看護師
①17：00～9：00

212,800 八代郡氷川町今１５１－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-53-5111 経験:
正社員 241,100 従業員数:150人

月給制 変形（1ヶ月単位） 看護師
①8：30～17：30

195,000 八代市本町２丁目４番３３号休日: 週休２日制: ②7：00～16：00

～ TEL:0965-32-2777 経験: ③10：00～19：00
正社員 287,000 従業員数:350人

月給制 変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8：30～16：30

165,360 八代市古城町１７０５ 休日: 週休２日制: ②8：30～17：00

～ TEL:0965-33-4205 経験: ③10：30～19：00
正社員 185,760 従業員数:230人

月給制 変形（1年単位） 看護師
①8：30～17：30

195,000 八代市通町８番９号 休日: 週休２日制: ②16：30～9：00

～ TEL:0965-32-7158 経験: ③7：45～16：45
正社員 287,000 従業員数:350人

月給制 変形（1年単位） 准看護師
①8：30～17：30

152,000 八代市通町８番９号 休日: 週休２日制: ②16：30～9：00

～ TEL:0965-32-7158 経験: ③7：45～16：45
正社員 205,000 従業員数:350人

月給制 変形（1ヶ月単位） 看護師
①8：30～17：30

190,000 八代市平山新町４４５３－２休日: 週休２日制: ②17：00～9：00

～ TEL:0965-34-8850 経験:
正社員 230,000 従業員数:182人

月給制 変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8：30～17：30

165,300 八代市平山新町４４５３－２休日: 週休２日制: ②17：00～9：00

～ TEL:0965-34-8850 経験:
正社員 195,500 従業員数:182人

月給制 看護師
①8：00～18：00

250,000 八代市上日置町４４４７－１休日: 週休２日制: ②8：00～13：00

～ TEL:0965-33-0033 経験:
正社員 320,000 従業員数:14人

月給制 看護師
①8：00～18：00

185,000 八代市上日置町４４４７－１休日: 週休２日制: ②8：00～13：00

～ TEL:0965-33-0033 経験:
正社員 250,000 従業員数:14人

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
土日他 日他

不問 医療、介護施設等における看護実務経験
求人番号: 43020- 2621831

不問
求人番号: 43020- 2337131

デイサービス看護職員 (福)　氷川町社会福祉協
議会

就業場所: 八代郡氷川町島地６５１番地

システムエンジニア (株)　大環 就業場所: 八代市袋町１－４５　いずみビル２
階

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日祝他 日他

40歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2574131

不問
求人番号: 43020- 2564631

准看護師 (医)　熊本桜十字　［桜
十字八代リハビリテーション

就業場所: 八代市本町２丁目４番３３号

看護師／准看護師 (医)社団　平成会　平成
病院

就業場所: 八代市大村町７２０－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 他
59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2584831

病院・クリニック等での主任・主任補佐経験
求人番号: 43020- 2577231

看護師 (医)　熊本桜十字　［桜
十字八代リハビリテーション

就業場所: 八代市本町２丁目４番３３号

看護師（師長補佐・主任
候補）

(医)　熊本桜十字　［桜
十字八代リハビリテーション

就業場所: 八代市本町２丁目４番３３号 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝他

59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2626331

不問
求人番号: 43020- 2608431

看護師（夜勤専
従）

(社)　八代郡医師会　八
代北部地域医療センター

就業場所: 八代郡氷川町今１５１－１

准看護師 (医)尚仁会　高田病院 就業場所: 八代市豊原下町４００１番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 他
59歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 日他
59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2478831

不問
求人番号: 43020- 2632531

准看護師［正］ (医)　山田会　八代更生
病院

就業場所: 八代市古城町１７０５

看護師【日勤のみ】 (医)　熊本桜十字　［桜
十字八代リハビリテーション

就業場所: 八代市本町２丁目４番３３号 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 土日他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2534231

不問
求人番号: 43020- 2532031

准看護師 (医)　熊本桜十字　［桜
十字八代病院］

就業場所: 八代市通町８番９号

看護師 (医)　熊本桜十字　［桜
十字八代病院］

就業場所: 八代市通町８番９号 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日他

59歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 日祝他
59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2555331

不問
求人番号: 43020- 2553431

准看護師 (社)　八代市医師会 就業場所: 八代市平山新町４４５３－２　八
代市医師会立医院

看護師 (社)　八代市医師会 就業場所: 八代市平山新町４４５３－２　八
代市医師会立医院

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 日祝他
59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 土日祝他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2386631

看護主任、看護師長経験
求人番号: 43020- 2457631

看護師 (医)社団　泰照会　せきが
み内科　糖尿病内科

就業場所: 八代市上日置町４４４７－１

看護師（管理職候補） (医)社団　泰照会　せきが
み内科　糖尿病内科

就業場所: 八代市上日置町４４４７－１ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 日祝他

59歳
以下
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
月給制 看護師

①8：30～17：30 准看護師
190,000 八代市松江町２８８番地 休日: 週休２日制: ②8：30～12：30

～ TEL:0965-35-0293 経験:
正社員 240,000 従業員数:6人

月給制 変形（1ヶ月単位） 看護師
①8：30～17：30

197,300 八代郡氷川町今１５１－１休日: 週休２日制: ②8：00～17：00

～ TEL:0965-53-5111 経験: ③10：00～19：00
正社員 252,400 従業員数:150人

月給制 変形（1ヶ月単位） 看護師
①8：30～17：30

180,000 八代市本町３丁目３－３５休日: 週休２日制: ②17：00～9：00

～ TEL:0965-32-2344 経験: ③8：30～15：30
正社員 220,000 従業員数:34人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
看護師

164,200 八代市上片町１３０２ 休日: 週休２日制: 准看護師

～ TEL:0965-45-9173 経験:
正社員以外 226,000 従業員数:20人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①9：00～18：00 准看護師

220,000 八代市郡築四番町１０１－４休日: 週休２日制: ②12：00～21：00 看護師

～ TEL:0965-37-3037 経験: ③6：00～15：00
正社員 277,000 従業員数:182人

月給制 変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8：00～17：00 看護師

255,000 八代市日奈久塩北町２９０５休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-38-2011 経験: ③17：00～8：00
正社員 285,000 従業員数:200人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～16：00 准看護師

220,000 八代市沖町３６０４ 休日: 週休２日制: ②9：00～18：00 看護師

～ TEL:0965-33-2034 経験: ③12：00～21：00
正社員 277,000 従業員数:182人

月給制 変形（1ヶ月単位） 看護師
①7：00～16：00 准看護師

220,000 八代市郡築三番町８１－１休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-45-5472 経験: ③12：00～21：00
正社員 277,000 従業員数:182人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①6：00～15：00 看護師

220,000 八代市鏡町下有佐１６２－６休日: 週休２日制: ②7：00～16：00 准看護師

～ TEL:0965-62-8539 経験: ③9：00～18：00
正社員 277,000 従業員数:182人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30 准看護師

218,500 八代市水島町２１０４番地４休日: 週休２日制: 理学療法士

～ TEL:0965-45-9786 経験: 作業療法士
正社員 268,500 従業員数:102人

月給制 変形（1ヶ月単位） 看護師
①8：00～17：20 准看護師

174,300 八代郡氷川町早尾１３２番地休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-62-3838 経験:
正社員 231,300 従業員数:160人

月給制 変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8：00～17：00 看護師

255,000 八代市日奈久塩北町２９０５休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-38-2011 経験:
正社員 285,000 従業員数:200人

月給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00 准看護師

177,000 八代市千丁町太牟田１３００－８休日: 週休２日制: ②8：30～17：30 看護師

～ TEL:0965-46-1144 経験:
正社員 225,000 従業員数:54人

月給制 変形（1ヶ月単位） 准看護師
①7：30～16：30 看護師

180,000 八代市千丁町太牟田１３００－８休日: 週休２日制: ②8：30～17：30

～ TEL:0965-46-1144 経験: ③9：00～18：00
正社員 225,000 従業員数:54人

月給制 変形（1ヶ月単位） 看護師
①8：30～17：00

197,400 八代市古城町１７０５ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-4205 経験:
正社員 230,400 従業員数:230人

月給制 変形（1ヶ月単位） 看護師
①7：00～16：00 准看護師

178,000 八代市鏡町両出８８０－１休日: 週休２日制: ②8：30～17：30

～ TEL:0965-53-2100 経験: ③10：00～19：00
正社員 262,000 従業員数:101人

不問
求人番号: 43020- 2357531

看護師（日勤専
従）

(社)　八代郡医師会　八
代北部地域医療センター

就業場所: 八代郡氷川町今１５１－１

看護師 福満内科医院 就業場所: 八代市松江町２８８番地 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 日他

不問

看護師 (株)　もやい 就業場所: 八代市上片町１３０２ 雇用・労災・
健康・厚生6：30～20：00

の間の8時間程度雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

他 日他

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2290031

看護師 (医)　セント・ソフィア　片
岡レディスクリニック

就業場所: 八代市本町３丁目３－３５ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 土日祝他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2170231

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日他

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2491931

不問 不問
求人番号: 43020- 2629131

看護職〈有料老人ホーム〉 ブロッサムやつしろ　（(株)
ヒューマンケアブロッサム

就業場所:  八代市郡築四番町１０１－４
（株）ヒューマンケアブロッサムズ　ブ

不問
求人番号: 43020- 2500231

看護職　【急募】 小規模多機能ホームブロッ
サム　（(株)ヒューマンケア

就業場所: 八代市沖町３６０４

正・准看護師〈ハピネスケ
ア日南〉

(福)　敬愛会 就業場所:  八代市日奈久塩北町２９２２
　介護老人保健施設　ハピネスケア

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

59歳
以下

看護師 小規模多機能ホームブロッ
サム　セカンドステージ

就業場所: 八代市郡築三番町８１－１ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

69歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 土日祝

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2536431

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日他

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2547631 又は10：00～19：00の間の8時間程度

不問
求人番号: 43020- 2541831

看護職員　　【夜勤なし】 ブロッサムさくら　（(株)
ヒューマンケアブロッサム

就業場所:  八代市鏡町下有佐１６２－６
株式会社ヒューマンケアブロッサムズ

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 日祝他
64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2334331

不問
求人番号: 43020- 2435831

看護師（正・准） (福)　代医会　特別養護
老人ホーム　早尾園

就業場所: 八代郡氷川町早尾１３２番地

機能訓練指導員兼介護
職員：デイサービス撫子

(株)　万葉福祉会 就業場所:  八代市中北町３０５３－３
ディサービス撫子

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日 日祝他

69歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 他
59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2479231

不問
求人番号: 43020- 2245431

看護師（訪問看護）
［正］

(医)　山田会　八代更生
病院

就業場所: 八代市古城町１７０５

看護師（特別養護老人
ホームみなみ園　日勤の

(福)　敬愛会 就業場所:  八代市日奈久塩南町５４
　特別養護老人ホーム　みなみ園

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

59歳
以下

看護業務全般［正社員
（一般職）：特養］

(福)　康和福祉会　特別
養護老人ホーム　康和苑

就業場所: 八代市千丁町太牟田１３００－
８

雇用・労災・健
康・厚生・財形

不問
求人番号: 43020- 2662131

看護職員 (福)　至誠会 就業場所:  八代市鏡町内田７４２－２
　地域密着型介護老人福祉施設

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 他
64歳
以下

雇用期間の定めなし 他 土日他
64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2165431

看護業務全般［正社員
（一般職）：デイサービ

(福)　康和福祉会　特別
養護老人ホーム　康和苑

就業場所: 八代市千丁町太牟田１３００－
８

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 土日 他
64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2167331
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ

①8：30～17：30 看護師
230,000 八代市高下西町２２２３－１休日: 週休２日制: ②8：00～17：00

～ TEL:0965-35-1311 経験: ③9：00～18：00
正社員 270,000 従業員数:418人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30 准看護師

188,660 八代市興善寺町４９５番１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-39-1120 経験:
正社員 260,200 従業員数:65人

月給制 変形（1年単位） 看護師
①8：30～17：30 准看護師

167,000 八代市若草町２－１０ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-8211 経験:
正社員 219,000 従業員数:20人

月給制 変形（1ヶ月単位） 看護師
准看護師

250,000 八代市豊原上町字遥拝３０１２－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-65-5588 経験:
正社員 370,000 従業員数:22人

月給制 変形（1年単位） 理学療法士
①8：30～17：30

215,000 八代市本町２丁目４番３３号休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-2777 経験:
正社員 268,000 従業員数:350人

月給制 変形（1年単位） 理学療法士
①8：30～17：30

215,000 八代市通町８番９号 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-7158 経験:
正社員 268,000 従業員数:350人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30 理学療法士

200,000 八代市上日置町４７６ 休日: 週休２日制: 作業療法士

～ TEL:0965-62-8951 経験:
正社員 300,000 従業員数:7人

月給制 変形（1年単位） 作業療法士
①8：30～17：30

215,000 八代市本町２丁目４番３３号休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-2777 経験:
正社員 268,000 従業員数:350人

月給制 変形（1年単位） 作業療法士
①8：30～17：30

215,000 八代市本町２丁目４番３３号休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-2777 経験:
正社員 268,000 従業員数:350人

月給制 変形（1ヶ月単位） 作業療法士
①8：30～17：00

197,400 八代市古城町１７０５ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-4205 経験:
正社員 230,400 従業員数:230人

月給制 変形（1年単位） 作業療法士
①8：30～17：30

215,000 八代市通町８番９号 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-7158 経験:
正社員 268,000 従業員数:350人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00 作業療法士

250,000 八代市古閑浜町３４０１ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-8880 経験:
正社員以外 314,000 従業員数:80人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00 言語聴覚士

250,000 八代市古閑浜町３４０１ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-8880 経験:
正社員 314,000 従業員数:80人

月給制 変形（1ヶ月単位） 言語聴覚士
①8：40～18：00

190,000 八代市古閑中町１２０６－２休日: 週休２日制: ②8：40～16：00

～ TEL:0965-37-8863 経験:
正社員 250,000 従業員数:6人

月給制 変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士
①9：00～19：00

230,000 八代市古閑中町２４３８－１０休日: 週休２日制: ②9：00～13：00

～ TEL:0965-33-6537 経験: ③9：00～16：00
正社員 300,000 従業員数:5人

月給制 変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士
①8：40～18：00

220,000 八代市古閑中町１２０６－２休日: 週休２日制: ②8：40～16：00

～ TEL:0965-37-8863 経験:
正社員 280,000 従業員数:6人

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 他

64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2471431

看護師（正）［日勤の
み］

(福)　権現福祉会　生活
介護事業所　はなみずき

就業場所: 八代市高下西町２２２３－１

不問
求人番号: 43020- 2485031

看護師 (医)　右田会　右田クリ
ニック

就業場所: 八代市若草町２－１０

准看護師（デイサービ
ス）

(福)　龍峯会（希望） 就業場所:  八代市興善寺町４９５番地１
地域密着型介護老人福祉施設　希

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 他

65歳
以下

看護師 (有)　鈴かぜ 就業場所: 八代市豊原上町字遥拝３０１２
－１

雇用・労災・
健康・厚生8：00～18：00

の間の7時間程度雇用期間の定めなし 他 他

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

59歳
以下

看護業務
求人番号: 43020- 2417131

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

59歳
以下

病院・介護施設等での当該業務経験者
求人番号: 43020- 2570731

62歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2281131

理学療法士（病棟・訪問
リハ兼務）

(医)　熊本桜十字　［桜
十字八代リハビリテーション

就業場所: 八代市本町２丁目４番３３号

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日祝 他

64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2710831

不問
求人番号: 43020- 2540031

理学療法士または作業療
法士

(同)　ＳＡＫＵＲＡ 就業場所: 八代市上日置町４７６３－１２
２０７

理学療法士 (医)　熊本桜十字　［桜
十字八代病院］

就業場所: 八代市通町８番９号 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日他

59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝

59歳
以下

病院・介護施設での当該業務経験
求人番号: 43020- 2572631

病院・介護施設での当該業務経験
求人番号: 43020- 2571331

作業療法士（病棟・訪問
リハ兼務）

(医)　熊本桜十字　［桜
十字八代リハビリテーション

就業場所: 八代市本町２丁目４番３３号

作業療法士 (医)　熊本桜十字　［桜
十字八代リハビリテーション

就業場所: 八代市本町２丁目４番３３号 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝

59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2544431

不問
求人番号: 43020- 2482631

作業療法士 (医)　熊本桜十字　［桜
十字八代病院］

就業場所: 八代市通町８番９号

作業療法士 (医)　山田会　八代更生
病院

就業場所: 八代市古城町１７０５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 日他 日祝他
59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日祝他

64歳
以下

リハビリの業務経験
求人番号: 43020- 2427831

リハビリの業務経験
求人番号: 43020- 2391431

言語聴覚士（通所リハビ
リ／老健）

(医)社団　優林会 就業場所:  八代市古閑浜町３４０１
『Ｌｅｔ’ｓリハ！ＰＬＵＳ八代北』

作業療法士（通所リハビ
リ／介護老人保健施設兼

(医)社団　優林会 就業場所:  八代市古閑浜町３４０１
『Ｌｅｔ’ｓリハ！ＰＬＵＳ八代北』

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 他

64歳
以下

雇用・労災・
健康雇用期間の定めなし 日祝他 他

59歳
以下

経験者優遇
求人番号: 43020- 2504331

小児の言葉の指導
求人番号: 43020- 2318731

歯科衛生士 いまさき歯科医院 就業場所: 八代市古閑中町２４３８－１０

言語聴覚士 (医)ＫＤ 就業場所: 八代市古閑中町１２０６－２ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

不問

不問
求人番号: 43020- 2246731

歯科衛生士 (医)ＫＤ 就業場所: 八代市古閑中町１２０６－２ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

不問
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
月給制 変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士

①8：30～18：00
180,000 八代市通町６－１７ 休日: 週休２日制: ②8：30～12：30

～ TEL:0965-32-6280 経験:
正社員 250,000 従業員数:5人

月給制 変形（1年単位） 栄養士
①8：00～17：00

148,800 八代市築添町１６２５－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-5782 経験:
正社員 178,100 従業員数:20人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①8：30～18：00 栄養士

170,750 八代市高島町４２２１ 休日: 週休２日制: ②6：00～15：30

～ TEL:0965-32-0088 経験: ③9：00～18：30
正社員 170,750 従業員数:76人

月給制 変形（1年単位） 管理栄養士
①9：00～18：00

190,000 八代市本町２丁目４番３３号休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-2777 経験:
正社員 229,000 従業員数:350人

月給制 管理栄養士
①8：30～17：00

216,400 八代市古城町１７０５ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-4205 経験:
正社員 216,400 従業員数:230人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30 管理栄養士

229,700 八代市古閑浜町３４０１ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-8880 経験:
正社員 235,400 従業員数:80人

月給制 変形（1ヶ月単位） 管理栄養士
①8：40～18：00

190,000 八代市古閑中町１２０６－２休日: 週休２日制: ②8：40～16：00

～ TEL:0965-37-8863 経験:
正社員 250,000 従業員数:6人

時給制 交替制あり
①8：00～18：00

146,880 八代市錦町４－１１　錦アパート１階休日: 週休２日制: ②9：00～19：00

～ TEL:0965-45-9080 経験:
正社員以外 146,880 従業員数:4人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～16：30

153,870 八代市古城町１７０５ 休日: 週休２日制: ②8：30～17：00

～ TEL:0965-33-4205 経験: ③10：30～19：00
正社員 172,000 従業員数:230人

月給制 交替制あり
①7：30～16：30

148,000 八代市日置町１５０ 休日: 週休２日制: ②8：00～17：00

～ TEL:0965-31-5757 経験: ③13：00～22：00
正社員 170,000 従業員数:38人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①9：00～19：00

180,000 八代市古閑中町２４３８－１０休日: 週休２日制: ②9：00～13：00

～ TEL:0965-33-6537 経験: ③9：00～16：00
正社員 205,000 従業員数:5人

月給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30

150,000 八代市古閑上町１４６－１休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-30-7117 経験: ③9：30～18：30
正社員 180,000 従業員数:4人

月給制
①8：20～17：00

135,000 八代市豊原下町４００１番地休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-1191 経験:
正社員 170,000 従業員数:187人

時給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00 保育士

167,616 八代市日奈久上西町３７２－４休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:000-0000-0000 経験: ③7：30～16：30
正社員以外 172,800 従業員数:18人

月給制 変形（1年単位） 保育士
①8：30～17：30

195,000 八代市大村町５７０－１ 休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-35-2222 経験: ③8：00～17：00
正社員 215,000 従業員数:418人

月給制 変形（1ヶ月単位） 保育士
①8：40～18：00

190,000 八代市古閑中町１２０６－２休日: 週休２日制: ②8：40～16：00

～ TEL:0965-37-8863 経験:
正社員 250,000 従業員数:6人

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

不問 歯科衛生士の経験（経験者優遇）
求人番号: 43020- 2198431

歯科衛生士 (医)社団　坂井会　坂井
歯科医院

就業場所: 八代市通町６－１７

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2303931

調理経験
求人番号: 43020- 2492131

栄養士（りんご園） (福)　松高福祉会　介護
老人福祉施設　みやび園

就業場所:  八代市高島町４１８０
　ケアハウス　りんご園

栄養士 (福)　築添福祉会　パール
保育園

就業場所: 八代市築添町１６２５－１ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

59歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 他
59歳
以下

管理栄養士としての経験
求人番号: 43020- 2488531

病院・施設等での栄養管理業務の経験者
求人番号: 43020- 2580631

管理栄養士【急募】 (医)　山田会　八代更生
病院

就業場所: 八代市古城町１７０５

管理栄養士 (医)　熊本桜十字　［桜
十字八代リハビリテーション

就業場所: 八代市本町２丁目４番３３号 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 土日祝他

59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2311931

栄養管理経験２年以上
求人番号: 43020- 2431631

管理栄養士 (医)ＫＤ 就業場所: 八代市古閑中町１２０６－２

管理栄養士 (医)社団　優林会 就業場所: 八代市古閑浜町３４０１ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 土日他

64歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 他
59歳
以下

医療機関勤務経験
求人番号: 43020- 2473331

不問
求人番号: 43020- 2285531

看護補助者 (医)　山田会　八代更生
病院

就業場所: 八代市古城町１７０５

受付事務 いそだ整骨院 就業場所: 八代市大手町１丁目７－２２ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

59歳
以下

雇用・労災・
健康雇用期間の定めなし 日祝他 日祝他

59歳
以下

経験者優遇
求人番号: 43020- 2460831

不問
求人番号: 43020- 2206631

受付 いまさき歯科医院 就業場所: 八代市古閑中町２４３８－１０

看護助手 (医)社団　浩杏会　日置
町クリニック

就業場所: 八代市日置町１５０ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2646131

薬局助手 (医)尚仁会　高田病院 就業場所: 八代市豊原下町４００１番地

動物看護業務及び受付
補助

(株)　グリーンヒル動物病
院

就業場所:  八代市古閑上町１４６－１
「グリーンヒル動物病院」

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 日他

不問

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
日祝他 日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2567031

保育士　≪急募≫ (福)敬信会　天真保育園 就業場所: 八代市日奈久上西町３７２－４

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 土日祝 他
59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2609731

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2319331

当該業務経験
求人番号: 43020- 2445531

保育士 (医)ＫＤ 就業場所: 八代市古閑中町１２０６－２

保育士 (福)　権現福祉会　２ｎ
ｄ　さくら

就業場所:  八代市大村町５７０－１　　
　社会福祉法人権現福祉会　２ｎ

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 日他

不問
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ

①8：00～17：00 健康運動実践指導者
173,000 八代市坂本町坂本４１３９－１休日: 週休２日制: 健康運動指導士

～ TEL:0965-62-8728 経験:
正社員 208,000 従業員数:76人

月給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ
①10：00～18：00

190,000 八代市麦島西町１－１３ 休日: 週休２日制: ②13：00～21：00

～ TEL:0965-62-8535 経験:
正社員 250,000 従業員数:15人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

148,000 八代市田中北町８８ 休日: 週休２日制: ②8：30～17：30

～ TEL:0965-31-1718 経験:
正社員 270,000 従業員数:27人

月給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ
①7：50～16：50

165,000 八代市通町７－１４ 休日: 週休２日制: ②8：30～17：30

～ TEL:0965-33-2766 経験:
正社員 180,000 従業員数:31人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：30

240,000 八代市袋町１－４５　いずみビル２階休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-2858 経験:
正社員 350,000 従業員数:91人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

200,000 八代市迎町２丁目９－１０休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-5171 経験:
正社員 355,000 従業員数:60人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：15

158,900 八代市松江城町６－６ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-6191 経験:
正社員 210,000 従業員数:17人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

155,000 八代市鏡町鏡８１９ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-53-9211 経験:
正社員 225,000 従業員数:28人

月給制
①8：00～17：00

175,000 八代市大村町８８０－３ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-4753 経験:
正社員 225,000 従業員数:70人

月給制 変形（1年単位）
①8：20～17：30

150,000 八代市敷川内町９５１番地休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-62-8027 経験:
正社員 235,000 従業員数:25人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

160,000 八代市花園町９－１４ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-2103 経験:
正社員 165,000 従業員数:30人

月給制 普通自動車ＡＴ
①9：00～18：00

210,000 八代市松江本町２番５３号休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-3242 経験:
正社員 210,000 従業員数:3人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30

150,000 八代市花園町５－８ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-65-8038 経験:
正社員 155,000 従業員数:25人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

170,000 八代市植柳下町２１２９ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-1414 経験:
正社員 250,000 従業員数:13人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30 日商簿記２級

169,975 八代市新浜町１－１－２８休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-2530 経験:
正社員 241,122 従業員数:165人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車一種
①8：00～17：00

250,000 八代郡氷川町鹿島１６１８－２休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-52-0743 経験:
正社員 300,000 従業員数:22人

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 水他 日他

不問 サッカー経験者、サッカーの指導経験者は優遇あります
求人番号: 43020- 2624431

不問
求人番号: 43020- 2741931

サッカークラブ・スクール指
導インストラクター

(社)　くま川スポーツアカデ
ミー

就業場所: 八代市麦島西町１－１３

健康運動実践指導者
（通所リハビリテーショ

(医)社団　明佑会 就業場所:  八代市渡町１７１７番地
　メディカルトレーニングセンターみねと

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 土日祝

64歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日他

59歳
以下

経理事務
求人番号: 43020- 2595431

不問
求人番号: 43020- 2708931

経理・総務事務（急募） (医)　師天会　松岡内科
クリニック

就業場所: 八代市通町７－１４

一般事務 水谷建設　(株) 就業場所: 八代市田中北町８８ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 土日他

44歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 土日祝他 日祝他
59歳
以下

一般事務職経験あれば尚可
求人番号: 43020- 2210531

  事務職経験者（経理事務経験者であれば尚可）
求人番号: 43020- 2341731

一般事務 和久田建設　(株) 就業場所: 八代市迎町２丁目９－１０

事務　【急　募】 (株)　大環 就業場所: 八代市袋町１－４５　いずみビル２
階

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日他 土日祝他

64歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 土日他

18歳
～39

事務の経験、初歩的な商業関係の知識、
求人番号: 43020- 2610931

不問
求人番号: 43020- 2594531

事務員 (有)　高見商店 就業場所: 八代市海士江町２６７５－１

総合職 (株)　坂本食糧 就業場所: 八代市鏡町鏡８１９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 日祝他 他
59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 水他

59歳
以下

事務経験
求人番号: 43020- 2216131

不問
求人番号: 43020- 2407331

一般事務員 安田石灰工業　(株) 就業場所: 八代市花園町９－１４

フロント事務 (株)　トヨテックマシン 就業場所: 八代市敷川内町９５１番地 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

60歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2470531

不問
求人番号: 43020- 2247331

調剤薬局事務 (有)　わかくさ薬局　はな
ぞの調剤薬局

就業場所: 八代市花園町５－８

事務・賃貸管理 (有)　進栄商事 就業場所: 八代市松江本町２番５３号 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 水他 他

40歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 土日他 他
59歳
以下

経理業務の経験
求人番号: 43020- 2261731

＊経理事務経験者
求人番号: 43020- 2312131

事務職（会計業
務）

(株)　白石 就業場所: 八代市新浜町１－１－２８

経理事務員 報国工業　(株) 就業場所: 八代市植柳下町２１２９ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2213331

土木施工管理技士（補
助）

(株)　山口建設 就業場所: 八代郡氷川町鹿島１６１８－２ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日祝他

64歳
以下

総合職（経営支援全
般）

八代商工会議所 就業場所: 八代市松江城町６－６ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日祝他 土日

59歳
以下

経営支援業務
求人番号: 43020- 2158731
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
月給制 変形（1年単位）

①8：00～17：00
150,000 八代市毘舎丸町１－３ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-6111 経験:
正社員 180,000 従業員数:75人

月給制 変形（1年単位）
①8：30～17：30

181,000 八代市港町１４２番地 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-0388 経験:
正社員 181,000 従業員数:52人

時給制 交替制あり

130,032 八代市出町１ー５ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-2206 経験:
正社員以外 151,200 従業員数:7人

月給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ
①9：30～17：30

150,000 八代市大手町２丁目４－２５休日: 週休２日制: ②13：00～21：00

～ TEL:0965-34-3583 経験:
正社員 210,000 従業員数:30人

月給制 普通自動車ＡＴ
①9：30～17：30

150,000 八代市大手町２丁目４－２５休日: 週休２日制: ②13：00～21：00

～ TEL:0965-34-3583 経験:
正社員 230,000 従業員数:30人

月給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ
①9：00～18：00

180,000 八代市横手新町７－１５ 休日: 週休２日制: ②10：00～19：00

～ TEL:0965-45-5544 経験: ③11：00～20：00
正社員 230,000 従業員数:10人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①10：00～19：00

163,000 八代市大手町１丁目６－２７　オレンジボックス２Ｆ休日: 週休２日制: ②10：00～20：00

～ TEL:0965-33-9300 経験: ③16：00～20：00
正社員 180,200 従業員数:76人

月給制 普通自動車ＡＴ
①9：00～18：00

136,480 八代市萩原町１－４－６ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-3733 経験:
正社員 200,000 従業員数:1人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

210,000 八代市岡町小路６３５ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-39-0808 経験:
正社員 275,000 従業員数:42人

月給制 普通自動車ＡＴ
①9：00～17：00

180,000 八代市旭中央通８－１２　リップルビル２Ｆ休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-5907 経験:
正社員 250,000 従業員数:6836人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①9：00～18：00

253,000 八代市海士江町２８６７－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-4097 経験:
正社員 366,000 従業員数:28人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

240,000 八代市宮地町２０８８ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-1941 経験:
正社員 300,000 従業員数:22人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

185,000 八代市迎町２丁目９－１０休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-5171 経験:
正社員 550,000 従業員数:60人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

218,000 八代市鏡町内田１５７２－２５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-52-2355 経験:
正社員 287,000 従業員数:133人

月給制 普通自動車一種
①9：00～18：00

244,000 八代市萩原町１－３－３５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-45-9717 経験:
正社員 244,000 従業員数:1323人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～17：00

240,000 八代市田中西町５－２０ 休日: 週休２日制: ②8：00～18：00

～ TEL:0965-32-1141 経験: ③9：00～19：00
正社員 330,000 従業員数:6235人

物流センタースタッフ　《急
募》

ＭＧＳ　(株)　（松木グ
ループ）

就業場所: 八代市新港町４丁目８－８　ダイニ
チ物流センター

一般事務 (株)　バンテック 就業場所: 八代市港町１４２番地 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日他 日祝他

64歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 土日他 他
59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2612031

雇用・労災・
健康・厚生8：00～17：00

の間の7時間程度雇用期間の定めなし 日他 他
59歳
以下

接客、販売経験者
求人番号: 43020- 2336931

不問
求人番号: 43020- 2433131

販売及び製造の手伝い 黒川製菓　(株) 就業場所: 八代市出町１ー５

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2273131

不問
求人番号: 43020- 2271631

販売スタッフ（店舗社員
ゆめタウン八代店）

サーティワンアイスクリーム
八代店（第一設備工業

就業場所:  八代市建馬町３－１
サーティーワンアイスクリーム［ゆめタウ

販売スタッフ（店舗社員
八代店）

サーティワンアイスクリーム
八代店（第一設備工業

就業場所:  八代市大手町２丁目４－２５
サーティワンアイスクリーム　八代店

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日他

59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日他

35歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2294431

日本茶と接客が好きな方
求人番号: 43020- 2244531

携帯ショップスタッフ（八
代市）

(株)　通信館 就業場所: 八代市建馬町３－１　ゆめタウン八
 代店内

日本茶販売員 (株)　濱大松園　お茶の
濱大松園

就業場所: 八代市横手新町７－１５ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

不問

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日他

59歳
以下

経験者優遇
求人番号: 43020- 2469031

不問
求人番号: 43020- 2194031

営業職 (株)　ケイ・エフ・ケイ 就業場所: 八代市岡町小路６３５

補聴器販売員 補聴器センター令和 就業場所: 八代市萩原町１－４－６
雇用・労災

雇用期間の定めなし 土日祝他 日他
不問

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日他

59歳
以下

    ・不動産売買・住宅メーカー以上いずれかの営業経験３年以上
求人番号: 43020- 2250231

不問
求人番号: 43020- 2704431

不動産売買仲介（不動
産会社トヨオカ地建／営

(株)　トヨオカ地建 就業場所:  八代市松江町５３６
「アパマンショップ　八代松江通店」

企業福利厚生プランナー
〈八代〉

大同生命保険(株)　八代
営業所

就業場所: 八代市旭中央通８－１２　リップル
ビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日祝他 日他

64歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 土日祝他 日他
59歳
以下

土木営業経験
求人番号: 43020- 2217031

不問
求人番号: 43020- 2697831

土木営業（八代本部採
用）

和久田建設　(株) 就業場所: 八代市迎町２丁目９－１０

建築営業 (株)　松島建設 就業場所: 八代市宮地町２０８８ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 日祝他

59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日祝他 他

44歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2347831

不問
求人番号: 43020- 2692331

人材派遣の営業／八代
市

(株)　ＤＥＬＴＡ　八代
支店

就業場所: 八代市萩原町１－３－３５

営業【ルートセールス】
（工場関係）

(株)　遠興　熊本営業所 就業場所: 八代市鏡町内田１５７２－２５ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日他 他

44歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2211431

営業（正社員） (株)サカイ引越センター
八代支社

就業場所: 八代市田中西町５－２０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 他
59歳
以下
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ

①8：30～17：30
216,000 八代市港町１４２ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-3444 経験:
正社員 396,000 従業員数:120人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30 社会福祉主事

176,000 八代市古閑浜町３４０１ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-8880 経験:
正社員 187,000 従業員数:80人

月給制 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

167,000 八代市上片町１３０２ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-45-9173 経験:
正社員 260,000 従業員数:20人

日給制 普通自動車ＡＴ
①9：00～18：00

180,975 八代郡氷川町宮原１１１６休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-62-4081 経験:
正社員以外 191,275 従業員数:60人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①8：00～17：00

185,000 八代市上日置町２３４５番地休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-5757 経験:
正社員 205,000 従業員数:101人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①8：30～17：30

195,000 八代市鏡町両出８８０－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-53-2100 経験:
正社員 230,000 従業員数:101人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①9：00～18：00

223,000 八代市郡築三番町８１－２休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-45-5472 経験:
正社員 268,000 従業員数:182人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①9：00～18：00

253,000 八代市郡築三番町８１－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-45-5472 経験:
正社員 298,000 従業員数:182人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30

190,000 八代市北の丸町１－１２宮崎ビル２階休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-45-9731 経験:
正社員 245,000 従業員数:36人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30

210,000 八代市松江本町７－２５　嶌コーポレーション１Ｆ休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-39-5330 経験:
正社員 220,000 従業員数:11人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30

230,000 八代市大福寺町２４０６－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-1940 経験:
正社員 260,000 従業員数:418人

月給制 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

215,000 八代市上片町１３０２ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-45-9173 経験: 看護師
正社員 308,000 従業員数:20人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30 福祉用具専門相談員

180,000 八代市北の丸町１－１２宮崎ビル２階休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-45-9731 経験:
正社員 210,000 従業員数:36人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：15

171,000 八代市本町１丁目９－１４休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-62-8228 経験:
正社員以外 171,000 従業員数:77人

月給制 社会福祉士
①8：30～17：00

172,600 八代市通町１０－１０ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-7111 経験:
正社員 330,300 従業員数:28000人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①6：30～15：30

168,200 八代郡氷川町早尾１３２ 休日: 週休２日制: ②8：30～17：30

～ TEL:0965-62-4818 経験: ③12：30～21：30
正社員 209,688 従業員数:160人

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

社会福祉主事
(任用資格可)

管理営業 (株)　アシスト・サービス 就業場所: 八代市港町１４２

支援相談員 (医)社団　優林会 就業場所:  八代市古閑浜町３４０１
アメニティ　ゆうりん

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日他

64歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 他

64歳
以下

営業職経験
求人番号: 43020- 2223931

雇用・労災・
健康・厚生6：00～20：00

の間の8時間程度雇用期間の定めなし 他 日他
64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2191631

相談員としての経験１年以上
求人番号: 43020- 2430331

生活相談員（デイサービ
ス）

(株)　もやい 就業場所: 八代市上片町１３０２

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

64歳
以下

介護支援専門員経験
求人番号: 43020- 2650731

不問
求人番号: 43020- 2581931

介護支援専門員／居宅
介護支援事業所

(福)　郷寿会　　特別養
護老人ホーム　あさひ園

就業場所:  八代市宮地町１６９番地１
　居宅介護支援事業所

保育士または指導員【契
約職員】

(福)　清流会　氷川学園 就業場所:  八代郡氷川町宮原１１６７－２
　児童デイサービス事業所　風楽（ふ

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
土日他 日他

不問

不問
求人番号: 43020- 2656831

介護支援専門員 ブロッサムやつしろ３
（(株)ヒューマンケアブロッ

就業場所:  八代市郡築三番町８１－２
（株）ヒューマンケアブロッサムズ　ブ

介護支援専門員 (福)　至誠会 就業場所:  八代市鏡町両出８８０－１
　特別養護老人ホーム　安寿の里

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 日他
64歳
以下

介護支援専門員 小規模多機能ホームブロッ
サム　セカンドステージ

就業場所: 八代市郡築三番町８１－１ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 日祝他

69歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2524031 又は8：00～19：00の間の8時間程度

雇用期間の定めなし 土日祝他 他
64歳
以下

介護支援専門員業務の経験あれば尚可
求人番号: 43020- 2450031

不問
求人番号: 43020- 2542231 又は8：00～19：00の間の8時間程度

介護支援専門員 (株)　トータル・ケア・サー
ビス

就業場所: 八代市北の丸町１－１２宮崎ビル
２階

雇用・労災・
健康・厚生

不問
求人番号: 43020- 2239331

介護支援専門員［かいご
１１０番　ホッと］

(福)　権現福祉会　居宅
介護支援事業所　かいご

就業場所: 八代市大福寺町２４０６－１

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

ＮＰＯ法人　笑顔やっちろ 就業場所: 八代市松江本町７－２５　嶌コー
ポレーション１Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日祝他 他

不問

訪問介護サービス提供責
任者（兼管理者）

(株)　もやい 就業場所: 八代市上片町１３０２ 雇用・労災・
健康・厚生6：00～20：00

の間の8時間程度雇用期間の定めなし 他 日他

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 他

64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2240131

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日祝他 日祝他

64歳
以下

福祉用具専門相談員業務の経験あれば尚可
求人番号: 43020- 2448331

64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2189531

福祉用具専門相談
員

(株)　トータル・ケア・サー
ビス

就業場所: 八代市北の丸町１－１２宮崎ビル
２階

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日祝他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2257131

相談業務
求人番号: 43020- 2412431

社会福祉士（正職員） (独)地域医療機能推進
機構　熊本総合病院

就業場所: 八代市通町１０－１０

相談支援員 (福)　八代市社会福祉協
議会

就業場所: 八代市本町１丁目１０－４１
 （本町アーケード内）

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
土日祝他 日祝他

不問

介護経験
求人番号: 43020- 2737231

介護職員 (福)　代医会　介護老人
保健施設　八祥苑

就業場所: 八代郡氷川町早尾１３２ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

64歳
以下
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ

①7：00～16：00 介護職員初任者研修
168,000 八代市坂本町坂本４１３９－１休日: 週休２日制: ②8：00～17：00

～ TEL:0965-62-8728 経験: ③11：00～20：00
正社員 211,000 従業員数:76人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～16：00

168,000 八代市坂本町坂本４１３９－１休日: 週休２日制: ②8：00～17：00

～ TEL:0965-62-8728 経験: ③10：00～19：00
正社員 211,000 従業員数:76人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00 介護福祉士

178,000 八代市敷川内町２２５１－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-31-7600 経験:
正社員 192,000 従業員数:65人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

162,000 八代市敷川内町２２５１－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-31-7600 経験:
正社員以外 179,000 従業員数:65人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①6：30～15：30 介護福祉士

180,000 八代市敷川内町２２５１－１休日: 週休２日制: ②8：00～17：00

～ TEL:0965-31-7600 経験: ③9：00～18：00
正社員 226,000 従業員数:65人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～16：00

179,000 八代市敷川内町２２５１－１休日: 週休２日制: ②8：00～17：00

～ TEL:0965-31-7600 経験: ③10：00～19：00
正社員以外 198,000 従業員数:65人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①8：00～17：00

154,000 八代市古閑下町２２２５番地休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-35-9880 経験: ③10：00～19：00
正社員 170,000 従業員数:70人

月給制 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修
①7：00～16：00 介護福祉士

154,000 八代市古閑下町２２２５番地休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-35-9880 経験: ③16：00～9：00
正社員 170,000 従業員数:70人

月給制 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級
①6：30～20：00 介護職員初任者研修

156,000 八代市上片町１３０２ 休日: 週休２日制: ②17：00～9：00

～ TEL:0965-45-9173 経験:
正社員以外 208,000 従業員数:20人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①7：00～16：00

155,000 八代市鏡町両出８８０－１休日: 週休２日制: ②8：30～17：30

～ TEL:0965-53-2100 経験: ③10：00～19：00
正社員 200,000 従業員数:101人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①6：00～15：00

167,000 八代市郡築四番町１０１－４休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-37-3037 経験: ③12：00～21：00
正社員 187,000 従業員数:182人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～16：00 介護福祉士

200,000 八代市高下西町１７６０　ふくしステーション千の穂内休日: 週休２日制: ②8：00～17：00

～ TEL:0965-35-1566 経験: ③11：00～20：00
正社員 235,000 従業員数:418人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～16：00 介護職員初任者研修

160,000 八代市敷川内町２２３９－３休日: 週休２日制: ②8：00～17：00 介護職員実務者研修

～ TEL:0965-31-1232 経験: ③17：30～9：00 ホームヘルパー２級
正社員 193,000 従業員数:10人 介護福祉士

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～16：00 ホームヘルパー２級

150,000 八代市夕葉町７－３ 休日: 週休２日制: ②9：00～18：00 介護職員初任者研修

～ TEL:0965-35-7111 経験: ③17：00～9：00
正社員 180,000 従業員数:78人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～16：00 介護福祉士

200,000 八代市末広町３－６ 休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-33-5001 経験: ③10：00～19：00
正社員 235,000 従業員数:418人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①6：00～15：00 介護福祉士

189,000 八代市郡築四番町１０１－４休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-37-3037 経験: ③12：00～21：00
正社員 241,000 従業員数:182人

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

64歳
以下

介護業務
求人番号: 43020- 2742131

介護職員［グループホー
ムひかり］

(医)社団　明佑会 就業場所: 八代市渡町１７１７番地　　グルー
プホームひかり

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2765631

不問
求人番号: 43020- 2743031

介護職員（正）デイサー
ビス

(福)　ま心苑会 就業場所:  八代市敷川内町２２５１－１
ま心苑　デイサービスセンター

介護職員［リファインデイ
ズみねとま］

(医)社団　明佑会 就業場所: 八代市渡町１７１７番地　　リファイ
ンデイズみねとま

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

64歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2770431

不問
求人番号: 43020- 2767131

介護職員（正）特別養
護老人ホーム

(福)　ま心苑会 就業場所:  八代市敷川内町２２５１－１
特別養護老人ホーム　ま心苑

介護職員（常勤）デイ
サービス

(福)　ま心苑会 就業場所:  八代市敷川内町２２５１－１
ま心苑　デイサービスセンター

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
日他 他

不問

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝他

65歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2709131

不問
求人番号: 43020- 2772331

介護職［グループホー
ム］

(有)　ラポール新世園 就業場所:  八代市古閑下町２２２５番地
　グループホーム　きずなの郷

介護職員（常勤職員：
グループホーム）

(福)　ま心苑会 就業場所:  八代市敷川内町２２５１－１
グループホーム　ま心

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
他 日祝他

不問

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
他 日祝他

不問 介護経験
求人番号: 43020- 2649231

不問
求人番号: 43020- 2713431

介護職 (株)　もやい 就業場所: 八代市上片町１３０２

介護職（有料老人ホー
ム）

(有)　ラポール新世園 就業場所:  八代市古閑下町１７９８番地
　住宅型有料老人ホーム　もえの郷

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝他

65歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2666531

不問
求人番号: 43020- 2657231

介護職〈有料老人ホーム〉 ブロッサムやつしろ　（(株)
ヒューマンケアブロッサム

就業場所:  八代市郡築四番町１０１－４
（株）ヒューマンケアブロッサムズ　ブ

介護職員 (福)　至誠会 就業場所: 八代市鏡町両出８８０－１　特別
 養護老人ホーム　安寿の里

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 日祝他
64歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2688031

介護業務の経験
求人番号: 43020- 2673231

ホームヘルパー【急　募】 (有)　コレクト 就業場所:  八代市敷川内町２２３９－３
『有料老人ホーム　愛愛荘』

介護職〔介護福祉士〕 (福)権現福祉会　小規模
多機能ホームこうだ

就業場所: 八代市高下西町１７６０　ふくしス
テーション千の穂内

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

64歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2587431

ヘルパー業務経験
求人番号: 43020- 2575031

介護福祉士 (福)　権現福祉会　グルー
プホーム清陽「すえひろ」

就業場所: 八代市末広町３－６

介護職員 (医)　明朋会　グッドライフ
夕葉町

就業場所: 八代市夕葉町７－３　　グッドライフ
夕葉町

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2493031

介護福祉士〈有料老人
ホーム〉

ブロッサムやつしろ　（(株)
ヒューマンケアブロッサム

就業場所:  八代市郡築四番町１０１－４
（株）ヒューマンケアブロッサムズ　ブ

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日他

69歳
以下
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
月給制 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

①7：00～16：00 介護職員初任者研修
169,000 八代市郡築四番町４０－８休日: 週休２日制: ②9：30～18：30

～ TEL:0965-53-3611 経験: ③11：00～20：00
正社員 189,000 従業員数:21人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～16：00 介護福祉士

197,000 八代市郡築三番町８１－２休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-45-5472 経験: ③12：00～21：00
正社員 252,000 従業員数:182人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～16：00

167,000 八代市郡築三番町８１－２休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-45-5472 経験: ③12：00～21：00
正社員 187,000 従業員数:182人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～16：00

167,000 八代市沖町３６０４ 休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-33-2034 経験: ③12：00～21：00
正社員 187,000 従業員数:182人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～16：00

167,000 八代市郡築三番町８１－１休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-45-5472 経験: ③12：00～21：00
正社員 187,000 従業員数:182人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①8：30～17：30

148,500 八代市平山新町４４５３－２休日: 週休２日制: ②7：30～16：30

～ TEL:0965-34-8850 経験: ③9：30～18：30
正社員 162,500 従業員数:182人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①7：00～16：00 ホームヘルパー２級

190,000 八代市揚町４７－１ 休日: 週休２日制: ②9：00～18：00 介護職員初任者研修

～ TEL:0965-33-8660 経験: ③10：00～19：00
正社員 210,000 従業員数:418人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～16：00 介護職員初任者研修

190,000 八代市末広町３－６ 休日: 週休２日制: ②9：00～18：00 ホームヘルパー２級

～ TEL:0965-33-5001 経験: ③10：00～19：00
正社員 210,000 従業員数:418人

月給制 介護職員初任者研修
①9：00～18：00 ホームヘルパー２級

190,000 八代市古閑中町８７７－７休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-5773 経験:
正社員 220,000 従業員数:12人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～16：00

150,120 八代市坂本町坂本１０７１休日: 週休２日制: ②8：00～17：00

～ TEL:0965-53-7277 経験: ③12：00～21：00
正社員 180,020 従業員数:71人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①6：00～15：00

167,800 八代郡氷川町早尾１３２番地休日: 週休２日制: ②8：00～17：00

～ TEL:0965-62-3838 経験: ③14：00～23：00
正社員 240,000 従業員数:160人

月給制 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①8：30～17：30

173,500 八代市古閑浜町３４０１ 休日: 週休２日制: ②7：00～16：00

～ TEL:0965-33-8880 経験: ③10：00～19：00
正社員 195,500 従業員数:80人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～16：00

170,000 八代郡氷川町鹿野１３０１番地２休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-52-3500 経験: ③11：00～20：00
正社員 215,000 従業員数:38人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①7：00～16：00

175,000 八代市千丁町太牟田１３００－８休日: 週休２日制: ②8：30～17：30

～ TEL:0965-46-1144 経験: ③10：00～19：00
正社員 205,000 従業員数:54人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①21：00～8：00

167,000 八代市郡築四番町４７－２休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-2673 経験:
正社員 187,000 従業員数:182人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30

210,000 八代市豊原下町４１７７番地１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-43-2525 経験:
正社員 218,000 従業員数:32人

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

65歳
以下

経験者優遇
求人番号: 43020- 2495231

介護職 (株)　みのり 就業場所:  八代市郡築四番町４０－９
有料老人ホーム　はる

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2513631

不問
求人番号: 43020- 2512331

介護職 ブロッサムやつしろ３
（(株)ヒューマンケアブロッ

就業場所:  八代市郡築三番町８１－２
（株）ヒューマンケアブロッサムズ　ブ

介護福祉士 ブロッサムやつしろ３
（(株)ヒューマンケアブロッ

就業場所: 八代市郡築三番町８１－２ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝他

69歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2539631

不問
求人番号: 43020- 2531131

介護職員 小規模多機能ホームブロッ
サム　セカンドステージ

就業場所: 八代市郡築三番町８１－１

介護職 小規模多機能ホームブロッ
サム　（(株)ヒューマンケア

就業場所: 八代市沖町３６０４ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日他

69歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

64歳
以下

経験者尚良し
求人番号: 43020- 2560531

不問
求人番号: 43020- 2557931

介護職員 (福)　権現福祉会　グルー
プホーム清陽

就業場所: 八代市揚町４７－１

介護職（正） (社)　八代市医師会 就業場所: 八代市平山新町４４５３－２　八
代市医師会立医院

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 他
59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2458931

不問
求人番号: 43020- 2561431

内勤介護スタッフ【急　募】 (有)　月のうさぎ 就業場所:  八代市萩原町１丁目９－４７
 　有料老人ホーム　月のうさぎ

介護職員 (福)　権現福祉会　グルー
プホーム清陽「すえひろ」

就業場所: 八代市末広町３－６ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

64歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 他
64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2332431

不問
求人番号: 43020- 2385331

介護職 (福)　代医会　特別養護
老人ホーム　早尾園

就業場所: 八代郡氷川町早尾１３２番地

介護職　【急　募】 特別養護老人ホーム　坂
本の里　一灯苑　（(福)

就業場所: 八代市坂本町坂本１０７１ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

59歳
以下

介護経験
求人番号: 43020- 2255631

１年以上の介護業務経験
求人番号: 43020- 2297631

介護職 (株)　翔栄　グループホー
ム　和鹿島

就業場所: 八代郡氷川町鹿野１３０１番地
２

介護福祉士（介護老人
保健施設）

(医)社団　優林会 就業場所:  八代市古閑浜町３４０１
アメニティ　ゆうりん

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

64歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日祝他

65歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2768031

不問
求人番号: 43020- 2759931

通所介護職員 (株)　ライフサポート 就業場所: 八代市豊原下町４１７７番地１

介護職員（準夜勤専従・
ファイブステージ）

ブロッサムやつしろ２
（(株)ヒューマンケアブロッ

就業場所:  八代市郡築三番町８１－２
株式会社ヒューマンケアブロッサムズ

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝他

69歳
以下

介護職員［特養：交替
制（夜勤なし）］

(福)　康和福祉会　特別
養護老人ホーム　康和苑

就業場所: 八代市千丁町太牟田１３００－
８

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 土日
64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2168631

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝他

59歳
以下
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
月給制 変形（1ヶ月単位）

①8：30～17：30
155,000 八代市鏡町両出８８０－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-53-2100 経験:
正社員 200,000 従業員数:101人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：15～17：15

152,000 八代市高下西町字西寺川２２８０休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-0081 経験:
正社員 222,000 従業員数:37人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～16：00

167,000 八代市郡築四番町４７－２休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-37-2673 経験: ③10：00～19：00
正社員 187,000 従業員数:182人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～16：00 介護福祉士

197,000 八代市郡築四番町４７－２休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-37-2673 経験: ③12：00～21：00
正社員 239,000 従業員数:182人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①8：15～17：15

159,300 八代市郡築一番町１８０番地１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-3737 経験:
正社員 216,400 従業員数:242人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
介護職員初任者研修

165,000 八代市新開町３号３－３１休日: 週休２日制: 介護職員実務者研修

～ TEL:0965-31-3105 経験:
正社員 165,000 従業員数:91人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30 介護職員初任者研修

162,000 八代市高下西町１８３５－２休日: 週休２日制: ホームヘルパー２級

～ TEL:0965-39-5530 経験:
正社員 180,000 従業員数:19人

月給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00 介護福祉士

172,000 八代市千丁町太牟田１３００－８休日: 週休２日制: ②8：30～17：30

～ TEL:0965-46-1144 経験:
正社員 222,000 従業員数:54人

日給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30

179,275 八代郡氷川町宮原１１１６休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-62-4081 経験:
正社員以外 189,475 従業員数:60人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30

202,200 八代市古城町１９３８－１休日: 週休２日制: ②7：00～16：00

～ TEL:0965-62-8868 経験: ③11：30～20：30
正社員 254,000 従業員数:223人

月給制 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①17：30～9：00 ホームヘルパー２級

151,000 八代市敷川内町２２３９－３休日: 週休２日制: 介護職員初任者研修

～ TEL:0965-31-1232 経験:
正社員 165,000 従業員数:10人

月給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00 介護福祉士

175,000 八代市鏡町鏡５５３－４ 休日: 週休２日制: ②7：00～16：00

～ TEL:0965-43-8007 経験:
正社員 205,000 従業員数:20人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①7：30～16：30 ホームヘルパー２級

155,000 八代市高下西町１８３５－２休日: 週休２日制: ②17：00～9：00 介護職員初任者研修

～ TEL:0965-39-5530 経験:
正社員 190,000 従業員数:19人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30 介護福祉士

230,000 八代市豊原下町４１７７番地１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-43-2525 経験:
正社員 230,000 従業員数:32人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～16：00

153,000 八代郡氷川町宮原５８８番地の２休日: 週休２日制: ②12：00～21：00

～ TEL:0965-62-2518 経験: ③8：30～17：30
正社員 170,000 従業員数:19人

月給制 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修

180,000 八代市豊原上町字遥拝３０１２－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-65-5588 経験:
正社員 330,000 従業員数:22人

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 土日祝他

65歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2640531

経験者優遇
求人番号: 43020- 2659431

介護職員【急募】 (株)　大成アフェクション
陽だまりの里

就業場所: 八代市高下西町字西寺川２２８
０

介護職員（デイサービスセ
ンター）

(福)　至誠会 就業場所:  八代市鏡町両出８８０－１
　　デイサービスセンター

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 日祝他
64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2505631 又は8：00～17：00の間の8時間程度

介護福祉士 ブロッサムやつしろ２
（(株)ヒューマンケアブロッ

就業場所:  八代市郡築四番町４７－２
株式会社ヒューマンケアブロッサムズ

雇用・労災・
健康・厚生

介護職員（ファイブステー
ジ）

ブロッサムやつしろ２
（(株)ヒューマンケアブロッ

就業場所:  八代市郡築三番町８１－２
株式会社ヒューマンケアブロッサムズ

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 土日祝他

69歳
以下

通所リハビリテーション職
員

(医)　カジオ会（介護老
人保健施設　とまと）

就業場所: 八代市郡築一番町１８０番地１ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝他

59歳
以下

雇用期間の定めなし 他 日祝他
69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2508031

雇用・労災・
健康・厚生8：00～22：00

の間の8時間程度雇用期間の定めなし 他 他
59歳
以下

介護経験
求人番号: 43020- 2185131

不問
求人番号: 43020- 2269531

通所介護職員 (株)　大環　介護事業所 就業場所:  八代市麦島東町１０－１５
デイサービス　なぎさの風

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
土日祝他 土日祝他

不問 福祉経験があれば優遇いたします。
求人番号: 43020- 2579431

介護職の経験のある方
求人番号: 43020- 2187831

支援員［日勤のみ］ (福)　清流会　氷川学園 就業場所:  八代郡氷川町宮原１１１６
　障害者支援施設　氷川学園

介護職員（わらべ） エンゼル　(有) 就業場所:  八代市高下西町１８３５－２
　デイサービスわらべ

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日祝他

64歳
以下

介護職員（介護福祉
士：デイサービス）

(福)　康和福祉会　特別
養護老人ホーム　康和苑

就業場所: 八代市千丁町太牟田１３００－
８

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2642731

不問
求人番号: 43020- 2349531

夜間介護スタッフ〈急募〉 (有)　コレクト 就業場所:  八代市敷川内町２２３９－３
『有料老人ホーム　愛愛荘』

生活支援員（夜勤あり） (福)　八代愛育会 就業場所: 八代市二見本町２４０　八代学園 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日他

18歳
～59

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日他

64歳
以下

介護業務の経験
求人番号: 43020- 2362031

経験者優遇
求人番号: 43020- 2356231

介護職員　《急募》 エンゼル　(有) 就業場所:  八代市高下西町１８３５－２
　有料老人ホーム　うのきの里

介護職 (株)　暖暖 就業場所:  八代市鏡町鏡５５３－８
 「ヘルパーステーション　だんだん」

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

不問

不問
求人番号: 43020- 2353131

介護職員 (株)　ニーナム　グループ
ホーム花音

就業場所: 八代郡氷川町宮原５８８番地の２

通所介護（生活相談
員）

(株)　ライフサポート 就業場所: 八代市豊原下町４１７７番地１ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日他

65歳
以下

介護職員（有料老人ホー
ム）

(有)　鈴かぜ 就業場所: 八代市豊原上町字遥拝３０１２
－１

雇用・労災・
健康・厚生7：00～18：00

の間の7時間程度雇用期間の定めなし 他 他

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日他

64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2288331

62歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2280931

雇用期間の定めなし 土日 他
64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2166731
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
月給制 変形（1ヶ月単位）

①7：45～16：45
154,000 八代市郡築一番町１７９ 休日: 週休２日制: ②9：30～18：30

～ TEL:0965-37-0317 経験:
正社員 154,000 従業員数:242人

月給制 普通自動車ＡＴ
①16：30～10：30

167,000 八代市鏡町下有佐１６２－６休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-62-8539 経験:
正社員 187,000 従業員数:182人

月給制 普通自動車ＡＴ
①21：00～6：00

167,000 八代市鏡町下有佐１６２－６休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-62-8539 経験:
正社員 187,000 従業員数:182人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①7：00～16：00

167,000 八代市鏡町下有佐１６２－６休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-62-8539 経験: ③12：00～21：00
正社員 187,000 従業員数:182人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①6：00～15：00

167,000 八代市鏡町下有佐１６２－６休日: 週休２日制: ②8：00～17：00

～ TEL:0965-62-8539 経験: ③9：00～18：00
正社員 187,000 従業員数:182人

月給制 交替制あり 介護職員初任者研修
①8：30～17：30 ホームヘルパー２級

168,500 八代市古閑浜町３４０１ 休日: 週休２日制: ②6：00～15：00 介護職員実務者研修

～ TEL:0965-33-8880 経験: ③15：00～0：00 介護福祉士　
正社員 190,500 従業員数:80人

月給制 変形（1ヶ月単位） 美容師
①9：00～18：00

190,000 八代市千丁町古閑出２４６１－５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-46-2288 経験:
正社員 350,000 従業員数:26人

月給制 交替制あり
①7：00～16：00

190,000 八代市海士江町２３３２－４休日: 週休２日制: ②8：00～17：00

～ TEL:0965-30-0180 経験:
正社員 230,000 従業員数:157人

月給制 変形（1ヶ月単位） 調理師
①10：00～20：30

250,000 八代市本町３丁目２－２６休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-2730 経験:
正社員 270,000 従業員数:36人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①7：00～16：00

182,000 八代市清水町２－７０ 休日: 週休２日制: ②9：00～17：40

～ TEL:0965-33-2401 経験:
正社員 241,000 従業員数:1000人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①9：00～19：00

300,000 八代市毘舎丸町　９－１８休日: 週休２日制: ②12：00～22：00

～ TEL:0965-30-8817 経験:
正社員 350,000 従業員数:900人

月給制 交替制あり
①6：00～15：15

152,800 八代郡氷川町早尾１３２ 休日: 週休２日制: ②7：45～17：00

～ TEL:0965-62-4818 経験: ③9：15～18：30
正社員 176,800 従業員数:160人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①6：30～16：00 調理師

168,400 八代郡氷川町鹿島９４５番地休日: 週休２日制: ②7：30～17：00

～ TEL:0965-52-0173 経験: ③8：00～17：30
正社員 186,000 従業員数:151人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①6：00～14：30

148,000 八代市鏡町塩浜２３５番地休日: 週休２日制: ②10：30～19：00

～ TEL:0965-30-4000 経験:
正社員 155,000 従業員数:98人

月給制 変形（1年単位）
①6：00～15：00

175,000 八代市大福寺町２３９３－１休日: 週休２日制: ②8：00～17：00

～ TEL:0965-35-4477 経験: ③10：00～19：00
正社員 195,000 従業員数:418人

月給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ
①6：30～15：30

164,000 八代市水島町２１０４番地４休日: 週休２日制: ②8：30～17：30

～ TEL:0965-45-9786 経験: ③9：45～18：45
正社員 182,000 従業員数:102人

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 日他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2410231

グループホーム世話人 (医)　カジオ会（八代病
院シーサイドこころケアス

就業場所: 八代市郡築一番町２０３番地の１
 ５

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 土日

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2668731

不問
求人番号: 43020- 2760231

介護職員（準夜勤専
従）

ブロッサムさくら　（(株)
ヒューマンケアブロッサム

就業場所:  八代市鏡町下有佐１６２－６
株式会社ヒューマンケアブロッサムズ

介護職員（夜勤専従） ブロッサムさくら　（(株)
ヒューマンケアブロッサム

就業場所:  八代市鏡町下有佐１６２－６
株式会社ヒューマンケアブロッサムズ

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 土日他

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2546331

介護職員　（夜勤なし） ブロッサムさくら　（(株)
ヒューマンケアブロッサム

就業場所:  八代市鏡町下有佐１６２－６
　株式会社ヒューマンケアブロッサムズ

介護職員 ブロッサムさくら　（(株)
ヒューマンケアブロッサム

就業場所:  八代市鏡町下有佐１６２－６
株式会社ヒューマンケアブロッサムズ

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝他

69歳
以下

アイリスト［横手新町
店］

(株)　ビーウェイ 就業場所:  八代市横手新町１９－６
　ＥｙｅＤｏｌｌＨｏｕｓｅ　八

介護職／多目的ホームゆ
うりん

(医)社団　優林会 就業場所:  八代市高下西町１４２６
多目的ホームゆうりん　及び訪問介護

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

64歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日他

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2545731 又は10：00～19：00の間の8時間程度

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

60歳
以下

調理経験者優遇
求人番号: 43020- 2421731

調理業務経験
求人番号: 43020- 2325431

調理スタッフ ユウベル(株)　八代店（グ
ラン八代平安閣／平安祭

就業場所: 八代市清水町２－７０

調理師 (株)　宗弘 就業場所: 八代市本町３丁目２－２６ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日他

59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

64歳
以下

病院や施設などの療養食調理の経験
求人番号: 43020- 2738531

魚をさばくお仕事の経験
求人番号: 43020- 2517831

調理員 (福)　代医会　介護老人
保健施設　八祥苑

就業場所: 八代郡氷川町早尾１３２

調理（寿司職人）／寿
司じじや　八代店

 (株)　坂本　
「海鮮特急レーン寿司　じ

就業場所:  八代市毘舎丸町９－１８
「寿司じじや　八代店」

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝他

59歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 他
64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2620031

不問
求人番号: 43020- 2753231

調理員 (医)社団　司会　介護老
人保健施設　かがみ苑

就業場所: 八代市鏡町塩浜２３５番地

調理員（のぞみ）　≪急
募≫

(福)　白寿会 就業場所: 八代郡氷川町鹿島９４５ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日他

59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

69歳
以下

＊調理師、栄養士としての勤務経験があれば尚良し
求人番号: 43020- 2376331

不問
求人番号: 43020- 2521631

調理員（シルバーハウス
撫子・万葉の里）

(株)　万葉福祉会 就業場所: 八代市水島町２１０３－４　「シル
 バーハウス　撫子」

調理員 (福)権現福祉会　ケアハ
ウス偕老苑

就業場所: 八代市大福寺町２３９３－１ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝他

64歳
以下

工場内スタッフ（ホテルリ
ネン）

中園ホールディングス　中
園化学　(株)　八代リネン

就業場所: 八代市海士江町２３３２－４ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 木日他 木日他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2169931

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日祝他

59歳
以下

アイリスト経験者は初任給優遇あり。
求人番号: 43020- 2720531

介護業界の経験
求人番号: 43020- 2387931
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
月給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ

①6：00～15：00
162,000 八代市古城町１９３８－１休日: 週休２日制: ②9：10～18：10

～ TEL:0965-62-8868 経験: ③10：30～19：30
正社員 172,400 従業員数:223人

月給制 交替制あり
①6：00～15：00

154,000 八代郡氷川町今１５１－１休日: 週休２日制: ②8：30～17：30

～ TEL:0965-53-5111 経験: ③10：30～19：30
正社員 200,100 従業員数:150人

日給制 変形（1年単位） 調理師
①8：00～17：00

155,520 八代市高下西町２２８３ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-34-5308 経験:
正社員以外 172,800 従業員数:39人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①6：00～15：15

162,800 八代郡氷川町早尾１３２番地休日: 週休２日制: ②7：45～17：00

～ TEL:0965-62-3838 経験: ③9：15～18：30
正社員 176,800 従業員数:160人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①8：30～18：00

167,492 八代市高島町４２２１ 休日: 週休２日制: ②7：00～16：30

～ TEL:0965-32-0088 経験:
正社員 167,492 従業員数:76人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①22：00～8：00

221,500 八代市本町１丁目１番５号休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-53-0011 経験:
正社員 300,000 従業員数:15793人

月給制 変形（1ヶ月単位）

245,000 八代市松江町字芭蕉１１７番１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-30-9599 経験:
正社員 430,000 従業員数:18人

月給制 変形（1ヶ月単位）

221,000 八代市松江町字芭蕉１１７番１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-30-9599 経験:
正社員 375,000 従業員数:18人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①9：00～19：00

230,000 八代市毘舎丸町　９－１８休日: 週休２日制: ②12：00～22：00

～ TEL:0965-30-8817 経験:
正社員 250,000 従業員数:900人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①8：00～17：00

200,000 八代市本町１丁目１番５号休日: 週休２日制: ②13：00～22：00

～ TEL:0965-53-0011 経験: ③22：00～8：00
正社員 325,000 従業員数:15793人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①15：00～0：00

148,000 八代市本町１－８－３９ 休日: 週休２日制: ②23：30～8：30

～ TEL:0965-31-0505 経験:
正社員 164,000 従業員数:500人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①9：00～18：00

226,000 八代市田中西町１６－２０　八反丸ビル１階休日: 週休２日制:

～ TEL:0120-036-512 経験:
正社員 245,000 従業員数:4818人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

188,200 八代市田中北町８８ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-31-1718 経験:
正社員 306,200 従業員数:27人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①6：50～15：00

159,700 八代市日置町６３３ 休日: 週休２日制: ②14：50～22：00

～ TEL:0965-34-9625 経験: ③21：50～7：00
正社員 159,700 従業員数:95人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

150,000 八代市岡町小路６３５ 休日: 週休２日制: ②19：00～4：00

～ TEL:0965-39-0808 経験:
正社員 220,000 従業員数:42人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30

160,000 八代市大福寺町１６８４－１休日: 週休２日制: ②20：30～5：30

～ TEL:0965-32-6070 経験:
正社員 180,000 従業員数:267人

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2627631

不問
求人番号: 43020- 2348231

調理師または調理補助 (社)　八代郡医師会　八
代北部地域医療センター

就業場所: 八代郡氷川町今１５１－１

調理員 (福)　八代愛育会 就業場所: 八代市二見本町２４０　八代学園 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝他

59歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 日他
64歳
以下

調理の経験があれば尚よいが、未経験も可。
求人番号: 43020- 2333731

調理業務経験
求人番号: 43020- 2630831

調理員 (福)　代医会　特別養護
老人ホーム　早尾園

就業場所: 八代郡氷川町早尾１３２番地

保育所調理員 (福)　八代つくし福祉会
八代つくし保育園

就業場所: 八代市高下西町２２８３　八代つ
くし保育園

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
日祝他 日祝他

不問

不問
求人番号: 43020- 2302631

ホテルスタッフ（ナイト専属
社員）

ホテルルートイン八代
（ルートインジャパン

就業場所: 八代市本町１丁目１番５号

調理員 (福)　松高福祉会　介護
老人福祉施設　みやび園

就業場所:  八代市高島町４２２１
　介護老人福祉施設　みやび園

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 土日祝他

不問

店舗スタッフ（店長候
補）

カレーハウスＣｏＣｏ壱番
屋八代松江町店（(株)と

就業場所: 八代市松江町字芭蕉１１７番１ 雇用・労災・
健康・厚生10：00～22：30の

間の8時間程度雇用期間の定めなし 他 土日祝他

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 土日祝他

64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2735031

雇用・労災・
健康・厚生10：00～22：30の

間の8時間程度雇用期間の定めなし 他 土日他
18歳
～59

不問
求人番号: 43020- 2641431

18歳
～59

不問
求人番号: 43020- 2638131

店舗スタッフ カレーハウスＣｏＣｏ壱番
屋八代松江町店（(株)と

就業場所: 八代市松江町字芭蕉１１７番１

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2734131

飲食店経験者優遇
求人番号: 43020- 2519531

ホテルスタッフ ホテルルートイン八代
（ルートインジャパン

就業場所: 八代市本町１丁目１番５号

ホールスタッフ／寿司じじ
や　八代店

 (株)　坂本　
「海鮮特急レーン寿司　じ

就業場所:  八代市毘舎丸町９－１８
「寿司じじや　八代店」

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 土日祝他

59歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 日祝他 日他
35歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2329931

不問
求人番号: 43020- 2622231

賃貸建物等の総合管理
サービス業務

大東建託パートナーズ
(株)　八代営業所

就業場所: 八代市田中西町１６－２０　八反
丸ビル１階

フロントスタッフ (株)　ホテル　アルファーワ
ン八代

就業場所: 八代市本町１－８－３９ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

18歳
～35

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝他

35歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2287731

不問
求人番号: 43020- 2707631

紙加工オペレーター 日本製紙八代紙工(株) 就業場所: 八代市日置町６３３

伐採・調査交渉 水谷建設　(株) 就業場所: 八代市田中北町８８ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日他

64歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝

39歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2230631

不問
求人番号: 43020- 2466631

製造工（部品製
造）

(株)　サンテック八代工場 就業場所: 八代市大福寺町１６８４－１

機械加工 (株)　ケイ・エフ・ケイ 就業場所: 八代市岡町小路６３５ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日祝他

59歳
以下
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ

①8：00～17：00
183,000 八代市昭和同仁町８７２ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-1176 経験:
正社員 275,000 従業員数:11人

日給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

172,500 八代市千丁町古閑出２５６－５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-46-1651 経験:
正社員 299,000 従業員数:11人

日給制 普通自動車一種
①9：00～18：00

158,240 八代市千丁町古閑出６２７－５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-62-8416 経験:
正社員 257,262 従業員数:17人

月給制
①10：00～19：00

150,000 八代市田中西町５－１３－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-8787 経験:
正社員 180,000 従業員数:13人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①23：00～8：00

176,000 八代市新港町３－９－８ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-0391 経験:
正社員 220,500 従業員数:990人

月給制 交替制あり

195,000 八代市松江町１２４番地１　芭蕉ハイツ１階　１０５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-31-5629 経験:
正社員 260,000 従業員数:21人

月給制
①8：00～17：00

154,800 八代市大村町８８０－３ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-4753 経験:
正社員 189,200 従業員数:70人

月給制 変形（1ヶ月単位）
①0：00～9：00

176,000 八代市新港町３－９－８ 休日: 週休２日制: ②22：00～7：00

～ TEL:0965-37-0391 経験:
正社員 220,500 従業員数:990人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～16：45 準中型自動車

190,000 八代市鏡町鏡１１５９－８休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-52-0108 経験:
正社員 230,000 従業員数:7人

月給制 変形（1年単位）
①8：30～16：30

150,000 八代市毘舎丸町１－３ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-6111 経験:
正社員 180,000 従業員数:75人

月給制 変形（1年単位）
①6：50～15：00

150,000 八代市毘舎丸町１－３ 休日: 週休２日制: ②14：50～22：00

～ TEL:0965-32-6111 経験: ③21：50～7：00
正社員 200,000 従業員数:75人

月給制 変形（1年単位）
①8：30～17：20

166,000 八代市長田町３３００ 休日: 週休２日制: ②8：30～12：25

～ TEL:0965-33-3983 経験:
正社員 200,000 従業員数:55人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①8：30～17：30 ２級管工事施工管理技

士160,000 八代市若草町１０－５ 休日: 週休２日制: 第二種電気工事士

～ TEL:0965-35-7135 経験:
正社員 250,000 従業員数:22人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①8：30～17：30

150,000 八代市若草町１０－５ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-7135 経験:
正社員以外 200,000 従業員数:22人

日給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：20

158,250 八代市上日置町４２９８－５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-3300 経験:
正社員以外 158,250 従業員数:56人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①8：25～17：00

180,000 八代市毘舎丸町１－３ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-6111 経験:
正社員 220,000 従業員数:21人

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2197531

溶接作業経験
求人番号: 43020- 2501531

建築鉄工工場加工・組立
作業員

(株)　長尾建設工業 就業場所: 八代市千丁町古閑出２５６－５

製缶・配管・溶接・組立作
業員

八代メンテナンス工業
(株)

就業場所: 八代市昭和同仁町８７２ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 他

59歳
以下

鈑金塗装の経験
求人番号: 43020- 2227231

洋菓子の製造・販売 (株)　ゆめの樹 就業場所: 八代市田中西町５－１３－１

自動車鈑金 Ｃｒａｆｔ－Ｏｎｅ
(株)

就業場所:  八代市千丁町古閑出６２７－５　
　Ｃｒａｆｔ－Ｏｎｅ株式会社

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

59歳
以下

食料品製造の構内作業
（精肉パック工場：捌き

(株)　エーブル 就業場所: 八代市新港町３－９－８ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝他

64歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 水他 日他

不問 不問
求人番号: 43020- 2272931 又は8：00～17：00の間の8時間

雇用・労災・
健康・厚生8：00～18：00

の間の8時間程度雇用期間の定めなし 他 日他
44歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2625731

包丁を使用した仕事の経験者は、優遇致します。
求人番号: 43020- 2593231

精肉スタッフ（八代店） エヌミート　(株) 就業場所:  八代市松江町１０３番地
ダイレックス　松江店内

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝他

64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2590131

不問
求人番号: 43020- 2670131

デリカ製造の構内作業
（弁当・おにぎり・惣菜の

(株)　エーブル 就業場所: 八代市新港町３－９－８

食品製造工　〈正社員〉 (有)　高見商店 就業場所:  八代市海士江町２６７５番地１
　有限会社　高見商店　新工場

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日祝他

59歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 日祝他
59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2602931

不問
求人番号: 43020- 2636631

構内作業 ＭＧＳ　(株)　（松木グ
ループ）

就業場所: 八代市十条町１番１号　日本製紙
 内

製造員 くまもとテザック　(株) 就業場所: 八代市鏡町鏡１１５９－８ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 日祝他

44歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 日祝他 他
30歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2502431

不問
求人番号: 43020- 2603131

医療用装具等の製作
（正社員）

有園義肢(株) 就業場所: 八代市長田町３３００

機械包装作業 ＭＧＳ　(株)　（松木グ
ループ）

就業場所: 八代市十条町１番１号　日本製紙
 内

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 他
59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
日祝他 他

不問   工具を使用した設備系の作業経験者※正規の職業以外（パート・アルバイト）での経験でも可
求人番号: 43020- 2677331

  工具を使用した設備系の作業経験者
求人番号: 43020- 2676731

空調設備工 (株)　本田商事 就業場所:  八代市麦島東町１１－７
「（株）本田商事　事務所」

空調設備工（正社員） (株)　本田商事 就業場所:  八代市麦島東町１１－７
「（株）本田商事　事務所」

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝 日祝他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2383431

自動車整備士　≪急　募
≫

松栄整備　(株)　（松木
グループ）

就業場所: 八代市大島町５０５３－２　やつ
しろ港センター工場

介護福祉用品の消毒・配
送［転勤なし］

ケアパーク(株) 就業場所:  八代市長田町３３００
物流センター

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 他

62歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 日祝他 他
59歳
以下

自動車整備経験
求人番号: 43020- 2604031
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車一種

①7：30～16：30
221,000 八代市上片町１７２４－１休日: 週休２日制: ②8：30～17：30

～ TEL:0965-33-6996 経験:
正社員 335,700 従業員数:3019人

日給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①8：30～17：30

147,399 八代市迎町２丁目１５－１０休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-5656 経験:
正社員 294,538 従業員数:8人

月給制 変形（1年単位）
①8：20～16：30

154,000 八代市福正元町８－１７ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-3228 経験:
正社員 163,000 従業員数:67人

月給制 変形（1年単位）
①6：50～15：00

158,000 八代市福正元町８－１７ 休日: 週休２日制: ②14：50～22：00

～ TEL:0965-33-3228 経験: ③21：50～7：00
正社員 167,000 従業員数:67人

日給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：15

176,880 八代市新港町１丁目１０番地休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-1111 経験:
正社員以外 176,880 従業員数:12389人

月給制 変形（1年単位） 準中型自動車
①8：00～17：00

170,000 八代市萩原町１丁目１２－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-34-6151 経験:
正社員 235,000 従業員数:32人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①8：00～17：00 ８トン限定中型自動車

200,000 八代市千丁町新牟田４６７－１０番地休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-46-0268 経験:
正社員 240,000 従業員数:3人

時給制 原動機付自転車
①8：20～17：20

207,360 八代市本町２－３－３４ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-2851 経験:
正社員以外 262,656 従業員数:175950人

月給制 変形（1年単位） 大型自動車
①8：30～16：30

163,600 八代市新港町３丁目２－１２休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-3565 経験:
正社員 217,400 従業員数:3755人

月給制 変形（1年単位） 中型自動車
①8：30～17：30

250,000 八代市港町１４２番地 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-0388 経験:
正社員 310,000 従業員数:52人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①7：30～16：30

240,000 八代市田中西町５－２０ 休日: 週休２日制: ②8：00～17：00

～ TEL:0965-32-1141 経験:
正社員 330,000 従業員数:6235人

月給制 変形（1年単位） 準中型自動車
①8：30～17：30

230,000 八代市港町１４２番地 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-0388 経験:
正社員 280,000 従業員数:52人

日給制 大型自動車
①8：00～17：00

230,000 八代郡氷川町宮原１４４０番地１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-62-4681 経験:
正社員 230,000 従業員数:8人

月給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30 大型自動車

146,170 八代市郡築二番町５－１ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-6221 経験:
正社員 146,170 従業員数:22人

月給制 交替制あり 大型自動車
①21：00～6：00

176,000 八代市敷川内町２６６６－１休日: 週休２日制: ②0：00～9：00

～ TEL:0965-33-1361 経験:
正社員 350,000 従業員数:2587人

月給制 変形（1年単位） 大型自動車
①16：00～1：00

200,000 八代市古閑中町１１７２－５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-34-6416 経験:
正社員 250,000 従業員数:6人

サービススタッフ（整備） 太陽建機レンタル(株)　八
代支店

就業場所: 八代市上片町１７２４－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 日祝他 他
39歳
以下

雇用期間の定めなし 日祝他 他
64歳
以下

整備業務
求人番号: 43020- 2314831

不問
求人番号: 43020- 2443831 又は7：00～18：30の間の8時間程度

自動車整備工 (有)　道田自動車サービス
センター

就業場所:  八代市迎町２丁目１５－１０
　有限会社　道田自動車サービスセ

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝他

39歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2747431

不問
求人番号: 43020- 2746531

紙加工 日本製紙八代サポート
(株)

就業場所: 八代市福正元町８－１７

紙検査 日本製紙八代サポート
(株)

就業場所: 八代市福正元町８－１７ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日祝他

39歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 日祝他 他
44歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2378931

ＣＡＤを使用した実務経験
求人番号: 43020- 2354031

配送業務（本社） 桑原商事　(株) 就業場所: 八代市萩原町１丁目１２－１

展開業務（ＣＡ
Ｄ）

ＹＫＫ　ＡＰ(株)　九州
製造所

就業場所:  八代市新港町１丁目１０番地
　ＹＫＫ　ＡＰ株式会社　九州製

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
日他 他

不問

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2727031

不問
求人番号: 43020- 2242831

郵便外務 日本郵便(株)　八代郵便
局

就業場所: 八代市本町２－３－３４

燃料の配送 八代エネルギー　(有) 就業場所:  八代市新港町２丁目３－８
　八代エネルギー有限会社　配送セ

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝 他

40歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日他

不問 不問
求人番号: 43020- 2367731

不問
求人番号: 43020- 2758631

トラック運転手（４ｔ
車）

(株)　バンテック 就業場所: 八代市港町１４２番地

トラック運転手〔急募〕 (株)上組　福岡支店八代
出張所

就業場所: 八代市新港町３丁目２－１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 日祝他 他
44歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2221331

不問
求人番号: 43020- 2212731

トラック運転手（２ｔ
車）

(株)　バンテック 就業場所: 八代市港町１４２番地

１．５ｔドライバー（正
社員）

(株)サカイ引越センター
八代支社

就業場所: 八代市田中西町５－２０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 日他
40歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 土日他

45歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2543531

不問
求人番号: 43020- 2690431

大型トラック長距離ドライ
バー

(株)　九州カイリック本社
営業所

就業場所: 八代市郡築二番町５－１

大型運転手〈急募〉 (有)　もみのき 就業場所: 八代郡氷川町宮原１４４０番地
１

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 土日祝他

不問

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

不問     大型自動車運転経験
求人番号: 43020- 2304131

不問
求人番号: 43020- 2324531

大型トラック運転手（ウィ
ング車）【急　募】

(有)　福恵通商 就業場所: 八代市古閑中町１１７２－５

大型乗務員（幹
線）

久留米運送(株)　八代店 就業場所: 八代市敷川内町２６６６－１ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

不問
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
月給制

①7：00～16：00
138,613 八代市塩屋町２－２６ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-4181 経験:
正社員 138,613 従業員数:29人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①0：00～9：00 フォークリフト運転技能者

170,000 八代市井揚町２１０４番地休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-33-1850 経験: ③14：00～23：00
正社員 200,000 従業員数:429人

月給制 変形（1年単位） 中型自動車
①8：00～17：00 ８トン限定中型自動車

190,000 八代市港町　６７番地 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-2631 経験:
正社員 350,000 従業員数:11人

日給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①8：00～17：00

218,500 八代市鏡町鏡村３３番地６休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-52-0015 経験:
正社員 253,000 従業員数:32人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①8：00～17：00

190,000 八代市港町　６７番地 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-2631 経験:
正社員 350,000 従業員数:11人

日給制 変形（1年単位）
①8：00～17：00

216,000 八代市三江湖町１８３－２休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-4231 経験:
正社員 280,800 従業員数:15人

日給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

205,040 八代市郡築七番町２番地１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-1967 経験:
正社員 221,350 従業員数:10人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①8：00～17：30

238,000 八代市高下西町１４８９番地１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-5654 経験:
正社員 324,000 従業員数:8人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

170,000 八代市古閑中町２３９１－７休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-3055 経験:
正社員 184,000 従業員数:5人

月給制 変形（1年単位） 大型自動車
①8：00～17：00 移動式クレーン運転士

160,000 八代市宮地町２０８８ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-1941 経験:
正社員 200,000 従業員数:22人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①8：00～17：00

170,000 八代市植柳下町２１２９ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-1414 経験:
正社員 190,000 従業員数:13人

日給制 中型自動車
①8：00～17：00

230,000 八代郡氷川町宮原１４４０番地１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-62-4681 経験:
正社員 230,000 従業員数:8人

日給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

184,200 八代市田中北町８８ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-31-1718 経験:
正社員 296,200 従業員数:27人

日給制 変形（1ヶ月単位）
①8：00～17：00

191,250 八代市千丁町古閑出４１９－５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-46-0787 経験:
正社員 225,000 従業員数:12人

月給制 変形（1年単位）
①8：00～17：00

185,000 八代市千丁町古閑出１６０１－５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-46-1310 経験:
正社員 220,000 従業員数:5人

日給制 変形（1年単位） 準中型自動車
①8：00～17：00

183,200 八代市日奈久大坪町８４３－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-38-1636 経験:
正社員 229,000 従業員数:12人

車両系建設機械運転
技能者

小型移動式クレーン運
転技能者

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 日他 他
18歳
～59

不問
求人番号: 43020- 2222631

不問
求人番号: 43020- 2309431

リフト運転 コバシ(株)　九州事業本
部

就業場所: 八代市井揚町２１０４番地

タクシー乗務員（昼勤） (有)　昭和タクシー 就業場所: 八代市塩屋町２－２６ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 水他

不問

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2764331

不問
求人番号: 43020- 2724631

重機オペレーター (株)　津田 就業場所:  八代市新港町２丁目４－４
株式会社津田　八代工場

重機オペレーター他 協和工業　(株) 就業場所: 八代市港町　６７番地 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

62歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 他

64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2229431

不問
求人番号: 43020- 2725931

重機オペレーター【急募】 (株)　フッケン重機 就業場所: 八代市三江湖町１８３－２

車両系建設機械オペレー
ター他

協和工業　(株) 就業場所: 八代市港町　６７番地 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 日他

62歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 日祝他 土日祝他

44歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2365531

ガス溶接技能者・２級土木施工管理技士・
求人番号: 43020- 2355831

配管工 川村工業　(株) 就業場所: 八代市高下西町１４８９番地１

作業員（正社員） (有)　岡崎工業 就業場所: 八代市郡築七番町２番地１ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

69歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2698231

不問
求人番号: 43020- 2331531

資材運搬 (株)　松島建設 就業場所: 八代市宮地町２０８８

ダクト工事作業員 (有)　児玉板金 就業場所: 八代市古閑中町２３９１－７ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝 他

44歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日祝他

不問 経験者優遇
求人番号: 43020- 2691731

不問
求人番号: 43020- 2310631

土木作業員 (有)　もみのき 就業場所: 八代郡氷川町宮原１４４０番地
１

熱絶縁工事作業員 報国工業　(株) 就業場所: 八代市植柳下町２１２９ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日他

40歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生・そ
の他雇用期間の定めなし 日他 日他

59歳
以下

土木関係経験者
求人番号: 43020- 2644631

土木工事に従事した経験があれば尚良し
求人番号: 43020- 2705731

土木工事作業員 (株)　陸工業 就業場所: 八代市千丁町古閑出４１９－５

土木作業員 水谷建設　(株) 就業場所: 八代市田中北町８８ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 土日祝他

64歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 日他
59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2475931

石工、間知ブロック等の布設経験
求人番号: 43020- 2463431

土木作業員兼運転
手

松本土建(資) 就業場所: 八代市日奈久大坪町８４３－１

土木作業員 (有)　古島土木 就業場所: 八代市千丁町古閑出２３７６ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日祝他

59歳
以下
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
日給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車一種

①7：30～17：00
191,250 八代市郡築二番町９２－２休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-1752 経験:
正社員 337,500 従業員数:10人

日給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①8：00～17：00

161,000 八代市鏡町下村９８２－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-52-0166 経験:
正社員 207,000 従業員数:8人

日給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①8：00～17：00

161,000 八代市鏡町下村９８２－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-52-0166 経験:
正社員 207,000 従業員数:8人

時給制 準中型自動車
①7：45～17：15

174,820 八代市千丁町古閑出２５３－５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-30-1266 経験:
正社員 261,220 従業員数:8人

日給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車一種
①8：00～17：00

183,600 八代郡氷川町鹿島１６１８－２休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-52-0743 経験:
正社員 216,000 従業員数:22人

日給制 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00

207,900 八代市水島町１９８４－２休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-31-8228 経験:
正社員 300,300 従業員数:6人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①8：30～17：30 第二種電気工事士

160,000 八代市若草町１０－５ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-7135 経験:
正社員 250,000 従業員数:22人

日給制
①8：30～17：30

178,500 八代市本町三丁目１－１８休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-5057 経験:
正社員 210,000 従業員数:14人

月給制 普通自動車一種
①8：00～17：30

150,000 八代市袋町１－４５　いずみビル２階休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-2858 経験:
正社員 170,000 従業員数:91人

月給制 普通自動車一種
①8：00～17：30 第二種電気工事士

195,000 八代市袋町１－４５　いずみビル２階休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-2858 経験:
正社員 293,000 従業員数:91人

月給制 変形（1年単位）
①8：30～16：30

160,400 八代市新港町３丁目２－１２休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-3565 経験:
正社員 214,400 従業員数:3755人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車ＡＴ
①8：00～16：00

170,000 八代市毘舎丸町１－３ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-6111 経験:
正社員 200,000 従業員数:10人

日給制 変形（1ヶ月単位） 準中型自動車
①8：00～16：40

162,400 八代市新港町１丁目７－４休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-1521 経験:
正社員 174,000 従業員数:12人

時給制 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者
①6：00～14：45

196,875 八代市港町１４２番地 休日: 週休２日制: ②16：10～0：35

～ TEL:0965-37-0388 経験: ③0：10～8：35
正社員 212,625 従業員数:52人

月給制 変形（1年単位） 準中型自動車
①7：30～16：30

260,000 八代市田中西町５－２０ 休日: 週休２日制: ②8：00～17：00

～ TEL:0965-32-1141 経験:
正社員 350,000 従業員数:6235人

時給制 変形（1年単位）
①16：30～1：30

234,325 八代市港町１４２ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-3444 経験:
正社員以外 234,325 従業員数:120人

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日他

44歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2425131

不問
求人番号: 43020- 2414331

現場監督見習い (株)　盛土木 就業場所: 八代市鏡町下村９８２－１

土木作業員 (有)　碇山建設 就業場所: 八代市郡築二番町９２－２ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日他

不問

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日他

59歳
以下

  自動車運転歴５年以上
求人番号: 43020- 2252431

土木作業現場での業務経験
求人番号: 43020- 2426031

土木・建築作業及び廃棄
物収集運搬員【急　募】

(有)　ティ・エム・ディ 就業場所: 八代市千丁町古閑出２５３－５

現場監督見習い (株)　盛土木 就業場所: 八代市鏡町下村９８２－１ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日祝他

59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 土日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2243231

不問
求人番号: 43020- 2219231

土木・外構・建築作業員 (株)　モリケンハウス 就業場所: 八代市水島町１９８４－２

土木工事作業員 (株)　山口建設 就業場所: 八代郡氷川町鹿島１６１８－２ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

64歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 日祝

64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2444231

    電気工事士二種
求人番号: 43020- 2675431

電気工事士 宮田電気工業　(株) 就業場所: 八代市本町三丁目１－１８

電気工事士 (株)　本田商事 就業場所:  八代市麦島東町１１－７
「（株）本田商事　事務所」

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝 日他

59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日祝他 他

64歳
以下

電気、空調設備工事の豊富な経験があり、故障修理、診断等が
求人番号: 43020- 2340431

管工事、電気工事経験
求人番号: 43020- 2339831

管工事・電気工事作業員
（経験者）

(株)　大環 就業場所: 八代市袋町１－４５　いずみビル２
階

管工事・電気工事作業員 (株)　大環 就業場所: 八代市袋町１－４５　いずみビル２
階

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日祝他 日他

64歳
以下

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 日他 日祝他
59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2605831

不問
求人番号: 43020- 2757331

港湾荷役作業 八代港湾倉庫　(株)
（松木グループ）

就業場所:  八代市新港町４丁目５－５
　八代港湾倉庫（株）港事務所

作業員 (株)上組　福岡支店八代
出張所

就業場所: 八代市新港町３丁目２－１２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 日祝他 他
44歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

64歳
以下

  フォークリフトによる作業の経験
求人番号: 43020- 2299131

経験者優遇
求人番号: 43020- 2454431

フォークリフト作業員 (株)　バンテック 就業場所:  八代市新港町１丁目１０番地
　ＹＫＫＡＰ株式会社九州製造所

作業員兼運転手 (株)　南 就業場所: 八代市新港町１丁目７－４ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 水他

不問

不問
求人番号: 43020- 2207931

２ｔドライバー（正社
員）

(株)サカイ引越センター
八代支社

就業場所: 八代市田中西町５－２０ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 他 日他
40歳
以下

アルミ製品の仕分・検品
作業（夕方～）

(株)　アシスト・サービス 就業場所:  八代市新港町１－１０
　ＹＫＫＡＰ株式会社　九州製造

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日他 他

64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2164531
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
時給制 普通自動車一種

①7：45～17：15 準中型自動車
174,820 八代市千丁町古閑出２５３－５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-30-1266 経験:
正社員 261,220 従業員数:8人

日給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①8：00～17：00

207,000 八代市鏡町鏡村３３番地６休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-52-0015 経験:
正社員 230,000 従業員数:32人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：30

180,000 八代市豊原下町　３５７７－６休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-7020 経験:
正社員 280,000 従業員数:30人

時給制
①8：00～17：00

173,250 八代市港町１４２ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-3444 経験:
有期雇用派遣労働 182,700 従業員数:120人

月給制 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00 フォークリフト運転技能者

170,268 八代市郡築二番町５－１ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-6221 経験:
正社員 170,268 従業員数:22人

月給制 変形（1年単位） 普通自動車一種
①8：00～17：00

160,000 八代市中北町３６１９ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-34-2724 経験:
正社員 250,000 従業員数:20人

時給制 看護師
①8：40～12：10 准看護師

950 八代市日奈久東町２６３ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-38-2138 経験:
パート 1,300 従業員数:2人

時給制 看護師
①9：00～16：00 准看護師

1,000 八代市本町２丁目４番３３号休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-2777 経験:
パート 1,500 従業員数:350人

時給制 准看護師

1,200 八代市古城町１７０５ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-4205 経験:
パート 1,200 従業員数:230人

時給制 看護師

1,350 八代市古城町１７０５ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-4205 経験:
パート 1,350 従業員数:230人

時給制 交替制あり 看護師
①16：30～0：30

1,650 八代市古城町１７０５ 休日: 週休２日制: ②0：15～8：45

～ TEL:0965-33-4205 経験:
パート 2,000 従業員数:230人

時給制 交替制あり 准看護師
①16：30～0：30

1,500 八代市古城町１７０５ 休日: 週休２日制: ②0：15～8：45

～ TEL:0965-33-4205 経験:
パート 1,850 従業員数:230人

時給制 看護師

1,400 八代市古城町１７０５ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-4205 経験:
パート 1,400 従業員数:230人

時給制 看護師
①13：00～18：00 准看護師

1,500 八代市松江城町６－３１　１階休日: 週休２日制:

～ TEL:000-0000-0000 経験:
パート 1,500 従業員数:6人

時給制 看護師
①9：00～16：00 准看護師

1,200 八代市高下西町２２６８ 休日: 週休２日制: ②9：00～12：00

～ TEL:0965-32-4897 経験:
パート 1,200 従業員数:8人

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 他

44歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2251531

廃棄物収集運搬員　【急
募】

(有)　ティ・エム・ディ 就業場所: 八代市千丁町古閑出２５３－５

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日祝他 土日祝他

39歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2615531

不問
求人番号: 43020- 2763731

衛生管理スタッフ (株)　有縁　ダスキン本野 就業場所: 八代市豊原下町　３５７７－６

現場業務 (株)　津田 就業場所:  八代市新港町２丁目４－４
株式会社津田　八代工場

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2613831

構内作業 (株)　九州カイリック本社
営業所

就業場所:  八代市新港町１丁目１０番地
「ＹＫＫＡＰ株式会社九州製造

廃棄物の選別・清掃 (株)　アシスト・サービス 就業場所:  八代市新港町１－７－２
大東商事（株）八代リサイクルセン

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
日他 日他

不問

不問
求人番号: 43020- 2323231

工場内作業及び配
送

(株)　マルヤマ 就業場所: 八代市中北町３６１９ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 日祝他

59歳
以下

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 日他

59歳
以下

リフト作業経験
求人番号: 43020- 2530931

准看護師・看護師 (医)　杏叢会　大塚内科
クリニック

就業場所: 八代市日奈久東町２６３ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 土日祝他

不問 看護師業務経験
求人番号: 43020- 2714731

外来　正看護師・准看護
師（パート）

(医)　熊本桜十字　［桜
十字八代リハビリテーション

就業場所: 八代市本町２丁目４番３３号 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
土日祝他 土日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2582131

准看護師 (医)　山田会　八代更生
病院

就業場所: 八代市古城町１７０５
労災8：30～17：00

の間の4時間程度雇用期間の定めなし 他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2474631
看護師（病棟勤
務）

(医)　山田会　八代更生
病院

就業場所: 八代市古城町１７０５
労災8：30～17：00

の間の4時間程度雇用期間の定めなし 他 日祝他
不問 不問

求人番号: 43020- 2476131
看護師（夜間専
従）

(医)　山田会　八代更生
病院

就業場所: 八代市古城町１７０５
労災

雇用期間の定めなし 他 他
不問 看護師

求人番号: 43020- 2477031
准看護師（夜間専従） (医)　山田会　八代更生

病院
就業場所: 八代市古城町１７０５

労災
雇用期間の定めなし 他 他

不問 准看護師
求人番号: 43020- 2480731

看護師（訪問看護ステー
ション）

(医)　山田会　八代更生
病院

就業場所: 八代市古城町１７０５
労災8：30～12：30

の間の4時間程度雇用期間の定めなし 土日 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2499331
看護師（午後のみ） ごとう脳神経外科・痛みの

クリニック
就業場所: 八代市松江城町６－３１　１階

労災
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

木日祝 他
不問 手術室、救急、脳外科、脳内科などの経験があれば尚良

求人番号: 43020- 2451831
看護師 (医)社団　田渕会　田渕

整形外科医院
就業場所: 八代市高下西町２２６８

雇用・労災
雇用期間の定めなし 日祝他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2408631

パート求人
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
時給制 普通自動車ＡＴ

①9：00～12：30 准看護師
1,200 八代郡氷川町島地４１９－３休日: 週休２日制: ②9：00～15：30 看護師

～ TEL:0965-62-8139 経験:
パート 1,600 従業員数:4人

時給制 看護師
准看護師

1,100 八代郡氷川町今１５１－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-53-5111 経験:
パート 1,500 従業員数:150人

時給制 看護師
①8：45～18：00 准看護師

1,600 八代市松江城町６－３１　１階休日: 週休２日制: ②8：45～13：00

～ TEL:000-0000-0000 経験:
パート 1,600 従業員数:6人

時給制 普通自動車ＡＴ
①9：00～15：30 看護師

1,000 八代市鏡町鏡５５３－４ 休日: 週休２日制: 准看護師

～ TEL:0965-43-8007 経験:
パート 1,300 従業員数:20人

時給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ
看護師

1,040 八代市上片町１３０２ 休日: 週休２日制: 准看護師

～ TEL:0965-45-9173 経験:
パート 1,524 従業員数:20人

時給制 准看護師
①8：00～17：00

1,340 八代市沖町３６０４ 休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-33-2034 経験:
パート 1,690 従業員数:182人

時給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ
①8：00～17：00 看護師

1,340 八代市鏡町下有佐１６２－６休日: 週休２日制: 准看護師

～ TEL:0965-62-8539 経験:
パート 1,690 従業員数:182人

時給制 交替制あり 看護師
①8：00～13：00 准看護師

1,300 八代市豊原上町字遥拝３０１２－１休日: 週休２日制: ②12：00～18：00

～ TEL:0965-65-5588 経験: ③8：00～18：00
パート 1,500 従業員数:22人

時給制 普通自動車ＡＴ
①10：00～16：00 看護師

1,140 八代市鏡町両出８８０－１休日: 週休２日制: 准看護師

～ TEL:0965-53-2100 経験:
パート 1,300 従業員数:101人

時給制 准看護師
①8：30～12：00 看護師

1,000 八代市竹原町１４３９－２休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-45-9120 経験:
パート 1,200 従業員数:7人

時給制 看護師
①8：00～12：30

1,000 八代市上日置町４４４７－１休日: 週休２日制: ②8：00～13：00

～ TEL:0965-33-0033 経験: ③15：00～18：00
パート 1,400 従業員数:14人

時給制 診療放射線技師
①8：45～17：45

1,500 八代市松江城町６－３１　１階休日: 週休２日制: ②8：45～12：45

～ TEL:000-0000-0000 経験:
パート 1,500 従業員数:6人

時給制 臨床検査技師
①8：45～17：45

1,500 八代市松江城町６－３１　１階休日: 週休２日制: ②8：45～12：45

～ TEL:000-0000-0000 経験:
パート 1,500 従業員数:6人

時給制 普通自動車ＡＴ
理学療法士

1,800 八代市古城町１７９９－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-88-0076 経験:
パート 1,800 従業員数:2人

時給制 歯科衛生士
①9：00～12：30

1,050 八代市上野町１９６５番地２休日: 週休２日制: ②14：00～18：30

～ TEL:0965-35-0011 経験: ③9：00～12：00
パート 1,400 従業員数:15人

時給制 歯科衛生士
①9：00～13：00

1,200 八代市古閑中町９９８－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-3388 経験:
パート 1,300 従業員数:5人

看護師または准看護師
《急募》

ひかわ医院 就業場所: 八代郡氷川町島地４１９－３
雇用・労災

雇用期間の定めなし 日祝他 他
59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2395931

看護師・准看護師（外
来）

(社)　八代郡医師会　八
代北部地域医療センター

就業場所: 八代郡氷川町今１５１－１ 雇用・労災・
健康・厚生7：30～21：00

の間の4時間以上雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 土日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2289631

看護師（土・日のみ） ごとう脳神経外科・痛みの
クリニック

就業場所: 八代市松江城町６－３１　１階
労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

月火水木金祝 他
不問 手術室、救急、脳外科、脳内科などの経験があれば尚良

求人番号: 43020- 2231931
看護職員兼機能訓練指
導員

(株)　暖暖 就業場所: 八代市鏡町鏡５５３－４
雇用・労災

雇用期間の定めなし 日他 日他
不問   ＊デイサービスでの経験のある方優遇

求人番号: 43020- 2694931
看護師 (株)　もやい 就業場所: 八代市上片町１３０２有料老人

 ホームシルバーハウス　にじ
雇用・労災・
健康・厚生6：00～20：00

の間の6時間程度雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

他 日他
不問 不問

求人番号: 43020- 2633431
看護職 小規模多機能ホームブロッ

サム　（(株)ヒューマンケア
就業場所: 八代市沖町３６０４ 雇用・労災・

健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他
69歳
以下

介護事業所での経験
求人番号: 43020- 2538331 又は9：00～18：00の間の5時間以上

看護職員 ブロッサムさくら　（(株)
ヒューマンケアブロッサム

就業場所: 八代市鏡町下有佐１６２－６ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日他

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2549131 又は9：00～18：00の間の5時間以上

看護師（有料老人ホー
ム）

(有)　鈴かぜ 就業場所: 八代市豊原上町字遥拝３０１２
－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2279731
看護職員（デイサービスセ
ンター）

(福)　至誠会 就業場所:  八代市鏡町両出８８０－１
　特別養護老人ホーム　安寿の里 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

日他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2660631
看護師又は准看護
師

(医)　まきた会　放射線
科・内科まきたクリニック

就業場所: 八代市竹原町１４３９－２
労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

日祝 日祝他
不問 看護業務経験

求人番号: 43020- 2455731
看護師 (医)社団　泰照会　せきが

み内科　糖尿病内科
就業場所: 八代市上日置町４４４７－１

雇用・労災
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

日祝他 日祝他
不問 不問

求人番号: 43020- 2456331
診療放射線技師 ごとう脳神経外科・痛みの

クリニック
就業場所: 八代市松江城町６－３１　１階

労災
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

月火水木金祝 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2687131
臨床検査技師 ごとう脳神経外科・痛みの

クリニック
就業場所: 八代市松江城町６－３１　１階

労災
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

月火水木金祝 日他
不問 不問

求人番号: 43020- 2689831
訪問リハビリ（スタッフ） アムールヴィー訪問看護ス

テーション［(同)　アムール
就業場所: 八代市古閑上町１２５－１０　オ

 レスＣ棟 労災9：00～17：00
の間の4時間程度雇用期間の定めなし 土日祝他 火他

不問 不問
求人番号: 43020- 2384731

歯科衛生士 (医)　大輝会　渡辺歯科
医院

就業場所: 八代市上野町１９６５番地２ 雇用・労災・
厚生雇用期間の定めなし 日祝他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2607531

歯科衛生士［午前・院内
診療］

中山歯科医院 就業場所: 八代市古閑中町９９８－１
雇用・労災

雇用期間の定めなし 日祝他 日他
不問 不問

求人番号: 43020- 2619631
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
時給制 歯科衛生士

①14：30～17：30
1,300 八代市古閑中町２４３８－１０休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-6537 経験:
パート 1,300 従業員数:5人

時給制 歯科衛生士
①13：30～18：00

1,100 八代市永碇町９４４ 休日: 週休２日制: ②8：30～12：00

～ TEL:0965-34-4487 経験:
パート 1,200 従業員数:5人

時給制 歯科衛生士
①14：00～18：00

1,000 八代市通町６－１７ 休日: 週休２日制: ②8：30～12：30

～ TEL:0965-32-6280 経験:
パート 1,500 従業員数:5人

時給制 管理栄養士
①8：30～12：30

1,500 八代市古城町１７０５ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-4205 経験:
パート 1,500 従業員数:230人

時給制
①8：00～12：00

1,000 八代市古城町１７０５ 休日: 週休２日制: ②8：30～12：30

～ TEL:0965-33-4205 経験: ③13：30～17：00
パート 1,000 従業員数:230人

時給制
①8：30～13：00

900 八代市古閑中町２４３８－１０休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-6537 経験:
パート 1,000 従業員数:5人

時給制
①13：30～18：00

900 八代市永碇町９４４ 休日: 週休２日制: ②8：30～12：00

～ TEL:0965-34-4487 経験:
パート 1,000 従業員数:5人

時給制 普通自動車ＡＴ
保育士

980 八代市日奈久上西町３７２－４休日: 週休２日制:

～ TEL:000-0000-0000 経験:
パート 1,000 従業員数:18人

時給制 普通自動車ＡＴ
①14：00～18：00

1,000 八代郡氷川町宮原１１１６休日: 週休２日制: ②13：00～18：00

～ TEL:0965-62-4081 経験:
パート 1,100 従業員数:60人

時給制
①13：30～18：30

1,000 八代市新地町１－１８ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-5391 経験:
パート 1,000 従業員数:70人

時給制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
健康運動実践指導者

1,050 八代市坂本町坂本４１３９－１休日: 週休２日制: 健康運動指導士

～ TEL:0965-62-8728 経験:
パート 1,200 従業員数:76人

時給制 フレックス

1,100 八代市井上町４４３－１ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-1110 経験:
パート 1,150 従業員数:27人

時給制
①8：30～13：00

860 八代市高島町４１２８－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-34-1534 経験:
パート 900 従業員数:213人

時給制 普通自動車ＡＴ
①9：00～14：00

900 八代市海士江町２９５３－３休日: 週休２日制: ②13：30～18：30

～ TEL:0965-32-5088 経験:
パート 1,000 従業員数:12人

時給制
①8：40～12：10

950 八代市日奈久東町２６３ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-38-2138 経験:
パート 1,300 従業員数:2人

時給制
①8：15～13：00

860 八代郡氷川町栫１２３９番地１休日: 週休２日制: ②13：00～18：00

～ TEL:0965-62-3071 経験:
パート 900 従業員数:8人

歯科衛生士　〔午後〕 いまさき歯科医院 就業場所: 八代市古閑中町２４３８－１０
労災

雇用期間の定めなし 日祝他 日他
不問 経験者優遇

求人番号: 43020- 2459131
歯科衛生士 原田歯科医院 就業場所: 八代市永碇町９４４

雇用・労災
雇用期間の定めなし 木日祝他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2401031

歯科衛生士 (医)社団　坂井会　坂井
歯科医院

就業場所: 八代市通町６－１７
労災

雇用期間の定めなし 日祝他 日他
不問 歯科衛生士の経験（経験者優遇）

求人番号: 43020- 2308531

日他
不問 不問

求人番号: 43020- 2321031

管理栄養士【急募】 (医)　山田会　八代更生
病院

就業場所: 八代市古城町１７０５ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 土日祝他

不問 管理栄養士としての経験
求人番号: 43020- 2483931

看護補助者 (医)　山田会　八代更生
病院

就業場所: 八代市古城町１７０５
労災

雇用期間の定めなし 他 月日他
不問 不問

求人番号: 43020- 2481331 又は8：30～17：00の間の4時間程度

就業場所:  八代郡氷川町宮原１１６７－２
　児童デイサービス事業所　風楽（ふ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

土日祝他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2586531

歯科助手　〔午前〕 いまさき歯科医院 就業場所: 八代市古閑中町２４３８－１０
労災

雇用期間の定めなし 日祝他 日他
不問 歯科助手経験者

求人番号: 43020- 2452231
歯科助手 原田歯科医院 就業場所: 八代市永碇町９４４

雇用・労災
雇用期間の定めなし 木日祝他

求人番号: 43020- 2256931
健康運動実践指導者
［通所リハビリテーショ

(医)社団　明佑会 就業場所:  八代市渡町１７１７番地
　　メディカルトレーニングセンターみね

雇用・労災・
健康・厚生8：00～17：00

の間の6時間程度雇用期間の定めなし 他 他
64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2739431

保育士　≪急募≫ (福)敬信会　天真保育園 就業場所: 八代市日奈久上西町３７２－４
雇用・労災7：00～19：00

の間の4時間程度雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

日祝他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2569231
保育士または指導員（資
格不問）

(福)　清流会　氷川学園

事務（海士江店） (有)　にしだ 就業場所:  八代市海士江町２９１０
　フードプラザにしだ　海士江店 雇用・労災

雇用期間の定めなし 他 他
59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2685631 又は8：15～17：15の間の8時間

事務員 ギフトのデパート　アムロー
ズ（(株)　豊島）

就業場所: 八代市海士江町２９５３－３
雇用・労災

雇用期間の定めなし 他 他
59歳
以下

日商簿記２級程度の知識がある方
求人番号: 43020- 2771731 又は9：00～18：30の間の5時間程度

一般事務 (医)　杏叢会　大塚内科
クリニック

就業場所: 八代市日奈久東町２６３
労災

雇用期間の定めなし 日祝他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2712531
事務職員（日勤） ＮＰＯ法人　スポーツクラ

ブ・エスぺランサ熊本
就業場所: 八代郡氷川町宮原６９０－２

氷川町公民館 労災
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 月火水木金祝

不問 経理業務経験
求人番号: 43020- 2647031

8：30～21：30
の間の4時間程度

スポーツクラブインストラク
ター

(有)　アオキスポーツ企画
（ＫＳＧ　ＹＡＴＳＵＳ

就業場所: 八代市井上町４４３－１ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 月日他 他

64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2171531

学童保育指導員 (福)　八代ひかり福祉会
八代ひかり保育園

就業場所:  八代市新地町１－１８　
　ひかり児童館、第１、第２、第３ひ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 土日祝他 他
59歳
以下

不問
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
日給制

①9：00～16：30
1,123 八代市大手町２－３－１１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-3151 経験:
パート 1,317 従業員数:68479人

時給制 普通自動車ＡＴ
①8：00～13：00

900 八代市海士江町２７２０－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-34-2983 経験:
パート 900 従業員数:31人

時給制
①9：00～13：00

1,000 八代市平山新町３１４５－２休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-4957 経験:
パート 1,000 従業員数:8人

時給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：00

860 八代市通町１０－１０ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-7111 経験:
パート 990 従業員数:28000人

時給制
①9：00～16：00

980 八代市古城町２３４０ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-3654 経験:
パート 980 従業員数:5人

時給制 普通自動車ＡＴ

855 八代市新浜町１－１－２８休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-2530 経験:
パート 900 従業員数:165人

時給制
①8：30～13：30

855 八代市新浜町１－１－２８休日: 週休２日制: ②12：00～17：00

～ TEL:0965-33-2530 経験:
パート 900 従業員数:165人

時給制
①9：00～17：30

900 八代市田中西町５－２０ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-1141 経験:
パート 900 従業員数:6235人

時給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～16：00

950 八代市郡築三番町８２番地の１休日: 週休２日制: ②10：10～16：30

～ TEL:0965-37-3401 経験:
パート 950 従業員数:58人

時給制 普通自動車ＡＴ
①9：00～15：00

1,200 八代市松江城町６－６ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-6191 経験:
パート 1,200 従業員数:17人

時給制
①9：00～15：00

860 八代市豊原下町４１３３ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-7713 経験:
パート 950 従業員数:7人

時給制
①9：00～15：00

853 八代市坂本町川嶽１０９１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-45-8814 経験:
パート 853 従業員数:21人

時給制

900 八代市本町１丁目８番６号休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-2014 経験:
パート 950 従業員数:10人

時給制
①10：00～17：00

860 八代市通町１０－１０ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-7111 経験:
パート 990 従業員数:28000人

時給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～15：00

860 八代市新地町８５８－２ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-4380 経験:
パート 920 従業員数:2人

時給制
①8：30～15：15

860 八代市通町１０－１０ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-7111 経験:
パート 990 従業員数:28000人

臨時労働保険指導
員

八代労働基準監督署 就業場所: 八代市大手町２－３－１１ 雇用・公災・
健康雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
土日祝他 月火水木金祝

不問 労働保険に関し深い知識と理解を有する方
求人番号: 43020- 2464731

一般事務 (株)　にくよし 就業場所: 八代市海士江町２７２０－１
雇用・労災

雇用期間の定めなし 水日 他
59歳
以下

＊経験者優遇
求人番号: 43020- 2441131 又は8：00～17：00の間の5時間程度

事務職 (株)　宮本造園 就業場所: 八代市平山新町３１４５－２
雇用・労災

雇用期間の定めなし 土日祝他 他
不問 事務経験者

求人番号: 43020- 2468131
事務員（経理課契約
係）

(独)地域医療機能推進
機構　熊本総合病院

就業場所: 八代市通町１０－１０ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
土日祝他 日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2428231

事務員 (株)　サンエス 就業場所: 八代市古城町２３４０ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日祝他 土日他

不問 簡単なパソコン操作
求人番号: 43020- 2429531

一般事務及び経理
職

(株)　白石 就業場所: 八代市新浜町１－１－２８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形8：30～17：30

の間の5時間程度雇用期間の定めなし 土日他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2259831
一般事務（物流セン
ター）

(株)　白石 就業場所: 八代市鏡町鏡１１５９－２４ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 土日祝他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2262331

事務スタッフ (株)サカイ引越センター
八代支社

就業場所: 八代市田中西町５－２０ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日他 土日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2208131

事務（八代） (株)　スリーダイン 就業場所: 八代市郡築三番町８２番地の１ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日祝他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2199731

受付事務 (医)社団　晴洋会　高野
整形外科

就業場所: 八代市本町１丁目８番６号
雇用・労災8：30～18：00

の間の4時間程度雇用期間の定めなし 日祝他 土日祝他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2400131

事務員（地域医療連携
室）

(独)地域医療機能推進
機構　熊本総合病院

就業場所: 八代市通町１０－１０ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
土日祝他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2266031

一般事務 労働保険事務組合
 

就業場所: 八代市新地町８５８－２
雇用・労災

雇用期間の定めなし 土日祝他 他
59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2453531

事務助手（心臓病セン
ター）

(独)地域医療機能推進
機構　熊本総合病院

就業場所: 八代市通町１０－１０ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
土日祝他 日他

不問 不問
求人番号: 43020- 2260431

事務職 八代商工会議所 就業場所: 八代市松江城町６－６ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
土日祝他 土日祝他

不問 一般事務の経験（窓口、電話応対等）
求人番号: 43020- 2163231

一般事務 (株)　ＤＡＩＹＡ 就業場所: 八代市豊原下町４１３３
雇用・労災

雇用期間の定めなし 火土日祝他 土日祝他

不問 事務経験
求人番号: 43020- 2178031

一般事務 さかもと温泉センター
(株)

就業場所:  八代市坂本町荒瀬１２３９－１
広域交流センターさかもと館 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 月日他
不問 事務業務

求人番号: 43020- 2184931
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
時給制

890 八代市旭中央通３番地１１　ＴＳビル５階休日: 週休２日制:

～ TEL:0120-900-670 経験:
パート 1,050 従業員数:27人

時給制
①9：20～16：20

1,000 八代市竹原町２１２８　地晋ビル３Ｆ休日: 週休２日制: ②9：20～15：20

～ TEL:0965-35-1277 経験: ③9：20～17：00
パート 1,000 従業員数:120人

時給制
①8：30～12：30

1,000 八代市古城町１７０５ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-4205 経験:
パート 1,000 従業員数:230人

時給制 医療事務実務士１級
①8：40～12：10 医療事務実務士２級

950 八代市日奈久東町２６３ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-38-2138 経験:
パート 1,300 従業員数:2人

時給制
①9：00～12：00

1,000 八代郡氷川町鹿島７６９－１休日: 週休２日制: ②13：30～17：30

～ TEL:0965-52-1860 経験:
パート 1,000 従業員数:5人

時給制

855 八代市高島町４１２８－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-34-1534 経験:
パート 865 従業員数:213人

時給制
①14：00～18：00

855 八代市高島町４１２８－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-34-1534 経験:
パート 865 従業員数:213人

時給制

855 八代市高島町４１２８－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-34-1534 経験:
パート 865 従業員数:213人

時給制

860 八代市宮地町２０４７ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-0677 経験:
パート 860 従業員数:17人

時給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ
①9：00～17：00

900 八代市海士江町２９５３－３休日: 週休２日制: ②10：00～18：00

～ TEL:0965-32-5088 経験:
パート 1,000 従業員数:12人

時給制 普通自動車ＡＴ
①9：00～14：00

900 八代市海士江町２９５３－３休日: 週休２日制: ②13：30～18：30

～ TEL:0965-32-5088 経験:
パート 1,000 従業員数:12人

時給制 交替制あり

950 八代市大手町２丁目４－２５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-34-3583 経験:
パート 1,000 従業員数:30人

時給制

950 八代市沖町３６９３番地 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-2652 経験:
パート 1,000 従業員数:10308人

時給制 交替制あり
①9：45～13：15

1,120 八代市古閑中町２４１１－１休日: 週休２日制: ②9：45～19：15

～ TEL:0965-45-9016 経験: ③13：00～19：15
パート 1,120 従業員数:23355人

時給制
①13：00～17：00

865 八代市高島町４１２８－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-34-1534 経験:
パート 875 従業員数:213人

時給制 交替制あり 介護福祉士

869 八代市上片町１３０２ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-45-9173 経験:
パート 1,050 従業員数:20人

コンタクトセンター・コール
センター・オペレーター

(株)ＮＩＣ八代コンタクト
センター

就業場所: 八代市旭中央通３番地１１　ＴＳ
ビル５階 雇用・労災6：00～23：00

の間の4時間以上雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2515131
テレフォンアポインター 日本ビュート(株)　熊本営

業所
就業場所: 八代市竹原町２１２８　地晋ビル

３Ｆ
雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日祝他 日他

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2440931

事務　訪問看護ステーショ
ン

(医)　山田会　八代更生
病院

就業場所: 八代市古城町１７０５
労災

雇用期間の定めなし 土日祝他 日祝他
不問 不問

求人番号: 43020- 2487231
医療事務員 (医)　杏叢会　大塚内科

クリニック
就業場所: 八代市日奈久東町２６３

労災
雇用期間の定めなし 日祝他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2327331

受付事務及び医療事務
補助

(医)社団　秀和会（和田
内科医院）

就業場所: 八代郡氷川町鹿島７６９－１
労災

雇用期間の定めなし 日祝他 他
59歳
以下

医療事務経験
求人番号: 43020- 2403231

レジ業務（高田店） (有)　にしだ 就業場所:  八代市本野町５１３－１
　フードプラザにしだ　高田店 雇用・労災13：00～20：30の

間の4時間程度雇用期間の定めなし 他 他
59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2665231

レジ業務（海士江店） (有)　にしだ 就業場所:  八代市海士江町２９１０
　フードプラザにしだ　海士江店

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 土日他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2680231

レジ・品出し（高島店） (有)　にしだ 就業場所:  八代市高島町４１２８－１
　フードプラザにしだ　高島店 雇用・労災13：00～21：00の

間の5時間程度雇用期間の定めなし 他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2684331
レジ接客および店内業務 セブンイレブン　八代宮地

町店
就業場所:  八代市宮地町字二反田２０４７

　セブンイレブン　八代宮地店 雇用・労災6：00～5：59の
間の3時間以上雇用期間の定めなし 他 土日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2292231

ギフトショップスタッフ［７
ｈ：シフト有り］

ギフトのデパート　アムロー
ズ（(株)　豊島）

就業場所: 八代市海士江町２９５３－３ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 土日祝他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2769831 又は8：45～18：45の間の7時間程度

ギフトショップスタッフ ギフトのデパート　アムロー
ズ（(株)　豊島）

就業場所: 八代市海士江町２９５３－３
雇用・労災

雇用期間の定めなし 他 土日祝他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2722731 又は8：45～18：45の間の5時間程度

アイスクリーム販売（八代
店）

サーティワンアイスクリーム
八代店（第一設備工業

就業場所:  八代市大手町２丁目４－２５
サーティワンアイスクリーム　八代店

雇用・労災・
健康・厚生9：30～21：00

の間の3時間以上雇用期間の定めなし 他 土日祝他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2188231

64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2190331

商品整理・接客補佐員 洋服の青山　八代店（青
山商事　(株)）

就業場所: 八代市沖町３６９３番地 雇用・労災・
健康・厚生10：00～20：00の

間の2時間以上雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 土日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2291831

店内販売スタッフ  (株)　しまむら
アベイル　八代店

就業場所: 八代市古閑中町２４１１－１ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2195831

青果スタッフ（海士江
店）

(有)　にしだ 就業場所:  八代市海士江町２９１０
　フードプラザにしだ　海士江店 雇用・労災

雇用期間の定めなし 他 他
59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2686931

生活相談員（デイサービ
ス）

(株)　もやい 就業場所: 八代市上片町１３０２ 雇用・労災・
健康・厚生8：00～16：00

の間の6時間程度雇用期間の定めなし 他 他
介護支援専門員
（ケアマネージャー）
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
時給制 普通自動車ＡＴ

①13：30～17：30
900 八代市高下西町１７６０ 休日: 週休２日制: ②8：30～17：30

～ TEL:0965-35-7011 経験:
パート 1,000 従業員数:418人

時給制

1,100 八代市古閑下町２２２５番地休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-9880 経験:
パート 1,100 従業員数:70人

時給制 普通自動車ＡＴ

1,200 八代市松江本町７－２５　嶌コーポレーション１Ｆ休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-39-5330 経験:
パート 1,300 従業員数:11人

時給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～12：30

1,200 八代市島田町８６３番地３休日: 週休２日制: ②12：30～16：30

～ TEL:0965-30-8952 経験:
パート 1,500 従業員数:30人

時給制 普通自動車ＡＴ
①12：30～18：30 介護職員初任者研修

1,000 八代市豊原下町４１７７番地１休日: 週休２日制: ②14：30～18：30 ホームヘルパー２級

～ TEL:0965-43-2525 経験:
パート 1,200 従業員数:32人

その他制 変形（1年単位） 介護職員初任者研修
①17：00～9：00

1,200 八代市鏡町鏡５５３－４ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-43-8007 経験:
パート 1,500 従業員数:20人

その他制 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①18：00～8：00 ホームヘルパー２級

1,283 八代市西片町１７３５ 休日: 週休２日制: 介護職員初任者研修

～ TEL:0965-35-8277 経験:
パート 1,283 従業員数:75人

時給制
①12：00～16：00

1,440 八代市郡築四番町１０１－４休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-3037 経験:
パート 1,440 従業員数:182人

時給制 普通自動車ＡＴ
ホームヘルパー２級

860 八代市夕葉町７－３ 休日: 週休２日制: 介護職員初任者研修

～ TEL:0965-35-7111 経験:
パート 1,000 従業員数:78人

その他制 変形（1ヶ月単位） 普通自動車ＡＴ
①17：00～9：00 ホームヘルパー２級

1,257 八代市上片町１３０２ 休日: 週休２日制: 介護職員初任者研修

～ TEL:0965-45-9173 経験:
パート 1,400 従業員数:20人

時給制 普通自動車ＡＴ
①8：00～13：00

1,040 八代市沖町３６０４ 休日: 週休２日制: ②15：00～20：00

～ TEL:0965-33-2034 経験:
パート 1,190 従業員数:182人

時給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ
①6：00～13：00 介護職員初任者研修

1,040 八代市鏡町下有佐１６２－６休日: 週休２日制: ②8：00～15：00 介護福祉士

～ TEL:0965-62-8539 経験:
パート 1,190 従業員数:182人

時給制 普通自動車ＡＴ
①9：00～15：00 ホームヘルパー２級

1,000 八代市松江本町２－５０ 休日: 週休２日制: 介護職員初任者研修

～ TEL:0965-32-5500 経験:
パート 1,000 従業員数:36人

時給制
①9：00～18：00

1,000 八代市西片町１７３５ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-8277 経験:
パート 1,000 従業員数:75人

時給制 介護職員初任者研修
ホームヘルパー２級

900 八代市豊原上町字遥拝３０１２－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-65-5588 経験:
パート 1,500 従業員数:22人

時給制
①8：00～13：00

853 八代市豊原上町字遥拝３０１２－１休日: 週休２日制: ②14：00～18：00

～ TEL:0965-65-5588 経験:
パート 1,200 従業員数:22人

9：00～18：00
の間の5時間程度雇用期間の定めなし 他 他

65歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2711231

43020- 2238731

有料老人ホーム介護職員 (株)　ライフサポート 就業場所:  八代市豊原下町４１７７－１
住宅型有料老人ホーム　にこにこ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2766931

指導員 (福)権現福祉会　児童発
達支援事業所　さくら

就業場所: 八代市高下西町１７６０
雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

日祝他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2597331
介護支援専門員［グルー
プホーム］

(有)　ラポール新世園 就業場所:  八代市古閑下町２２２５番地
グループホーム　きずなの郷 雇用・労災

介護職（夜勤専
従）

(株)　暖暖 就業場所:  八代市鏡町鏡５５３－８
「住宅型有料老人ホーム　だんだん」 雇用・労災

雇用期間の定めなし 他 土日祝他

不問   ＊経験者優遇
求人番号: 43020- 2703531

介護職員【夜勤専門】
（Ａ）

(株)　住心　（すみしん） 就業場所:  八代市西片町１７３５－１
有料老人ホーム椿苑

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2664831

介護職員（入浴）【急
募】

ブロッサムやつしろ　（(株)
ヒューマンケアブロッサム

就業場所:  八代市郡築四番町１０１－４
（株）ヒューマンケアブロッサムズ　ブ

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日他

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2667431 又は13：00～17：00の間の4時間程度

介護職員 (医)　明朋会　グッドライフ
夕葉町

就業場所: 八代市夕葉町７－３　　グッドライフ
夕葉町 雇用・労災7：00～18：00

の間の5時間程度雇用期間の定めなし 他 土日
不問 不問

求人番号: 43020- 2565931
介護職（夜勤のみ） (株)　もやい 就業場所: 八代市上片町１３０２有料老人

ホームシルバーハウス　にじ
雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
他 日他

不問 不問
求人番号: 43020- 2628931

介護職 小規模多機能ホームブロッ
サム　（(株)ヒューマンケア

就業場所: 八代市沖町３６０４ 雇用・労災・
厚生雇用期間の定めなし 他 他

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2537731

介護職員（午前）【急
募】

ブロッサムさくら　（(株)
ヒューマンケアブロッサム

就業場所:  八代市鏡町下有佐１６２－６
株式会社ヒューマンケアブロッサムズ 労災

雇用期間の定めなし 他 他
69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2550831 又は12：00～19：00の間の4時間以上

介護職員 (有)　神苑 就業場所: 八代市松江本町２－５０
雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 日他
不問 介護事業所等の経験があれば尚可

求人番号: 43020- 2416931
介護スタッフ (株)　住心　（すみしん） 就業場所:  八代市西片町１７３５－１

有料老人ホーム　椿苑 雇用・労災
雇用期間の定めなし 土日祝他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2406731

介護職員（有料老人ホー
ム）

(有)　鈴かぜ 就業場所: 八代市豊原上町字遥拝３０１２
－１

雇用・労災・
健康・厚生6：00～20：00

の間の6時間程度雇用期間の定めなし 他 日他
不問 不問

求人番号: 43020- 2276231
掃除・洗濯・お弁当の配
膳・下膳、軽見守り

(有)　鈴かぜ 就業場所:  八代市豊原中町２８５０　
有料老人ホーム　ＦＯＲＥＳＴ　Ｈ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2277531

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

介護支援専門員
（ケアマネージャー）

介護計画作成担当
者

(有)　あい 就業場所: 八代市島田町８６３番地３
雇用・労災

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

ＮＰＯ法人　笑顔やっちろ 就業場所: 八代市松江本町７－２５　嶌コー
ポレーション１Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生8：30～17：30

の間の4時間以上雇用期間の定めなし 土日祝他 他
不問 不問

求人番号:

介護支援専門員
（ケアマネージャー）雇用期間の定めなし 他 土日祝

不問   ケアマネジャーの経験者優遇
求人番号: 43020- 2160131
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
時給制 普通自動車ＡＴ

①9：00～15：30 介護職員初任者研修
900 八代市鏡町鏡５５３－４ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-43-8007 経験:
パート 1,000 従業員数:20人

時給制 普通自動車ＡＴ
①9：00～15：30 介護職員初任者研修

900 八代市鏡町鏡５５３－４ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-43-8007 経験:
パート 1,000 従業員数:20人

時給制 交替制あり
①9：30～16：30

900 八代市花園町１１－１ 休日: 週休２日制: ②9：30～13：30

～ TEL:0965-31-0737 経験:
パート 950 従業員数:37人

時給制 普通自動車ＡＴ

860 八代市夕葉町７－３ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-7111 経験:
パート 900 従業員数:78人

時給制 普通自動車ＡＴ
①8：15～17：15

1,050 八代市郡築一番町１８０番地１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-3737 経験:
パート 1,050 従業員数:242人

時給制 普通自動車ＡＴ
①12：30～16：30

860 八代市通町８番９号 休日: 週休２日制: ②13：30～16：30

～ TEL:0965-32-7158 経験:
パート 900 従業員数:350人

時給制 普通自動車ＡＴ
①9：00～16：00 介護福祉士

1,000 八代市水島町２１０４番地４休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-45-9786 経験:
パート 1,000 従業員数:102人

時給制 ホームヘルパー２級
①9：00～15：00 介護職員初任者研修

900 八代市東片町４５２－１ 休日: 週休２日制: 介護職員基礎研修

～ TEL:0965-45-9511 経験:
パート 900 従業員数:24人

時給制 介護職員初任者研修
①9：00～16：30 ホームヘルパー２級

1,200 八代市豊原下町４１７７番地１休日: 週休２日制: ②9：00～12：00

～ TEL:0965-43-2525 経験:
パート 1,300 従業員数:32人

時給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～15：00

1,000 八代市千反町１丁目９－２５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-8277 経験:
パート 1,000 従業員数:75人

時給制
①9：00～14：00

950 八代郡氷川町宮原１１１６休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-62-4081 経験:
パート 1,000 従業員数:60人

時給制
①15：00～20：00

1,000 八代郡氷川町宮原１１１６休日: 週休２日制: ②16：00～21：00

～ TEL:0965-62-4081 経験: ③14：00～19：00
パート 1,000 従業員数:60人

時給制

900 八代市敷川内町２２５１－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-31-7600 経験:
パート 1,000 従業員数:65人

時給制 交替制あり
①8：00～17：00

900 八代市古閑下町２２２５番地休日: 週休２日制: ②9：00～18：00

～ TEL:0965-35-9880 経験: ③10：00～19：00
パート 1,000 従業員数:70人

時給制
①9：00～12：30

1,440 八代市郡築三番町８１－２休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-45-5472 経験:
パート 1,440 従業員数:182人

その他制
①17：30～9：00

1,000 八代市敷川内町２２３９－３休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-31-1232 経験:
パート 1,000 従業員数:10人

介護職　兼　調理員 (株)　暖暖 就業場所: 八代市鏡町鏡５５３－４
雇用・労災

雇用期間の定めなし 日他 他
不問 病院や施設での介護・調理経験がある方優先。

求人番号: 43020- 2695131
介護職 (株)　暖暖 就業場所: 八代市鏡町鏡５５３－４

雇用・労災
雇用期間の定めなし 日他 他

不問 病院や施設での介護経験がある方優遇。
求人番号: 43020- 2700031

介護職員【急募】 (株)　大成アフェクション
デイサービスセンター　陽だ

就業場所: 八代市花園町１１－１
雇用・労災

雇用期間の定めなし 日他 他
65歳
以下

介護福祉士・初任者研修・介護経験
求人番号: 43020- 2663031

介護職員　［通所介護］ (医)　明朋会　グッドライフ
夕葉町

就業場所: 八代市夕葉町７－３
雇用・労災8：00～17：00

の間の5時間程度雇用期間の定めなし 土日他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2573931
通所リハビリテーション職
員

(医)　カジオ会（介護老
人保健施設　とまと）

就業場所: 八代市郡築一番町１８０番地１ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日他 他

59歳
以下

老人施設等での介護経験があれば尚可、経験がなくとも意欲がある方であれば歓迎いたします。
求人番号: 43020- 2635331 又は8：30～16：30の間の5時間程度

通所リハ　Ｌｅｔ’ｓリ
ハ！　介護スタッフ（パー

(医)　熊本桜十字　［桜
十字八代病院］

就業場所:  八代市通町８番９号
桜十字八代病院内　Ｌｅｔ’ｓリ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 日他 土日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2535531 又は12：30～17：30の間の4時間程度

介護職員＜介護福祉士
＞：デイサービス撫子

(株)　万葉福祉会 就業場所:  八代市中北町３０５３ー３
デイサービス　撫子

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日 木他

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2432931

介護職員（通所介護） (株)　アース 就業場所:  八代市東片町４５２－１
「デイサービス太子郷」

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日他 水他

不問 不問
求人番号: 43020- 2370031

介護職［デイサービス］ (株)　ライフサポート 就業場所: 八代市豊原下町４１７７番地１
雇用・労災

雇用期間の定めなし 日他 土日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2352931

介護職員（日勤）デイ
サービスセンターリハビリ機

(株)　住心　リハビリ特化
型デイサービスセンター花

就業場所: 八代市千反町１丁目９－２５
雇用・労災

雇用期間の定めなし 日他 水日
不問 不問

求人番号: 43020- 2192931
支援員 (福)　清流会　氷川学園 就業場所:  八代郡氷川町宮原１１１６

　障害者支援施設　氷川学園 雇用・労災
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

土日祝他 日祝他
不問 不問

求人番号: 43020- 2583031 又は9：00～17：00の間の5時間程度
世話人 (福)　清流会　氷川学園 就業場所:  八代郡氷川町宮原７１３－９

　氷川学園グループホーム事業所 雇用・労災
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 木日祝
不問 不問

求人番号: 43020- 2585231 又は6：00～10：00の間の3時間程度
介護職員（特別養護老
人ホーム）

(福)　ま心苑会 就業場所:  八代市敷川内町２２５１－１
特別養護老人ホーム　ま心苑 雇用・労災8：00～20：00

の間の4時間程度雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 日祝他
不問 不問

求人番号: 43020- 2773631
介護職［グループホー
ム］

(有)　ラポール新世園 就業場所:  八代市古閑下町２２２５番地
グループホーム　きずなの郷 雇用・労災

雇用期間の定めなし 他 土日祝他

65歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2715331

介護職員　（入浴介助） ブロッサムやつしろ３
（(株)ヒューマンケアブロッ

就業場所:  八代市郡築三番町８１－２
（株）ヒューマンケアブロッサムズ　ブ

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日祝

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2611131 又は8：45～12：15の間の3時間程度

夜間介護スタッフ《急　募》 (有)　コレクト 就業場所:  八代市敷川内町２２３９－３
『有料老人ホーム　愛愛荘』

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 日祝他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2639031
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
時給制 普通自動車ＡＴ

①8：45～12：15 介護職員初任者研修
1,440 八代市郡築四番町４７－２休日: 週休２日制: ホームヘルパー２級

～ TEL:0965-37-2673 経験:
パート 1,440 従業員数:182人

時給制 変形（1ヶ月単位）
①8：30～12：30

853 八代郡氷川町宮原５８８番地の２休日: 週休２日制: ②7：00～12：00

～ TEL:0965-62-2518 経験: ③16：00～20：00
パート 882 従業員数:19人

時給制
①8：30～15：00

1,100 八代市鏡町両出１３６０番地休日: 週休２日制: ②8：30～16：30

～ TEL:0965-52-5328 経験:
パート 1,200 従業員数:8人

時給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ
ホームヘルパー２級

1,152 八代市大手町２丁目７－２０　大手町太陽ビル１Ｆ休日: 週休２日制: 介護職員初任者研修

～ TEL:0965-43-7111 経験:
パート 1,352 従業員数:88000人

時給制 介護職員初任者研修
①7：00～15：30

1,000 八代市鏡町鏡５５３－４ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-43-8007 経験:
パート 1,000 従業員数:20人

時給制 ホームヘルパー２級
①18：30～22：00 介護職員基礎研修

1,600 八代市西片町１７３５ 休日: 週休２日制: 介護福祉士

～ TEL:0965-35-8277 経験:
パート 1,600 従業員数:75人

時給制 介護職員初任者研修
①6：00～11：00 介護職員実務者研修

1,000 八代市古閑浜町３４０１ 休日: 週休２日制: ②14：00～18：00 介護福祉士

～ TEL:0965-33-8880 経験:
パート 1,000 従業員数:80人

時給制 美容師

1,000 八代市千丁町古閑出２４６１－５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-46-2288 経験:
パート 2,000 従業員数:26人

時給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ
①9：00～15：30

860 八代市本町１丁目１０－３５休日: 週休２日制: ②13：00～20：30

～ TEL:0965-35-8686 経験: ③15：30～22：00
パート 860 従業員数:105人

時給制
①10：00～14：00

900 八代市袋町１－４ 休日: 週休２日制: ②17：30～21：30

～ TEL:0965-31-6371 経験:
パート 1,000 従業員数:4人

時給制

900 八代郡氷川町宮原５７８－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-62-1000 経験:
パート 1,000 従業員数:12人

時給制 交替制あり
①6：15～12：00

853 八代市千丁町新牟田２５２０－２休日: 週休２日制: ②8：00～13：00

～ TEL:0965-43-5678 経験: ③13：00～18：30
パート 853 従業員数:48人

時給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ

950 八代市古城町１９３８－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-62-8868 経験:
パート 950 従業員数:223人

時給制 交替制あり
①6：00～11：15

855 八代市上片町１３０２ 休日: 週休２日制: ②13：30～18：30

～ TEL:0965-45-9173 経験:
パート 869 従業員数:20人

時給制
①9：00～14：30

890 八代市新港町３－９－８ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-0391 経験:
パート 950 従業員数:990人

時給制
①5：30～8：00

1,000 八代市西片町１７３５ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-8277 経験:
パート 1,000 従業員数:75人

介護職員（午前） ブロッサムやつしろ２
（(株)ヒューマンケアブロッ

就業場所:  八代市郡築四番町４７－２
株式会社ヒューマンケアブロッサムズ

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 日祝他

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2510431 又は9：00～12：30の間の3時間程度

介護職員［グループホー
ム］

(株)　ニーナム　グループ
ホーム花音

就業場所: 八代郡氷川町宮原５８８番地の２
雇用・労災

雇用期間の定めなし 他 土日祝他

64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2286431 又は7：00～21：00の間の4時間程度

介護職員（デイサービ
ス）

親栄　(同) 就業場所:  八代市鏡町両出１３６０番地
デイサービスセンター　歩生（あおい） 労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

木日他 日祝他
不問 不問

求人番号: 43020- 2254331
訪問介護　ホームヘルパー
ニチイ　八代

(株)　ニチイ学館　八代支
店

就業場所:  八代市松江町菰池５６１ー１
ニチイケアセンター八代 労災8：00～20：00

の間の3時間以上雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 土日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2490631

介護職（兼務） (株)　暖暖 就業場所: 八代市鏡町鏡５５３－４ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2533831

介護職員（夜間の就寝
の介助・短時間）

(株)　住心　（すみしん） 就業場所:  八代市西片町１７３５－１
有料老人ホーム　椿苑 労災

雇用期間の定めなし 他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2369631
介護職（パート）／多目
的ホームゆうりん

(医)社団　優林会 就業場所:  八代市高下西町１４２６
多目的ホームゆうりん　及び訪問介護 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 土日祝他

不問 介護業界の経験
求人番号: 43020- 2298931

アイリスト［横手新町
店］

(株)　ビーウェイ 就業場所:  八代市横手新町１９－６
　ＥｙｅＤｏｌｌＨｏｕｓｅ　八 雇用・労災9：00～18：00

の間の5時間程度雇用期間の定めなし 日他 土日祝他

59歳
以下

アイリスト経験
求人番号: 43020- 2721431

温泉施設家族湯スタッフ (社)　八代弘済会 就業場所:  八代市日奈久中町３１６
　日奈久温泉センター３Ｆ　ばんぺい 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 土日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2241031

ホールスタッフ よつば食堂 就業場所: 八代市袋町１－４
労災

雇用期間の定めなし 日他 土日祝他

不問 調理業務の経験
求人番号: 43020- 2228531

調理職 セレニティ（(株)　アシスト
１）

就業場所: 八代郡氷川町宮原５７８－１
雇用・労災6：30～18：30

の間の5時間程度雇用期間の定めなし 他 日祝他
不問 調理経験者優遇

求人番号: 43020- 2699531
調理職 (有)　キッポー 就業場所: 八代市千丁町新牟田２５２０－

２ 雇用・労災
雇用期間の定めなし 他 土日

不問 経験者優遇
求人番号: 43020- 2679931

調理員 (福)　八代愛育会 就業場所: 八代市古城町１９３８－１
雇用・労災6：00～19：00

の間の4時間程度雇用期間の定めなし 他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2589331
調理員　≪急　募≫ (株)　もやい 就業場所:  八代市上片町１３０２

「有料老人ホーム　シルバーハウス　に 雇用・労災
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

他 日祝他
不問 不問

求人番号: 43020- 2634731
社員食堂の業務 (株)　エーブル 就業場所: 八代市新港町３－９－８

労災
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 他
不問 飲食業（食堂・レストラン）調理経験あれば尚可

求人番号: 43020- 2554731
パート調理員（早朝） (株)　住心　（すみしん） 就業場所:  八代市西片町１７３５番地１

有料老人ホーム椿苑　つばきリハビリ 労災
雇用期間の定めなし 他 土日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2405431
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①8：30～15：30
868 八代郡氷川町吉本１０８番地休日: 週休２日制: ②9：00～16：00

～ TEL:0964-43-1952 経験:
パート 888 従業員数:37人

時給制

853 八代市北の丸町３－５０ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-39-8220 経験:
パート 853 従業員数:88人

時給制 交替制あり
①5：00～11：30

940 八代市通町１０－１０ 休日: 週休２日制: ②6：00～12：30

～ TEL:0965-32-7111 経験: ③9：00～16：00
パート 1,090 従業員数:28000人

時給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ
①6：30～12：00

950 八代市水島町２１０４番地４休日: 週休２日制: ②8：30～12：30

～ TEL:0965-45-9786 経験: ③13：45～18：45
パート 980 従業員数:102人

時給制 交替制あり
①10：00～14：00

880 八代市毘舎丸町　９－１８休日: 週休２日制: ②18：00～22：00

～ TEL:0965-30-8817 経験:
パート 1,000 従業員数:900人

時給制
①10：00～15：00

1,010 八代市新港町３－９－８ 休日: 週休２日制: ②17：00～22：00

～ TEL:0965-37-0391 経験:
パート 1,010 従業員数:990人

時給制
①8：00～13：00

950 八代市本町１丁目１番５号休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-53-0011 経験:
パート 1,000 従業員数:15793人

時給制 交替制あり

900 八代市井上町４４３－１ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-1110 経験:
パート 930 従業員数:27人

時給制 普通自動車ＡＴ
①9：00～17：30

860 八代市古閑上町１４８－３休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-3834 経験:
パート 900 従業員数:1人

時給制
①13：30～17：30

860 八代市八幡町１－５１－２休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-3093 経験:
パート 910 従業員数:25人

時給制
①8：30～12：30

860 八代市八幡町１－５１－２休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-3093 経験:
パート 910 従業員数:25人

時給制 変形（1ヶ月単位）
①8：15～18：00

930 八代市平山新町２６２７　熊本高等専門学校　八代キャンパス内休日: 週休２日制: ②8：15～8：14

～ TEL:000-0000-0000 経験: ③17：00～7：30
パート 1,100 従業員数:289人

時給制 普通自動車ＡＴ
①8：40～16：10

950 八代市郡築三番町８２番地の１休日: 週休２日制: ②10：10～16：30

～ TEL:0965-37-3401 経験: ③10：10～14：20
パート 950 従業員数:58人

時給制 交替制あり

853 八代市東陽町南１０５１－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-65-2112 経験:
パート 853 従業員数:26人

時給制
①12：00～17：00

900 八代市田中西町１７－１０休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-0777 経験:
パート 900 従業員数:51人

時給制
①9：00～15：00

950 八代市新港町３－９－８ 休日: 週休２日制: ②10：00～16：00

～ TEL:0965-37-0391 経験:
パート 950 従業員数:990人

調理員 (株)　なごやかハウス（デ
イサービス　湧楽苑）

就業場所: 八代郡氷川町吉本１０８番地 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日他 日祝他

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2394631

施設管理及び調理補助 (株)　シラサギ 就業場所:  八代市千丁町太牟田１２２０ー１
 有料老人ホーム　しらさぎおざや

雇用・労災・
健康・厚生8：30～17：30

の間の8時間程度雇用期間の定めなし 他 他
70歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2486831

調理助手（６時間勤
務）

(独)地域医療機能推進
機構　熊本総合病院

就業場所: 八代市通町１０－１０ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
他 土日他

不問 不問
求人番号: 43020- 2264931

調理員（シルバーハウス
万葉の里・撫子）

(株)　万葉福祉会 就業場所:  八代市水島町２１０４－４
シルバーハウス　万葉の里・撫子 雇用・労災

雇用期間の定めなし 他 日祝他
69歳
以下

調理師業務に携わったことのある方
求人番号: 43020- 2472731

ホールスタッフ  (株)　坂本　
「海鮮特急レーン寿司　じ

就業場所: 八代市毘舎丸町　９－１８
雇用・労災

雇用期間の定めなし 他 他
不問 飲食店経験

求人番号: 43020- 2516031 又は10：00～22：00の間の4時間程度
焼肉・ステーキ「炎」ホール
係

(株)　エーブル 就業場所: 八代市本町２丁目３－１０（アー
 ケード街） 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

木他 日祝他
不問 不問

求人番号: 43020- 2559031
ホテルフロント係（午前） ホテルルートイン八代

（ルートインジャパン
就業場所: 八代市本町１丁目１番５号 雇用・労災・

健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 木日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2736831 又は8：00～17：00の間の8時間程度

スポーツクラブフロント (有)　アオキスポーツ企画
（ＫＳＧ　ＹＡＴＳＵＳ

就業場所: 八代市井上町４４３－１
雇用・労災8：30～21：00

の間の5時間程度雇用期間の定めなし 月日他 他
64歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2672831

トリマー ペットサロン　はいからさん 就業場所: 八代市古閑上町１４８－３
雇用・労災

雇用期間の定めなし 水日祝他 他
不問 トリマー

求人番号: 43020- 2335631
保育補助（午後） (福)　照光福祉会　ゆかり

乳児保育園
就業場所: 八代市八幡町１－５１－２

雇用・労災
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

土日祝他 土日祝他

不問 保育経験のある方や育児の経験のある方歓迎します
求人番号: 43020- 2358431

保育補助（午前） (福)　照光福祉会　ゆかり
乳児保育園

就業場所: 八代市八幡町１－５１－２
雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

土日祝他 土日祝他

不問 保育士
求人番号: 43020- 2359731

守衛業務［熊本労災病
院防災センター］《急募》

(株)　ＨＳＫ　八代待機
所

就業場所:  八代市竹原町１６７０
「熊本労災病院防災センター」

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日祝他 土日祝他

18歳
～69

不問
求人番号: 43020- 2282031

製造（八代：組
立）

(株)　スリーダイン 就業場所:  八代市郡築二番町１３３－７
　株式会社スリーダイン　第２工場

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 土日祝他 土日祝他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2202531

パンの製造 (株)　東陽地区ふるさと公
社

就業場所: 八代市東陽町南１０５１－１
雇用・労災7：30～16：00

の間の5時間程度雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

水他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2563331
精肉部スタッフ（昼～） 食品スーパーフナツ　(株) 就業場所: 八代市田中西町１７－１０　食品

スーパーフナツ 雇用・労災
雇用期間の定めなし 他 土日他

69歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2761531

食料品工場の製造作業
（精肉パック工場３ＰＣ

(株)　エーブル 就業場所: 八代市新港町３－９－８
雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

土日祝他 水日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2669331 又は9：00～17：00の間の5時間程度
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①8：00～13：00
860 八代市上片町１５７１ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-2472 経験:
パート 880 従業員数:8人

時給制
①4：30～7：30

1,200 八代市二見本町７２６ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-38-9550 経験:
パート 1,200 従業員数:11人

時給制
①9：00～15：00

900 八代市二見本町７２６ 休日: 週休２日制: ②10：00～16：00

～ TEL:0965-38-9550 経験:
パート 900 従業員数:11人

時給制
①8：00～13：00

865 八代市高島町４１２８－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-34-1534 経験:
パート 875 従業員数:213人

時給制
①8：00～13：00

865 八代市高島町４１２８－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-34-1534 経験:
パート 875 従業員数:213人

時給制
①8：00～13：00

865 八代市高島町４１２８－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-34-1534 経験:
パート 875 従業員数:213人

時給制
①0：00～5：00

1,100 八代市新港町３－９－８ 休日: 週休２日制: ②22：00～3：00

～ TEL:0965-37-0391 経験:
パート 1,100 従業員数:990人

時給制
①5：00～10：00

950 八代市新港町３－９－８ 休日: 週休２日制: ②6：00～11：00

～ TEL:0965-37-0391 経験:
パート 950 従業員数:990人

時給制 普通自動車ＡＴ

900 八代市上野町３８８９－８休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-2288 経験:
パート 900 従業員数:45人

時給制 交替制あり 中型自動車
①5：00～8：00

900 八代市新浜町１－１－２８休日: 週休２日制: ②5：00～11：00

～ TEL:0965-33-2530 経験:
パート 900 従業員数:165人

時給制 ８トン限定中型自動車

900 八代市新浜町１－１－２８休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-2530 経験:
パート 900 従業員数:165人

時給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ
①11：15～18：15

1,200 八代市本町２－３－３４ 休日: 週休２日制: ②12：50～18：50

～ TEL:0965-32-2851 経験:
パート 1,200 従業員数:175950人

時給制 原動機付自転車

1,066 八代市横手新町２６－６－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-33-8874 経験:
パート 1,066 従業員数:28人

日給制 普通自動車ＡＴ
①17：00～22：00

1,000 八代郡氷川町栫１２３９－１休日: 週休２日制: ②8：00～17：00

～ TEL:0965-62-3071 経験:
パート 1,200 従業員数:5人

時給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～10：30

1,000 八代市千反町１丁目９－２５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-8277 経験:
パート 1,000 従業員数:75人

時給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～10：30

1,000 八代市千反町１丁目９－２５休日: 週休２日制: ②14：00～17：30

～ TEL:0965-35-8277 経験:
パート 1,000 従業員数:75人

食品製造 (株)　大功かまぼこ 就業場所: 八代市上片町１５７１
雇用・労災

雇用期間の定めなし 日他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2296331
製造スタッフ　（早朝） (株)　山崎食品 就業場所: 八代市二見本町７２６

労災
雇用期間の定めなし 土日祝他 日他

62歳
以下

食品製造工場の勤務経験がある方は優遇します。
求人番号: 43020- 2465331

食品検査および工場内軽
作業

(株)　山崎食品 就業場所: 八代市二見本町７２６
雇用・労災

雇用期間の定めなし 土日祝他 日祝他
62歳
以下

食品検査の経験がある方は優遇します。
求人番号: 43020- 2467931

惣菜調理（日置
店）

(有)　にしだ 就業場所:  八代市上日置町２２３７－１
　フードプラザにしだ　日置店 雇用・労災

雇用期間の定めなし 他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2681531
惣菜調理（高島
店）

(有)　にしだ 就業場所:  八代市高島町４１２８－１
　フードプラザにしだ　高島店 雇用・労災

雇用期間の定めなし 他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2682431
惣菜調理（海士江店） (有)　にしだ 就業場所:  八代市海士江町２９１０

　フードプラザにしだ　海士江店 雇用・労災
雇用期間の定めなし 他 木日祝他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2683731

デリカ製造（弁当・おにぎ
り・惣菜の製造：深夜）

(株)　エーブル 就業場所: 八代市新港町３－９－８
雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2568831 又は22：00～5：00の間の5時間程度
デリカ製造（弁当・おにぎ
り・惣菜の製造：朝勤）

(株)　エーブル 就業場所: 八代市新港町３－９－８ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2614231 又は4：00～13：00の間の5時間程度

弁当配達員　【急　募】 (有)　味彩園 就業場所: 八代市上野町３８８９－８
雇用・労災8：00～16：00

の間の5時間程度雇用期間の定めなし 他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2380831
商品の配送（県
内）

(株)　白石 就業場所: 八代市鏡町鏡１１５９－２４　八
 代熊交（株）鏡町倉庫内 労災

雇用期間の定めなし 日他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2267831
配送及び商品の積込と仕
分け

(株)　白石 就業場所:  八代市鏡町鏡１１５９－２４
八代熊交（株）鏡町倉庫内　鏡物 労災10：00～19：00の

間の5時間程度雇用期間の定めなし 日他 日他
不問 不問

求人番号: 43020- 2270331
運送員 日本郵便(株)　八代郵便

局
就業場所: 八代市本町２－３－３４ 雇用・労災・

健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2728831
新聞配達 朝日新聞ＡＳＡ八代　高

木一也
就業場所: 八代市横手新町２６－６－１

労災2：00～5：00の
間の2時間程度雇用期間の定めなし 他 日祝他

18歳
以上

不問
求人番号: 43020- 2397031

送迎運転手 (株)サイレコ・エスペランサ
熊本

就業場所: 八代郡氷川町栫１２３９－１
労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

火他 木日他
不問 送迎・運転手の経験

求人番号: 43020- 2645931
送迎職員（午前）【デイ
サービス】

(株)　住心　リハビリ特化
型デイサービスセンター花

就業場所:  八代市千反町１丁目９－２５
リハビリ特化型デイサービスセンター花 労災

雇用期間の定めなし 日他 土日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2674531

送迎職員（日勤）【デイ
サービス】

(株)　住心　リハビリ特化
型デイサービスセンター花

就業場所:  八代市千反町１丁目９－２５
リハビリ特化型デイサービスセンター花 雇用・労災

雇用期間の定めなし 日他 土日他
不問 不問

求人番号: 43020- 2678631
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
時給制 普通自動車ＡＴ

①14：00～17：30
1,000 八代市千反町１丁目９－２５休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-8277 経験:
パート 1,000 従業員数:75人

時給制 交替制あり
①7：30～10：00

887 八代市大手町２丁目７－２０　大手町太陽ビル１Ｆ休日: 週休２日制: ②16：00～18：00

～ TEL:0965-43-7111 経験:
パート 887 従業員数:88000人

時給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～10：30

1,100 八代市海士江町２８１７番地休日: 週休２日制: ②15：30～17：00

～ TEL:0965-34-7911 経験:
パート 1,300 従業員数:250人

時給制 交替制あり 普通自動車ＡＴ
①7：30～10：00 ホームヘルパー２級

987 八代市大手町２丁目７－２０　大手町太陽ビル１Ｆ休日: 週休２日制: ②16：00～18：00

～ TEL:0965-43-7111 経験:
パート 1,027 従業員数:88000人

時給制 普通自動車第二種
①7：00～16：00

853 八代市塩屋町２－２６ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-4181 経験:
パート 853 従業員数:29人

時給制 中型自動車
①7：00～9：00

950 八代市日奈久上西町３７２－４休日: 週休２日制: ②16：00～19：00

～ TEL:000-0000-0000 経験:
パート 960 従業員数:18人

時給制 普通自動車ＡＴ
①8：00～15：00

880 八代市西片町１４５４ 休日: 週休２日制: ②8：00～12：00

～ TEL:0965-31-1188 経験:
パート 880 従業員数:1277人

時給制
①19：00～0：00

1,000 八代市新港町３－９－８ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-0391 経験:
パート 1,000 従業員数:990人

時給制
①9：00～15：00

900 八代市新港町４丁目８番８休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-3222 経験:
パート 900 従業員数:1441人

時給制

950 八代市新港町２－３－４ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-1121 経験:
パート 950 従業員数:86人

時給制 普通自動車ＡＴ
①8：30～17：00

853 八代市袋町１－４５　いずみビル２階休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-2858 経験:
パート 853 従業員数:91人

時給制
①8：00～12：00

950 八代市鏡町鏡村３３番地６休日: 週休２日制: ②13：00～17：00

～ TEL:0965-52-0015 経験:
パート 1,000 従業員数:32人

時給制 普通自動車一種

900 八代市平山新町４９８９－１休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-31-1038 経験:
パート 1,000 従業員数:3人

時給制 交替制あり
①7：30～12：30

870 八代市松江本町２－５０ 休日: 週休２日制: ②12：30～17：30

～ TEL:0965-32-5500 経験:
パート 1,000 従業員数:36人

時給制
①9：00～17：00

870 八代市中北町３０８６－１２休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-5830 経験:
パート 870 従業員数:47人

時給制
①0：00～5：00

1,100 八代市新港町３－９－８ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-37-0391 経験:
パート 1,100 従業員数:990人

送迎職員（午後）【デイ
サービス】

(株)　住心　リハビリ特化
型デイサービスセンター花

就業場所:  八代市千反町１丁目９－２５
リハビリ特化型デイサービスセンター花 労災

雇用期間の定めなし 日他 土日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2617731

通所介護　デイサービス送
迎運転手　ニチイ　八代

(株)　ニチイ学館　八代支
店

就業場所:  八代市松江町菰池５６１ー１
ニチイケアセンター八代

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
日他 日他

不問 送迎業務
求人番号: 43020- 2498731

送迎運転手・ドライバー (医)　敬仁会　八代敬仁
病院

就業場所: 八代市海士江町２８１７番地
労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

土日祝他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2423631
通所介護　デイサービス送
迎運転手　ニチイ　八代

(株)　ニチイ学館　八代支
店

就業場所:  八代市松江町菰池５６１ー１
ニチイケアセンター八代

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
日他 土日祝他

不問 送迎業務
求人番号: 43020- 2225031

タクシー乗務員（昼勤） (有)　昭和タクシー 就業場所: 八代市塩屋町２－２６
雇用・労災

雇用期間の定めなし 他 日他
不問 不問

求人番号: 43020- 2313031
送迎ドライバー　兼　用務
員【急募】

(福)敬信会　天真保育園 就業場所: 八代市日奈久上西町３７２－４
雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 日他
不問 保育園での送迎バス運転経験者優遇

求人番号: 43020- 2393331
商品管理 富田薬品　(株)　八代物

流センター
就業場所:  八代市西片町１４５４

　冨田薬品株式会社　八代物流セン
雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
土日祝他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2748731

コスモス薬品へ納入するチ
ルド商品（日配品）の構

(株)　エーブル 就業場所: 八代市新港町３－９－８
雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2551231 又は18：00～0：00の間の5時間程度
倉庫内作業員（商品管
理員）

ロジスティード九州　(株) 就業場所:  八代市新港町４丁目８番８
　ダイニチ物流センター内 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2330231 又は9：00～18：00の間の4時間以上

清掃作業（急募） (株)　大環 就業場所: 八代市袋町１－４５　いずみビル２
階 雇用・労災

雇用期間の定めなし 他 土日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2338031

作業員 (株)　津田 就業場所:  八代市新港町２丁目４－４
株式会社津田　八代工場 雇用・労災

雇用期間の定めなし 日祝他 他
59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2762431 又は8：00～17：00の間の4時間程度

店舗スタッフ ヴォーグ　(株) 就業場所: 八代市平山新町４９８９－１ 雇用・労災・
健康・厚生10：00～19：00の

間の3時間以上雇用期間の定めなし 火他 土日他
不問 不問

求人番号: 43020- 2193131
施設職員（清掃・調理補
助）

(有)　神苑 就業場所: 八代市松江本町２－５０
雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 土日他
不問 不問

求人番号: 43020- 2205331
肉のパック詰め作業員 サン・ビーフ(株) 就業場所: 八代市中北町３０８６－１２

雇用・労災
雇用期間の定めなし 土日祝他 日他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2756731

食料品工場の製造作業
（精肉パック工場：値付

(株)　エーブル 就業場所: 八代市新港町３－９－８
労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 日他
18歳
以上

不問
求人番号: 43020- 2566131 又は23：00～6：00の間の5時間程度

一般作業員（食品製
造）【急募】

西田精麦(株) 就業場所: 八代市新港町２－３－４ 雇用・労災・
健康・厚生8：00～17：00

の間の5時間以上雇用期間の定めなし 土日祝他 他
59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2162831
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加入保険等 必要な資格職種 年齢 賃金 求人者名等 主な求人内容 就業時間
時給制

①13：00～18：30
880 八代市西片町１４５４ 休日: 週休２日制: ②13：00～17：00

～ TEL:0965-31-1188 経験:
パート 1,030 従業員数:1277人

時給制
①8：00～15：00

950 八代市毘舎丸町１－３ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-6111 経験:
パート 1,000 従業員数:122人

時給制
①8：00～16：00

860 八代市清水町１－８ 休日: 週休２日制: ②9：00～17：00

～ TEL:0965-32-3517 経験:
パート 900 従業員数:55人

時給制 普通自動車ＡＴ
①12：30～17：30

1,000 八代市郡築二番町５－１ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-35-6221 経験:
パート 1,000 従業員数:22人

時給制
①9：00～14：15

950 八代市新港町３－９－８ 休日: 週休２日制: ②13：00～18：15

～ TEL:0965-37-0391 経験:
パート 950 従業員数:990人

時給制
①8：10～15：00

950 八代市毘舎丸町１－３ 休日: 週休２日制: ②8：10～17：00

～ TEL:0965-32-6111 経験:
パート 1,000 従業員数:122人

時給制

900 八代市興善寺町８５６番地休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-39-1851 経験:
パート 900 従業員数:3人

時給制 交替制あり
①8：15～12：15

860 八代市郡築十二番町７１－２休日: 週休２日制: ②14：00～18：00

～ TEL:0965-37-2227 経験:
パート 950 従業員数:32人

時給制
①8：30～17：30

880 八代市千丁町太牟田１３００－８休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-46-1144 経験:
パート 880 従業員数:54人

時給制
①9：00～17：00

900 八代市三江湖町４０番地 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-62-8226 経験:
パート 1,000 従業員数:8人

時給制
①9：00～17：30

900 八代市田中西町５－２０ 休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-32-1141 経験:
パート 900 従業員数:6235人

時給制 普通自動車ＡＴ

860 八代市海士江町２８１７番地休日: 週休２日制:

～ TEL:0965-34-7911 経験:
パート 1,000 従業員数:250人

事務職【障がい者専用求
人】

(医)　敬仁会　八代敬仁
病院

就業場所: 八代市海士江町２８１７番地 雇用・労災・
健康・厚生8：20～17：20

の間の6時間以上雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

土日祝他 他
不問 事務経験、電話・窓口対応

求人番号: 43020- 2422331

軽作業（ピッキング等） 富田薬品　(株)　八代物
流センター

就業場所:  八代市西片町１４５４
　冨田薬品株式会社　八代物流セン

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
土日祝他 月火水木金祝

不問 不問
求人番号: 43020- 2745231

倉庫内ピッキング作業（お
酒や飲料の仕分け作業）

松木運輸　(株)　（松木
グループ）

就業場所:  八代市新港町４丁目５－５
松木運輸（株）港事務所

雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
他 土日祝他

不問 仕分作業経験
求人番号: 43020- 2601631

検品、仕分け (株)　おにさか 就業場所: 八代市清水町１－８ 雇用・労災・
健康・厚生雇用期間の定めなし 日他 他

59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2518231 又は8：00～17：00の間の5時間程度

工内作業員 (株)　九州カイリック本社
営業所

就業場所:  八代市新港町１丁目１０番地
ＹＫＫＡＰ株式会社九州製造所 雇用・労災

雇用期間の定めなし 土日祝他 他
59歳
以下

不問
求人番号: 43020- 2556631

労災
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 他
不問 不問

求人番号: 43020- 2375731

工場内作業員  平勝商事(株) 就業場所: 八代市興善寺町８５６番地　　平
勝商事株式会社 雇用・労災8：00～17：00

の間の6時間程度雇用期間の定めなし 日祝他 日他
不問 不問

求人番号: 43020- 2411531

倉庫内ピッキング作業
（仕分け作業）

松木運輸　(株)　（松木
グループ）

就業場所:  八代市新港町４丁目５－５
松木運輸（株）港事務所 雇用・労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

八代市郡築十二番町７１－２
労災

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

他 火他
不問 不問

求人番号: 43020- 2578531
用務員 (福)　康和福祉会　特別

養護老人ホーム　康和苑
就業場所: 八代市千丁町太牟田１３００－

８ 雇用・労災
雇用期間の定めなし 他 他

不問 不問
求人番号: 43020- 2415631

作業員 永勝　(株) 就業場所: 八代市三江湖町４０番地
雇用・労災

雇用期間の定めなし 日祝他 土日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2449631

梱包スタッフ (株)サカイ引越センター
八代支社

就業場所: 八代市田中西町５－２０
雇用・労災

雇用期間の定めなし 土日他 土日祝他

不問 不問
求人番号: 43020- 2209031

雑務員 (福)　八代児童福祉会
八代乳児院

就業場所:

土日祝 他
不問 仕分作業経験

求人番号: 43020- 2173731

イオン九州へ納品する商
品の店別仕分け業務

(株)　エーブル 就業場所: 八代市新港町３－９－８

障がい者専用求人
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開催日 事業所 時間 求人番号

（株）トヨテックマシン 9:30～11:30

43020-1915031
43020-1917231
43020ｰ2407321
ほか求人あります

セントケア九州（株）

（セントケア八代）
（セントケア看護小規模多機能　八代）

9:30～11:30

43010-12817331
43010-12818631
43010-12816731
43010-12827131
ほか求人あります

５／２6（金）
アクサ生命（株）
　　　　　八代営業所

10:00～11:30 43020-1439831

５／２９（月） （株）ニチイ学館　八代支店 10:00～11:30

43020-1925231
43020-2490631
43020-222503１
43020-2498731
43020-1431531
43020-2509831

５／３０（火）

（株）暖暖

　（ヘルパーステーション暖暖）
　 （有料老人ホーム　だんだん）

9:30～11:30
43020-1370331
ほか求人あります

下記の日程でハローワーク八代（２Ｆ：会議室）にてミニ面接会を実施する予定です。

就業場所がハローワーク八代管内（八代市／八代郡）の求人です。

くわしい仕事内容や会社概要を採用担当者から直接聞くことができます。

履歴書をお持ちでなくても、正装でなくても参加可能です。

ぜひお気軽にご参加ください！

５／２４（水）

ミニ面接会のお知らせ


