
発行日 :  原則毎月５日・２０日
※年末年始、休祝日等の場合は、その前週号でおしらせします。

発行元 :  ハローワーク玉名（玉名公共職業安定所）
              事業所サービス部門

〒865-0064
玉名市中1334-2
TEL　0968-72-8609

　№89        

令和5年5月22日

この求人は、4月28日から5月16日までに受け付けた求人です。

　◎ハローワークシステムの都合上、休日・雇用期間・就業時間等が反映されない
場合がありますので、詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワー
クの紹介窓口へお問い合わせください。

次回発行予定日　6月5日

・熊本労働局ホームページから、県内各ハローワークの求人情報誌が閲覧できます。

ゆめマート玉名

その他

・「ハローワークインターネットサービス」では、全国の求人を検索する事が出来ます。

⇩
http://www.hellowork.go.jp

・電話によるお問い合わせにはお答えできませんので、ハローワークにお越しください。

求人情報

この求人情報誌が置いてある場所は、以下のとおりになります。



◆職業相談◆
　　・仕事の探し方をアドバイスします。
　　・仕事を紹介します。
　　・どんな仕事を探すか迷う時は自己分析のお手伝いをします。

◆希望求人が無かった◆
　　・資格、経験、学歴などの条件を満たしていなくても、会社へ問い合わせをします。
　　・希望求人が出たら連絡をします。

◆応募したい◆
　　・窓口で求人の募集状況をお伝えします。
　　・面接日時を調整します。
　　・会社に直接質問しにくいことをハローワークから問い合わせます。

◆働くのは久しぶり◆
　　・就職活動の不安をお持ちの方向けにセミナーやアドバイスをします。

◆履歴書アドバイス◆
　　・窓口で個別に履歴書、職務経歴書を添削します。

◆自己ＰＲアドバイス◆
　　・自分の強みや長所が分かる。
　　・強みや長所の効果的アピール方法が分かる。

◆面接練習◆
　　・面接の練習ができる。（予約制）
　　・自分の面接の良い点、悪い点が分かる。

◆会社の情報が知りたい◆
　　・窓口で職員から会社の情報を聞く。
　　・求人検索機で会社や作業風景の画像を見る。

◆求人検索◆
　　・窓口で相談しながら職員と一緒に探す。
　　・ハローワークの求人検索機で探す。
　　・ハローワークの求人情報誌で探す。

◆就職支援セミナー◆
　　・専門のキャリアコンサルタントの話を聴く。
　　　　　　　　　　　　↓
　　・就職に対する心構え、自己分析。
　　・応募書類の書き方。
　　・面接での自己アピールの方法。

◆職業訓練◆
　　・再就職に役立つ知識、技能、資格を身につける。
　　　　（公共訓練・求職者支援訓練）（教育訓練給付金制度）

◆失敗した場合◆
　　・応募の結果が不採用の場合、原因を一緒に分析します。
　　・窓口での相談、紹介は何度でも利用可能。（遠慮なく何度でもご相談ください。）

各種就職支援メニュー



ハローワークのシステムの都合上、休日・雇用期間・就業時間が反映されない場合があります。ご了承ください。
年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名・求人番号 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

不問 (1)9時00分～18時00分
180,000円～500,000円

TEL 092-406-0018（従業員数 3人 ）

正社員 40010-33926931 就業場所熊本県玉名郡和水町

不問 (1)9時00分～18時00分
180,000円～500,000円

TEL 092-406-0018（従業員数 3人 ）

正社員 40010-33929831 就業場所熊本県玉名市

不問 (1)9時00分～18時00分
180,000円～500,000円

TEL 092-406-0018（従業員数 3人 ）

正社員 40010-33930431 就業場所熊本県八代市

不問 (1)9時00分～18時00分
1,200円～2,500円

TEL 092-406-0018（従業員数 3人 ）

パート労働者 40010-33941631 就業場所熊本県玉名郡和水町

不問 (1)9時00分～18時00分
1,300円～2,500円

TEL 092-406-0018（従業員数 3人 ）

パート労働者 40010-33946231 就業場所熊本県玉名市

不問 (1)9時00分～18時00分
1,300円～2,500円

TEL 092-406-0018（従業員数 3人 ）

パート労働者 40010-33947531 就業場所熊本県八代市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)19時00分～9時00分

1,103円～1,103円

TEL 0944-59-8611（従業員数 25人 ）

パート労働者 40030- 4572631 就業場所熊本県荒尾市

交替制あり
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

156,000円～172,000円 (2)9時30分～18時30分

TEL 0944-59-8611（従業員数 25人 ）

正社員 40030- 4573931 就業場所熊本県荒尾市

交替制あり
不問 (1)7時00分～12時00分

950円～950円 (2)8時00分～13時00分
(3)13時00分～17時00分

TEL 0944-74-8032（従業員数 0人 ）

パート労働者 40030- 4591031 就業場所熊本県荒尾市

18歳以上 (1)19時00分～23時00分
900円～900円

TEL 0944-74-8032（従業員数 0人 ）

パート労働者 40030- 4599931 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)7時00分～12時00分
970円～970円 (2)8時00分～13時00分

(3)13時00分～18時00分
TEL 0944-74-8032（従業員数 0人 ）

パート労働者 40030- 4602931 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)5時00分～9時00分
950円～950円 (2)8時00分～12時00分

(3)12時00分～16時00分
TEL 0944-74-8032（従業員数 0人 ）

パート労働者 40030- 4604031 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)7時00分～11時00分
900円～900円 (2)8時00分～12時00分

(3)9時00分～13時00分
TEL 0944-74-8032（従業員数 0人 ）

パート労働者 40030- 4610931 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)9時00分～14時00分
900円～900円 (2)11時00分～16時00分

(3)14時00分～19時30分
TEL 0944-74-8032（従業員数 0人 ）

パート労働者 40030- 4612031 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)8時00分～13時00分
900円～950円 (2)13時00分～18時00分

(3)17時00分～22時00分
TEL 0944-74-8032（従業員数 0人 ）

パート労働者 40030- 4613831 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)7時00分～12時00分
900円～900円 (2)8時00分～13時00分

(3)13時00分～18時00分
TEL 0944-74-8032（従業員数 0人 ）

パート労働者 40030- 4614231 就業場所熊本県荒尾市

18歳以上 (1)17時00分～0時00分
119,600円～119,600円

TEL 0946-21-0008（従業員数 32人 ）

正社員以外 40150- 5248031 就業場所熊本県荒尾市

18歳以上 (1)15時30分～0時00分
177,207円～177,207円

TEL 0946-21-0008（従業員数 37人 ）

正社員以外 40150- 5261631 就業場所熊本県玉名市

不問

900円～1,000円

TEL 096-237-2090（従業員数 6人 ）

パート労働者 43011- 1543831 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)8時30分～16時30分
908円～908円

TEL 0968-63-1115（従業員数 500人 ）

パート労働者 43040- 3025431 就業場所

医師事務作業補助者（医
療秘書）

荒尾市民病院 熊本県荒尾市荒尾２６００番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

一般事務　【荒尾市】 株式会社　ノジマバック
オフィス

熊本県上益城郡嘉島町大字井寺２５０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

販売員（玉名店）（準社
員）

株式会社　ドラッグスト
アモリ

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

販売員（荒尾駅前店）
（ロングパート）

株式会社　ドラッグスト
アモリ

福岡県朝倉市一木１１４８番地の１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

【ラ・ムー荒尾店】青果
スタッフ

マミーズ株式会社 福岡県柳川市筑紫町３３４－１６ 労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

【ラ・ムー荒尾店】レジ
及び商品陳列

マミーズ株式会社 福岡県柳川市筑紫町３３４－１６ 労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

【ラ・ムー荒尾店】軽食
コーナースタッフ

マミーズ株式会社 福岡県柳川市筑紫町３３４－１６ 労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

【ラ・ムー荒尾店】ベー
カリースタッフ

マミーズ株式会社 福岡県柳川市筑紫町３３４－１６ 労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

【ラ・ムー荒尾店】惣菜
スタッフ

マミーズ株式会社 福岡県柳川市筑紫町３３４－１６ 労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

【ラ・ムー荒尾店】精肉
スタッフ

マミーズ株式会社 福岡県柳川市筑紫町３３４－１６ 労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

【ラ・ムー荒尾店】夜間
事務管理

マミーズ株式会社 福岡県柳川市筑紫町３３４－１６ 労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

【ラ・ムー荒尾店】鮮魚
スタッフ

マミーズ株式会社 福岡県柳川市筑紫町３３４－１６ 労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

【緑の館】調理 有限会社有明ケアサポー
ト

福岡県大牟田市正山町８９番地 雇用・労災・健
康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

【緑の館】介護職（夜
勤）

有限会社有明ケアサポー
ト

福岡県大牟田市正山町８９番地 労災 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

福祉理容師　福祉美容師 株式会社　シルバーサ
ポートジャパン

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１－１ 労災 理容師

美容師
雇用期間の定めなし 不問

福祉理容師　福祉美容師 株式会社　シルバーサ
ポートジャパン

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１－１ 労災 理容師

美容師
雇用期間の定めなし 不問

福祉理容師　福祉美容師 株式会社　シルバーサ
ポートジャパン

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１－１ 労災 理容師

美容師
雇用期間の定めなし 不問

福祉理容師　福祉美容師
（正）

株式会社　シルバーサ
ポートジャパン

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

理容師

美容師
雇用期間の定めなし 不問

福祉理容師　福祉美容師
（正）

株式会社　シルバーサ
ポートジャパン

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

理容師

美容師
雇用期間の定めなし 不問

雇用・労災・健
康・厚生

理容師

美容師
雇用期間の定めなし 不問

所在地・就業場所

福祉理容師　福祉美容師
（正）

株式会社　シルバーサ
ポートジャパン

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１－１
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ハローワークのシステムの都合上、休日・雇用期間・就業時間が反映されない場合があります。ご了承ください。
年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名・求人番号 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～350,000円

TEL 0968-74-1533（従業員数 12人 ）

正社員 43040- 3026731 就業場所

不問

950円～1,000円

TEL 0968-82-2075（従業員数 3人 ）

パート労働者 43040- 3027331 就業場所熊本県玉名郡南関町

44歳以下 (1)8時00分～17時00分
200,000円～280,000円

TEL 0968-68-2362（従業員数 2人 ）

正社員 43040- 3028631 就業場所

59歳以下

860円～860円

TEL 0968-74-1533（従業員数 12人 ）

パート労働者 43040- 3029931 就業場所熊本県玉名市

不問 (1)8時30分～17時00分
922円～1,008円

TEL 0968-63-1111（従業員数 600人 ）

パート労働者 43040- 3030231 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

194,400円～194,400円

TEL 0968-73-5252（従業員数 8人 ）

正社員 43040- 3031531 就業場所

変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)18時00分～3時00分

220,000円～260,000円

TEL 0968-78-6251（従業員数 45人 ）

正社員 43040- 3032431 就業場所熊本県玉名郡長洲町

変形（1年単位）
59歳以下 (1)13時00分～22時00分

163,000円～175,500円

TEL 0968-78-6251（従業員数 45人 ）

正社員 43040- 3033731 就業場所熊本県玉名郡長洲町

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時30分

163,000円～175,500円

TEL 0968-78-6251（従業員数 35人 ）

正社員 43040- 3034331 就業場所熊本県玉名郡南関町

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

163,000円～175,500円

TEL 0968-78-6251（従業員数 45人 ）

正社員 43040- 3035631 就業場所熊本県玉名郡長洲町

30歳以下 (1)8時00分～17時00分
168,800円～253,200円

TEL 0968-57-3884（従業員数 8人 ）

正社員 43040- 3036931 就業場所

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

147,399円～157,248円

TEL 0968-57-2156（従業員数 33人 ）

正社員 43040- 3037131 就業場所熊本県玉名市

不問 (1)10時00分～16時00分
853円～853円 (2)9時00分～15時00分

(3)7時30分～12時30分
TEL 0968-78-0316（従業員数 18人 ）

パート労働者 43040- 3038031 就業場所熊本県玉名郡長洲町

交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

148,000円～160,000円 (2)9時00分～18時00分
(3)8時30分～12時30分

TEL 0968-72-2275（従業員数 7人 ）

正社員 43040- 3040431 就業場所

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
180,000円～280,000円

TEL 0968-57-8157（従業員数 10人 ）

正社員 43040- 3041731 就業場所熊本県玉名市

不問

950円～1,000円

TEL 0944-78-7401（従業員数 6人 ）

パート労働者 40030- 4529731 就業場所熊本県荒尾市

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～17時30分

170,800円～222,040円

TEL 0944-53-1313（従業員数 34人 ）

正社員以外 40030- 4532031 就業場所熊本県荒尾市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時00分～17時30分

184,500円～184,500円

TEL 0942-54-6101（従業員数 26人 ）

正社員以外 40050- 7767931 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時00分～17時30分

142,987円～142,987円

TEL 0942-54-6101（従業員数 26人 ）

正社員以外 40050- 7768131 就業場所熊本県玉名市

59歳以下 (1)18時00分～21時00分
1,350円～1,350円

TEL 0942-54-6101（従業員数 26人 ）

パート労働者 40050- 7769031 就業場所熊本県玉名市

食品製造（玉名工場／夜
間パート）

株式会社　ベストアメニ
ティファクトリー

福岡県久留米市三潴町高三潴７３８－
４

労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

食品製造工（玉名工場／
パート）◆◇◆急募◆◇
◆

株式会社　ベストアメニ
ティファクトリー

福岡県久留米市三潴町高三潴７３８－
４

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

食品製造工（玉名工場・
パート）◆◇◆急募◆◇
◆

株式会社　ベストアメニ
ティファクトリー

福岡県久留米市三潴町高三潴７３８－
４

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

販売・接客 グリーンランド開発株式
会社

福岡県大牟田市四山町９－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

店員（クローバーズ荒尾
店）

クローバーズ　合同会社 福岡県柳川市西浜武１４５－１０ 労災

雇用期間の定めなし 不問

サービスエンジニア 株式会社　ＬＯＥＣ 熊本県玉名市大倉５７１番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務員 鹿井内科 熊本県玉名市高瀬２３３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

ミニトマト収穫他栽培補
助員（障）【Ａ型事業
所】

ＮＰＯ法人　がまだすサ
ポート

熊本県玉名郡長洲町大字清源寺７７５
－３

雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

事務職員 岱陽　株式会社 熊本県玉名市岱明町上１番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

塗装工・防水工 有限会社　西島塗装 熊本県玉名市岱明町開田４１９ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

総合事務職 株式会社　ＮＢＳロジソ
ル　熊本営業所

熊本県玉名郡長洲町大字清源寺字姫ケ
浦１番地

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

構内作業員 株式会社　ＮＢＳロジソ
ル　熊本営業所

熊本県玉名郡長洲町大字清源寺字姫ケ
浦１番地

雇用・労災・健
康・厚生

フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めなし 定年を上限

構内作業員 株式会社　ＮＢＳロジソ
ル　熊本営業所

熊本県玉名郡長洲町大字清源寺字姫ケ
浦１番地

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

乗務員（中型４ｔ車） 株式会社　ＮＢＳロジソ
ル　熊本営業所

熊本県玉名郡長洲町大字清源寺字姫ケ
浦１番地

雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

フォークリフト運転技能
者雇用期間の定めなし 法令の規定に

より年齢制限
がある

運転手（１０ｔ）および
重機オペレーター

有限会社　谷口砂利店 熊本県玉名市大倉１４５６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削雇用期間の定めなし 定年を上限

事務員 荒尾市役所 熊本県荒尾市宮内出目３９０番地 雇用・公災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

お菓子の製造員 有限会社お菓子のむらた 熊本県玉名市中１９４１－６ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

飼料製造作業員 株式会社　アララク 熊本県荒尾市府本１１８４ 雇用・労災・健
康・厚生

フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めなし キャリア形成

ハウスミカン採集作業員 橘華園　中山剛志 熊本県玉名市天水町小天２９４３ 労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

お菓子の製造員 有限会社お菓子のむらた 熊本県玉名市中１９４１－６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限
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ハローワークのシステムの都合上、休日・雇用期間・就業時間が反映されない場合があります。ご了承ください。
年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名・求人番号 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

191,100円～194,100円

TEL 096-362-2111（従業員数 14人 ）

正社員 43010-17223931 就業場所熊本県玉名市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

191,100円～194,100円

TEL 096-362-2111（従業員数 26人 ）

正社員 43010-17241031 就業場所熊本県玉名市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時30分～18時30分

191,100円～194,100円

TEL 096-362-2111（従業員数 16人 ）

正社員 43010-17244531 就業場所熊本県玉名市

変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

204,000円～204,000円 (2)7時00分～16時00分

TEL 0968-57-1062（従業員数 2人 ）

正社員 43040- 3005031 就業場所熊本県玉名郡長洲町

交替制あり
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

900円～900円

TEL 0968-34-2665（従業員数 8人 ）

パート労働者 43040- 3007231 就業場所熊本県玉名郡和水町

不問

880円～1,500円

TEL 0968-82-3379（従業員数 0人 ）

パート労働者 43040- 3008531 就業場所熊本県玉名市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

220,650円～490,300円

TEL 0968-82-3379（従業員数 30人 ）

正社員 43040- 3009431 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

200,000円～400,000円

TEL 0968-82-3379（従業員数 30人 ）

正社員 43040- 3010631 就業場所熊本県玉名市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

220,650円～490,300円

TEL 0968-82-3379（従業員数 10人 ）

正社員 43040- 3011931 就業場所熊本県玉名市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

220,650円～490,300円

TEL 0968-82-3379（従業員数 30人 ）

正社員 43040- 3012131 就業場所

不問 (1)8時30分～13時00分
1,000円～1,500円

TEL 0968-76-8020（従業員数 16人 ）

パート労働者 43040- 3014831 就業場所熊本県玉名市

59歳以下 (1)9時30分～17時00分
950円～1,200円

TEL 0968-82-3379（従業員数 30人 ）

パート労働者 43040- 3015231 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

220,650円～490,300円

TEL 0968-82-3379（従業員数 30人 ）

正社員 43040- 3016531 就業場所

不問 (1)9時00分～17時00分
1,000円～1,100円

TEL 0968-57-7474（従業員数 7人 ）

パート労働者 43040- 3018731 就業場所熊本県玉名郡長洲町

不問 (1)8時30分～17時30分
180,000円～190,000円

TEL 0968-57-7474（従業員数 8人 ）

正社員 43040- 3019331 就業場所熊本県玉名郡長洲町

69歳以下 (1)8時30分～17時30分
190,000円～250,000円

TEL 0968-57-7474（従業員数 8人 ）

正社員 43040- 3020131 就業場所熊本県玉名郡長洲町

59歳以下 (1)9時30分～15時30分
900円～1,200円

TEL 050-1178-2625（従業員数 3人 ）

パート労働者 43040- 3024531 就業場所

不問 (1)8時00分～13時30分
853円～853円

TEL 0964-33-0131（従業員数 1人 ）

パート労働者 43080- 2772531 就業場所熊本県玉名市

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
183,000円～203,000円

TEL 092-937-1145（従業員数 3人 ）

正社員 40010-32955131 就業場所熊本県玉名郡和水町

変形（1ヶ月単位）
不問

1,200円～1,200円

TEL 0944-40-7997（従業員数 61人 ）

パート労働者 40030- 4467931 就業場所熊本県荒尾市

テレフォンアポインター
（電話発信）及びデータ
入力事務

株式会社マックスサポー
ト大牟田

福岡県大牟田市柿園町１丁目１－３
柿園ビル４階

労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

大型運転手（正）／玉名
郡和水町

株式会社　九州ふそうビ
プロス

福岡県糟屋郡志免町別府西１－３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

牽引免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

日常清掃業務（玉名市内
の官公庁施設）

株式会社　オカムラ 熊本県宇城市松橋町久具１９４８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

電子機器の加工・組立 Ｆ－ＰＡＬ　株式会社 熊本県玉名郡南関町大字関東８８１－
１　セピア不動産ビル２０１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員 合同会社　導楽 熊本県玉名郡長洲町大字長洲２８１８
番地３

雇用・労災・健
康・厚生

介護職員初任者研修修了
者
ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

准・正看護師 合同会社　導楽 熊本県玉名郡長洲町大字長洲２８１８
番地３

雇用・労災・健
康・厚生

准看護師

看護師
雇用期間の定めなし 不問

介護職員 合同会社　導楽 熊本県玉名郡長洲町大字長洲２８１８
番地３

雇用・労災・健
康・厚生

介護職員初任者研修修了
者
その他の福祉・介護関係
資格雇用期間の定めなし 不問

大型自動車整備士 株式会社堀口自動車 熊本県玉名市天水町竹崎１０１０－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務・受付スタッフ 株式会社堀口自動車 熊本県玉名市天水町竹崎１０１０－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

経理事務員　【急募】 有限会社　岩政エキスプ
レス

熊本県玉名市下２４９－１ 労災 日商簿記３級

雇用期間の定めなし 不問

自動車整備士（サービス
エンジニア）

株式会社堀口自動車 熊本県玉名市天水町竹崎１０１０－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

自動車鈑金塗装スタッフ 株式会社堀口自動車 熊本県玉名市天水町竹崎１０１０－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

保険全般の営業スタッフ 株式会社堀口自動車 熊本県玉名市天水町竹崎１０１０－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

新車、中古車販売営業ス
タッフ

株式会社堀口自動車 熊本県玉名市天水町竹崎１０１０－５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

洗車スタッフ（コーティ
ング専門玉名店）

株式会社堀口自動車 熊本県玉名市天水町竹崎１０１０－５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

調理接客スタッフ及び食
品製造

株式会社ａｒｂｏｒ　ｊ
ａｐａｎ

熊本県玉名郡和水町西吉地２６２２－
１

雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

保温工（作業所２） 有限会社　サイエイ工業 熊本県玉名市岱明町扇崎８６０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

サービススタッフ（整備
士）／ネッツスクエア玉
名店

ユナイテッドトヨタ熊本
株式会社

熊本県熊本市中央区十禅寺４丁目１番
１号

雇用・労災・健
康・厚生・財形

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

サービススタッフ（整備
士）／ネッッスクエア東
店

ユナイテッドトヨタ熊本
株式会社

熊本県熊本市中央区十禅寺４丁目１番
１号

雇用・労災・健
康・厚生・財形

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

サービススタッフ（整備
士）／玉名店

ユナイテッドトヨタ熊本
株式会社

熊本県熊本市中央区十禅寺４丁目１番
１号

雇用・労災・健
康・厚生・財形

二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限
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ハローワークのシステムの都合上、休日・雇用期間・就業時間が反映されない場合があります。ご了承ください。
年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名・求人番号 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

変形（1ヶ月単位）
45歳以下 (1)9時00分～18時00分

200,000円～320,000円

TEL 0944-40-7997（従業員数 61人 ）

正社員 40030- 4468131 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)8時00分～16時00分
1,000円～1,000円 (2)8時00分～12時00分

(3)13時00分～16時00分
TEL 096-367-0587（従業員数 3人 ）

パート労働者 43010-17101131 就業場所熊本県玉名郡長洲町

不問 (1)8時30分～17時30分
167,718円～167,718円

TEL 096-249-2310（従業員数 10人 ）

正社員以外 43030- 4837231 就業場所熊本県玉名郡長洲町

不問 (1)8時30分～17時30分
191,678円～191,678円

TEL 096-249-2310（従業員数 10人 ）

正社員以外 43030- 4838531 就業場所熊本県玉名郡長洲町

59歳以下 (1)9時00分～17時00分
1,000円～1,000円

TEL 0968-66-3040（従業員数 150人 ）

パート労働者 43040- 2971931 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)8時00分～17時00分
1,400円～2,666円

TEL 0968-53-2100（従業員数 50人 ）

パート労働者 43040- 2972131 就業場所

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

226,000円～482,000円

TEL 0968-53-2100（従業員数 50人 ）

正社員 43040- 2973031 就業場所

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

203,600円～309,200円

TEL 0968-53-2100（従業員数 50人 ）

正社員 43040- 2974831 就業場所

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

203,600円～374,000円

TEL 0968-53-2100（従業員数 50人 ）

正社員 43040- 2975231 就業場所

不問 (1)9時00分～15時45分
1,000円～1,000円

TEL 0968-86-3151（従業員数 133人 ）

パート労働者 43040- 2976531 就業場所

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時30分

200,000円～330,000円

TEL 0968-62-7971（従業員数 8人 ）

正社員 43040- 2978731 就業場所

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
146,880円～146,880円

TEL 0968-34-2665（従業員数 8人 ）

正社員 43040- 2979331 就業場所熊本県玉名郡和水町

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～300,000円

TEL 0968-63-7677（従業員数 7人 ）

正社員 43040- 2980131 就業場所熊本県玉名郡長洲町

不問 (1)9時00分～17時00分
210,000円～280,000円 (2)9時00分～12時00分

TEL 0968-74-2040（従業員数 8人 ）

正社員 43040- 2981031 就業場所

不問 (1)13時00分～17時00分
853円～853円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0968-57-7910（従業員数 6人 ）

パート労働者 43040- 2982831 就業場所熊本県玉名郡長洲町

不問 (1)9時00分～14時00分
853円～853円 (2)9時00分～16時00分

TEL 0968-57-7230（従業員数 35人 ）

パート労働者 43040- 2983231 就業場所

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
175,000円～210,000円

TEL 0968-76-1005（従業員数 18人 ）

正社員 43040- 2985431 就業場所熊本県玉名市 厚生

不問 (1)8時00分～17時00分
198,720円～264,960円

TEL 090-9586-3783（従業員数 3人 ）

正社員 43040- 2986731 就業場所熊本県玉名郡長洲町

変形（1週間単位非定型的）
59歳以下 (1)12時45分～20時45分

180,000円～200,000円

TEL 0968-72-2161（従業員数 28人 ）

正社員 43040- 2988631 就業場所

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
175,000円～210,000円

TEL 0968-76-1252（従業員数 8人 ）

正社員 43040- 2989931 就業場所

経理事務員 有限会社　丸光綜合自動
車工業

熊本県玉名市大浜町２１７３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

フロント接客係 有限会社　八芳園 熊本県玉名市立願寺６２７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

製造スタッフ ケイ・テック 熊本県荒尾市牛水１９９８－１
ブリーズ２０３号

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

建設業経理事務員 株式会社　マルコ建設 熊本県玉名市大浜町２１６３－４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

軽作業員【Ａ型事業所】 株式会社　スマイルファ
クトリー

熊本県玉名市中尾４９４－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

清掃員 Ｈｉｔｚ総合サービス株
式会社　熊本支店

熊本県玉名郡長洲町大字有明１　ＪＭ
Ｕ（株）有明事業所内監督官棟２０８
号

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

税務会計事務員 米川税理士事務所（米川
和諒）

熊本県玉名市中１６６２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

日商簿記２級

雇用期間の定めなし 不問

工作機械オペレーター セイコーテクノ　株式会
社

熊本県荒尾市東屋形２丁目１５番地１
５

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

食品製造スタッフ 株式会社ａｒｂｏｒ　ｊ
ａｐａｎ

熊本県玉名郡和水町西吉地２６２２－
１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気工事士 株式会社　ダイユー 熊本県荒尾市宮内３９ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

工場事務（パート） ニシヨリ株式会社　熊本
工場

熊本県玉名郡和水町竈門１８５５ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

配管工・溶接工及び機械
整備工（本社）

株式会社日本高機 熊本県玉名郡南関町大字関外目６８８
－１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

施工スタッフ 株式会社日本高機 熊本県玉名郡南関町大字関外目６８８
－１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

配管工・溶接工（本社／
経験者）

株式会社日本高機 熊本県玉名郡南関町大字関外目６８８
－１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

配管工・溶接工（本社／
アルバイト）

株式会社日本高機 熊本県玉名郡南関町大字関外目６８８
－１

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

事務員 有明リゾートシティ株式
会社

熊本県荒尾市本井手１５５８番地 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

【９０２】製品の仕分
け・ピッキング作業（玉
名郡長洲町）

株式会社ラックプラン 熊本県合志市幾久富１７５８－７６６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

【９００】データ入力お
よび倉庫内軽作業（玉名
郡長洲町）

株式会社ラックプラン 熊本県合志市幾久富１７５８－７６６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

給食調理業務 有限会社　スクラム 熊本県熊本市東区錦ケ丘２６番９号 雇用・労災・健
康・厚生

調理師

栄養士
雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

内勤営業（電話発信・テ
レフォンアポインター）

株式会社マックスサポー
ト大牟田

福岡県大牟田市柿園町１丁目１－３
柿園ビル４階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成
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ハローワークのシステムの都合上、休日・雇用期間・就業時間が反映されない場合があります。ご了承ください。
年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名・求人番号 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

18歳以上 (1)6時00分～19時00分
1,400円～1,400円

TEL 0968-57-7910（従業員数 0人 ）

パート労働者 43040- 2990231 就業場所熊本県玉名郡長洲町

不問 (1)13時00分～17時00分
862円～900円

TEL 0968-62-0744（従業員数 30人 ）

パート労働者 43040- 2991531 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時15分

202,900円～275,300円 (2)8時15分～20時45分
(3)20時00分～9時30分

TEL 0968-73-5000（従業員数 800人 ）

正社員 43040- 2992431 就業場所熊本県玉名市

交替制あり
39歳以下 (1)8時30分～17時15分

234,300円～295,300円 (2)10時00分～18時45分

TEL 0968-73-5000（従業員数 800人 ）

正社員 43040- 2993731 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
40歳以下 (1)7時00分～16時00分

200,000円～350,000円 (2)7時00分～12時00分

TEL 0968-71-0072（従業員数 49人 ）

正社員 43040- 2994331 就業場所熊本県玉名市

39歳以下 (1)8時30分～17時15分
182,800円～226,100円

TEL 0968-73-5000（従業員数 800人 ）

正社員 43040- 2995631 就業場所熊本県玉名市

不問 (1)7時30分～12時30分
900円～1,000円 (2)15時00分～20時30分

TEL 0968-72-2161（従業員数 28人 ）

パート労働者 43040- 2997131 就業場所

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～16時00分

860円～860円

TEL 0968-71-0072（従業員数 30人 ）

パート労働者 43040- 2998031 就業場所熊本県玉名市

44歳以下 (1)9時00分～17時30分
180,000円～203,000円

TEL 0968-73-8846（従業員数 5人 ）

正社員 43040- 2999831 就業場所

不問

1,050円～1,500円

TEL 0968-71-0056（従業員数 10人 ）

パート労働者 43040- 3000731 就業場所熊本県玉名市

不問

1,050円～1,500円

TEL 0968-71-0056（従業員数 138人 ）

パート労働者 43040- 3001331 就業場所

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時50分

185,000円～194,000円

TEL 0968-68-2121（従業員数 205人 ）

正社員 43040- 3002631 就業場所熊本県荒尾市 拠出

35歳以下 (1)8時30分～17時15分
182,800円～207,600円

TEL 0968-73-5000（従業員数 800人 ）

正社員 43040- 3003931 就業場所熊本県玉名市

59歳以下 (1)9時00分～18時30分
150,000円～200,000円 (2)9時00分～12時30分

TEL 0968-62-6200（従業員数 14人 ）

正社員 43040- 3004131 就業場所

不問 (1)12時00分～21時00分
160,704円～190,080円

TEL 0944-88-9185（従業員数 4人 ）

正社員以外 40030- 4438431 就業場所熊本県玉名市

不問 (1)8時00分～17時00分
183,600円～183,600円

TEL 0944-51-1849（従業員数 3人 ）

正社員以外 40030- 4450031 就業場所熊本県玉名市

不問 (1)8時00分～17時00分
194,400円～194,400円

TEL 0944-51-1849（従業員数 3人 ）

正社員以外 40030- 4452231 就業場所熊本県玉名郡南関町

不問 (1)8時00分～17時00分
194,400円～194,400円

TEL 0944-51-1849（従業員数 3人 ）

正社員以外 40030- 4455731 就業場所熊本県玉名郡南関町

不問 (1)8時30分～17時30分
199,665円～215,638円

TEL 096-249-2310（従業員数 10人 ）

正社員以外 43030- 4798231 就業場所熊本県玉名郡長洲町

変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

169,215円～278,705円

TEL 0968-68-2218（従業員数 26人 ）

正社員 43040- 2929631 就業場所

機械加工技能者 スギモト精工　株式会社 熊本県荒尾市高浜字前１８２５－３９ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

【９０１】フォークリフ
ト作業（玉名郡長洲町）

株式会社ラックプラン 熊本県合志市幾久富１７５８－７６６ 雇用・労災・健
康・厚生

フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

トラックドライバー（３
ｔ）【南関町】

株式会社ＯＢＳコーポ
レーション

福岡県大牟田市南船津町４丁目８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

玉掛技能者
雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

移動式クレーン運転士

トラックドライバー（２
ｔ）【南関町】

株式会社ＯＢＳコーポ
レーション

福岡県大牟田市南船津町４丁目８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

準中型自動車免許

フォークリフト運転技能
者雇用期間の定めあり*（４ヶ

月未満）
不問

トラックドライバー（２
ｔ）【玉名市】

株式会社ＯＢＳコーポ
レーション

福岡県大牟田市南船津町４丁目８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

準中型自動車免許

フォークリフト運転技能
者雇用期間の定めあり*（４ヶ

月未満）
不問

【玉名店】鶏の唐あげの
調理

株式会社ワンジャパン
（からあげ虎一）

福岡県大牟田市上白川町２丁目１１５
番地１０２号

雇用・労災・健
康・厚生

調理師

食品衛生責任者
雇用期間の定めなし 不問

リハビリ助手 医療法人吉水会　吉田整
形外科クリニック

熊本県荒尾市牛水６７０－６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

社会福祉士（医療ソー
シャルワーカーＭＳＷ）

地方独立行政法人　くま
もと県北病院

熊本県玉名市玉名５５０番地 雇用・公災・健
康・厚生

社会福祉士

雇用期間の定めなし キャリア形成

営業事務職員 株式会社　旭製作所 熊本県荒尾市高浜１９７８番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホームヘルパー（障がい
者訪問介護）

特定非営利活動法人　地
域たすけあいの会

熊本県玉名市上小田３７１番地 雇用・労災 介護職員初任者研修修了
者
ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 不問

ホームヘルパー（高齢訪
問介護）

特定非営利活動法人　地
域たすけあいの会

熊本県玉名市上小田３７１番地 雇用・労災 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 不問

営業職員 有限会社　宮本総合保険 熊本県玉名市山田２１４７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

レジフロア部門スタッフ
（築地店）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

客室接客係 有限会社　八芳園 熊本県玉名市立願寺６２７ 労災

雇用期間の定めなし 不問

言語聴覚士（正職員） 地方独立行政法人　くま
もと県北病院

熊本県玉名市玉名５５０番地 雇用・公災・健
康・厚生

言語聴覚士

雇用期間の定めなし キャリア形成

精肉部門スタッフ（伊倉
店）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

薬剤師（正職員） 地方独立行政法人　くま
もと県北病院

熊本県玉名市玉名５５０番地 雇用・公災・健
康・厚生

薬剤師

雇用期間の定めなし キャリア形成

看護師（正職員） 地方独立行政法人　くま
もと県北病院

熊本県玉名市玉名５５０番地 雇用・公災・健
康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

保育補助者 社会福祉法人　友愛福祉
会　なかよしの森保育園

熊本県荒尾市万田１６７番２号 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

調理員（６日間） Ｈｉｔｚ総合サービス株
式会社　熊本支店

熊本県玉名郡長洲町大字有明１　ＪＭ
Ｕ（株）有明事業所内監督官棟２０８
号

労災

日雇（日々雇用または１ヶ月
未満）

法令の規定に
より年齢制限

がある
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変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

180,000円～320,000円

TEL 0968-68-2218（従業員数 26人 ）

正社員 43040- 2930031 就業場所

不問

971円～971円

TEL 0968-63-1115（従業員数 500人 ）

パート労働者 43040- 2931831 就業場所

18歳以上 (1)21時00分～6時00分
853円～853円

TEL 0968-57-8151（従業員数 13人 ）

パート労働者 43040- 2932231 就業場所熊本県荒尾市

不問

1,079円～1,079円

TEL 0968-63-1115（従業員数 500人 ）

パート労働者 43040- 2933531 就業場所

不問

1,298円～1,298円

TEL 0968-63-1115（従業員数 500人 ）

パート労働者 43040- 2934431 就業場所

不問 (1)18時00分～20時30分
900円～1,500円

TEL 0968-78-1394（従業員数 30人 ）

パート労働者 43040- 2936331 就業場所

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時30分

200,000円～450,000円

TEL 0968-63-3355（従業員数 10人 ）

正社員 43040- 2937631 就業場所

交替制あり
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～244,000円 (2)8時20分～17時30分
(3)7時30分～16時30分

TEL 0968-73-8855（従業員数 57人 ）

正社員 43040- 2938931 就業場所

変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

190,000円～225,000円

TEL 0968-73-2251（従業員数 39人 ）

正社員 43040- 2939131 就業場所

変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

185,000円～220,000円

TEL 0968-73-2251（従業員数 39人 ）

正社員 43040- 2940831 就業場所熊本県玉名市

変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時00分～17時00分

185,000円～255,000円

TEL 0968-73-2251（従業員数 39人 ）

正社員 43040- 2941231 就業場所熊本県玉名市

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
210,000円～250,000円

TEL 0968-73-6286（従業員数 16人 ）

正社員 43040- 2942531 就業場所

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
230,000円～300,000円

TEL 0968-73-6286（従業員数 16人 ）

正社員 43040- 2943431 就業場所

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
240,000円～430,000円

TEL 0968-73-6286（従業員数 16人 ）

正社員 43040- 2944731 就業場所

64歳以下 (1)8時30分～18時30分
170,000円～230,000円 (2)8時30分～15時00分

TEL 0968-73-4133（従業員数 36人 ）

正社員 43040- 2945331 就業場所

18歳以上

1,200円～1,700円

TEL 0968-53-3500（従業員数 16人 ）

パート労働者 43040- 2946631 就業場所

不問

1,000円～1,500円

TEL 0968-53-3500（従業員数 16人 ）

パート労働者 43040- 2947931 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

250,000円～300,000円

TEL 0968-57-8852（従業員数 50人 ）

正社員 43040- 2948131 就業場所

交替制あり
不問 (1)9時00分～16時00分

1,122円～1,410円 (2)9時00分～15時00分

TEL 0968-63-1111（従業員数 20人 ）

パート労働者 43040- 2949031 就業場所熊本県荒尾市

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

194,400円～237,600円

TEL 0968-57-8852（従業員数 50人 ）

正社員 43040- 2950531 就業場所

ダンプ運転手（正社員）
［本社］

株式会社　サンテック
コーポレーション

熊本県荒尾市荒尾８２３番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

高齢者ケアマネジメント
支援員（ケアマネ
ジャー）

荒尾市役所 熊本県荒尾市宮内出目３９０番地 雇用・公災・健
康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）
保健師

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

社会福祉士

施工管理技術者（正社員
／２級土木施工管理技
士）

株式会社　サンテック
コーポレーション

熊本県荒尾市荒尾８２３番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 不問

建築足場部材の整理・搬
入出（柔軟な働き方可
能）

株式会社ダイサン　熊本
北サービスセンター

熊本県玉名郡南関町大字関外目字松田
１４４３－１
南関ＩＣ　１０分

労災 フォークリフト運転技能
者
５トン限定準中型自動車
免許雇用期間の定めあり*（４ヶ

月未満）
不問

足場の組立解体スタッフ 株式会社ダイサン　熊本
北サービスセンター

熊本県玉名郡南関町大字関外目字松田
１４４３－１
南関ＩＣ　１０分

雇用・労災 準中型自動車免許

中型自動車免許
雇用期間の定めなし 法令の規定に

より年齢制限
がある

８トン限定中型自動車免
許

医療事務員 医療法人　恵生会　大礒
耳鼻咽喉科医院

熊本県玉名市亀甲１７０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木施工管理技術者 株式会社　嶋津建設 熊本県玉名市下５１９－６ 雇用・労災・健
康・厚生

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士
雇用期間の定めなし 定年を上限

重機オペレーター 株式会社　嶋津建設 熊本県玉名市下５１９－６ 雇用・労災・健
康・厚生

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

２級建設機械施工技士

土木作業員 株式会社　嶋津建設 熊本県玉名市下５１９－６ 雇用・労災・健
康・厚生

その他の土木・舗装・線
路工事関係資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業員 九州三永金属工業株式会
社

熊本県玉名市大倉４７８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし キャリア形成

品質保証・生産管理員 九州三永金属工業株式会
社

熊本県玉名市大倉４７８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし キャリア形成

金属プレス加工オペレー
ター

九州三永金属工業株式会
社

熊本県玉名市大倉４７８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし キャリア形成

介護タクシー運転手 有限会社　ライフケア 熊本県玉名市中７５１－４ 雇用・労災・健
康・厚生

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

大型・けん引運転手 株式会社　松本 熊本県荒尾市大島新四ツ山１７２２番
地２７

雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

牽引免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

フォークリフト運転技能
者

厨房調理補助及びホール 有限会社　梅崎（ビジネ
スインうめさき）

熊本県玉名郡長洲町長洲２８７８－６ 労災

雇用期間の定めなし 不問

准看護師（病棟） 荒尾市民病院 熊本県荒尾市荒尾２６００番地 雇用・労災・健
康・厚生

准看護師

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

介護福祉士　　【急募】 荒尾市民病院 熊本県荒尾市荒尾２６００番地 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

夜勤専門員 社会福祉法人　荒尾市社
会福祉事業団

熊本県荒尾市増永２４５２番地２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

ケアワーカー 荒尾市民病院 熊本県荒尾市荒尾２６００番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

営業スタッフ スギモト精工　株式会社 熊本県荒尾市高浜字前１８２５－３９ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成
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不問 (1)8時00分～17時00分
1,250円～1,375円

TEL 0968-57-8852（従業員数 50人 ）

パート労働者 43040- 2951431 就業場所

59歳以下 (1)9時00分～12時00分
900円～1,050円 (2)13時00分～16時00分

TEL 0968-57-2500（従業員数 13人 ）

パート労働者 43040- 2952731 就業場所

18歳以上 (1)8時00分～17時00分
1,500円～2,250円

TEL 0968-57-8852（従業員数 50人 ）

パート労働者 43040- 2953331 就業場所

不問 (1)8時00分～17時00分
1,500円～1,875円

TEL 0968-57-8852（従業員数 50人 ）

パート労働者 43040- 2954631 就業場所

59歳以下 (1)5時30分～12時30分
900円～1,000円 (2)14時00分～18時00分

TEL 0968-57-2500（従業員数 13人 ）

パート労働者 43040- 2955931 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

259,200円～324,000円

TEL 0968-57-8852（従業員数 50人 ）

正社員 43040- 2956131 就業場所

59歳以下 (1)7時00分～10時00分
900円～1,100円

TEL 0968-57-2500（従業員数 13人 ）

パート労働者 43040- 2957031 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

216,000円～237,600円

TEL 0968-57-8852（従業員数 50人 ）

正社員 43040- 2958831 就業場所

変形（1年単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

259,200円～388,800円

TEL 0968-57-8852（従業員数 50人 ）

正社員 43040- 2959231 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)16時30分～9時30分

160,000円～185,000円

TEL 0968-57-2500（従業員数 13人 ）

正社員 43040- 2960731 就業場所熊本県玉名市

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

350,000円～400,000円

TEL 0968-57-8852（従業員数 50人 ）

正社員 43040- 2961331 就業場所

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

215,000円～265,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

TEL 0968-57-2500（従業員数 13人 ）

正社員 43040- 2962631 就業場所熊本県玉名市

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

194,400円～237,600円

TEL 0968-57-8852（従業員数 5人 ）

正社員 43040- 2963931 就業場所熊本県玉名市

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

237,600円～324,000円

TEL 0968-57-8852（従業員数 5人 ）

正社員 43040- 2964131 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下

180,000円～230,000円

TEL 0968-85-2047（従業員数 5人 ）

正社員 43040- 2966831 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

216,000円～237,600円

TEL 0968-57-8852（従業員数 5人 ）

正社員 43040- 2967231 就業場所熊本県玉名市

変形（1年単位）
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

259,200円～388,800円

TEL 0968-57-8852（従業員数 5人 ）

正社員 43040- 2968531 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下

155,000円～175,000円

TEL 0968-85-2047（従業員数 5人 ）

正社員 43040- 2969431 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)9時00分～18時00分

175,000円～300,000円

TEL 0968-57-8852（従業員数 5人 ）

正社員 43040- 2970631 就業場所熊本県玉名市

交替制あり
18歳以上 (1)8時00分～16時45分

260,000円～290,000円 (2)13時00分～21時45分

TEL 03-6436-7600（従業員数 11人 ）

正社員以外 13040-63279731 就業場所熊本県荒尾市

直営店の店舗運営社員／
熊本県荒尾市（荒尾野原
店）

株式会社　ファミリー
マート

東京都港区芝浦３－１－２１
ｍｓｂ　Ｔａｍａｃｈｉ　田町ステー
ションタワーＳ

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

不動産営業員【玉名営業
所】

株式会社　サンテック
コーポレーション

熊本県荒尾市荒尾８２３番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

宅地建物取引士（旧：宅
地建物取引主任者）

雇用期間の定めなし 不問

医療事務・受付スタッフ 医療法人　木生会　安成
医院

熊本県玉名郡玉東町木葉７５５－６番
地

雇用・労災・健
康・厚生

医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

鳶職・とび工のスタッフ
（正社員）【玉名営業
所】

株式会社　サンテック
コーポレーション

熊本県荒尾市荒尾８２３番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

一般作業員（正社員）
【玉名営業所】

株式会社　サンテック
コーポレーション

熊本県荒尾市荒尾８２３番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

玉掛技能者
雇用期間の定めなし 不問

看護師 医療法人　木生会　安成
医院

熊本県玉名郡玉東町木葉７５５－６番
地

雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

重機オペレーター（正社
員）【玉名営業所】

株式会社　サンテック
コーポレーション

熊本県荒尾市荒尾８２３番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
車両系建設機械（解体
用）運転技能者雇用期間の定めなし 不問

ダンプ運転手（正社員）
［玉名営業所］

株式会社　サンテック
コーポレーション

熊本県荒尾市荒尾８２３番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 不問

サービス提供責任者 合同会社　杏樹会 熊本県玉名市岱明町野口２４５６番地
１

雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

施工管理技術者（正社
員）

株式会社　サンテック
コーポレーション

熊本県荒尾市荒尾８２３番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

１級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 不問

夜勤介護職員 合同会社　杏樹会 熊本県玉名市岱明町野口２４５６番地
１

雇用・労災・健
康・厚生

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 法令の規定に

より年齢制限
がある

鳶職・とび工のスタッフ
（正社員）

株式会社　サンテック
コーポレーション

熊本県荒尾市荒尾８２３番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

１級とび技能士

移動式クレーン運転士
雇用期間の定めなし 法令の規定に

より年齢制限
がある

玉掛技能者

一般作業員（正社員） 株式会社　サンテック
コーポレーション

熊本県荒尾市荒尾８２３番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

玉掛技能者
雇用期間の定めなし 不問

ヘルパー（食事介助） 合同会社　杏樹会 熊本県玉名市岱明町野口２４５６番地
１

労災 介護職員初任者研修修了
者
ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

重機オペレーター（正社
員）

株式会社　サンテック
コーポレーション

熊本県荒尾市荒尾８２３番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
車両系建設機械（解体
用）運転技能者雇用期間の定めなし 不問

中型自動車免許

調理員（有料老人ホー
ム）

合同会社　杏樹会 熊本県玉名市岱明町野口２４５６番地
１

労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

重機オペレーター 株式会社　サンテック
コーポレーション

熊本県荒尾市荒尾８２３番地１ 雇用・労災 車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
車両系建設機械（解体
用）運転技能者雇用期間の定めなし 不問

中型自動車免許

鳶職、とび工のスタッフ 株式会社　サンテック
コーポレーション

熊本県荒尾市荒尾８２３番地１ 雇用・労災 １級とび技能士

移動式クレーン運転士
雇用期間の定めなし 法令の規定に

より年齢制限
がある

玉掛技能者

ヘルパー（入浴介助） 合同会社　杏樹会 熊本県玉名市岱明町野口２４５６番地
１

労災 介護職員初任者研修修了
者
ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般作業員 株式会社　サンテック
コーポレーション

熊本県荒尾市荒尾８２３番地１ 雇用・労災 中型自動車免許

玉掛技能者
雇用期間の定めなし 不問
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交替制あり
不問 (1)9時00分～18時00分

220,000円～223,084円

TEL 092-741-3280（従業員数 0人 ）

正社員以外 40010-31835531 就業場所熊本県荒尾市

18歳以上 (1)16時45分～22時15分
1,000円～1,000円

TEL 092-504-6655（従業員数 3人 ）

パート労働者 40010-32108231 就業場所熊本県玉名市

交替制あり
不問

900円～900円

TEL 092-504-6655（従業員数 8人 ）

パート労働者 40010-32116231 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時30分～17時00分

900円～940円 (2)17時00分～8時30分
(3)20時30分～8時30分

TEL 0944-54-0839（従業員数 3人 ）

パート労働者 40030- 4409931 就業場所熊本県荒尾市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～17時40分

166,000円～300,000円

TEL 0942-53-0333（従業員数 8人 ）

正社員 40140- 2514431 就業場所熊本県玉名市 拠出・給付
変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時00分
205,000円～315,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 096-371-8730（従業員数 25人 ）

正社員 43010-16809131 就業場所熊本県玉名郡長洲町

変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

200,000円～300,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 096-371-8730（従業員数 25人 ）

正社員 43010-16811231 就業場所熊本県玉名郡長洲町

18歳以上 (1)8時00分～16時00分
900円～900円

TEL 0968-44-0757（従業員数 0人 ）

パート労働者 43030- 4723531 就業場所熊本県玉名郡長洲町

18歳以上 (1)19時00分～7時00分
905円～905円 (2)19時00分～9時00分

(3)17時00分～7時00分
TEL 0968-72-0168（従業員数 18人 ）

パート労働者 43040- 2895031 就業場所

59歳以下 (1)9時00分～17時00分
180,000円～210,000円 (2)9時00分～12時30分

TEL 0968-62-0405（従業員数 14人 ）

正社員 43040- 2897231 就業場所熊本県荒尾市

59歳以下 (1)9時00分～17時00分
143,000円～143,000円 (2)9時00分～12時30分

TEL 0968-62-0405（従業員数 14人 ）

正社員以外 43040- 2898531 就業場所熊本県荒尾市

変形（1年単位）
18歳以上 (1)0時00分～9時00分

200,000円～220,000円 (2)9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時00分

TEL 0968-69-6111（従業員数 97人 ）

正社員以外 43040- 2899431 就業場所

不問 (1)10時00分～18時00分
860円～860円

TEL 0968-64-0972（従業員数 3人 ）

パート労働者 43040- 2901731 就業場所熊本県荒尾市

59歳以下 (1)8時30分～17時00分
203,486円～243,770円 (2)9時30分～18時00分

TEL 0968-62-6406（従業員数 6人 ）

正社員 43040- 2904931 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

181,440円～300,000円

TEL 0968-74-6011（従業員数 39人 ）

正社員 43040- 2905131 就業場所熊本県玉名市

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

231,200円～231,200円

TEL 0968-86-4331（従業員数 10人 ）

正社員 43040- 2912931 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

149,000円～149,000円

TEL 0968-76-2163（従業員数 22人 ）

正社員 43040- 2913131 就業場所熊本県玉名郡和水町

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

161,200円～201,200円

TEL 0968-86-4331（従業員数 10人 ）

正社員 43040- 2914031 就業場所

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

156,200円～201,200円

TEL 0968-86-4331（従業員数 10人 ）

正社員 43040- 2915831 就業場所

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

231,200円～231,200円

TEL 0968-86-4331（従業員数 10人 ）

正社員 43040- 2916231 就業場所

大型貨物自動車乗務員 株式会社　マツカワ物流 熊本県玉名郡和水町大字内田１０８３
－１

雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

フォークリフト運転技能
者雇用期間の定めなし 定年を上限

構内作業員 株式会社　マツカワ物流 熊本県玉名郡和水町大字内田１０８３
－１

雇用・労災・健
康・厚生

フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めなし 定年を上限

幹部／所長候補（運行管
理／配車）

株式会社　マツカワ物流 熊本県玉名郡和水町大字内田１０８３
－１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

大型ダンプ運転手及びト
レーラーダンプ運転手

双葉海陸　株式会社 熊本県玉名市大浜町２１７３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

牽引免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

４ｔ乗務員 株式会社　マツカワ物流 熊本県玉名郡和水町大字内田１０８３
－１

雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気・制御設計 株式会社九州プレシジョ
ン

熊本県玉名市安楽寺深浦２１５５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護支援専門員 医療法人洗心会　じげん
えん居宅介護支援事業所

熊本県荒尾市荒尾１９９７ 雇用・労災・健
康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし 定年を上限

宝くじ販売員 荒尾たばこ販売協同組合 熊本県荒尾市宮内出目３９８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

フロント業務スタッフ 株式会社　シーエイチア
イ　ホテルセキア

熊本県玉名郡南関町大字関村１５５６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

看護補助職員 医療法人　藤杏会 熊本県荒尾市四ツ山町３丁目５番２号 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護支援専門員 医療法人　藤杏会 熊本県荒尾市四ツ山町３丁目５番２号 雇用・労災・健
康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし 定年を上限

夜勤業務（介護員） 株式会社　サンエー企画 熊本県玉名市六田１２番地２ 雇用・労災 介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

小学校プール安全指導補
助業務［長洲町］

ビル環境熊本株式会社 熊本県山鹿市寺島１８７ー１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

法令の規定に
より年齢制限

がある

高圧ガス配送業務／有明
事業所

内村酸素　株式会社 熊本県熊本市中央区本荘５丁目１３－
１８

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

営業職／有明事業所 内村酸素　株式会社 熊本県熊本市中央区本荘５丁目１３－
１８

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

営業職（玉名支店）【正
社員】

ヤンマーアグリジャパン
株式会社　九州支社

福岡県筑後市大字一条５３５番地２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

警備員 株式会社サンオーシオ 福岡県大牟田市大正町６丁目３番地１
６

雇用・労災

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

スーパーでの商品陳列業
務／熊本県玉名市

株式会社　ニップス 福岡県福岡市博多区金の隈２－２４－
１０

労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

スーパーでの店内業務／
玉名市

株式会社　ニップス 福岡県福岡市博多区金の隈２－２４－
１０

労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

栄養士／荒尾市 株式会社　ＬＥＯＣ　九
州事務所

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１番５
号　大濠公園ビル８階

雇用・労災・健
康・厚生

栄養士

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問
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不問

1,500円～2,300円

TEL 0968-82-7008（従業員数 19人 ）

パート労働者 43040- 2918431 就業場所熊本県荒尾市

交替制あり
60歳以上 (1)5時15分～9時15分

145,800円～145,800円 (2)14時30分～18時30分
(3)18時00分～22時00分

TEL 0968-72-5161（従業員数 119人 ）

正社員以外 43040- 2919731 就業場所

不問 (1)9時00分～16時30分
860円～860円 (2)9時00分～15時30分

TEL 0968-73-5088（従業員数 10人 ）

パート労働者 43040- 2920931 就業場所

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

216,000円～302,400円

TEL 0968-68-1236（従業員数 28人 ）

正社員 43040- 2921131 就業場所

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

194,400円～259,200円

TEL 0968-68-1236（従業員数 28人 ）

正社員 43040- 2922031 就業場所

交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

186,000円～186,000円 (2)8時30分～12時30分

TEL 0968-74-1600（従業員数 8人 ）

正社員 43040- 2923831 就業場所

59歳以下 (1)8時30分～17時00分
222,079円～262,363円

TEL 0968-64-2010（従業員数 8人 ）

正社員 43040- 2924231 就業場所

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
200,000円～320,000円

TEL 0968-65-7201（従業員数 853人 ）

正社員 43040- 2925531 就業場所

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
200,000円～320,000円

TEL 0968-65-7201（従業員数 853人 ）

正社員 43040- 2926431 就業場所

交替制あり
不問 (1)8時30分～17時15分

1,382円～1,382円 (2)8時30分～16時30分

TEL 0968-63-1115（従業員数 500人 ）

パート労働者 43040- 2928331 就業場所

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
200,000円～257,000円

TEL 0964-32-2213（従業員数 22人 ）

正社員 43080- 2676431 就業場所熊本県宇城市

交替制あり
不問

172,000円～172,000円

TEL 092-741-3280（従業員数 0人 ）

正社員以外 40010-31722331 就業場所熊本県荒尾市

交替制あり
不問

163,400円～163,400円

TEL 092-741-3280（従業員数 0人 ）

正社員以外 40010-31726031 就業場所熊本県荒尾市

変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

190,000円～205,000円

TEL 093-921-0136（従業員数 24人 ）

正社員 40060-10432931 就業場所熊本県玉名郡和水町

不問 (1)13時30分～22時00分
142,443円～142,443円 (2)12時30分～21時00分

TEL 092-641-3141（従業員数 110人 ）

正社員以外 40120-12066831 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)17時00分～22時00分
1,031円～1,031円

TEL 092-641-3141（従業員数 110人 ）

パート労働者 40120-12067231 就業場所熊本県荒尾市

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分
173,600円～217,000円

TEL 096-383-4111（従業員数 0人 ）

正社員 43010-16162631 就業場所熊本県山鹿市

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分
173,600円～217,000円

TEL 096-383-4111（従業員数 45人 ）

正社員 43010-16165031 就業場所熊本県玉名市

65歳以上 (1)8時00分～17時00分
173,600円～217,000円

TEL 096-383-4111（従業員数 45人 ）

正社員以外 43010-16180131 就業場所熊本県玉名市

交替制あり
不問 (1)10時00分～18時00分

1,000円～1,500円 (2)11時00分～19時00分

TEL 096-375-7588（従業員数 6人 ）

パート労働者 43010-16280431 就業場所熊本県荒尾市

販売レジ・ピット／有明
プラザ店

株式会社　南九州イエ
ローハット

熊本県熊本市中央区本山町１４３－４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

警備係（第１期）長洲、
岱明、横島、天水

九州警備保障　株式会社 熊本県熊本市中央区帯山４丁目１８－
１１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

高齢者等の特
定年齢層の雇

用促進

警備係（第１期）長洲、
岱明、横島、天水

九州警備保障　株式会社 熊本県熊本市中央区帯山４丁目１８－
１１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

警備係（第１期）鹿央、
菊水、鹿本、植木

九州警備保障　株式会社 熊本県熊本市中央区帯山４丁目１８－
１１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

倉庫内作業／荒尾市 九州東邦　株式会社 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３丁目４番
４６号

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

倉庫内作業／荒尾市 九州東邦　株式会社 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３丁目４番
４６号

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

営業員（ルート営業）／
玉名郡和水町

小倉セメント製品工業
株式会社

福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘３丁目
１１－１０

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

調理補助／荒尾市 株式会社　ＬＥＯＣ　九
州事務所

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１番５
号　大濠公園ビル８階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

調理スタッフ／荒尾市 株式会社　ＬＥＯＣ　九
州事務所

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１番５
号　大濠公園ビル８階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

【急募】福祉用具・介護
用品の営業（経験・資格
不要）

有限会社　ひまわり 熊本県宇城市松橋町東松崎６０２番地 雇用・労災・健
康・厚生

福祉用具専門相談員

介護福祉士
雇用期間の定めなし 定年を上限

理学療法士

正看護師（病棟） 荒尾市民病院 熊本県荒尾市荒尾２６００番地 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

新造船建造スタッフ ジャパン　マリンユナイ
テッド株式会社　有明事
業所

熊本県玉名郡長洲町大字有明１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

新造船船舶設計者 ジャパン　マリンユナイ
テッド株式会社　有明事
業所

熊本県玉名郡長洲町大字有明１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

訪問看護師 医療法人洗心会　慈眼苑
訪問看護ステーション

熊本県荒尾市荒尾１９９７ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師 医療法人　玉章会　由富
医院

熊本県玉名市中１８４１－２ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

鉄骨組立工 三栄工業株式会社 熊本県荒尾市高浜字道の上　１９０３
－１７

雇用・労災・健
康・厚生

玉掛技能者

床上操作式クレーン運転
技能者雇用期間の定めなし 定年を上限

溶接工 三栄工業株式会社 熊本県荒尾市高浜字道の上　１９０３
－１７

雇用・労災・健
康・厚生

玉掛技能者

床上操作式クレーン運転
技能者雇用期間の定めなし 定年を上限

海苔製造加工 有限会社　藤村海苔 熊本県玉名市中１１２８ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

寮母（女子寮）（６０歳
以上）

学校法人　玉名白梅学園 熊本県玉名市岩崎１０６１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

高齢者等の特
定年齢層の雇

用促進

訪問介護員（登録ヘル
パー）

相談サポート　合同会社 熊本県荒尾市原万田７６２番地１ 労災 介護職員初任者研修修了
者
ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 不問

介護福祉士
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交替制あり
44歳以下 (1)8時00分～16時30分

200,000円～280,000円 (2)8時30分～17時00分

TEL 096-386-2360（従業員数 180人 ）

正社員 43010-16332131 就業場所熊本県玉名郡南関町

交替制あり
44歳以下 (1)8時00分～16時30分

176,000円～200,000円 (2)8時30分～17時00分

TEL 096-386-2360（従業員数 180人 ）

正社員 43010-16361731 就業場所熊本県玉名郡南関町

変形（1ヶ月単位）
59歳以下

220,000円～260,000円

TEL 096-349-7712（従業員数 15人 ）

正社員 43010-16501031 就業場所熊本県阿蘇市

変形（1ヶ月単位）
60歳以上 (1)8時00分～17時00分

1,062円～1,062円 (2)21時00分～6時00分

TEL 096-202-4171（従業員数 30人 ）

パート労働者 43010-16516931 就業場所熊本県熊本市北区

変形（1ヶ月単位）
60歳以上 (1)8時00分～17時00分

187,000円～187,000円 (2)21時00分～6時00分

TEL 096-202-4171（従業員数 15人 ）

正社員以外 43010-16521731 就業場所熊本県天草市

59歳以下

1,000円～2,000円

TEL 0965-46-2288（従業員数 3人 ）

パート労働者 43020- 2718131 就業場所熊本県荒尾市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

190,000円～350,000円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0965-46-2288（従業員数 3人 ）

正社員 43020- 2719031 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)6時00分～9時00分
853円～900円

TEL 0968-44-0757（従業員数 2人 ）

パート労働者 43030- 4688731 就業場所熊本県玉名郡和水町

不問 (1)16時00分～21時00分
860円～860円

TEL 0968-71-0072（従業員数 21人 ）

パート労働者 43040- 2833631 就業場所熊本県玉名市

不問 (1)16時00分～20時00分
860円～860円

TEL 0968-71-0072（従業員数 8人 ）

パート労働者 43040- 2834931 就業場所熊本県玉名市

不問 (1)12時00分～17時00分
1,000円～1,000円

TEL 0968-71-0072（従業員数 27人 ）

パート労働者 43040- 2835131 就業場所熊本県玉名市

不問 (1)17時00分～21時00分
860円～860円

TEL 0968-71-0072（従業員数 49人 ）

パート労働者 43040- 2836031 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～16時00分

860円～860円

TEL 0968-71-0072（従業員数 49人 ）

パート労働者 43040- 2837831 就業場所熊本県玉名市

不問 (1)13時00分～18時00分
860円～880円

TEL 0968-71-0072（従業員数 27人 ）

パート労働者 43040- 2838231 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～365,000円

TEL 0968-78-5540（従業員数 22人 ）

正社員 43040- 2839531 就業場所

変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

200,000円～300,000円

TEL 0968-78-5540（従業員数 22人 ）

正社員 43040- 2840331 就業場所

変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

270,000円～450,000円

TEL 0968-78-5540（従業員数 22人 ）

正社員 43040- 2841631 就業場所

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)6時30分～14時30分

860円～880円 (2)7時00分～15時00分

TEL 0968-71-0072（従業員数 23人 ）

パート労働者 43040- 2842931 就業場所熊本県玉名郡長洲町

不問 (1)13時00分～18時00分
860円～860円 (2)14時00分～19時00分

(3)16時00分～21時00分
TEL 0968-71-0072（従業員数 23人 ）

パート労働者 43040- 2843131 就業場所熊本県玉名郡長洲町

交替制あり
不問 (1)8時15分～17時15分

853円～853円 (2)8時15分～16時15分
(3)8時30分～12時30分

TEL 0968-63-1115（従業員数 500人 ）

パート労働者 43040- 2844031 就業場所

リハビリテーション技術
科の受付及び検査科の補
助業務

荒尾市民病院 熊本県荒尾市荒尾２６００番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

レジフロア部門スタッフ
（長洲店）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

鮮魚部門スタッフ（長洲
店）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

土木施工管理者 信和建設　株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字宮野７７５－
３

雇用・労災・健
康・厚生

１級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業補助スタッフ 信和建設　株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字宮野７７５－
３

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

建築施工管理者 信和建設　株式会社 熊本県玉名郡長洲町大字宮野７７５－
３

雇用・労災・健
康・厚生

１級建築施工管理技士

２級建築施工管理技士
雇用期間の定めなし 定年を上限

一級建築士

レジフロア部門スタッフ
（岩崎店）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

鮮魚部門スタッフ（伊倉
店）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

ナイトマネージャー（伊
倉店）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

鮮魚部門スタッフ（岩崎
店）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

ナイトマネージャー（天
水店）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

ナイトマネージャー（横
島店）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

建物内清掃（和水町：和
水町役場）

ビル環境熊本株式会社 熊本県山鹿市寺島１８７ー１ 労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

アイリスト［荒尾店］ 株式会社　ビーウェイ 熊本県八代市千丁町古閑出２４６１－
５

雇用・労災・健
康・厚生

美容師

雇用期間の定めなし 定年を上限

アイリスト［荒尾店］ 株式会社　ビーウェイ 熊本県八代市千丁町古閑出２４６１－
５

雇用・労災 美容師

雇用期間の定めなし 定年を上限

≪急募≫交通誘導・駐車
場警備・他（６０歳以
上）

株式会社　あおい警備保
障

熊本県熊本市南区田迎６丁目５－３６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

高齢者等の特
定年齢層の雇

用促進

≪急募≫交通誘導・駐車
場警備・他（６０歳以
上・日給）

株式会社　あおい警備保
障

熊本県熊本市南区田迎６丁目５－３６ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

高齢者等の特
定年齢層の雇

用促進

理学療法士・作業療法士
／阿蘇・人吉球磨・八
代・玉名

株式会社　くまもと健康
支援研究所

熊本県熊本市東区御領６丁目８－２０ 雇用・労災・健
康・厚生

理学療法士

作業療法士
雇用期間の定めなし 定年を上限

半導体製造装置に関する
電気周辺作業（実務経験
不要）

株式会社テクノクリエイ
ティブ

熊本県熊本市中央区神水２丁目９－１
ＴＥＣＨＮＯ－ＣＲＥＡＴＩＶＥビル

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

＜国内外出張あり＞半導
体製造装置の現地据付・
納品業務

株式会社テクノクリエイ
ティブ

熊本県熊本市中央区神水２丁目９－１
ＴＥＣＨＮＯ－ＣＲＥＡＴＩＶＥビル

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

10 / 26 ページ



ハローワークのシステムの都合上、休日・雇用期間・就業時間が反映されない場合があります。ご了承ください。
年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名・求人番号 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～16時00分

860円～880円

TEL 0968-71-0072（従業員数 23人 ）

パート労働者 43040- 2845831 就業場所熊本県玉名郡長洲町

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

185,000円～365,000円

TEL 0968-34-4321（従業員数 8人 ）

正社員 43040- 2846231 就業場所

交替制あり
18歳～64歳 (1)8時00分～15時40分

158,356円～158,356円 (2)15時30分～23時00分

TEL 0968-66-0100（従業員数 34人 ）

正社員 43040- 2849731 就業場所

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～16時00分

860円～880円

TEL 0968-71-0072（従業員数 21人 ）

パート労働者 43040- 2850931 就業場所熊本県荒尾市

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

147,399円～157,248円

TEL 0968-57-2156（従業員数 33人 ）

正社員 43040- 2851131 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～13時00分

1,200円～1,200円

TEL 0968-63-1166（従業員数 9人 ）

パート労働者 43040- 2852031 就業場所熊本県荒尾市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

150,000円～250,000円

TEL 0968-53-2817（従業員数 97人 ）

正社員 43040- 2853831 就業場所 給付

64歳以下 (1)9時00分～16時00分
900円～980円 (2)10時00分～17時00分

TEL 0968-57-1220（従業員数 75人 ）

パート労働者 43040- 2855531 就業場所

45歳以下 (1)9時15分～16時45分
158,356円～158,356円

TEL 0968-66-0100（従業員数 34人 ）

正社員 43040- 2856431 就業場所

64歳以下 (1)9時00分～12時00分
1,000円～1,300円 (2)13時00分～16時00分

(3)14時00分～17時00分
TEL 0968-57-1220（従業員数 75人 ）

パート労働者 43040- 2858331 就業場所

64歳以下 (1)9時15分～17時15分
1,200円～1,500円

TEL 0968-66-0100（従業員数 34人 ）

パート労働者 43040- 2859631 就業場所

不問 (1)8時30分～10時30分
870円～950円 (2)15時30分～17時30分

TEL 0968-57-1220（従業員数 75人 ）

パート労働者 43040- 2860031 就業場所

40歳以下 (1)8時00分～17時00分
168,000円～252,000円

TEL 0968-76-3524（従業員数 6人 ）

正社員 43040- 2862231 就業場所

不問 (1)7時00分～12時00分
860円～860円 (2)12時00分～17時00分

TEL 0968-71-0072（従業員数 10人 ）

パート労働者 43040- 2868931 就業場所熊本県玉名郡長洲町

59歳以下 (1)7時45分～13時45分
165,000円～200,000円

TEL 0968-86-6001（従業員数 4人 ）

正社員 43040- 2869131 就業場所

不問 (1)8時00分～13時00分
860円～860円 (2)12時00分～18時00分

TEL 0968-71-0072（従業員数 37人 ）

パート労働者 43040- 2872531 就業場所熊本県玉名郡玉東町

不問 (1)8時00分～12時00分
860円～860円

TEL 0968-71-0072（従業員数 37人 ）

パート労働者 43040- 2873431 就業場所熊本県玉名郡玉東町

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

184,402円～209,736円

TEL 0968-66-1855（従業員数 26人 ）

正社員 43040- 2875331 就業場所熊本県荒尾市

変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)7時30分～17時00分

146,200円～146,200円 (2)5時30分～15時00分
(3)9時30分～19時00分

TEL 0968-62-1138（従業員数 210人 ）

正社員 43040- 2877931 就業場所

変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)7時30分～17時00分

146,800円～146,800円 (2)5時30分～15時00分
(3)9時30分～19時00分

TEL 0968-62-1138（従業員数 210人 ）

正社員 43040- 2878131 就業場所

調理師 医療法人　有働会　有働
病院

熊本県荒尾市万田４７５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理補助者 医療法人　有働会　有働
病院

熊本県荒尾市万田４７５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（介護福祉士）
（ケアハウス）

社会福祉法人　博愛福祉
会

熊本県荒尾市下井手１１９９－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

青果部門スタッフ（玉東
店）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

レジフロア部門スタッフ
（玉東店）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

看護師 和水クリニック　毛利
友彦

熊本県玉名郡和水町原口７２９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

惣菜部門スタッフ（六栄
店）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

船のエンジン整備、修理
工

有限会社　松尾鉄工所 熊本県玉名市滑石２２４７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形成

運転手　２－３時間アル
バイト勤務

社会福祉法人　熊本東翔
会　総合ケアセンター
たいめい苑

熊本県玉名市岱明町大字古閑３８８ 労災 介護職員初任者研修修了
者
介護職員実務者研修修了
者雇用期間の定めなし 不問

ホールスタッフ 株式会社　ベルエア 熊本県荒尾市本井手１５１８ー１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホームヘルパー（パート
タイム）

社会福祉法人　熊本東翔
会　総合ケアセンター
たいめい苑

熊本県玉名市岱明町大字古閑３８８ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職員初任者研修修了
者
介護職員実務者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士

事務スタッフ 株式会社　ベルエア 熊本県荒尾市本井手１５１８ー１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

介護職員（ケアワー
カー）＊６時間勤務

社会福祉法人　熊本東翔
会　総合ケアセンター
たいめい苑

熊本県玉名市岱明町大字古閑３８８ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職員初任者研修修了
者
介護職員実務者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士

製造業務スタッフ 株式会社　小林製作所
熊本工場

熊本県玉名郡南関町大字豊永５０００
番地

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務員（常務秘書） 有限会社　不知火商会 熊本県荒尾市荒尾１４３６ 労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

軽作業員 岱陽　株式会社 熊本県玉名市岱明町上１番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

精肉部門スタッフ（八幡
台店）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

駐車場警備員 株式会社　ベルエア 熊本県荒尾市本井手１５１８ー１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

現場管理及び配管工 日東システムズ　株式会
社

熊本県玉名郡和水町大字岩３８９２番
地

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 不問

レジフロア部門スタッフ
（長洲店）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問
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ハローワークのシステムの都合上、休日・雇用期間・就業時間が反映されない場合があります。ご了承ください。
年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名・求人番号 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

147,000円～147,000円 (2)16時30分～8時30分

TEL 0968-62-1138（従業員数 210人 ）

正社員 43040- 2879031 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

188,700円～188,700円 (2)9時30分～19時00分
(3)16時30分～8時30分

TEL 0968-62-1138（従業員数 210人 ）

正社員 43040- 2880531 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

163,400円～163,400円 (2)9時30分～19時00分
(3)16時30分～8時30分

TEL 0968-62-1138（従業員数 210人 ）

正社員 43040- 2881431 就業場所

不問 (1)8時00分～13時00分
860円～860円

TEL 0968-71-0072（従業員数 30人 ）

パート労働者 43040- 2882731 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)6時00分～15時00分

166,000円～216,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

TEL 0968-66-8872（従業員数 12人 ）

正社員 43040- 2883331 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時45分～17時30分

170,000円～170,000円

TEL 0968-74-4156（従業員数 21人 ）

正社員 43040- 2885931 就業場所

60歳～64歳 (1)8時00分～17時30分
866円～866円

TEL 0968-74-4156（従業員数 21人 ）

パート労働者 43040- 2886131 就業場所

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

228,000円～300,000円

TEL 0968-62-1495（従業員数 22人 ）

正社員 43040- 2889231 就業場所熊本県荒尾市

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

240,000円～324,000円

TEL 0968-62-1495（従業員数 22人 ）

正社員 43040- 2890731 就業場所熊本県荒尾市

変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

189,800円～259,100円

TEL 0968-62-2221（従業員数 27人 ）

正社員 43040- 2891331 就業場所

64歳以下 (1)8時00分～17時30分
210,000円～252,000円

TEL 0977-72-7181（従業員数 1人 ）

正社員 44020- 3943131 就業場所熊本県玉名郡南関町

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～17時30分

950円～950円

TEL 048-781-2310（従業員数 23人 ）

パート労働者 11030-14471831 就業場所熊本県玉名郡玉東町

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～17時00分

930円～930円 (2)10時00分～18時00分

TEL 03-4400-7362（従業員数 5人 ）

パート労働者 13040-60828631 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)8時00分～17時00分
178,080円～392,200円

TEL 0898-43-5057（従業員数 5人 ）

正社員 38020- 3454831 就業場所熊本県玉名郡長洲町

不問 (1)12時45分～17時00分
880円～880円

TEL 0944-41-7010（従業員数 1,417人 ）

パート労働者 40030- 4297631 就業場所熊本県玉名市

不問 (1)16時45分～19時45分
880円～880円

TEL 0944-41-7010（従業員数 1,417人 ）

パート労働者 40030- 4298931 就業場所熊本県玉名市

不問 (1)16時45分～19時45分
880円～880円

TEL 0944-41-7010（従業員数 1,417人 ）

パート労働者 40030- 4303931 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)13時00分～17時15分
880円～880円

TEL 0944-41-7010（従業員数 1,417人 ）

パート労働者 40030- 4304131 就業場所熊本県荒尾市

不問

880円～880円

TEL 092-622-2033（従業員数 3人 ）

パート労働者 40120-11734731 就業場所熊本県玉名市

交替制あり
不問 (1)6時30分～12時00分

920円～950円 (2)14時00分～19時00分

TEL 092-892-1555（従業員数 5人 ）

パート労働者 40190- 3714731 就業場所熊本県荒尾市

調理員／荒尾市・ショー
ト

株式会社　パワフルライ
フ

福岡県福岡市西区福重３丁目３３ー１
益田ビル３階

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

雑貨・洋服販売スタッフ
（地球文化屋　玉名店）

ＺＡＫＡＮＡＫＡ　株式
会社

福岡県福岡市東区多の津２丁目６－３ 労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

レジ担当（コメリ荒尾庄
山店）〈アルバイト〉

株式会社コメリ　九州ス
トアサポートセンター

福岡県大牟田市四箇新町１丁目９番
大牟田テクノパーク内

労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

レジ担当（コメリ荒尾庄
山店）〈夕方アルバイ
ト〉

株式会社コメリ　九州ス
トアサポートセンター

福岡県大牟田市四箇新町１丁目９番
大牟田テクノパーク内

労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

レジ担当（コメリ天水
店）〈夕方アルバイト〉

株式会社コメリ　九州ス
トアサポートセンター

福岡県大牟田市四箇新町１丁目９番
大牟田テクノパーク内

労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

レジ担当（コメリ天水
店）〈アルバイト〉

株式会社コメリ　九州ス
トアサポートセンター

福岡県大牟田市四箇新町１丁目９番
大牟田テクノパーク内

労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

船舶塗装に関する現場管
理者　（熊本）／見習い
可

エムケ－エス　有限会社 愛媛県今治市波方町小部甲９１４－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

パート事務／タマホーム
グリーンランド営業所

タマホーム　株式会社 東京都港区高輪　３－２２－９
　タマホーム本社ビル

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

（障）一般事務業務［熊
本県玉名郡玉東町／玉名
ＣＣ］

ＵＤトラックス　株式会
社

埼玉県上尾市大字壱丁目１番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

陸上機器メンテナンス
（遊具）

株式会社　ＯＳＲ　大分
船舶

大分県速見郡日出町川崎３４２６－３ 雇用・労災・健
康・厚生

溶接技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限

灯油配達・廃材処理作業
員

株式会社　黒崎商会 熊本県荒尾市原万田２１３－１７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

足場鳶工及び見習 株式会社　加来建設 熊本県荒尾市原万田５４１－６ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

土木管理技術者及び土木
作業員

株式会社　加来建設 熊本県荒尾市原万田５４１－６ 雇用・労災・健
康・厚生

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

２トン・４トン運転手及
び選別作業員

有限会社　陶山興産 熊本県玉名市伊倉北方２４１４ 雇用・労災 ８トン限定中型自動車免
許
準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 高齢者等の特
定年齢層の雇

用促進

作業員 有限会社　陶山興産 熊本県玉名市伊倉北方２４１４ 雇用・労災・健
康・厚生

８トン限定中型自動車免
許
準中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員【有資格者】
（岱明の里３番館）

株式会社　黎明　デイ
サービスセンター岱明の
里・有料老人ホーム
岱明の里１番館・有料老
人ホーム岱明の里３番館

熊本県玉名市岱明町高道１０６７番地 雇用・労災・健
康・厚生

介護職員初任者研修修了
者
ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある
介護福祉士

レジフロア部門スタッフ
（築地店）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

准看護師 医療法人　有働会　有働
病院

熊本県荒尾市万田４７５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

准看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

看護師 医療法人　有働会　有働
病院

熊本県荒尾市万田４７５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

看護補助者 医療法人　有働会　有働
病院

熊本県荒尾市万田４７５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある
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ハローワークのシステムの都合上、休日・雇用期間・就業時間が反映されない場合があります。ご了承ください。
年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名・求人番号 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

交替制あり
不問 (1)8時30分～16時45分

1,254円～1,254円 (2)13時00分～21時15分

TEL 0957-54-4111（従業員数 10人 ）

パート労働者 42040- 2591431 就業場所熊本県玉名郡長洲町

65歳以上 (1)8時00分～17時00分
173,600円～217,000円

TEL 096-383-4111（従業員数 45人 ）

正社員以外 43010-15914231 就業場所熊本県荒尾市

交替制あり
不問 (1)8時00分～16時30分

176,000円～200,000円 (2)8時30分～17時00分

TEL 096-386-2360（従業員数 180人 ）

正社員 43010-15991731 就業場所熊本県玉名郡南関町

65歳以上 (1)8時00分～17時00分
173,600円～217,000円

TEL 096-383-4111（従業員数 45人 ）

正社員以外 43010-15997831 就業場所熊本県玉名市

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分
173,600円～217,000円

TEL 096-383-4111（従業員数 50人 ）

正社員 43010-16040331 就業場所熊本県山鹿市

交替制あり
不問

1,152円～1,352円

TEL 096-322-3227（従業員数 32人 ）

パート労働者 43010-16061831 就業場所熊本県玉名市

不問

853円～853円

TEL 096-322-3227（従業員数 16人 ）

パート労働者 43010-16068931 就業場所熊本県荒尾市

交替制あり
不問

1,152円～1,352円

TEL 096-322-3227（従業員数 17人 ）

パート労働者 43010-16075331 就業場所熊本県荒尾市

交替制あり
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

224,200円～244,200円

TEL 096-322-3227（従業員数 16人 ）

正社員 43010-16079031 就業場所熊本県荒尾市

不問

1,152円～1,352円

TEL 096-322-3227（従業員数 6人 ）

パート労働者 43010-16087031 就業場所熊本県玉名市

不問

1,152円～1,352円

TEL 096-322-3227（従業員数 7人 ）

パート労働者 43010-16088831 就業場所熊本県玉名郡長洲町

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)12時00分～21時00分

184,500円～250,500円 (2)15時00分～0時00分

TEL 0968-23-6550（従業員数 100人 ）

正社員 43030- 4611731 就業場所熊本県玉名市 拠出
変形（1ヶ月単位）

65歳以下 (1)8時50分～17時30分
192,500円～222,000円 (2)10時50分～19時30分

(3)16時30分～10時30分
TEL 0968-82-4488（従業員数 15人 ）

正社員 43040- 2775531 就業場所

変形（1年単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

170,000円～260,000円

TEL 0968-68-1318（従業員数 18人 ）

正社員 43040- 2776431 就業場所

不問 (1)8時30分～17時00分
1,000円～1,100円

TEL 0968-64-7480（従業員数 12人 ）

パート労働者 43040- 2777731 就業場所

変形（1年単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

185,000円～320,000円

TEL 0968-64-1473（従業員数 7人 ）

正社員 43040- 2778331 就業場所

64歳以下 (1)8時30分～13時00分
853円～950円 (2)13時30分～18時30分

TEL 0968-74-2466（従業員数 34人 ）

パート労働者 43040- 2779631 就業場所熊本県玉名市

64歳以下 (1)8時30分～13時00分
1,000円～1,050円 (2)13時00分～17時30分

TEL 0968-74-2466（従業員数 34人 ）

パート労働者 43040- 2780031 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時00分

156,750円～199,650円 (2)16時30分～0時30分
(3)0時00分～9時00分

TEL 0968-73-4165（従業員数 87人 ）

正社員 43040- 2781831 就業場所 拠出
変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時30分～17時00分
141,750円～184,650円 (2)16時30分～0時30分

(3)0時00分～9時00分
TEL 0968-73-4165（従業員数 87人 ）

正社員 43040- 2782231 就業場所 拠出

介護職員（介護老人保健
施設）

医療法人　信和会　介護
老人保健施設　樹心台

熊本県玉名市伊倉北方２７２―３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

介護福祉士（介護老人保
健施設）

医療法人　信和会　介護
老人保健施設　樹心台

熊本県玉名市伊倉北方２７２―３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

訪問介護職員 株式会社　一久 熊本県玉名市繁根木１３番地 労災 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士

介護補助及び雑務 株式会社　一久 熊本県玉名市繁根木１３番地 労災 ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

電工及び電工見習い 株式会社　高尾電気工業 熊本県荒尾市荒尾１６１９ 雇用・労災・健
康・厚生

第二種電気工事士

雇用期間の定めなし キャリア形成

看護職員（デイサービ
ス）

有限会社　とよふくケア
サービス

熊本県荒尾市宮内９７８－４ 雇用・労災 看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 不問

精密機械オペレーター 株式会社　不二宮製作所 熊本県荒尾市高浜字前１８２５－５０
（荒尾鉄工団地内）

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

正・准看護師 医療法人社団　幸義会
小田整形外科医院

熊本県玉名市天水町大字小天７１９８
番地

雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

一般社員（店長候補）
【荒尾・玉名地区】

株式会社ジョイフル西九
州　菊池事務所

熊本県菊池市袈裟尾４４５－４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

介護ヘルパー（ニチイケ
アセンター長洲）

株式会社　ニチイ学館
熊本支店

熊本県熊本市中央区花畑町１－７　Ｍ
Ｙ熊本ビル５Ｆ

労災 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり*（４ヶ

月以上）
不問

介護ヘルパー（ニチイケ
アセンター玉名駅前）

株式会社　ニチイ学館
熊本支店

熊本県熊本市中央区花畑町１－７　Ｍ
Ｙ熊本ビル５Ｆ

労災 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり*（４ヶ

月以上）
不問

サービス提供責任者（ニ
チイケアセンター荒尾宮
内）

株式会社　ニチイ学館
熊本支店

熊本県熊本市中央区花畑町１－７　Ｍ
Ｙ熊本ビル５Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

ホームヘルパー１級
雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員実務者研修修了
者

介護ヘルパー（ニチイケ
アセンター荒尾宮内）

株式会社　ニチイ学館
熊本支店

熊本県熊本市中央区花畑町１－７　Ｍ
Ｙ熊本ビル５Ｆ

労災 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり*（４ヶ

月以上）
不問

一般事務（ニチイケアセ
ンター荒尾宮内）

株式会社　ニチイ学館
熊本支店

熊本県熊本市中央区花畑町１－７　Ｍ
Ｙ熊本ビル５Ｆ

雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

介護ヘルパー（ニチイケ
アセンター玉名）

株式会社　ニチイ学館
熊本支店

熊本県熊本市中央区花畑町１－７　Ｍ
Ｙ熊本ビル５Ｆ

労災 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり*（４ヶ

月以上）
不問

電柱工事における「迂回
案内業務」／山鹿市・三
加和地区

九州警備保障　株式会社 熊本県熊本市中央区帯山４丁目１８－
１１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

［警備係］玉名、玉東、
和水

九州警備保障　株式会社 熊本県熊本市中央区帯山４丁目１８－
１１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

高齢者等の特
定年齢層の雇

用促進

事務／年間休日１３０日 株式会社テクノクリエイ
ティブ

熊本県熊本市中央区神水２丁目９－１
ＴＥＣＨＮＯ－ＣＲＥＡＴＩＶＥビル

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

警備係（第１期）荒尾、
三加和、南関、大牟田

九州警備保障　株式会社 熊本県熊本市中央区帯山４丁目１８－
１１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

高齢者等の特
定年齢層の雇

用促進

ボートレースチケット
ショップ長洲開催補助ス
タッフ

大村市モーターボート競
走事業

長崎県大村市玖島１丁目　１５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問
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交替制あり
不問

900円～950円

TEL 0968-73-4096（従業員数 39人 ）

パート労働者 43040- 2783531 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時00分

169,750円～212,650円 (2)16時30分～0時30分
(3)0時00分～9時00分

TEL 0968-73-4165（従業員数 87人 ）

正社員 43040- 2784431 就業場所 拠出
変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)8時30分～17時00分
212,050円～254,950円 (2)16時30分～0時30分

(3)0時00分～9時00分
TEL 0968-73-4165（従業員数 87人 ）

正社員 43040- 2785731 就業場所 拠出
交替制あり

不問

900円～950円

TEL 0968-73-4096（従業員数 39人 ）

パート労働者 43040- 2786331 就業場所熊本県玉名市

不問 (1)7時30分～9時30分
900円～900円 (2)15時45分～17時45分

TEL 0968-68-8100（従業員数 86人 ）

パート労働者 43040- 2787631 就業場所

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

212,050円～254,950円

TEL 0968-73-4165（従業員数 87人 ）

正社員 43040- 2788931 就業場所 拠出
変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
300,000円～300,000円 (2)9時00分～13時00分

TEL 0968-71-0072（従業員数 20人 ）

正社員 43040- 2789131 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)16時30分～8時30分

1,200円～1,300円

TEL 0968-74-2466（従業員数 18人 ）

パート労働者 43040- 2790831 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時15分～17時15分

157,500円～215,100円 (2)12時30分～21時30分
(3)17時30分～21時30分

TEL 0968-57-5105（従業員数 55人 ）

正社員 43040- 2792531 就業場所

不問 (1)9時00分～12時00分
1,000円～1,000円 (2)12時30分～15時30分

(3)18時30分～21時30分
TEL 0968-57-5105（従業員数 55人 ）

パート労働者 43040- 2793431 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)16時30分～9時30分

146,616円～161,240円

TEL 0968-57-5105（従業員数 55人 ）

正社員以外 43040- 2794731 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時30分

207,500円～233,125円 (2)10時00分～19時00分
(3)17時00分～9時00分

TEL 0968-62-0525（従業員数 171人 ）

正社員 43040- 2795331 就業場所

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)6時30分～15時30分

167,000円～172,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

TEL 0968-57-8778（従業員数 17人 ）

正社員 43040- 2796631 就業場所

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

199,500円～225,125円 (2)8時30分～12時30分
(3)9時15分～18時15分

TEL 0968-62-0525（従業員数 171人 ）

正社員 43040- 2797931 就業場所

不問

900円～1,000円

TEL 0968-57-8778（従業員数 17人 ）

パート労働者 43040- 2799031 就業場所

不問 (1)16時00分～20時00分
860円～860円 (2)17時00分～20時00分

TEL 0968-71-0072（従業員数 8人 ）

パート労働者 43040- 2800631 就業場所熊本県玉名市

40歳以下 (1)8時00分～17時30分
150,000円～300,000円

TEL 0968-53-8232（従業員数 4人 ）

正社員 43040- 2801931 就業場所

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)6時30分～15時30分

178,148円～184,402円 (2)7時00分～16時00分
(3)8時30分～17時30分

TEL 0968-66-1855（従業員数 26人 ）

正社員 43040- 2805231 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)16時00分～21時00分
860円～860円

TEL 0968-71-0072（従業員数 21人 ）

パート労働者 43040- 2806531 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時10分～16時10分

184,402円～209,736円 (2)7時40分～16時40分
(3)8時30分～17時30分

TEL 0968-66-1855（従業員数 12人 ）

正社員 43040- 2808731 就業場所熊本県荒尾市

介護職員（在宅訪問・施
設内訪問）

社会福祉法人　博愛福祉
会

熊本県荒尾市下井手１１９９－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 定年を上限

レジフロア部門スタッフ
（横島店）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

介護職員（ケアハウス） 社会福祉法人　博愛福祉
会

熊本県荒尾市下井手１１９９－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

営業員 有限会社　稲葉製材住宅 熊本県玉名郡南関町大字上坂下１０８
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし キャリア形成

レジフロア部門スタッフ
（天水店）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

データ入力事務 有限会社あっとホーム
セカンドビレッジ

熊本県玉名市伊倉北方字明神ノ元２６
番地１

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

正看護師 医療法人杏林会　新生翠
病院

熊本県荒尾市増永２６２０番地 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護スタッフ（交替制） 有限会社あっとホーム
セカンドビレッジ

熊本県玉名市伊倉北方字明神ノ元２６
番地１

雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めなし 不問

介護職員初任者研修修了
者

正看護師 医療法人杏林会　新生翠
病院

熊本県荒尾市増永２６２０番地 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

介護職員（夜間専任） 社会福祉法人　創友会
介護老人保健施設　幸

熊本県玉名市岱明町鍋１８３１番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

介護職員（日中または夜
間入浴）

社会福祉法人　創友会
介護老人保健施設　幸

熊本県玉名市岱明町鍋１８３１番地 労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

介護職員 社会福祉法人　創友会
介護老人保健施設　幸

熊本県玉名市岱明町鍋１８３１番地 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

介護職員（夜勤業務） 株式会社　一久 熊本県玉名市繁根木１３番地 雇用・労災 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 法令の規定に

より年齢制限
がある

総務部職員（管理職候
補）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

理学療法士 医療法人　信和会　介護
老人保健施設　樹心台

熊本県玉名市伊倉北方２７２―３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

理学療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

運転手（送迎） 社会福祉法人　恵伸会
特別養護老人ホーム　オ
レンジヒル小岱

熊本県荒尾市大字樺２５１６ 雇用・労災 大型自動車免許

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

調理員又は調理師 学校法人熊本ルーテル学
園　認定こども園　玉名
ルーテル幼稚園

熊本県玉名市繁根木１０－２ 雇用・労災・健
康・厚生

調理師

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

看護師 医療法人　信和会　介護
老人保健施設　樹心台

熊本県玉名市伊倉北方２７２―３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

准看護師 医療法人　信和会　介護
老人保健施設　樹心台

熊本県玉名市伊倉北方２７２―３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

准看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

保育補助員 学校法人熊本ルーテル学
園　認定こども園　玉名
ルーテル幼稚園

熊本県玉名市繁根木１０－２ 雇用・労災・健
康・厚生

幼稚園教諭免許（専修・
１種・２種）
保育士

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問
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変形（1ヶ月単位）
不問

1,210円～1,720円

TEL 0968-57-8778（従業員数 14人 ）

パート労働者 43040- 2809331 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時50分

153,500円～188,800円 (2)7時00分～15時50分

TEL 0968-85-3131（従業員数 117人 ）

正社員 43040- 2811031 就業場所 給付
変形（1ヶ月単位）

不問

172,000円～207,000円

TEL 0968-57-8778（従業員数 14人 ）

正社員 43040- 2813231 就業場所

不問 (1)12時30分～13時30分
900円～900円 (2)7時45分～8時45分

(3)18時00分～19時00分
TEL 0968-57-2811（従業員数 9人 ）

パート労働者 43040- 2814531 就業場所

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

176,000円～209,000円

TEL 0968-57-8778（従業員数 14人 ）

正社員 43040- 2815431 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

179,200円～336,000円

TEL 0968-57-7860（従業員数 24人 ）

正社員 43040- 2816731 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時15分～8時30分

853円～853円 (2)8時30分～17時15分

TEL 0968-63-1115（従業員数 500人 ）

パート労働者 43040- 2817331 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

170,000円～220,000円

TEL 0968-53-5220（従業員数 55人 ）

正社員 43040- 2819931 就業場所

変形（1ヶ月単位）
60歳以上 (1)7時00分～16時00分

174,332円～174,332円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

TEL 0968-66-1855（従業員数 140人 ）

正社員以外 43040- 2820231 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)8時30分～13時00分
880円～900円 (2)13時30分～16時30分

TEL 0968-86-4153（従業員数 10人 ）

パート労働者 43040- 2821531 就業場所熊本県玉名郡和水町

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

155,000円～175,000円 (2)9時00分～13時00分

TEL 0968-63-1166（従業員数 9人 ）

正社員 43040- 2823731 就業場所熊本県荒尾市

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時30分～8時00分

853円～853円

TEL 0968-57-9231（従業員数 13人 ）

パート労働者 43040- 2824331 就業場所

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)6時00分～15時00分

167,000円～172,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

TEL 0968-57-9231（従業員数 10人 ）

正社員 43040- 2825631 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

173,000円～180,000円

TEL 0968-57-9231（従業員数 13人 ）

正社員 43040- 2826931 就業場所

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

180,000円～195,000円

TEL 0968-57-9231（従業員数 13人 ）

正社員 43040- 2827131 就業場所

不問 (1)9時00分～16時00分
880円～900円

TEL 0968-57-7977（従業員数 5人 ）

パート労働者 43040- 2828031 就業場所

不問 (1)9時00分～16時10分
1,000円～1,050円

TEL 0968-57-9231（従業員数 13人 ）

パート労働者 43040- 2829831 就業場所

不問

870円～950円

TEL 0968-57-9231（従業員数 13人 ）

パート労働者 43040- 2830431 就業場所

不問 (1)14時30分～18時30分
900円～1,000円 (2)9時00分～12時30分

TEL 0968-62-6200（従業員数 14人 ）

パート労働者 43040- 2831731 就業場所

不問 (1)8時30分～16時30分
1,107円～1,177円

TEL 0968-63-1115（従業員数 500人 ）

パート労働者 43040- 2832331 就業場所

正・准看護師（外来） 荒尾市民病院 熊本県荒尾市荒尾２６００番地 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

リハビリ助手 医療法人吉水会　吉田整
形外科クリニック

熊本県荒尾市牛水６７０－６ 労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

介護スタッフ 有限会社あっとホーム
しもだ介護サービス玉名

熊本県玉名市伊倉北方３４９－２ 雇用・労災 介護福祉士

ホームヘルパー２級
雇用期間の定めなし 不問

介護職員初任者研修修了
者

正・准看護師 有限会社あっとホーム
しもだ介護サービス玉名

熊本県玉名市伊倉北方３４９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 不問

介護士 合同会社　向日葵　デイ
サポートひまわり

熊本県玉名郡南関町大字上坂下３０－
１

労災

雇用期間の定めなし 不問

正・准看護師スタッフ
（正社員）

有限会社あっとホーム
しもだ介護サービス玉名

熊本県玉名市伊倉北方３４９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 不問

デイサービス介護スタッ
フ

有限会社あっとホーム
しもだ介護サービス玉名

熊本県玉名市伊倉北方３４９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

介護職員実務者研修修了
者雇用期間の定めなし 不問

介護職員基礎研修修了者

施設スタッフ（サービス
付高齢者向け住宅）

有限会社あっとホーム
しもだ介護サービス玉名

熊本県玉名市伊倉北方３４９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職員初任者研修修了
者

雇用期間の定めなし 不問

宿直スタッフ 有限会社あっとホーム
しもだ介護サービス玉名

熊本県玉名市伊倉北方３４９－２ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

受付及び医療事務員 有限会社　不知火商会 熊本県荒尾市荒尾１４３６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員 株式会社　池鶴 熊本県玉名郡和水町江田４３４８ 労災 介護福祉士

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

介護職員（ケアハウス）
（６０歳以上）

社会福祉法人　博愛福祉
会

熊本県荒尾市下井手１１９９－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 高齢者等の特
定年齢層の雇

用促進

機械オペレーター 株式会社　モロフジケミ
カル

熊本県玉名郡南関町大字関外目８１１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

病院宿日直員【守衛業
務】

荒尾市民病院 熊本県荒尾市荒尾２６００番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

鉄骨組立・溶接、アン
カー組立・取付、ＣＡＤ
オペレーター

有限会社　弓揮工業 熊本県玉名郡和水町竈門１９４０－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護支援専門員 有限会社あっとホーム 熊本県玉名市伊倉北方明神ノ元２６－
１

雇用・労災・健
康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし 不問

清掃員 医療法人福寿会　福本内
科医院

熊本県玉名市岱明町鍋８３４ 労災

雇用期間の定めなし 不問

サービス提供責任者 有限会社あっとホーム 熊本県玉名市伊倉北方明神ノ元２６－
１

雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

介護職員実務者研修修了
者雇用期間の定めなし 不問

製造総合職 九州オルガン針　株式会
社

熊本県玉名郡玉東町大字稲佐２８８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホームヘルパー 有限会社あっとホーム 熊本県玉名市伊倉北方明神ノ元２６－
１

雇用・労災 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めなし 不問
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交替制あり
不問

1,000円～1,000円

TEL 099-263-5851（従業員数 16人 ）

パート労働者 46010-17101631 就業場所熊本県玉名市

交替制あり
不問

1,000円～1,000円

TEL 099-263-5851（従業員数 16人 ）

パート労働者 46010-17115531 就業場所熊本県玉名市

交替制あり
不問

1,000円～1,000円

TEL 099-263-5851（従業員数 33人 ）

パート労働者 46010-17209131 就業場所熊本県荒尾市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時30分

160,000円～160,000円

TEL 0944-56-1561（従業員数 21人 ）

正社員 40030- 4140731 就業場所熊本県荒尾市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時30分

190,000円～200,000円

TEL 0944-56-1561（従業員数 21人 ）

正社員 40030- 4143931 就業場所熊本県荒尾市

変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～16時30分

172,500円～195,500円

TEL 0944-56-1561（従業員数 21人 ）

正社員以外 40030- 4144131 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)7時00分～12時00分
900円～900円

TEL 092-586-9072（従業員数 5人 ）

パート労働者 40180- 8164031 就業場所熊本県荒尾市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

160,000円～200,000円

TEL 0957-37-6177（従業員数 9人 ）

正社員 42030- 4086431 就業場所熊本県玉名市

不問 (1)9時00分～18時00分
180,000円～200,000円

TEL 096-366-3770（従業員数 3人 ）

正社員以外 43010-15522631 就業場所熊本県玉名郡玉東町

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

180,000円～300,000円

TEL 096-354-0111（従業員数 9人 ）

正社員 43010-15549931 就業場所熊本県玉名市 拠出
交替制あり

不問 (1)8時00分～14時00分
860円～860円 (2)14時00分～20時00分

TEL 096-388-7171（従業員数 9人 ）

パート労働者 43010-15778831 就業場所熊本県玉名市

65歳以上 (1)8時00分～17時00分
173,600円～217,000円

TEL 096-383-4111（従業員数 45人 ）

正社員以外 43010-15790631 就業場所熊本県山鹿市

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時30分～16時30分

187,880円～222,040円 (2)16時00分～0時00分

TEL 096-381-2121（従業員数 32人 ）

正社員以外 43010-15792131 就業場所熊本県玉名市

65歳以上 (1)8時00分～17時00分
173,600円～217,000円

TEL 096-383-4111（従業員数 45人 ）

正社員以外 43010-15800231 就業場所熊本県玉名市

65歳以上 (1)8時00分～17時00分
173,600円～217,000円

TEL 096-383-4111（従業員数 0人 ）

正社員以外 43010-15829731 就業場所熊本県山鹿市

不問 (1)9時00分～16時00分
1,000円～1,000円

TEL 096-285-9258（従業員数 3人 ）

パート労働者 43030- 4566631 就業場所熊本県玉名市

変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

189,800円～259,100円

TEL 0968-62-2221（従業員数 27人 ）

正社員 43040- 2723031 就業場所

64歳以下 (1)8時30分～17時30分
216,500円～290,500円

TEL 0968-73-1000（従業員数 7人 ）

正社員 43040- 2724831 就業場所

不問 (1)8時30分～16時30分
1,000円～1,100円 (2)9時00分～13時00分

TEL 0968-73-1000（従業員数 7人 ）

パート労働者 43040- 2725231 就業場所

変形（1年単位）
45歳以下 (1)8時00分～17時00分

189,800円～259,100円

TEL 0968-62-2221（従業員数 27人 ）

正社員 43040- 2726531 就業場所

リフォーム配管・ガス工
事

株式会社　黒崎商会 熊本県荒尾市原万田２１３－１７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

介護福祉士 株式会社　ビハーラ 熊本県玉名市岩崎５９２番地 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

介護福祉士 株式会社　ビハーラ 熊本県玉名市岩崎５９２番地 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木工事・上下水道工事
作業員

株式会社　黒崎商会 熊本県荒尾市原万田２１３－１７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

塗装前処理作業 三浦塗装　株式会社 熊本県熊本市北区植木町広住１１７９
－３

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

警備係（第１期）鹿央、
菊水、鹿本、植木

九州警備保障　株式会社 熊本県熊本市中央区帯山４丁目１８－
１１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

高齢者等の特
定年齢層の雇

用促進

警備係（第１期）長洲、
岱明、横島、天水

九州警備保障　株式会社 熊本県熊本市中央区帯山４丁目１８－
１１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

高齢者等の特
定年齢層の雇

用促進

ホールスタッフ／コア２
１玉名店

株式会社　二十一世紀グ
ループ

熊本県熊本市中央区水前寺５丁目１７
－６

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

［警備係］山鹿、三加
和、菊鹿、鹿北

九州警備保障　株式会社 熊本県熊本市中央区帯山４丁目１８－
１１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

高齢者等の特
定年齢層の雇

用促進

洗車・配回送業務／玉名
店

株式会社　トヨタレンタ
リース熊本

熊本県熊本市東区御領２丁目２７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

営業職（玉名営業所） 出田実業　株式会社 熊本県熊本市中央区河原町１１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

管理事務、軽食喫茶、直
売所／玉東町

九州綜合サービス　株式
会社

熊本県熊本市中央区大江６丁目２４－
１９

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

技術職／通信・放送設備
（電気工事）／玉名市

株式会社ひまわりてれび 長崎県雲仙市千々石町戊７１０番地１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

パン製造（荒尾市） 株式会社　エフエフビー 福岡県大野城市仲畑２丁目１３－３３ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

生コン運転手（ミキサー
車）【荒尾工場】

三池生コンクリート工業
株式会社

福岡県大牟田市長田町３２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

生コン運転手（ミキサー
車）【荒尾工場】正社員

三池生コンクリート工業
株式会社

福岡県大牟田市長田町３２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

一般事務【荒尾工場】正
社員

三池生コンクリート工業
株式会社

福岡県大牟田市長田町３２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

家電量販店でのレジ業務
【荒尾市】

株式会社九州ケーズデン
キ　ケーズデンキ　鹿児
島本店

鹿児島県鹿児島市東開町４－１２
イオンＳＣ前バス停　から　徒歩５分

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

家電量販店でのレジ業務
【玉名市】

株式会社九州ケーズデン
キ　ケーズデンキ　鹿児
島本店

鹿児島県鹿児島市東開町４－１２
イオンＳＣ前バス停　から　徒歩５分

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

家電量販店にて電化製品
の販売【玉名市】

株式会社九州ケーズデン
キ　ケーズデンキ　鹿児
島本店

鹿児島県鹿児島市東開町４－１２
イオンＳＣ前バス停　から　徒歩５分

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問
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変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

184,800円～231,000円

TEL 0968-57-3425（従業員数 11人 ）

正社員 43040- 2727431 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

250,000円～400,000円

TEL 0968-57-3425（従業員数 11人 ）

正社員 43040- 2728731 就業場所

不問 (1)8時55分～17時30分
181,000円～300,000円

TEL 0968-57-8532（従業員数 5人 ）

正社員 43040- 2730131 就業場所

不問 (1)8時00分～17時00分
183,600円～244,800円

TEL 080-2709-5965（従業員数 3人 ）

正社員 43040- 2731031 就業場所熊本県荒尾市 厚生
変形（1ヶ月単位）

不問 (1)6時30分～15時30分
175,000円～250,000円 (2)10時00分～19時00分

(3)9時00分～18時00分
TEL 0968-57-5755（従業員数 23人 ）

正社員以外 43040- 2732831 就業場所熊本県玉名郡南関町

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)10時00分～19時00分

175,000円～250,000円 (2)11時00分～20時00分
(3)8時30分～17時30分

TEL 0968-57-5755（従業員数 42人 ）

正社員以外 43040- 2733231 就業場所

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～18時00分

190,000円～250,000円 (2)8時00分～17時00分
(3)8時30分～17時30分

TEL 0968-57-5755（従業員数 23人 ）

正社員以外 43040- 2734531 就業場所熊本県玉名郡南関町

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

175,000円～250,000円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0968-57-5755（従業員数 42人 ）

正社員以外 43040- 2735431 就業場所熊本県玉名市

59歳以下 (1)5時00分～10時00分
1,000円～1,500円 (2)5時00分～13時30分

TEL 0968-66-3040（従業員数 150人 ）

パート労働者 43040- 2736731 就業場所熊本県荒尾市

変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時30分

215,000円～280,000円 (2)8時30分～12時00分

TEL 0968-68-4561（従業員数 3人 ）

正社員 43040- 2737331 就業場所熊本県荒尾市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時00分～15時30分

158,000円～185,000円 (2)8時00分～16時30分
(3)9時00分～17時30分

TEL 0968-86-3123（従業員数 40人 ）

正社員 43040- 2738631 就業場所

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～15時30分

880円～880円 (2)8時00分～16時30分
(3)9時00分～17時30分

TEL 0968-86-3123（従業員数 40人 ）

パート労働者 43040- 2739931 就業場所

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～16時00分

900円～900円

TEL 0968-86-3123（従業員数 40人 ）

パート労働者 43040- 2740231 就業場所

変形（1ヶ月単位）
62歳以下 (1)8時30分～18時00分

210,000円～255,000円

TEL 0968-82-2700（従業員数 26人 ）

正社員 43040- 2741531 就業場所熊本県玉名市 厚生
変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
170,500円～328,000円

TEL 0968-73-4125（従業員数 12人 ）

正社員 43040- 2742431 就業場所

変形（1ヶ月単位）
44歳以下 (1)7時00分～16時00分

165,000円～185,000円 (2)6時30分～15時30分

TEL 0968-86-3123（従業員数 40人 ）

正社員 43040- 2744331 就業場所

不問 (1)7時30分～9時30分
864円～1,000円 (2)15時00分～19時30分

(3)16時00分～19時30分
TEL 0968-57-5755（従業員数 58人 ）

パート労働者 43040- 2745631 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)6時30分～15時30分

175,000円～250,000円 (2)11時00分～20時00分
(3)13時00分～22時00分

TEL 0968-57-5755（従業員数 23人 ）

正社員以外 43040- 2746931 就業場所熊本県玉名郡南関町

変形（1ヶ月単位）
39歳以下 (1)7時30分～16時30分

221,000円～335,700円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時30分～18時30分

TEL 0968-64-1515（従業員数 19人 ）

正社員 43040- 2747131 就業場所

不問 (1)9時00分～13時00分
900円～1,000円

TEL 0968-68-0176（従業員数 94人 ）

パート労働者 43040- 2748031 就業場所

介護職員 社会福祉法人　杏風会
特別養護老人ホーム　白
寿園

熊本県荒尾市一部字鴻巣２１２２番地 雇用・労災 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり*（４ヶ

月以上）
不問

介護福祉士

サービススタッフ（整
備）

太陽建機レンタル株式会
社　有明支店

熊本県荒尾市荒尾７９８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

介護職員 社会福祉法人　きらきら 熊本県玉名市岱明町野口字塚原６６６
番地

雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり*（４ヶ

月以上）
法令の規定に
より年齢制限

がある
ホームヘルパー２級

調理員（世話人） 社会福祉法人　きらきら 熊本県玉名市岱明町野口字塚原６６６
番地

雇用・労災・健
康・厚生

栄養士

調理師
雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

コース管理スタッフ 司観光開発株式会社　司
菊水ゴルフクラブ

熊本県玉名郡和水町米渡尾１３８０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

現場管理者アシスタント 松本建設　株式会社 熊本県玉名市松木４０－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

１０ｔ長距離ドライバー 株式会社　宝島物流 熊本県玉名市天水町部田見２８２５番
地１

雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

コース管理スタッフ 司観光開発株式会社　司
菊水ゴルフクラブ

熊本県玉名郡和水町米渡尾１３８０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

スタート室スタッフ 司観光開発株式会社　司
菊水ゴルフクラブ

熊本県玉名郡和水町米渡尾１３８０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

スタート室スタッフ 司観光開発株式会社　司
菊水ゴルフクラブ

熊本県玉名郡和水町米渡尾１３８０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

配送営業 株式会社いしい　有明営
業所

熊本県荒尾市高浜字道の上１９０３－
２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし キャリア形成

調理補助パート 有明リゾートシティ株式
会社

熊本県荒尾市本井手１５５８番地 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

事務スタッフ（総務） 社会福祉法人　きらきら 熊本県玉名市岱明町野口字塚原６６６
番地

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

機能訓練指導員 社会福祉法人　きらきら 熊本県玉名市岱明町野口字塚原６６６
番地

雇用・労災・健
康・厚生

理学療法士

作業療法士
雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

看護師

児童指導員（保育士） 社会福祉法人　きらきら 熊本県玉名市岱明町野口字塚原６６６
番地

雇用・労災・健
康・厚生

保育士

社会福祉士
雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

精神保健福祉士

栄養士 社会福祉法人　きらきら 熊本県玉名市岱明町野口字塚原６６６
番地

雇用・労災・健
康・厚生

栄養士

管理栄養士
雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

配管工 海陽工業株式会社 熊本県荒尾市住吉町９－４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

経理、事務スタッフ 山田労務・会計事務所
株式会社

熊本県玉名市築地９５５番地２１ 雇用・労災・健
康・厚生

日商簿記２級

雇用期間の定めなし 不問

現場監督 株式会社　中尾工業 熊本県玉名市岱明町三崎５３８ 雇用・労災・健
康・厚生

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士
雇用期間の定めなし 定年を上限

土木作業員 株式会社　中尾工業 熊本県玉名市岱明町三崎５３８ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限
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ハローワークのシステムの都合上、休日・雇用期間・就業時間が反映されない場合があります。ご了承ください。
年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名・求人番号 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

交替制あり
不問 (1)8時15分～17時45分

870円～950円 (2)7時30分～17時00分
(3)9時30分～19時00分

TEL 0968-68-0176（従業員数 94人 ）

パート労働者 43040- 2749831 就業場所

不問

1,500円～2,000円

TEL 0968-68-0176（従業員数 13人 ）

パート労働者 43040- 2750431 就業場所熊本県荒尾市

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)8時15分～17時45分

185,200円～228,900円 (2)17時45分～8時15分

TEL 0968-68-0176（従業員数 94人 ）

正社員 43040- 2751731 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)8時15分～17時45分

156,240円～173,600円 (2)7時30分～17時00分
(3)9時30分～19時00分

TEL 0968-68-0176（従業員数 94人 ）

正社員以外 43040- 2752331 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～15時30分

189,000円～201,000円 (2)9時00分～17時30分
(3)11時00分～19時30分

TEL 0968-68-8838（従業員数 28人 ）

正社員 43040- 2753631 就業場所熊本県荒尾市

変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)7時00分～15時30分

210,000円～225,000円 (2)9時00分～17時30分
(3)11時00分～19時30分

TEL 0968-68-8838（従業員数 29人 ）

正社員 43040- 2754931 就業場所熊本県荒尾市

不問

1,000円～1,000円

TEL 0968-68-3232（従業員数 132人 ）

パート労働者 43040- 2755131 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)9時00分～13時00分
1,000円～1,100円

TEL 0968-68-3232（従業員数 132人 ）

パート労働者 43040- 2756031 就業場所熊本県荒尾市

交替制あり
不問 (1)7時30分～12時30分

864円～1,000円 (2)12時00分～17時00分
(3)15時00分～20時00分

TEL 0968-57-5755（従業員数 23人 ）

パート労働者 43040- 2757831 就業場所熊本県玉名郡南関町

32歳以下 (1)8時00分～17時00分
173,000円～253,000円 (2)8時00分～15時00分

TEL 0968-74-1105（従業員数 7人 ）

正社員 43040- 2758231 就業場所熊本県玉名市

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
1,300円～1,300円 (2)8時00分～15時00分

TEL 0968-74-1105（従業員数 7人 ）

パート労働者 43040- 2759531 就業場所熊本県玉名市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

225,000円～360,000円

TEL 0968-62-0478（従業員数 40人 ）

正社員 43040- 2760331 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

225,000円～360,000円

TEL 0968-62-0478（従業員数 40人 ）

正社員 43040- 2761631 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時00分～16時00分

150,000円～200,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)13時00分～22時00分

TEL 0968-57-8151（従業員数 24人 ）

正社員以外 43040- 2765831 就業場所熊本県荒尾市

18歳以上 (1)22時00分～7時00分
853円～853円

TEL 0968-57-8151（従業員数 24人 ）

パート労働者 43040- 2767531 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)6時00分～10時00分
139,740円～139,740円 (2)16時00分～20時00分

TEL 0968-57-8151（従業員数 13人 ）

正社員以外 43040- 2768431 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)6時00分～10時00分
860円～860円

TEL 0968-57-8151（従業員数 13人 ）

パート労働者 43040- 2769731 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)16時00分～20時00分
910円～910円

TEL 0968-57-8151（従業員数 13人 ）

パート労働者 43040- 2770931 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)8時30分～17時30分
160,000円～160,000円

TEL 0968-57-8151（従業員数 1人 ）

正社員以外 43040- 2772031 就業場所熊本県荒尾市

59歳以下 (1)9時00分～16時00分
950円～950円

TEL 025-525-8181（従業員数 5人 ）

パート労働者 15030- 4241231 就業場所熊本県荒尾市

部品製作・部品洗浄業務
（九州営業所）

株式会社　エム・エー・
シー　テクノロジー

新潟県上越市上中田１１７８番地 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

相談支援専門員 社会福祉法人　荒尾市社
会福祉事業団

熊本県荒尾市増永２４５２番地２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

世話人（１６時～２０
時）

社会福祉法人　荒尾市社
会福祉事業団

熊本県荒尾市増永２４５２番地２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

世話人（６時～１０時） 社会福祉法人　荒尾市社
会福祉事業団

熊本県荒尾市増永２４５２番地２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

世話人 社会福祉法人　荒尾市社
会福祉事業団

熊本県荒尾市増永２４５２番地２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

夜間専門員 社会福祉法人　荒尾市社
会福祉事業団

熊本県荒尾市増永２４５２番地２ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

生活支援員「荒尾市小岱
作業所」

社会福祉法人　荒尾市社
会福祉事業団

熊本県荒尾市増永２４５２番地２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

建築施工管理技術者 豊建設工業　株式会社 熊本県荒尾市大島字角田１０４番地５ 雇用・労災・健
康・厚生

２級建築施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

土木施工管理技術者 豊建設工業　株式会社 熊本県荒尾市大島字角田１０４番地５ 雇用・労災・健
康・厚生

２級土木施工管理技士

雇用期間の定めなし 定年を上限

配管工 有限会社　半沢工業 熊本県玉名市山田１２１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

配管工 有限会社　半沢工業 熊本県玉名市山田１２１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形成

介護スタッフ 社会福祉法人　きらきら 熊本県玉名市岱明町野口字塚原６６６
番地

雇用・労災 介護福祉士

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり*（４ヶ

月以上）
不問

調理師　又は　調理員
（資格・経験不問）／介
護老人保健施設

医療法人　平成会 熊本県荒尾市蔵満１８８４番地１ 労災 調理師

雇用期間の定めなし 不問

歯科衛生士（年齢不問） 医療法人　平成会 熊本県荒尾市蔵満１８８４番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

歯科衛生士

雇用期間の定めなし 不問

介護福祉士／グループ
ホーム

医療法人　平成会
グループホーム　ゆった
り温泉館

熊本県荒尾市水野１５８０番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

介護職員（資格・経験不
問）／グループホーム

医療法人　平成会
グループホーム　ゆった
り温泉館

熊本県荒尾市水野１５８０番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

介護職員 社会福祉法人　杏風会
特別養護老人ホーム　白
寿園

熊本県荒尾市一部字鴻巣２１２２番地 雇用・労災・健
康・厚生

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり*（４ヶ

月以上）
法令の規定に
より年齢制限

がある
介護福祉士

生活相談員 社会福祉法人　杏風会
特別養護老人ホーム　白
寿園

熊本県荒尾市一部字鴻巣２１２２番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

社会福祉士

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士

訪問介護員（登録ヘル
パー）

社会福祉法人　杏風会
特別養護老人ホーム　白
寿園

熊本県荒尾市一部字鴻巣２１２２番地 雇用・労災・健
康・厚生

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり*（４ヶ

月以上）
不問

介護福祉士

訪問介護員 社会福祉法人　杏風会
特別養護老人ホーム　白
寿園

熊本県荒尾市一部字鴻巣２１２２番地 雇用・労災・健
康・厚生

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了
者雇用期間の定めあり*（４ヶ

月以上）
不問

介護福祉士
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ハローワークのシステムの都合上、休日・雇用期間・就業時間が反映されない場合があります。ご了承ください。
年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名・求人番号 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

交替制あり
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

210,000円～308,000円 (2)9時30分～18時30分

TEL 06-6243-8003（従業員数 6人 ）

正社員 27010-23637731 就業場所熊本県玉名郡南関町 拠出
変形（1ヶ月単位）

59歳以下

187,000円～187,000円

TEL 0852-27-3930（従業員数 1人 ）

正社員 32010- 6505331 就業場所熊本県玉名市

交替制あり
59歳以下 (1)7時15分～13時00分

900円～1,100円 (2)14時00分～19時45分

TEL 082-554-4870（従業員数 5人 ）

パート労働者 34010-22287731 就業場所熊本県玉名市

交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～16時30分

900円～1,100円 (2)8時30分～17時30分

TEL 082-554-4870（従業員数 5人 ）

パート労働者 34010-22302631 就業場所熊本県玉名市

不問 (1)6時30分～9時30分
900円～900円

TEL 082-270-2750（従業員数 21人 ）

パート労働者 34010-22641431 就業場所熊本県荒尾市

交替制あり
不問 (1)6時15分～15時15分

1,300円～1,300円 (2)8時15分～17時15分
(3)10時00分～19時00分

TEL 092-741-3280（従業員数 7人 ）

パート労働者 40010-29745731 就業場所熊本県荒尾市

交替制あり
18歳～69歳

270,000円～320,000円

TEL 092-741-3280（従業員数 0人 ）

正社員 40010-29993831 就業場所熊本県熊本市東区

不問 (1)6時30分～8時30分
855円～1,000円 (2)10時00分～16時00分

(3)16時00分～22時00分
TEL 0948-22-0793（従業員数 20人 ）

パート労働者 40020- 3468431 就業場所熊本県荒尾市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時55分

192,250円～196,750円

TEL 0944-57-3355（従業員数 5人 ）

正社員 40030- 4013131 就業場所熊本県玉名郡長洲町

交替制あり
不問 (1)5時00分～9時30分

853円～853円 (2)6時00分～10時00分

TEL 0944-52-1800（従業員数 17人 ）

パート労働者 40030- 4076531 就業場所熊本県荒尾市

不問

910円～1,000円

TEL 0944-32-9534（従業員数 15人 ）

パート労働者 40030- 4112231 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)8時00分～17時00分
205,000円～310,000円

TEL 0944-54-4788（従業員数 17人 ）

正社員 40030- 4121231 就業場所福岡県大牟田市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

170,300円～170,300円

TEL 093-391-7717（従業員数 2人 ）

正社員 40062- 2260231 就業場所熊本県玉名市

不問 (1)7時00分～11時00分
853円～900円 (2)8時00分～12時00分

TEL 093-391-7717（従業員数 8人 ）

パート労働者 40062- 2262431 就業場所熊本県玉名市

不問 (1)10時00分～17時00分
900円～900円 (2)17時00分～22時00分

(3)22時00分～0時00分
TEL 092-691-7211（従業員数 28人 ）

パート労働者 40120-11102331 就業場所熊本県荒尾市

フレックス
44歳以下 (1)9時00分～18時00分

187,000円～435,000円

TEL 092-641-8181（従業員数 16人 ）

正社員 40120-11303431 就業場所熊本県玉名郡和水町

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

1,250円～1,500円

TEL 092-921-8111（従業員数 5人 ）

パート労働者 40180- 8002231 就業場所熊本県玉名郡南関町

変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

204,250円～258,000円

TEL 092-921-8111（従業員数 1人 ）

正社員 40180- 8009131 就業場所熊本県玉名郡南関町

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

190,000円～250,400円

TEL 092-596-3000（従業員数 7人 ）

正社員 40180- 8033931 就業場所熊本県玉名郡南関町

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～200,000円

TEL 092-596-3000（従業員数 7人 ）

正社員 40180- 8034131 就業場所熊本県玉名郡南関町

杭打ち溶接工／南関支店 三和基礎　株式会社 福岡県大野城市旭ケ丘１－１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

玉掛技能者

溶接管理技術者２級
雇用期間の定めなし 定年を上限

アーク溶接技能者（基本
級）

クレーン運転手／南関支
店

三和基礎　株式会社 福岡県大野城市旭ケ丘１－１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

移動式クレーン運転士

雇用期間の定めなし 定年を上限

運転手（ミキサー車１０
ｔ／南関営業所）

株式会社　ミナミ物流 福岡県太宰府市北谷９５２ 雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

運転手（ミキサー車１０
ｔ／南関営業所）

株式会社　ミナミ物流 福岡県太宰府市北谷９５２ 労災 大型自動車免許

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

メカニック・整備士（ト
ラック・バスの整備）玉
名ＳＣ

三菱ふそうトラック・バ
ス株式会社　九州ふそう

福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目４－
１７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

二級自動車整備士

三級自動車整備士
雇用期間の定めなし キャリア形成

ホール・キッチンスタッ
フ（荒尾店）

株式会社　うちだ屋 福岡県福岡市東区八田１丁目５－３８ 労災

雇用期間の定めなし 不問

寿司・弁当・揚げ物・惣
菜等の製造、販売（熊本
県玉名市）

九州惣菜　株式会社 福岡県北九州市門司区黄金町６－２８ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

寿司・弁当・揚げ物・惣
菜等の製造（正社員）
（玉名市）

九州惣菜　株式会社 福岡県北九州市門司区黄金町６－２８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

配管工（見習い可） ワコウプラント株式会社 福岡県大牟田市新勝立町６丁目１３番
地の２

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

（障）軽作業（就労継続
支援Ａ型）［あいりす荒
尾］

株式会社アイリス 福岡県大牟田市田隈４４５－５ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

ゴルフ場ポーター係［午
前］

西日本メンテナンス株式
会社

福岡県大牟田市山上町２―２ 労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

プラント操作員（オペ
レーター）（長洲工場）

有明生コンクリート株式
会社

福岡県大牟田市不知火町２丁目５－１
シーザリオン２階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

清掃スタッフ（ベルエア
マックス荒尾）

株式会社　朝日企画 福岡県飯塚市伊岐須１０８番地の１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

調理スタッフ（正）／熊
本県全域

株式会社　ＬＥＯＣ　九
州事務所

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１番５
号　大濠公園ビル８階

雇用・労災・健
康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理スタッフ／荒尾市四
ツ山町

株式会社　ＬＥＯＣ　九
州事務所

福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１番５
号　大濠公園ビル８階

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

クリーンスタッフ／熊本
県荒尾市／ゆめタウンシ
ティモール

株式会社イズミテクノ 広島県広島市西区商工センター２丁目
３－１

労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

調理スタッフ／熊本県玉
名市

株式会社　アイグラン 広島県広島市西区庚午中１－７－２４
ＮＴＴ庚午ビル　１階２階

労災 栄養士

調理師
雇用期間の定めなし 定年を上限

保育士／熊本県玉名市 株式会社　アイグラン 広島県広島市西区庚午中１－７－２４
ＮＴＴ庚午ビル　１階２階

労災 保育士

雇用期間の定めなし 定年を上限

コンピュータコーナー受
付及び販売（熊本県玉名
市）

株式会社　ジェットシス
テム

島根県松江市平成町１８２－７ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

総合職（法人営業、施工
管理／玉名郡南関町）

株式会社　ダイサン 大阪府大阪市中央区南本町２－６－１
２
　サンマリオンタワー　３Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生・財形

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形成
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ハローワークのシステムの都合上、休日・雇用期間・就業時間が反映されない場合があります。ご了承ください。
年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名・求人番号 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

160,000円～200,000円

TEL 092-596-3000（従業員数 7人 ）

正社員 40180- 8035031 就業場所熊本県玉名郡南関町

変形（1ヶ月単位）
64歳以下

200,000円～350,000円

TEL 0952-87-2080（従業員数 3人 ）

正社員 41030- 1962931 就業場所熊本県荒尾市

変形（1ヶ月単位）
64歳以下

187,000円～250,000円

TEL 0952-87-2080（従業員数 3人 ）

正社員 41030- 1964031 就業場所熊本県荒尾市

64歳以下

1,100円～1,100円

TEL 0952-87-2080（従業員数 3人 ）

パート労働者 41030- 1965831 就業場所熊本県荒尾市

変形（1ヶ月単位）
18歳～62歳 (1)7時30分～19時30分

176,000円～194,700円 (2)19時30分～7時30分

TEL 0955-20-4161（従業員数 9人 ）

正社員 41040- 1978431 就業場所熊本県玉名郡和水町

変形（1年単位）
60歳以下 (1)8時00分～17時00分

194,162円～352,230円

TEL 0957-62-2960（従業員数 7人 ）

正社員 42050- 1739431 就業場所熊本県玉名郡南関町

不問 (1)9時00分～18時00分
1,100円～1,100円

TEL 096-344-3271（従業員数 2人 ）

パート労働者 43010-15147131 就業場所熊本県荒尾市

交替制あり
59歳以下 (1)9時00分～19時00分

250,000円～300,000円 (2)11時00分～21時00分

TEL 096-312-8111（従業員数 16人 ）

正社員 43010-15159531 就業場所熊本県玉名市

61歳以下 (1)8時00分～16時30分
180,000円～450,000円

TEL 096-214-5691（従業員数 10人 ）

正社員 43011- 1323931 就業場所熊本県玉名郡南関町 給付
変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
190,000円～250,000円

TEL 096-293-1345（従業員数 5人 ）

正社員 43030- 4244131 就業場所熊本県荒尾市 拠出・給付
変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
190,000円～250,000円

TEL 096-293-1345（従業員数 9人 ）

正社員 43030- 4248531 就業場所熊本県玉名市 拠出・給付
変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
190,000円～250,000円

TEL 096-293-1345（従業員数 6人 ）

正社員 43030- 4275631 就業場所熊本県玉名郡長洲町 拠出・給付
変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
190,000円～250,000円

TEL 096-293-1345（従業員数 9人 ）

正社員 43030- 4296231 就業場所熊本県玉名市 拠出・給付
変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
190,000円～250,000円

TEL 096-293-1345（従業員数 7人 ）

正社員 43030- 4298431 就業場所熊本県玉名市 拠出・給付
交替制あり

59歳以下 (1)5時00分～8時00分
180,000円～200,000円 (2)15時00分～20時00分

TEL 096-294-7020（従業員数 3人 ）

正社員以外 43030- 4346731 就業場所熊本県玉名市

交替制あり
59歳以下 (1)5時00分～8時00分

853円～853円 (2)15時00分～21時00分

TEL 096-294-7020（従業員数 3人 ）

パート労働者 43030- 4349931 就業場所熊本県玉名市

交替制あり
59歳以下 (1)6時30分～12時30分

853円～900円 (2)10時30分～15時30分
(3)13時30分～18時30分

TEL 096-294-7020（従業員数 5人 ）

パート労働者 43030- 4351531 就業場所熊本県荒尾市

交替制あり
59歳以下 (1)6時30分～15時30分

200,000円～220,000円 (2)9時30分～18時30分

TEL 096-294-7020（従業員数 3人 ）

正社員以外 43030- 4386431 就業場所熊本県荒尾市

変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

180,000円～220,000円 (2)8時30分～17時00分

TEL 0968-74-3312（従業員数 14人 ）

正社員 43040- 2615331 就業場所熊本県玉名市

59歳以下 (1)9時30分～18時30分
164,700円～211,000円 (2)8時30分～17時30分

TEL 0968-78-0589（従業員数 39人 ）

正社員 43040- 2616631 就業場所

保育士・児童指導員 社会福祉法人　濱友会 熊本県玉名郡長洲町大字清源寺３２４
６

雇用・労災・健
康・厚生

保育士

その他の福祉・介護関係
資格雇用期間の定めなし 定年を上限

美容アシスタント 株式会社　ＳＨＹ－ｔａ
ｋｔｅｒ

熊本県玉名市六田２９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

美容師

雇用期間の定めなし 定年を上限

（１３６）調理責任者
（荒尾市：西整形外科）

株式会社　東臣 熊本県菊池郡大津町大字杉水３０２１
－１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

（１８）調理員（荒尾
市：西良文医院）

株式会社　東臣 熊本県菊池郡大津町大字杉水３０２１
－１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

（８２）調理員（玉名
市：専修大学玉名高校
寮）

株式会社　東臣 熊本県菊池郡大津町大字杉水３０２１
－１

労災 調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

（８１）調理員（玉名
市：専修大学玉名高校
寮）

株式会社　東臣 熊本県菊池郡大津町大字杉水３０２１
－１

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

整備（玉名サービスセン
ター）

株式会社　中九州クボタ 熊本県菊池郡大津町大字引水７８９番
地１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

８トン限定中型自動車免
許
二級自動車整備士

雇用期間の定めなし 定年を上限

整備（玉名営業所） 株式会社　中九州クボタ 熊本県菊池郡大津町大字引水７８９番
地１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

ルート営業（長洲営業
所）

株式会社　中九州クボタ 熊本県菊池郡大津町大字引水７８９番
地１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

中型自動車免許

大型特殊自動車免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

ルート営業（玉名営業
所）

株式会社　中九州クボタ 熊本県菊池郡大津町大字引水７８９番
地１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

ルート営業（荒尾営業
所）

株式会社　中九州クボタ 熊本県菊池郡大津町大字引水７８９番
地１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

中型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

【日勤のみ】装置の組み
立て作業　（南関町）

株式会社　マイスティア 熊本県上益城郡益城町大字田原２０８
１－１７
　テクノリサーチパーク内
　【本社はエミナースさんと公園の間

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

飲食店の店舗運営／ミス
ターバーク玉名店

株式会社　カリーノビジ
ネスサポート

熊本県熊本市中央区安政町１番２号 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

総合展示場受付・案内 株式会社　木村建設 熊本県熊本市中央区坪井６丁目１７番
１５号

労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

建築資材・住宅資材販売
の営業／北熊本営業所

株式会社　福栄 長崎県島原市礫石原町甲１２０２番地
４３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

設備管理（和水町）／正
社員

エヌ・ティ　株式会社 佐賀県伊万里市立花町１５４２－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

柔道整復師（ゆめタウン
荒尾院：パート）

株式会社ライフ 佐賀県杵島郡白石町大字福富３２２６
‐６

労災 柔道整復師

雇用期間の定めなし 定年を上限

セラピス・整体師（ゆめ
タウン荒尾院）

株式会社ライフ 佐賀県杵島郡白石町大字福富３２２６
‐６

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

柔道整復師（ゆめタウン
荒尾院）

株式会社ライフ 佐賀県杵島郡白石町大字福富３２２６
‐６

雇用・労災・健
康・厚生

柔道整復師

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業員／南関支店 三和基礎　株式会社 福岡県大野城市旭ケ丘１－１－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

玉掛技能者

雇用期間の定めなし 定年を上限
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不問 (1)7時30分～9時30分
853円～853円 (2)15時30分～17時30分

TEL 0968-78-0589（従業員数 39人 ）

パート労働者 43040- 2617931 就業場所熊本県玉名郡長洲町

不問 (1)13時30分～17時30分
900円～910円 (2)14時30分～18時30分

TEL 0968-78-0589（従業員数 39人 ）

パート労働者 43040- 2618131 就業場所

不問 (1)9時00分～16時00分
910円～910円 (2)9時00分～17時00分

TEL 0968-78-0589（従業員数 39人 ）

パート労働者 43040- 2619031 就業場所

交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

910円～910円

TEL 0968-78-0589（従業員数 33人 ）

パート労働者 43040- 2620531 就業場所熊本県玉名郡長洲町

交替制あり
18歳以上 (1)6時00分～9時00分

910円～910円 (2)16時00分～21時00分
(3)21時00分～6時00分

TEL 0968-78-0589（従業員数 33人 ）

パート労働者 43040- 2621431 就業場所熊本県玉名郡長洲町

交替制あり
不問 (1)8時00分～17時30分

870円～980円 (2)8時00分～12時00分
(3)13時00分～17時00分

TEL 0968-71-4000（従業員数 94人 ）

パート労働者 43040- 2622731 就業場所

交替制あり
不問 (1)7時50分～17時30分

983円～1,017円

TEL 0968-71-4000（従業員数 94人 ）

パート労働者 43040- 2623331 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～65歳 (1)6時30分～15時30分

159,000円～197,000円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～18時00分

TEL 0968-72-1142（従業員数 14人 ）

正社員 43040- 2625931 就業場所

変形（1ヶ月単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

190,000円～220,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時00分～18時00分

TEL 0968-72-1142（従業員数 14人 ）

正社員 43040- 2627031 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～65歳 (1)6時30分～15時30分

189,000円～219,000円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～18時00分

TEL 0968-72-1142（従業員数 14人 ）

正社員 43040- 2628831 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

155,520円～172,800円

TEL 0968-85-3151（従業員数 9人 ）

正社員 43040- 2629231 就業場所

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

185,000円～255,000円 (2)9時30分～18時30分

TEL 0968-74-2412（従業員数 20人 ）

正社員 43040- 2631331 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

175,000円～225,000円 (2)9時30分～18時30分

TEL 0968-74-2412（従業員数 20人 ）

正社員 43040- 2632631 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～13時30分

900円～1,800円 (2)14時30分～18時30分

TEL 0968-74-2412（従業員数 20人 ）

パート労働者 43040- 2633931 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
18歳～65歳 (1)6時30分～15時30分

1,100円～1,250円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～18時00分

TEL 0968-72-1142（従業員数 14人 ）

パート労働者 43040- 2634131 就業場所

不問 (1)8時00分～17時00分
164,800円～309,000円

TEL 0968-73-3195（従業員数 6人 ）

正社員 43040- 2635031 就業場所熊本県玉名市

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

166,300円～188,300円

TEL 0968-53-1000（従業員数 13人 ）

正社員 43040- 2636831 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

228,913円～265,793円

TEL 0968-53-1000（従業員数 13人 ）

正社員 43040- 2637231 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～65歳 (1)6時30分～15時30分

169,000円～204,000円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～18時00分

TEL 0968-72-1142（従業員数 14人 ）

正社員 43040- 2638531 就業場所

交替制あり
不問

853円～1,000円

TEL 0968-74-2412（従業員数 20人 ）

パート労働者 43040- 2639431 就業場所熊本県玉名市

介護職員・看護補助 医療法人　如春会　浦田
医院

熊本県玉名市岩崎１０２３ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

介護職（初任者研修修了
者）

株式会社　湯の郷　住宅
型有料老人ホームシル
バーリゾート新玉名

熊本県玉名市秋丸字島６番１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職員初任者研修修了
者

雇用期間の定めなし 定年を上限

重機運転手 三和物流株式会社 熊本県玉名郡南関町大字関村６１番地
１

雇用・労災・健
康・厚生

車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削
大型自動車免許

雇用期間の定めなし 定年を上限

トレーラー運転手及び大
型運転手

三和物流株式会社 熊本県玉名郡南関町大字関村６１番地
１

雇用・労災・健
康・厚生

大型自動車免許

牽引免許
雇用期間の定めなし 定年を上限

左官工 有限会社　ウラ建装 熊本県玉名市富尾１０５１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

介護福祉士 株式会社　湯の郷　住宅
型有料老人ホームシル
バーリゾート新玉名

熊本県玉名市秋丸字島６番１ 雇用・労災 介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

正・准看護師 医療法人　如春会　浦田
医院

熊本県玉名市岩崎１０２３ 労災 准看護師

看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師 医療法人　如春会　浦田
医院

熊本県玉名市岩崎１０２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

正看護師 医療法人　如春会　浦田
医院

熊本県玉名市岩崎１０２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業員 岩崎工業　株式会社 熊本県玉名郡玉東町稲佐３０１ 雇用・労災・健
康・厚生

フォークリフト運転技能
者

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護福祉士 株式会社　湯の郷　住宅
型有料老人ホームシル
バーリゾート新玉名

熊本県玉名市秋丸字島６番１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師 株式会社　湯の郷　住宅
型有料老人ホームシル
バーリゾート新玉名

熊本県玉名市秋丸字島６番１ 雇用・労災・健
康・厚生

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職 株式会社　湯の郷　住宅
型有料老人ホームシル
バーリゾート新玉名

熊本県玉名市秋丸字島６番１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員【障】 社会福祉法人啓世会　葉
山苑

熊本県玉名郡玉東町大字木葉３４８番
地

雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

調理員 社会福祉法人啓世会　葉
山苑

熊本県玉名郡玉東町大字木葉３４８番
地

雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

世話人・生活支援員（宿
直あり）

社会福祉法人　濱友会 熊本県玉名郡長洲町大字清源寺３２４
６

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

世話人・生活支援員（宿
直なし）

社会福祉法人　濱友会 熊本県玉名郡長洲町大字清源寺３２４
６

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

職業指導員・生活支援員 社会福祉法人　濱友会 熊本県玉名郡長洲町大字清源寺３２４
６

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

指導員補助・保育補助 社会福祉法人　濱友会 熊本県玉名郡長洲町大字清源寺３２４
６

雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

運転手（送迎） 社会福祉法人　濱友会 熊本県玉名郡長洲町大字清源寺３２４
６

雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問
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変形（1ヶ月単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

1,100円～1,200円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時00分～18時00分

TEL 0968-72-1142（従業員数 14人 ）

パート労働者 43040- 2640631 就業場所

59歳以下

853円～1,200円

TEL 0968-74-2412（従業員数 20人 ）

パート労働者 43040- 2641931 就業場所

変形（1ヶ月単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

1,400円～1,550円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時00分～18時00分

TEL 0968-72-1142（従業員数 14人 ）

パート労働者 43040- 2642131 就業場所

変形（1ヶ月単位）
65歳以下 (1)6時30分～15時30分

900円～1,100円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～18時00分

TEL 0968-72-1142（従業員数 14人 ）

パート労働者 43040- 2643031 就業場所

交替制あり
20歳以上 (1)10時00分～17時00分

853円～900円 (2)17時00分～0時00分

TEL 0968-86-4744（従業員数 4人 ）

パート労働者 43040- 2644831 就業場所熊本県玉名郡和水町

変形（1ヶ月単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

240,000円～280,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時00分～18時00分

TEL 0968-72-1142（従業員数 14人 ）

正社員 43040- 2645231 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～65歳 (1)6時30分～15時30分

177,000円～209,000円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～18時00分

TEL 0968-72-1142（従業員数 14人 ）

正社員 43040- 2646531 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～65歳 (1)6時30分～15時30分

950円～1,150円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～18時00分

TEL 0968-72-1142（従業員数 14人 ）

パート労働者 43040- 2647431 就業場所

変形（1年単位）
44歳以下 (1)5時20分～13時15分

186,360円～186,360円 (2)13時05分～21時00分

TEL 0968-78-0353（従業員数 8人 ）

正社員 43040- 2648731 就業場所

交替制あり
65歳以下 (1)15時00分～17時00分

1,000円～1,200円

TEL 0968-57-9370（従業員数 18人 ）

パート労働者 43040- 2650131 就業場所

変形（1ヶ月単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

155,000円～235,000円 (2)9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

TEL 0968-57-9370（従業員数 18人 ）

正社員 43040- 2651031 就業場所

64歳以下 (1)9時00分～18時00分
200,000円～260,000円

TEL 0968-86-2773（従業員数 12人 ）

正社員 43040- 2653231 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～16時55分

193,615円～216,320円

TEL 0968-34-3151（従業員数 9人 ）

正社員 43040- 2654531 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～65歳 (1)6時30分～15時30分

189,000円～219,000円 (2)8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

TEL 0968-82-2119（従業員数 39人 ）

正社員 43040- 2655431 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～65歳 (1)6時30分～18時00分

900円～1,100円 (2)17時00分～9時00分

TEL 0968-82-2119（従業員数 39人 ）

パート労働者 43040- 2656731 就業場所

不問 (1)18時00分～20時00分
1,000円～1,000円

TEL 0968-74-1131（従業員数 298人 ）

パート労働者 43040- 2657331 就業場所

変形（1ヶ月単位）
65歳以下 (1)8時30分～17時30分

169,000円～204,000円 (2)9時00分～18時00分

TEL 0968-82-2119（従業員数 39人 ）

正社員 43040- 2658631 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～65歳 (1)6時30分～15時30分

169,000円～204,000円 (2)8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

TEL 0968-82-2119（従業員数 39人 ）

正社員 43040- 2659931 就業場所

変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

150,128円～170,000円

TEL 0968-74-2412（従業員数 20人 ）

正社員 43040- 2660231 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時00分～16時30分

950円～1,150円

TEL 0968-82-2119（従業員数 39人 ）

パート労働者 43040- 2661531 就業場所

介護職員（デイサービ
ス）

株式会社　湯の郷 熊本県玉名市天水町小天９２７８－１ 雇用・労災 介護職員初任者研修修了
者

雇用期間の定めなし 不問

介護補助員 医療法人　如春会　浦田
医院

熊本県玉名市岩崎１０２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員 株式会社　湯の郷 熊本県玉名市天水町小天９２７８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職員初任者研修修了
者

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職員（デイサービ
ス）

株式会社　湯の郷 熊本県玉名市天水町小天９２７８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職員初任者研修修了
者

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護アシスタント 医療法人　悠紀会 熊本県玉名市上小田１０６３番地 労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月未満）

不問

介護職員（無資格） 株式会社　湯の郷 熊本県玉名市天水町小天９２７８－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

介護福祉士 株式会社　湯の郷 熊本県玉名市天水町小天９２７８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

砕石採取にかかわる作業
員

高松砕石　株式会社 熊本県玉名郡和水町上十町９２３ 雇用・労災・健
康・厚生

車両系建設機械（基礎工
事用）運転技能者
車両系建設機械（整地・
運搬・積込用及び掘削雇用期間の定めなし 定年を上限

車両系建設機械（解体
用）運転技能者

技能職・管理員 株式会社　アクト 熊本県玉名郡和水町瀬川３２５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

高齢者生活支援スタッフ 株式会社　湯の郷　住宅
型有料老人ホームグッド
シーズン高瀬

熊本県玉名市高瀬２２３－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

まごころ弁当スタッフ
（配達）

株式会社　湯の郷　住宅
型有料老人ホームグッド
シーズン高瀬

熊本県玉名市高瀬２２３－３ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

車両誘導・係船・乗船券
販売補助員「長洲営業
所」

有明フェリー振興　株式
会社

熊本県玉名郡長洲町大字長洲２１６８
－２５

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

介護職（初任者研修修了
者）

株式会社　湯の郷　住宅
型有料老人ホームシル
バーリゾート新玉名

熊本県玉名市秋丸字島６番１ 雇用・労災 介護職員初任者研修修了
者

雇用期間の定めなし 定年を上限

介護職（実務者研修修了
者）

株式会社　湯の郷　住宅
型有料老人ホームシル
バーリゾート新玉名

熊本県玉名市秋丸字島６番１ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職員実務者研修修了
者

雇用期間の定めなし 定年を上限

正看護師 株式会社　湯の郷　住宅
型有料老人ホームシル
バーリゾート新玉名

熊本県玉名市秋丸字島６番１ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

ホテル客室清掃員 合名会社　セゾン 熊本県玉名郡和水町内田２１６２－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

介護職員（無資格） 株式会社　湯の郷　住宅
型有料老人ホームシル
バーリゾート新玉名

熊本県玉名市秋丸字島６番１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

正看護師 株式会社　湯の郷　住宅
型有料老人ホームシル
バーリゾート新玉名

熊本県玉名市秋丸字島６番１ 雇用・労災 看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

医療事務員 医療法人　如春会　浦田
医院

熊本県玉名市岩崎１０２３ 雇用・労災 医療事務資格

雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師 株式会社　湯の郷　住宅
型有料老人ホームシル
バーリゾート新玉名

熊本県玉名市秋丸字島６番１ 雇用・労災 准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限
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変形（1ヶ月単位）
18歳～65歳 (1)6時30分～18時00分

950円～1,150円 (2)17時00分～9時00分

TEL 0968-82-2119（従業員数 39人 ）

パート労働者 43040- 2662431 就業場所

44歳以下 (1)8時00分～17時00分
171,700円～242,400円

TEL 0968-73-3608（従業員数 7人 ）

正社員 43040- 2663731 就業場所

変形（1ヶ月単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

190,000円～220,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時00分～18時00分

TEL 0968-82-2119（従業員数 39人 ）

正社員 43040- 2664331 就業場所

変形（1ヶ月単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

240,000円～280,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時00分～18時00分

TEL 0968-82-2119（従業員数 39人 ）

正社員 43040- 2665631 就業場所

変形（1ヶ月単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

1,400円～1,550円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時00分～18時00分

TEL 0968-82-2119（従業員数 39人 ）

パート労働者 43040- 2666931 就業場所

変形（1ヶ月単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

1,100円～1,200円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時00分～18時00分

TEL 0968-82-2119（従業員数 39人 ）

パート労働者 43040- 2667131 就業場所

変形（1ヶ月単位）
65歳以下 (1)8時00分～17時00分

220,000円～270,000円 (2)8時30分～17時30分
(3)9時00分～18時00分

TEL 0968-82-2119（従業員数 0人 ）

正社員 43040- 2668031 就業場所

不問 (1)8時00分～17時00分
205,000円～307,500円

TEL 0968-62-3015（従業員数 3人 ）

正社員 43040- 2669831 就業場所

変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時00分

222,079円～262,363円 (2)16時30分～8時45分
(3)7時30分～16時00分

TEL 0968-64-1333（従業員数 280人 ）

正社員 43040- 2670431 就業場所熊本県荒尾市

変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)8時30分～17時00分

172,601円～187,578円 (2)16時30分～8時45分
(3)7時30分～16時00分

TEL 0968-64-1333（従業員数 280人 ）

正社員 43040- 2671731 就業場所熊本県荒尾市

18歳～59歳 (1)16時30分～8時45分
2,021円～2,021円

TEL 0968-64-1333（従業員数 280人 ）

パート労働者 43040- 2672331 就業場所熊本県荒尾市

交替制あり
59歳以下 (1)6時00分～15時00分

138,000円～160,100円 (2)7時00分～15時30分
(3)8時30分～17時00分

TEL 0968-73-5321（従業員数 29人 ）

正社員 43040- 2673631 就業場所熊本県玉名市

18歳～59歳 (1)16時30分～8時45分
1,675円～1,675円

TEL 0968-64-1333（従業員数 280人 ）

パート労働者 43040- 2674931 就業場所熊本県荒尾市

18歳～59歳 (1)16時30分～8時45分
1,241円～1,241円

TEL 0968-64-1333（従業員数 280人 ）

パート労働者 43040- 2675131 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)7時00分～13時00分
853円～880円 (2)8時30分～15時30分

(3)12時50分～18時50分
TEL 0968-73-5321（従業員数 25人 ）

パート労働者 43040- 2676031 就業場所熊本県玉名市

交替制あり
不問 (1)8時30分～17時00分

969円～969円 (2)7時30分～16時00分
(3)10時00分～18時30分

TEL 0968-64-1333（従業員数 280人 ）

パート労働者 43040- 2677831 就業場所熊本県荒尾市

交替制あり
不問 (1)8時00分～12時00分

853円～860円 (2)13時30分～17時30分

TEL 0968-73-5321（従業員数 25人 ）

パート労働者 43040- 2678231 就業場所熊本県玉名市

変形（1ヶ月単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時00分

175,597円～191,298円

TEL 0968-64-1333（従業員数 280人 ）

正社員 43040- 2679531 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)9時00分～17時00分
1,200円～1,500円 (2)18時00分～21時00分

TEL 0968-88-0099（従業員数 3人 ）

パート労働者 43040- 2680331 就業場所

変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

208,000円～273,000円

TEL 0968-74-1131（従業員数 298人 ）

正社員 43040- 2681631 就業場所 拠出

理学療法士【悠紀会病
院】／正職員

医療法人　悠紀会 熊本県玉名市上小田１０６３番地 雇用・労災・健
康・厚生

理学療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

脱毛施術スタッフ あおば整骨院 熊本県玉名郡玉東町大字稲佐１２３－
４　上土井ビルＡ－１

雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

事務職員 医療法人　洗心会　荒尾
中央病院

熊本県荒尾市増永１５４４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

食器洗浄業務・野菜洗浄
業務

有）信和メディカルサー
ビス　玉名営業所

熊本県玉名市伊倉北方２７２　老人保
健施設　樹心台内

雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

介護職員 医療法人　洗心会　荒尾
中央病院

熊本県荒尾市増永１５４４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

調理師及び調理補助者
（老人保健施設内）

有）信和メディカルサー
ビス　玉名営業所

熊本県玉名市伊倉北方２７２　老人保
健施設　樹心台内

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

介護職員（夜勤専従） 医療法人　洗心会　荒尾
中央病院

熊本県荒尾市増永１５４４－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

准看護師（夜勤専従） 医療法人　洗心会　荒尾
中央病院

熊本県荒尾市増永１５４４－１ 雇用・労災 准看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

調理師及び調理補助者 有）信和メディカルサー
ビス　玉名営業所

熊本県玉名市伊倉北方２７２　老人保
健施設　樹心台内

雇用・労災・健
康・厚生

調理師

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（夜勤専従） 医療法人　洗心会　荒尾
中央病院

熊本県荒尾市増永１５４４－１ 雇用・労災 看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

介護職員 医療法人　洗心会　荒尾
中央病院

熊本県荒尾市増永１５４４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

看護師 医療法人　洗心会　荒尾
中央病院

熊本県荒尾市増永１５４４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

左官・土木作業員 株式会社　山義工業 熊本県荒尾市荒尾２４１７－２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 不問

ケアマネジャー　※オー
プニングスタッフ募集

株式会社　湯の郷　住宅
型有料老人ホーム花しょ
うぶ高瀬

熊本県玉名市高瀬３２０番地 健康・厚生 介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師 株式会社　湯の郷 熊本県玉名市天水町小天９２７８－１ 雇用・労災 准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

正看護師 株式会社　湯の郷 熊本県玉名市天水町小天９２７８－１ 雇用・労災 看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

正看護師 株式会社　湯の郷 熊本県玉名市天水町小天９２７８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

准看護師 株式会社　湯の郷 熊本県玉名市天水町小天９２７８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

准看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

配管工 有限会社テラダ工業 熊本県玉名市寺田１２４９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形成

介護職員（住宅型有料老
人ホーム・ヘルパース
テーション）

株式会社　湯の郷 熊本県玉名市天水町小天９２７８－１ 雇用・労災 介護職員初任者研修修了
者

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある
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59歳以下 (1)9時00分～16時00分
1,250円～1,250円

TEL 0968-78-1133（従業員数 295人 ）

パート労働者 43040- 2682931 就業場所

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
1,333,333円～1,500,000円

TEL 0968-78-1133（従業員数 295人 ）

正社員 43040- 2683131 就業場所 給付

59歳以下 (1)8時45分～17時45分
1,000円～1,000円 (2)8時45分～12時45分

TEL 0968-71-0808（従業員数 9人 ）

パート労働者 43040- 2685831 就業場所

59歳以下 (1)13時45分～17時45分
1,200円～1,500円 (2)8時45分～12時45分

TEL 0968-71-0808（従業員数 9人 ）

パート労働者 43040- 2686231 就業場所

変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

208,000円～273,000円

TEL 0968-74-1131（従業員数 298人 ）

正社員 43040- 2687531 就業場所 拠出

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
210,000円～240,000円

TEL 0968-78-1133（従業員数 295人 ）

正社員 43040- 2688431 就業場所 給付
変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)8時00分～17時00分
215,000円～275,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)8時00分～15時30分
TEL 0968-62-7722（従業員数 37人 ）

正社員 43040- 2689731 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

196,000円～231,000円 (2)16時00分～1時00分
(3)0時30分～9時30分

TEL 0968-74-1131（従業員数 298人 ）

正社員 43040- 2690931 就業場所 拠出
交替制あり

59歳以下 (1)8時00分～14時00分
920円～920円 (2)14時00分～18時00分

TEL 0968-78-1133（従業員数 295人 ）

パート労働者 43040- 2691131 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

153,000円～218,000円 (2)16時00分～1時00分
(3)0時30分～9時30分

TEL 0968-74-1131（従業員数 298人 ）

正社員 43040- 2692031 就業場所 拠出

不問 (1)8時30分～17時45分
180,000円～220,000円

TEL 0968-73-4668（従業員数 25人 ）

正社員 43040- 2693831 就業場所

不問 (1)17時30分～19時30分
910円～910円

TEL 0968-78-1133（従業員数 295人 ）

パート労働者 43040- 2694231 就業場所

変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時15分～17時30分

172,200円～185,800円 (2)10時00分～19時00分
(3)13時00分～22時00分

TEL 0968-82-3335（従業員数 32人 ）

正社員以外 43040- 2695531 就業場所熊本県玉名市

変形（1年単位）
18歳以上 (1)21時00分～9時00分

853円～853円 (2)23時00分～9時00分
(3)0時00分～9時00分

TEL 0968-82-3335（従業員数 32人 ）

パート労働者 43040- 2697731 就業場所熊本県玉名市

64歳以下 (1)8時00分～17時00分
240,000円～500,000円

TEL 0968-76-0200（従業員数 28人 ）

正社員 43040- 2698331 就業場所

35歳以下 (1)8時00分～17時00分
190,000円～230,000円

TEL 0968-76-0200（従業員数 28人 ）

正社員 43040- 2699631 就業場所

不問 (1)7時50分～12時00分
950円～1,050円 (2)7時50分～15時00分

(3)9時00分～15時00分
TEL 0968-74-9043（従業員数 23人 ）

パート労働者 43040- 2700531 就業場所

交替制あり
不問 (1)7時00分～9時00分

950円～1,050円 (2)7時50分～10時00分

TEL 0968-74-9043（従業員数 23人 ）

パート労働者 43040- 2701431 就業場所

変形（1ヶ月単位）
44歳以下 (1)8時00分～17時00分

163,100円～302,900円

TEL 0968-68-3642（従業員数 5人 ）

正社員 43040- 2702731 就業場所

変形（1ヶ月単位）
59歳以下

184,000円～258,000円

TEL 0968-66-3040（従業員数 150人 ）

正社員 43040- 2703331 就業場所熊本県荒尾市 給付

洋食調理スタッフ 有明リゾートシティ株式
会社

熊本県荒尾市本井手１５５８番地 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

電気工事士 株式会社　クロサキ電気 熊本県荒尾市川登１７７７－７４ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

飼育補助員 有限会社　池端うずら園 熊本県玉名市三ツ川５５１ 労災

雇用期間の定めなし 不問

うずら卵の採卵作業員 有限会社　池端うずら園 熊本県玉名市三ツ川５５１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

土木技術者又は補助員 末広建設株式会社 熊本県玉名市大浜町３７６５番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし キャリア形成

土木監督 末広建設株式会社 熊本県玉名市大浜町３７６５番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

１級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士
雇用期間の定めなし 定年を上限

支援員（夜勤スタッフ） 社会福祉法人　天水福祉
事業会　天水生命学園

熊本県玉名市天水町小天６６４０ 雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

法令の規定に
より年齢制限

がある

世話人 社会福祉法人　天水福祉
事業会　天水生命学園

熊本県玉名市天水町小天６６４０ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 定年を上限

クリーンスタッフ（介護
医療院せいわの里）

医療法人社団　聖和会
有明成仁病院

熊本県玉名郡長洲町宮野２７７５ 労災

雇用期間の定めなし 不問

経理・一般事務員（建
築・不動産）

株式会社　かずやハウジ
ング

熊本県玉名市立願寺１７３‐１ 雇用・労災・健
康・厚生

宅地建物取引士（旧：宅
地建物取引主任者）

雇用期間の定めなし 不問

介護福祉士【悠紀会病
院・介護医療院】／正職
員

医療法人　悠紀会 熊本県玉名市上小田１０６３番地 雇用・労災・健
康・厚生

介護福祉士

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

保育士 医療法人社団　聖和会
有明成仁病院

熊本県玉名郡長洲町宮野２７７５ 雇用・労災・健
康・厚生

保育士

雇用期間の定めなし 定年を上限

正看護師【介護老人保健
施設ゆうきの里】／正職
員

医療法人　悠紀会 熊本県玉名市上小田１０６３番地 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

正看護師または准看護師
【急募】

医療法人　山田クリニッ
ク

熊本県荒尾市東屋形２丁目１４－９ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 法令の規定に

より年齢制限
がある

理学療法士 医療法人社団　聖和会
有明成仁病院

熊本県玉名郡長洲町宮野２７７５ 雇用・労災・健
康・厚生

理学療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業療法士【悠紀会病
院】／正職員

医療法人　悠紀会 熊本県玉名市上小田１０６３番地 雇用・労災・健
康・厚生

作業療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限

正・准看護師 医療法人社団　青空会
おやまだ耳鼻咽喉科クリ
ニック

熊本県玉名市築地３３３－１ 労災 看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

看護助手 医療法人社団　青空会
おやまだ耳鼻咽喉科クリ
ニック

熊本県玉名市築地３３３－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

医師 医療法人社団　聖和会
有明成仁病院

熊本県玉名郡長洲町宮野２７７５ 雇用・労災・健
康・厚生

医師

雇用期間の定めなし 定年を上限

作業療法士 医療法人社団　聖和会
有明成仁病院

熊本県玉名郡長洲町宮野２７７５ 雇用・労災・健
康・厚生

作業療法士

雇用期間の定めなし 定年を上限
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ハローワークのシステムの都合上、休日・雇用期間・就業時間が反映されない場合があります。ご了承ください。
年齢・

職種 年齢制限該当事由 賃金 求人者名・求人番号 就業時間 加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

64歳以下 (1)13時00分～17時00分
1,000円～1,250円 (2)9時00分～17時00分

TEL 0968-68-3642（従業員数 5人 ）

パート労働者 43040- 2704631 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)10時00分～12時00分
950円～1,050円 (2)13時00分～17時00分

TEL 0968-74-9043（従業員数 23人 ）

パート労働者 43040- 2705931 就業場所

18歳以上 (1)8時00分～17時00分
185,400円～329,600円

TEL 0968-78-2456（従業員数 3人 ）

正社員 43040- 2708831 就業場所熊本県玉名郡長洲町

不問 (1)8時00分～17時00分
192,500円～335,000円 (2)8時00分～12時00分

TEL 0968-57-3809（従業員数 4人 ）

正社員 43040- 2710731 就業場所

不問 (1)8時00分～12時00分
1,000円～1,000円

TEL 0968-53-3656（従業員数 3人 ）

パート労働者 43040- 2714131 就業場所熊本県玉名郡南関町

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
213,000円～268,000円

TEL 0968-78-1133（従業員数 295人 ）

正社員 43040- 2715031 就業場所 給付

69歳以下 (1)8時30分～17時30分
200,000円～220,000円

TEL 0968-64-7806（従業員数 10人 ）

正社員 43040- 2716831 就業場所熊本県荒尾市

65歳以下 (1)8時20分～17時30分
170,000円～244,000円 (2)7時20分～16時30分

(3)9時50分～19時00分
TEL 0968-73-8855（従業員数 16人 ）

正社員 43040- 2717231 就業場所熊本県玉名市

69歳以下 (1)8時30分～17時30分
1,200円～1,200円

TEL 0968-64-7806（従業員数 10人 ）

パート労働者 43040- 2718531 就業場所熊本県荒尾市

69歳以下 (1)8時30分～17時30分
200,000円～210,000円

TEL 0968-64-7806（従業員数 3人 ）

正社員 43040- 2719431 就業場所熊本県荒尾市

69歳以下 (1)8時30分～17時30分
190,000円～190,000円

TEL 0968-64-7806（従業員数 25人 ）

正社員 43040- 2721931 就業場所熊本県荒尾市

不問 (1)14時00分～19時00分
864円～1,000円

TEL 0968-57-5755（従業員数 20人 ）

パート労働者 43040- 2722131 就業場所熊本県荒尾市

64歳以下 (1)8時00分～12時00分
980円～980円 (2)13時00分～17時00分

TEL 096-358-6442（従業員数 17人 ）

パート労働者 43080- 2515331 就業場所熊本県玉名市

64歳以下 (1)17時00分～21時00分
1,050円～1,050円

TEL 097-524-3301（従業員数 9人 ）

パート労働者 44010-12830831 就業場所熊本県玉名郡和水町

44歳以下 (1)8時20分～17時20分
182,000円～308,000円

TEL 0944-57-3535（従業員数 2人 ）

正社員 40030- 3914131 就業場所熊本県玉名郡南関町

18歳以上 (1)19時00分～7時00分
156,240円～156,240円

TEL 0968-73-4689（従業員数 4人 ）

正社員 43040- 2603531 就業場所熊本県玉名市

交替制あり
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

900円～900円 (2)10時00分～19時00分

TEL 0968-72-2326（従業員数 20人 ）

パート労働者 43040- 2604431 就業場所

不問 (1)9時00分～18時00分
900円～900円 (2)9時00分～12時30分

TEL 0968-85-6500（従業員数 1人 ）

パート労働者 43040- 2605731 就業場所

65歳以下 (1)8時30分～12時30分
1,200円～1,900円 (2)15時00分～19時00分

(3)17時10分～21時10分
TEL 0968-82-2005（従業員数 48人 ）

パート労働者 43040- 2606331 就業場所

変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時30分～17時30分

168,000円～208,000円 (2)16時00分～1時00分
(3)0時30分～9時30分

TEL 0968-74-1131（従業員数 298人 ）

正社員 43040- 2607631 就業場所 拠出

准看護師【悠紀会病院・
介護医療院】／正職員

医療法人　悠紀会 熊本県玉名市上小田１０６３番地 雇用・労災・健
康・厚生

准看護師

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

正看護師、准看護師 大塚医院 熊本県玉名市天水町小天６９８６－１ 労災 看護師

准看護師
雇用期間の定めなし 定年を上限

薬局事務スタッフ 株式会社　Ｂｅｔｔｅｒ
Ｔｏｍｏｒｒｏｗ　Ｐｈ
ａｒｍａｃｙ
地域の薬局

熊本県玉名郡玉東町大字木葉７５５番
地７

雇用・労災

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

ヘルパー 有限会社　有明ケアサ
ポート　ガーデンハウス
築山

熊本県玉名市岱明町下前原６０７ 雇用・労災・健
康・厚生

ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

警備業務員 九州綜合サービス株式会
社　玉名支店

熊本県玉名市岩崎９６４ー２ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

ＬＰＧボンベ配送業務 有限会社　三光産業 福岡県大牟田市千代町９－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

準中型自動車免許

雇用期間の定めなし キャリア形成

レストラン業務（熊本和
水店／１７時～）

株式会社　アメイズ（Ｈ
ＯＴＥＬ　ＡＺチェー
ン）

大分県大分市西鶴崎１丁目７番１７号 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

（請：玉名市）病院内清
掃業務（くまもと県北病
院）※短時間

ワタキューセイモア　株
式会社　熊本営業所

熊本県熊本市南区富合町田尻５８７ 労災

雇用期間の定めなし 定年を上限

調理スタッフ（世話人） 社会福祉法人　きらきら 熊本県玉名市岱明町野口字塚原６６６
番地

雇用・労災・健
康・厚生

栄養士

調理師
雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

生活相談員 株式会社荒尾介護システ
ム

熊本県荒尾市原万田６９６番地９ 雇用・労災・健
康・厚生

社会福祉士

介護福祉士
雇用期間の定めなし 定年を上限

精神保健福祉士

ケアマネージャー 株式会社荒尾介護システ
ム

熊本県荒尾市原万田６９６番地９ 雇用・労災・健
康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）

雇用期間の定めなし 定年を上限

理学療法士または作業療
法士（訪問リハ）

株式会社荒尾介護システ
ム

熊本県荒尾市原万田６９６番地９ 雇用・労災 理学療法士

作業療法士
雇用期間の定めなし 定年を上限

訪問介護員 有限会社　ライフケア 熊本県玉名市中７５１－４ 雇用・労災・健
康・厚生

介護職員初任者研修修了
者
ホームヘルパー２級

雇用期間の定めなし 定年を上限

理学療法士または作業療
法士

株式会社荒尾介護システ
ム

熊本県荒尾市原万田６９６番地９ 雇用・労災・健
康・厚生

理学療法士

作業療法士
雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師（訪問） 医療法人社団　聖和会
有明成仁病院

熊本県玉名郡長洲町宮野２７７５ 雇用・労災・健
康・厚生

看護師

雇用期間の定めなし 定年を上限

ペット（犬）ブリーダー
業務補助員

株式会社ビューティフ
ル・ベガ

熊本県玉名郡南関町大字豊永５４１４
番地

雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

クレーンオペレーター 豊田クレーン　株式会社 熊本県玉名市岱明町開田２３０－２ 雇用・労災・健
康・厚生

移動式クレーン運転士

大型特殊自動車免許
雇用期間の定めなし 不問

玉掛技能者

鉄筋組立作業員 株式会社　中尾鉄筋工業 熊本県玉名郡長洲町長洲７１８－３ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めなし 法令の規定に
より年齢制限

がある

うずら肉の箱詰め 有限会社　池端うずら園 熊本県玉名市三ツ川５５１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 不問

一般事務員 株式会社　クロサキ電気 熊本県荒尾市川登１７７７－７４ 雇用・労災

雇用期間の定めなし 定年を上限
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ハローワークのシステムの都合上、休日・雇用期間・就業時間が反映されない場合があります。ご了承ください。
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不問 (1)7時30分～13時30分
900円～900円 (2)7時30分～12時00分

(3)9時30分～13時00分
TEL 0968-71-0072（従業員数 7人 ）

パート労働者 43040- 2608931 就業場所熊本県玉名市

変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

149,640円～154,800円

TEL 0968-53-5220（従業員数 55人 ）

正社員以外 43040- 2609131 就業場所

変形（1年単位）
不問 (1)5時20分～13時15分

151,320円～151,320円 (2)13時05分～21時00分

TEL 0968-78-0353（従業員数 8人 ）

正社員以外 43040- 2610831 就業場所

59歳以下 (1)8時30分～17時15分
164,900円～205,900円

TEL 0968-73-9050（従業員数 13人 ）

正社員 43040- 2611231 就業場所 厚生

玉名市包括支援センター
職員

社会福祉法人　玉名市社
会福祉協議会

熊本県玉名市岩崎８８－４ 雇用・労災・健
康・厚生

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）
社会福祉士

雇用期間の定めなし 定年を上限

看護師

乗船券販売員 有明フェリー振興　株式
会社

熊本県玉名郡長洲町大字長洲２１６８
－２５

雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

手提げ袋の袋詰め・箱詰
めなどの作業員

株式会社　モロフジケミ
カル

熊本県玉名郡南関町大字関外目８１１ 雇用・労災・健
康・厚生

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問

（配送・商品のピッキン
グ）スタッフ（物流セン
ター）

株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災 準中型自動車免許

雇用期間の定めあり*（４ヶ
月以上）

不問
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