
発行日：原則毎週木曜日 月 日

発行元：　　ハローワーク熊本（熊本公共職業安定所）雇用促進部門

　　〒862-0971　熊本市中央区大江6-1-38　TEL096-371-8609
求人の年齢制限について・・求人の年齢制限は禁止されていますが、厚生労働省令に定められた例外事由に該当する場合のみ制限が可能となっています
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令和5年5月18日号 859vol.

令和5年5月9日～令和5年5月15日 の受理求人です。

25次回発行予定日：

① ハローワークの求人検索パソコンで求人票を閲覧し、内容確認する。

② 応募したい求人の求人番号をメモする。ハローワークの相談窓口に

求人番号を伝え、求人票により内容確認する。

③ 自宅のパソコン、スマホ等で求人票の内容確認する。

ハ
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ー
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し
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だ
さ
い

求人情報誌

ハローワーク熊本

熊本市内の法人を対象に自社商品の紹介

ルート営業（社用車使用）

求人内容（条件等）の確認方法

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

○文字数制限によりすべてを表示できない箇所があります。

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

○加入保険は勤務時間等によっては加入できない場合があります。

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

○事業所の電話番号に直接のお問い合わせはご遠慮ください。

ご注意ください！ ！

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

マイページを開設していると更に便利に♪
※詳しくは裏面へ

↑または↓

または→ハローワークインターネットサービス

週刊

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

いただき、応募希望の場合は、ハローワーク窓口でご相談ください。

求人番号 43010‐00000000



●検索条件や気になった求人情報を保存できます。
●応募した求人企業や団体の担当者とメッセージ機能で直接やりとりがでます。

（求人者側がマイページを開設している場合に限ります）

●ハローワークからの求人情報やお知らせを受け取ることができます。

●求職情報の確認・変更や求職登録の有効／無効の設定ができます。

●希望する職種等の条件や経験した主な仕事などの求職情報を公開※1することにより、

求人者からリクエスト※２を受けられるようになります。

●ハローワークインターネットサービスで探した求人にハローワークの職業紹介を受けずにご自身で マイページから直接

応募できます。（オンライン自主応募対象求人に限る）

メールアドレスの登録

パスワードの登録

マイページの開設

求職情報の登録

マイページアカウント登録完了

step4

step3

step2

step1

メールアドレスを⼊⼒すると、
⼊⼒したメールアドレス宛に
ハローワークインターネット
サービスから「アカウント仮
登録完了通知」メールが届
きます。

パスワードと「アカウント仮登
録完了通知」メール記載の
「認証キー」を⼊⼒します。
(メール配信から 50分以
内 )

続けて求職情報を登録し
ます。(アカウント登録完了
後 14⽇以内 )

求職情報の登録が完了す
ると、マイページが開設され、
マイページの各種メニューを
ご利⽤いただけるようになり
ます。あともう少しです♪

■求職者マイページを開設してさらに便利に♪

step5

【求職者マイページ】を開設してできること

●マイページの全機能がご利用できます

●オンラインハローワーク紹介が可能になります（ハローワークからオンラインで職業紹介）

●職員による窓口でのご相談、職業紹介

●履歴書や職務経歴書など応募書類の作成支援

●面接時のマナーや心構えについてのアドバイスや模擬面接など面接対策支援

●各種面接会、職場見学会等のイベント

●各種セミナー

ハローワークに来所すると下記サービスが利用可能に♪
プラス

※２ リクエスト・・・・・・・・公開された求職情報を求人者が見て、自社の求人に応募してほしい求職者に求人情報を送り、応募の検討依頼をすること。

■開設は簡単♪

※1 求職情報を公開・・希望する職種等の条件や経験した主な仕事、所持している免許・資格等の情報を広く求人者に公開すること。

⇒ 下記オンライン自主応募に関する注意点を参照ください。

電 話： 0570-077450 受付日時：月曜～金曜 9：30～18:00 （年末年始、祝日除く）
※ナビダイヤルのため、通話料がかかります。 ※ご利用の電話回線によっては、接続できない場合があります。

メール： helpdesk@hd.hellowork.mhlw.go.jp

ハローワークインターネットサービスや求職者マイページの操作方法に関するお問い合わせ

■ オンライン自主応募はハローワークによる職業紹介に該当しないため、ハローワークの職業紹介を要件とする雇用保険の再就職手当等は

対象外となる場合があります。 また、事業主に支給される助成金のうち、ハローワークの職業紹介を要件とする助成金は支給されません。

■ オンライン自主応募に伴って生じるトラブル等は当事者同士で対応することが基本です。

オンライン自主応募に関する注意点！ ！

メール受信制限をされている⽅は、
system@mail.hellowork.mhlw.go.jp
からのメール受信を許可してください 。

おおむね過去５年以内にハローワークに求職登録を
したことがある⽅で、求職者マイページの開設を希望
する⽅は、このページから登録ができませんので、最
寄りのハローワークにお越しいただく必要があります。

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

まずはアクセス

お仕事探しを

お手伝いします



実践コース

訓練実施機関名 訓練科名
募集

開始日
募集

終了日
訓練

開始日
訓練

終了日
自己負担
の額合計

訓練実施施設名 実施施設所在地

(有)アトム開発 ＷＥＢ・映像クリエイター養成科 4月18日 5月17日 6月7日 12月6日 12,584円 アトムぱそこん教室 くまなん校 熊本市南区江越

◆ハロートレーニング（求職者支援訓練）のご案内◆

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

ハロートレーニング（求職者支援訓練）認定コース情報

令和5年5月16日　現在

*ハローワーク熊本*　　　　　　　　令和5年 5月 6月 開講分

雇⽤保険を受給できない求職者（特定求職者）の⽅が就職活動をする中で、ハローワークが必要と認めた場合、無料で職業訓練を受講することが
でき、かつ訓練受講中に⼀定の要件を満たす場合には、給付⾦（職業訓練受講給付⾦）を受給できる制度であり、社会⼈としての基礎的能⼒及び
短時間で習得できる技能等を習得する「基礎コース」と、就職希望職種における職務遂⾏のための実践的な技能を習得する「実践コース」があり
ます。
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市⻄区
必須

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16665931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

作業療法⼠
⽉額換算 220,970〜340,000 所在地

正社員
職
種

作業療法⼠ 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:00

熊本市⻄区
医療法⼈⾦澤会

熊本市⻄区島崎２丁⽬２２−１５
096-354-1731

常⽤

□作業療法士業務全般･内科、循環器内科、整形外

科、リハビリテーション科、ベッド数１８５床、

病棟４単位、介護医療院４７床併設、外来平均１

００名の病院、又は定員５８名の老健のリハビリ

業務及び訪問リハビリ業務＊脳血管リハ(１)、運

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16652531 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 10:00～19:00

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

職
種

看護職員 変形(1ヶ月単位)

7:00～16:00

社会福祉法⼈愛誠会特別養護⽼⼈ホーム
⼩島苑

熊本市⻄区⼩島５丁⽬１５番４５号
096-329-3100

常⽤

小規模多機能型居宅介護事業所での看護･介護業

務･入居者状態の観察、体調管理･配薬、与薬･処

置、介助など

正社員

226,935〜248,548 所在地

正社員熊本市⻄区

職
種

⽉額換算

リボンガス株式会社

熊本市⻄区⼩島５丁⽬１６番２６号
096-329-1511

常⽤

住宅リフォームおよび床暖房など設備工事の施工

管理、現場管理。設計、積算管理、発注管理、申

請業務。

59歳以下 就業場所：

8:00～17:00

必須
年齢：
職
種

⻭科医師

正社員

求⼈番号： 43010-16902731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16716431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇：

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 0:00～8:50

准看護師
⽉額換算 170,000〜200,000 所在地 16:00～0:15

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16690131 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

職
種

看護職員(准看護師) 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

社会福祉法⼈⻘照会(グッドライフ熊本
駅前)

熊本市⻄区春⽇２丁⽬１−２４
096-355-0020

常⽤

特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサー

ビス、グループホーム利用者に対する看護業務･

状態観察、健康管理･急変時の対応･与薬、内服管

理･診察介助、処置･経管栄養等＊日勤のみの勤務

です。

熊本市⻄区

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 9:30～18:30

准看護師

正社員熊本市⻄区
不問

不問
年齢： 59歳以下

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16206431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間：

熊本市⻄区

常⽤
5⼈ 雇⽤形態：

休⽇： 他(その他) 雇⽤期間：

職
種

准看護師 変形(1ヶ月単位)

熊本市⻄区池⽥３丁⽬４４−１
096-352-6264

常⽤

･精神科病棟で入院患者さん看護･うつ病院等があ

り、うつ病患者数は県内 多

･内科、循環器内科、整形外科等ベッド数１８５

床、病棟４単位、介護医療院４７床併設の青磁野

リハビリテーション病院における病棟及び外来看

護業務･通所３８名、入所５８名の老人保健施設

(要介護３程度)における看護業務･全４７室のサー

59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17066831 採⽤⼈数：

所在地 16:30～0:30

2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 9:30～18:30

看護師
⽉額換算 208,200〜221,800 所在地 8:00～17:00

職
種

常⽤

特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサー

ビス、グループホーム利用者に対する看護業務･

状態観察、健康管理･急変時の対応･与薬、内服管

理･診察介助、処置･経管栄養等＊日勤のみの勤務

です。

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⻭科衛⽣⼠
⽉額換算 220,000〜300,000 所在地 9:00～17:00

正社員

准看護師
⽉額換算 175,994〜232,300

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

看護師
⽉額換算 190,975〜310,000

8:00～16:30

医療法⼈富尾会桜が丘病院

8:30～17:30

社会福祉法⼈⻘照会(グッドライフ熊本
駅前)

熊本市⻄区春⽇２丁⽬１−２４
096-355-0020

0:15～9:00

職
種

看護師 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:00

医療法⼈⾦澤会

熊本市⻄区島崎２丁⽬２２−１５
096-354-1731

⻭科衛⽣⼠

正社員熊本市⻄区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17067231 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：
保険：

正社員

⽇祝他(毎週)

9:00～18:30

医療法⼈森の暁会もりの⻭科クリニック

熊本市⻄区池⽥２丁⽬１番地８２号

看護職員(正看護師) 変形(1ヶ月単位)

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

正社員熊本市⻄区

TEL

正社員熊本市⻄区
不問

年齢：

求⼈番号：

熊本市⻄区
あれば尚可

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17145031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 6:00～20:00の間の

8時間

知識･経験：
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

管理栄養⼠
⽉額換算

096-352-8241
常⽤

･歯科衛生士業務全般＊スタッフ同士が仲が良

く、皆親切で働きやすい、雰囲気のよい職場で

す。

就業場所： 求⼈番号： 43010-16786931 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

職
種

雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 0:15～9:00096-354-1731
常⽤

･内科、循環器内科、整形外科、ベッド数１８５

床、病棟４単位、介護医療院４７床併設の青磁野

リハビリテーション病院における病棟及び外来看

護業務･通所３８名、入所５８名の老人保健施設

(要介護３程度)における看護業務･全４７室のサー

熊本市⻄区
必須

年齢：

⽉額換算 173,600〜188,200 所在地

所在地 16:30～0:30

職
種

准看護師 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:00

医療法⼈⾦澤会

熊本市⻄区島崎２丁⽬２２−１５

職
種

管理栄養⼠ 変形(1ヶ月単位)社会福祉法⼈聖⺟会特別養護⽼⼈ホーム
聖⺟の丘

熊本市⻄区島崎６丁⽬１−２７
096-355-3017

常⽤

･献立、帳票類作成、衛生管理業務･調理業務･発

注、納品、検品など＊介護施設での栄養ケア･マ

ネジメント業務(管理栄養士)＊３６５日稼働の施

設です。180,600〜221,800 所在地

9:00～18:30

医療法⼈森の暁会もりの⻭科クリニック

熊本市⻄区池⽥２丁⽬１番地８２号
096-352-8241

常⽤

･歯科医師業務全般

雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⻭科医師
⽉額換算 400,000〜1,050,000 所在地 9:00～17:00

施⼯管理

59歳以下 就業場所： 43010-16692831 採⽤⼈数：

1　　　パート求人は42ページから



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

正社員熊本市⻄区
必須

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16657931 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

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

職
種

ケアマネージャー(特養) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

社会福祉法⼈愛誠会特別養護⽼⼈ホーム
⼩島苑

熊本市⻄区⼩島５丁⽬１５番４５号
096-329-3100

常⽤

特別養護老人ホームでのケアマネージャー業務全

般です。･ケアプランの作成および相談業務･ご家

族やサービス事業者との連絡調整･介護保険の給

付管理など

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16704031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

介護⽀援専⾨員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
⽉額換算 267,500〜267,500 所在地

職
種

介護⽀援専⾨員/ケアホーム三
郎⼀丁⽬

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

株式会社スローライフ芳寿会

熊本市⻄区蓮台寺３丁⽬４番５号
096-324-2600

常⽤

･住宅型有料老人ホーム「ケアホーム三郎一丁目」の
入居者６９名の日常生活における介助、健康管理等全
般･看護、厨房、介護職員の連携強化の推進実現(就
職氷河期世代歓迎求人)就職氷河期世代で正社員登
用の機会に恵まれなかった方歓迎

正社員熊本市⻄区

正社員熊本市⻄区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16567931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16688731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

⽉額換算 231,800〜245,000 所在地

職
種

主任介護⽀援専⾨員(居宅介護
⽀援事業所)

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

社会福祉法⼈⻘照会(グッドライフ熊本
駅前)

熊本市⻄区春⽇２丁⽬１−２４
096-355-0020

常⽤

居宅介護支援事業所における介護支援専門員業務

･アセスメントの実施･生活の維持又は向上に必要

な計画書の作成･計画書に基づく介護及び評価の

実施･関係記録の管理･管理業務等

社会福祉⼠
⽉額換算 167,300〜197,800 所在地 精神保健福祉⼠

職
種

⽣活相談員 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 10:00～19:00

管理栄養⼠
⽉額換算 181,000〜199,100 所在地 8:30～17:30 栄養⼠

職
種

管理栄養⼠または栄養⼠ 変形(1ヶ月単位)

6:00～15:00

社会福祉法⼈⻘照会(グッドライフ熊本
駅前)

熊本市⻄区春⽇２丁⽬１−２４
096-355-0020

常⽤

厨房運営管理業務(発注、在庫管理、衛生管理、

厨房職員シフト管理、その他必要な書類の作成、

管理業務)厨房内業務(検品･納品･食材の温め･盛り

付け･洗浄等)＊グッドライフ熊本駅前ではセント

ラルキッチン･クックチル方式を採用していま

8:30～17:30

正社員熊本市⻄区

正社員熊本市⻄区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 14010-23536131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間：

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-16689331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週)

正社員

⽉額換算 200,000〜250,000 所在地

正社員熊本市⻄区
不問

年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16560831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽕他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

社会福祉法⼈⻘照会(グッドライフ熊本
駅前)

熊本市⻄区春⽇２丁⽬１−２４
096-355-0020

常⽤

･入居、退去に係る訪問面接･家族、ケアマネー

ジャーとの連絡調整など

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL その他の福祉･介護関係資格

変形(1ヶ月単位)

9:30～18:30

ＩＴＸコミュニケーションズ株式会社

  神奈川県横浜市⻄区南幸１−１−１ＪＲ
050-3116-5600

常⽤

ａｕショップ運営に関する様々な業務に携わって

頂きます。･携帯電話販売や各種手続き、サービ

ス提案･故障や操作のご相談対応･販売促進のため

のポップ作成、ディスプレイ変更･イベント販売

や企画運営･バックヤード業務、在庫管理◎第二

又は9:30～19:30の
間の8時間

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 220,000〜250,000 所在地 10:30～19:30

職
種

(正)携帯の販売受付スタッフ/
ａｕショップ上熊本

正社員熊本市⻄区

職
種

住宅営業 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

株式会社幸保⼯務店

熊本市⻄区上代８丁⽬１０−２２
096-329-1418

常⽤

注文住宅営業(主な業務内容)･モデルハウス、現場

見学会でのお客様の接客、ご案内･電話、イン

ターネット等からのお問い合わせの反響営業･お

客様が住まいに求めるもののヒアリング･資金計

画、間取りなどのプラン提案※エリア：熊本市内

⽉額換算 196,600〜288,800 所在地

熊本市⻄区
不問

年齢： 35歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16245031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

職
種

⽉額換算 190,000〜200,000 所在地 9:30～17:30

職
種

健康体操(カーブスの運営ス
タッフ 接客･事務等)＊急募

変形(1年単位)

不問
就業場所： 求⼈番号： 43010-17015831 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：

休⽇： ⽇祝他(その他)

1⼈ 雇⽤形態：
休⽇：

年齢： 59歳以下 正社員熊本市⻄区 他
雇⽤期間： 知識･経験：

9:30～19:30

ビー･スタイル株式会社(カーブス事業部)

熊本市北区楠７丁⽬８−１０
096-338-2103

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16904631 採⽤⼈数：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

営業/熊本⽀店 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

9:30～18:30

熊本⽇産⾃動⾞株式会社

熊本市⻄区上熊本２丁⽬４−１５
096-354-0120

常⽤

･日産車の販売･中古車の販売･損保取扱いエリ

ア：熊本市マイカー使用(ガソリンカード支給)

常⽤

お客様とのコミュニケーションが中心のお仕事に

なります･受付業務(お客様の情報などの簡単な入

力)･お客様の健康管理のアドバイス･当社取扱商

品(運動用衣類など)の案内･販売･簡単体操のサ

ポート(お客様が安全にそして効果的に体操がで

正社員

職
種

管理部(経理･総務)〔管理職候
補〕

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

7:45～16:35

熊⻘⻄九州⻘果株式会社

熊本市⻄区⽥崎町４８４番地
096-323-2611

常⽤

□管理部における経理(総務)業務全般･売掛金、買

掛金業務･現金、預金の管理･仕訳伝票他帳票入力

･送金業務･決算業務･その他付随する業務など250,000〜400,000 所在地 7:45～13:00

⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算

熊本市⻄区

職
種

認定こども園での教育･保育業
務/熊本市⻄区

学校法⼈グリーンコープ古町幼稚園 変形(1年単位) 認定こども園「古町幼稚園」での教育･保育業務･

０歳児から５歳児の保育業務･保育記録や指導計

画、行事計画の作成
7:15～16:15 幼稚園教諭免許(専修･1種･2種)

⽉額換算 205,000〜369,500 所在地 熊本市⻄区⼆本⽊４丁⽬４−１３ 8:00～17:00 保育⼠
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-352-4907 8:30～17:30
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 又は9:00～19:00の

間の8時間程度

知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市⻄区 求⼈番号： 43010-16556331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員

2　　　パート求人は42ページから



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

1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 231,000〜327,150 所在地

9:00～19:00

職
種

調理師⼜は調理補助 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～14:00

有限会社寿しきよ

熊本市⻄区河内町船津９８２番地１３３
096-276-1464

常⽤

□寿司和食中心のお店で調理師･調理補助者を募集

熊本市西区河内周辺の仕出しも行っており、会

席･鉢盛の厨房作業(盛りつけ･配膳)、宴会対応、

配達業務となります。※配達エリア：河内町及び

近傍〔社用車(軽自動車)使用〕＊未経験者も歓迎

正社員熊本市⻄区

正社員熊本市⻄区
必須

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13040-65140031 採⽤⼈数：

正社員熊本市⻄区
不問

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16626231 採⽤⼈数： 8⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 10:00～19:00

⽉額換算 152,840〜202,412 所在地 9:00～18:00

職
種

介護職員 変形(1ヶ月単位)

7:00～16:00

社会福祉法⼈愛誠会特別養護⽼⼈ホーム
⼩島苑

熊本市⻄区⼩島５丁⽬１５番４５号
096-329-3100

常⽤

老人ホームでの介護業務･食事介助･入浴介助･ト

イレ介助※未経験の方も丁寧に指導します。

正社員熊本市⻄区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16696731 採⽤⼈数： 6⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 13:00～22:00

介護福祉⼠
⽉額換算 174,300〜195,100 所在地 8:30～17:30

正社員
職
種

介護福祉⼠ 変形(1ヶ月単位)

7:00～16:00

熊本市⻄区
社会福祉法⼈⻘照会(グッドライフ熊本
駅前)

熊本市⻄区春⽇２丁⽬１−２４
096-355-0020

常⽤

□特別養護老人ホーム、グループホーム、ショー

トステイ、デイサービスにおける介護業務＊適性

を判断し、各施設へ配属します。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16694531 採⽤⼈数： 10⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 13:30～22:00

･内科、循環器内科、整形外科、ベット数１８５

床、病棟４単位、介護医療院４７床併設の青磁野

リハビリテーション病院における介護業務･通所

３８名、入所５８名の老人保健施設における介護

業務･全４７室のサービス付き高齢者向け住宅に

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17069431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

⽉額換算 166,000〜176,000 所在地 7:00～15:30

正社員
職
種

介護職(特別養護⽼⼈ホーム･
グループホーム)

変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市⻄区
社会福祉法⼈⻘照会(グッドライフ熊本
駅前)

熊本市⻄区春⽇２丁⽬１−２４
096-355-0020

常⽤

□特別養護老人ホーム･グループホーム･ショート

ステイ･デイサービスにおける介護業務･食事、入

浴、排泄等の介助･居室清掃･散歩の付き添い等＊

適性を判断し、各施設へ配属します。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17070631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

⽉額換算 172,180〜220,400 所在地 21:00～9:00

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 13:00～21:15

介護福祉⼠
⽉額換算 179,094〜290,300 所在地 21:00～9:00

正社員

職
種

介護福祉⼠(ファインテラスせ
いじの)

変形(1ヶ月単位)

8:30～17:00

熊本市⻄区

医療法⼈⾦澤会

熊本市⻄区島崎２丁⽬２２−１５
096-354-1731

常⽤

･全４７室のサービス付き高齢者向け住宅におけ

る介護業務

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17068531 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 0:15～9:00

介護福祉⼠
⽉額換算 179,094〜290,300 所在地 16:30～0:30

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 0:15～9:00

⽉額換算

正社員熊本市⻄区
あれば尚可

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16600231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 又は6:00～21:00の

間の8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 9:30～18:30 介護職員実務者研修修了者

介護職員基礎研修修了者
⽉額換算 185,600〜221,000 所在地 8:30～17:30

変形(1ヶ月単位)

8:00～17:00

医療法⼈起⽣会

熊本市中央区北千反畑町２番５号
096-343-6161

常⽤

･特定施設(なでしこガーデン上熊本)に入居されて

いる入居者に対する介護業務全般(入浴、排泄、

食事その他)･記録･会議、委員会への参加･その

他、法人職員として必要とされる業務

職
種

介護職員(看護⼩規模多機能
型)

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

7:00～16:00

医療法⼈社団清⼼会春⽇クリニック

熊本市⻄区春⽇３丁⽬２５番１号
096-351-6225

常⽤

○「地域包括ケア杏心の丘」内にある『看護小規

模多機能型居宅介護はるかぜ(看護･介護の複合型

サービス)』における介護業務全般です。＊看護

小規模多機能型居宅介護はるかぜでは、住み慣れ

た地域で安心して 期まで暮らし続けるために、

介護職員初任者研修修了者

172,184〜220,400 所在地 16:30～0:30

正社員
職
種

介護職員(ケアワーカー) 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:00

熊本市⻄区
医療法⼈⾦澤会

熊本市⻄区島崎２丁⽬２２−１５
096-354-1731

常⽤

10:00～19:00

熊本市⻄区

株式会社テイクアンドギヴ･ニーズ

東京都品川区東品川２−３−１２
03-3471-6843

常⽤

『１００人の料理を１度に作るのではなく、１皿

の料理を１００皿作る』そんな想いを大切に、素

材から丁寧に作ってきた当社結婚式場のフランス

料理(調理職)のお仕事です。□仕入れや食材管理□
食材の下準備や肉の熟成□パーティー当日の調理□

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16666131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 13:00～21:15

職
種

介護福祉⼠ 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:00

医療法⼈⾦澤会

熊本市⻄区島崎２丁⽬２２−１５
096-354-1731

常⽤

･内科、循環器内科、整形外科、ベット数１８５

床、病棟４単位、介護医療院４７床併設の青磁野

リハビリテーション病院における介護業務･通所

３８名、入所５８名の老人保健施設における介護

業務･全４７室のサービス付き高齢者向け住宅に

あれば尚可
年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16875131 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔(なし) 雇⽤期間： 又は8:30～21:00の

間の5時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 150,000〜158,000 所在地

正社員熊本市⻄区
不問

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16490531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 7:00～16:00

⽉額換算 171,000〜252,100 所在地 15:30～9:30

職
種

介護総合職員/なでしこガーデ
ン上熊本

正社員

職
種

(東証プライム)結婚式場の
キッチン･スタッフ/熊本

変形(1年単位)

職
種

介護職員(ファインテラスせい
じの)

変形(1ヶ月単位)

8:30～17:00

医療法⼈⾦澤会

熊本市⻄区島崎２丁⽬２２−１５
096-354-1731

常⽤

□全４７室のサービス付き高齢者向け住宅におけ

る介護業務

3　　　パート求人は42ページから



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

就業場所： 求⼈番号： 43010-16354331 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

正社員熊本市中央区
必須

年齢： 64歳以下

正社員就業場所： 求⼈番号： 43010-16792331 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 250,000〜350,000 所在地

職
種

建築施⼯管理 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00

岩⽥建設株式会社熊本⽀店

  熊本市中央区南熊本１丁⽬９−２９ＩＷ
096-285-5778

常⽤

･建築施工管理業務に携わっていただきます。有

資格者、経験者優遇･エリア：熊本県内(社用車使

用)

熊本市中央区
あれば尚可

年齢： 59歳以下

正社員

所在地

職
種

機械設計エンジニア(２ＤＣＡ
Ｄ,３ＤＣＡＤ) 9:00～18:00

株式会社テクノクリエイティブ

熊本市中央区神⽔２丁⽬９−１
096-386-2360

常⽤

設計技術者としてＥＶ自動車関連装置や半導体製

造装置生産設備等の設計/開発を行って頂きま

す。･機械装置の電気設計(電気配線や制御装置)･
３ＤＣＡＤで設計された図面を２ＤＣＡＤへト

レース･新装置の設計/開発経験を積みながら技術

職
種

⼤型ダンプ運転⼿及びトレー
ラーダンプ運転⼿

変形(1年単位)

8:00～17:00

双葉海陸株式会社

⽟名市⼤浜町２１７３−１
0968-76-2163

砂利の運搬･大型ダンプ(１０トン･１２トン)、ト

レーラーダンプにて砕石、砂の配送を行っていた

だきます。(範囲：熊本県内、福岡県南部)＊賃

金：月の総支給額は２５万円～４０万円程度◎応

募の際は、ハローワークの紹介状が必要です。

職
種

施設管理 変形(1ヶ月単位)

職
種

メンテナンス業のスタッフ 普通⾃動⾞免許
正社員

熊本市中央区
あれば尚可

⽉額換算 185,000〜300,000 所在地 13:00～22:00

8:00～17:00

株式会社江南サービス

熊本市⻄区城⼭薬師１丁⽬９−２５
096-329-5569

常⽤

･給排水設備の工事、修理、清掃メンテナンス･空

調機の修理メンテナンスエリア：熊本県内(社用

車使用)＊トライアル雇用併用求人(令和５年５月

１５日受理)

雇⽤期間： 知識･経験：

普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 22:00～8:00

医療法⼈富尾会桜が丘病院

熊本市⻄区池⽥３丁⽬４４−１
096-352-6264

常⽤

･３人で病院設備の管理全般(空調･電気･水道設備

等)･往診送迎や患者さん転院時の運転･熊本市内

２ヶ所の系列クリニックへの物品配送等･外来窓

口の応援＊年間を通じて交代で出勤していただき

ます。

正社員熊本市⻄区
不問

年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17226831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

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

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 246,875〜277,734

職
種

宅地地盤改良の施⼯管理［熊
本市中央区］

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:30～17:30

インフラテック株式会社

⿅児島県⿅児島市与次郎２丁⽬７番２５号

099-252-9911
常⽤

○コンクリート製品メーカーの地盤改良部門に

て、ハウスメーカーをお客様として宅地地盤改良

の施工管理業務に従事していただきます。○熊本

勤務の担当エリアは熊本県、佐賀県、福岡県、長

崎県、大分県、山口県です。月に１回程度の出張

正社員

所在地

◆建設現場における設備施工管理の業務支援をし

て頂きます。◆主には建設プロジェクトの進行

チェックやデータ管理など。◆ご本人の希望や適

性を踏まえて担当現場を決定致します。※未経験

の方やブランクがある方も歓迎致します。※段階

熊本市中央区 他

常⽤

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号：

他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 165,000〜200,000 所在地

⽉額換算 160,000〜250,000 所在地

正社員熊本市⻄区 他
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43040- 2913131 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間：

不問

40010-31666431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
知識･経験：

熊本市⻄区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16200931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇：

職
種

設備⼯事プロジェクト⽀援業
務(正)/熊本市 8:00～17:00

株式会社ナミト福岡⽀店

福岡県福岡市博多区博多駅前１−４−４
092-710-5300

年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 46010-17779731

⽉額換算 216,000〜270,000

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⼤型⾃動⾞免許

フロント
8:00～17:00

ルートインジャパン株式会社ホテルルー
トイン熊本駅前

熊本市⻄区春⽇１丁⽬１４番１９号
050-5847-7557

常⽤

「売上管理」「スタッフ管理」「建物管理」な

ど、お客様へ快適なご滞在を提供するためホテル

運営全般の管理に支配人と共に取り組んで頂きま

す。＊ホテルの流れを理解していただく為、客室

清掃やレストランでの接客など基本的な業務から

就業場所： 求⼈番号： 43010-16329431 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 250,000〜330,000 所在地

必須休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算

正社員熊本市中央区
あれば尚可

年齢： 59歳以下

職
種

⽊造⼾建住宅の検査/熊本営業
所

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市中央区

株式会社アーネストワン

東京都⻄東京市北原町３−２−２２
042-461-6444

常⽤

自社戸建住宅の基礎配筋から竣工に至るまでの各

工程の検査。(当社物件は木造在来工法です)※随

時又は定期のアフターフォロー、メンテナンス業

務も行います。※状況に応じ、本社又は近隣の営

業所で研修実施の可能性があります。

必須
年齢： 64歳以下

就業場所： 求⼈番号： 13170-17199831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：

265,160〜452,810 所在地

常⽤

⽉額換算 250,000〜330,000 所在地

休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

職
種

変形(1ヶ月単位)

雇⽤期間： 知識･経験：

正社員

職
種

ＰＬＣ制御設計エンジニア/経
験３年以上/キーエンス社製 9:00～18:00

株式会社テクノクリエイティブ

熊本市中央区神⽔２丁⽬９−１
096-386-2360

常⽤

(装置･タッチパネル操作制御)改修したばかりの本

社開発センター勤務です。･仕様に基づいた既存

プログラム変更･試運転調整、デバッグ解析･シー

ケンス図やラダー図作成･既存ＰＬＣのマイグ

レーション※経験に応じて営業担当と仕様打合せ

年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 求⼈番号： 43010-16832631

⽉額換算 149,000〜149,000 所在地 牽引免許

正社員熊本市⻄区 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他)

2級⼟⽊施⼯管理技⼠
⽉額換算 270,000〜310,000 所在地

職
種

２級⼟⽊施⼯管理 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00

岩⽥建設株式会社熊本⽀店

  熊本市中央区南熊本１丁⽬９−２９ＩＷ
096-285-5778

常⽤

･現場の安全管理、品質管理、出来高管理･予算管

理、積算･工事書類の作成･現場は熊本市近郊、宇

城管内が主

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

正社員熊本市中央区
あれば尚可

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16793631 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他)

4　　　パート求人は42ページから



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

地盤調査員＜熊本市＞

就業場所： 求⼈番号： 43010-17157431

正社員

⽉額換算 251,101〜300,041 所在地

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

株式会社サムシング

東京都江東区豊洲３−２−２４
03-6770-9980

常⽤

＊地盤の強度を測定するお仕事です＊調査には全

自動の機械を使います 初は先輩がフォローしま

すのでご安心ください現場へは社有車を使用し、

現場によっては早出や直行していただく場合もあ

ります＊調査結果から専用システムを用いて報告

熊本市中央区

職
種

株式会社テクノクリエイティブ

⽉額換算 240,000〜350,000 所在地

知識･経験：

職
種

提案営業･⼈材コーディネー
ター/未経験歓迎･転勤なし

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

9:00～18:00

株式会社テクノクリエイティブ

熊本市中央区神⽔２丁⽬９−１
096-386-2360

常⽤

(装置･タッチパネル操作制御)･仕様に基づいた既

存プログラム変更･試運転調整、デバッグ解析･

シーケンス図やラダー図作成･先輩エンジニアの

フォロー業務(修正対応)＊入社後はＯＪＴにて業

務を習得していただきます

職
種

⼈事労務コンサルタント 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市中央区
不問

年齢： 35歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16334831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

就業場所： 求⼈番号： 43010-17166731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 213,000〜419,000 所在地

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13130-13192131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

正社員熊本市中央区
あれば尚可

不問
年齢：

年齢： 59歳以下 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：

熊本市中央区神⽔２丁⽬９−１
096-386-2360

常⽤

担当エリア：熊本県内※既存取引先への提案、打

ち合わせ※リクルート活動(面接、採用)※社員の

管理(勤怠確認、入社手続)取引先は県内の半導体

や自動車製造メーカーです。営業スキルと人事ス

キルが自然と身につきます。(個人の成績ノルマ

正社員熊本市中央区

正社員

64歳以下

休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間：

雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 216,000〜250,000 所在地

知識･経験：

常⽤

TEL

⽉額換算 250,000〜300,000

職
種

システムエンジニア･プログラ
マー

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

株式会社ティーユーシー

雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣

TEL

⽉額換算 240,800〜450,000 所在地

熊本市中央区

職
種

⼈事労務コンサルタント 社労
⼠(有資格者⼜は実務経験者)

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

社会保険労務⼠法⼈プロセスコア

熊本市中央区⽔前寺６丁⽬４６−２７
096-342-4558

必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16341031 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週)

職
種

ＰＬＣ制御設計エンジニア/微
経験以上/キーエンス社製

正社員

雇⽤形態：

0985-72-5900
常⽤

･在宅業務を推奨しております。･リモートワーク

可能なＩＣＴネットワークの設計･構築を行うお

仕事です。(パソコン大規模、小規模ネットワー

ク)･Ｗｉｎｄｏｗｓ、Ｌｉｎｕｘ、ＵｎｉｘＯＳ

等のネットワーク構築も行います。･一部ゲーム

所在地

熊本市中央区 他
必須

･顧問先企業の人事、労務相談対応･労働社会保険

関係手続･給与計算業務･助成金の申請代行･業務

効率化の為のシステム導入支援※クライアント企

業を２０件程担当し、上記業務のサポートをする

仕事になります。※経験やノウハウを積めば将来

保険：

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16622931

自社内で官公庁向けのパッケージソフトを開発し

ていただきます。(積算システム･ＣＡＤシステム

等の新規開発)新プロジェクトの立ち上げに伴う

増員募集です。入社後はＰＧ作成が中心ですが、

３～４年を目安に上流工程にも携わっていただく

64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 45010-12477431 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間：

正社員熊本市中央区
必須

熊本市中央区⼋王寺町３０−１
096-237-6133

常⽤
正社員熊本市中央区

必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16750731 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週)

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

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣

採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間：

就業場所： 求⼈番号：

9:00～18:00

熊本市中央区

株式会社アイティープラス熊本事業所

熊本市中央区下通１−３−８
096-241-9404

常⽤

コンピューターソフトウエアの開発を行うお仕事

です(企業や官公庁等)＊ＪＡＶＡ、ＰＨＰ、Ｃ

＃、．ｎｅｔ、ＣＯＢＯＬ等の言語を使用しま

す。＊システムは業務系のアプリケーションプロ

グラムもしくはＷＥＢプログラムです。＊一部、

あれば尚可
年齢： 59歳以下

265,160〜462,000 所在地

職
種

ネットワークエンジニア(正)/
熊本営業所 9:00～18:00

株式会社リモワ

  宮崎県宮崎市橘通⻄１丁⽬２番２５号橘

必須
年齢：

59歳以下

熊本市中央区⽔前寺６丁⽬４６−２７
096-342-4558

正社員熊本市中央区 他

職
種

⼟⽊⼯事プロジェクト⽀援業
務(正)/熊本市 8:00～17:00

株式会社ナミト福岡⽀店

福岡県福岡市博多区博多駅前１−４−４
092-710-5300

常⽤

◆建設現場における土木施工管理の業務支援をし

て頂きます。◆主には建設プロジェクトの進行

チェックやデータ管理など。◆ご本人の希望や適

性を踏まえて担当現場を決定致します。※未経験

の方やブランクがある方も歓迎致します。※段階

熊本市中央区
あれば尚可

年齢：
職
種

システムエンジニア(正社員)
9:00～18:00

株式会社アイティープラス熊本事業所

熊本市中央区下通１−３−８
096-241-9404

常⽤

○コンピューターソフトウェアシステムの設計を

行うお仕事です。(企業や官公庁等)＊ＪＡＶＡ、

ＰＨＰ、Ｃ＃、．ｎｅｔ、ＣＯＢＯＬ等の言語を

使用します。＊システムは業務系のアプリケー

ションプログラムもしくはｗｅｂプログラムで

年齢： 59歳以下 就業場所：

休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 197,280〜270,000 所在地

社会保険労務⼠
⽉額換算 237,000〜419,000 所在地

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

社会保険労務⼠法⼈プロセスコア

正社員

正社員
⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 193,920〜300,000

⽉額換算

就業場所： 求⼈番号： 43010-16794931

常⽤

･顧問先企業の人事、労務相談対応･労働社会保険

関係手続･給与計算業務･助成金の申請代行･業務

効率化の為のシステム導入支援※クライアント企

業を２０件程担当し、上記業務のサポートをする

仕事です。※経験やノウハウを積めば将来は、ク

所在地

求⼈番号： 40010-33066831 採⽤⼈数： 1⼈ 正社員

43010-16620331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇：

職
種

プログラマー(正社員)

知識･経験：
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

1級⼟⽊施⼯管理技⼠
⽉額換算 310,000〜500,000 所在地

職
種

１級⼟⽊施⼯管理 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00

岩⽥建設株式会社熊本⽀店

  熊本市中央区南熊本１丁⽬９−２９ＩＷ
096-285-5778

常⽤

･現場の安全管理、品質管理、出来高管理･予算管

理、積算･工事書類の作成、電子納品、ＣＡＤ施

工図作成･現場は熊本市近郊、宇城管内が主

5　　　パート求人は42ページから



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

不問

正社員熊本市中央区
不問

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16477631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

看護師
⽉額換算 172,200〜285,800 所在地 准看護師

正社員
職
種

看護職員(看護師･准看護師)/
通所リハ

普通⾃動⾞免許

8:30～17:00

熊本市中央区
医療法⼈起⽣会

熊本市中央区北千反畑町２番５号
096-343-6161

常⽤

通所リハビリテーション利用者に対しての･看護

業務全般、看護判断･各種の記録業務･軽自動車で

の送迎業務･担当者会議、委員会参加他

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16474431

正社員熊本市中央区
不問

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16456231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 9:00～17:30

看護師
⽉額換算 198,000〜288,600 所在地 8:00～16:30

職
種

内視鏡看護師 交替制あり

8:30～17:00

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17178031 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

看護師
⽉額換算 230,000〜270,000 所在地

職
種

看護師(夜勤専従) 変形(1ヶ月単位)

16:00～9:00

医療法⼈熊南会南熊本病院

熊本市中央区南熊本３丁⽬７−２７
096-366-1268

常⽤

□病棟の看護業務(夜勤専従)

職
種

准看護師(⼊所) 変形(1ヶ月単位)

正社員熊本市中央区

常⽤

･介護老人保健施設(定員５９名)に入所するご利用

者に対しての看護業務全般･記録業務･委員会、会

議等への参加･その他

医療法⼈起⽣会

熊本市中央区北千反畑町２番５号
096-343-6161

常⽤

･表参道吉田病院内視鏡センターの専属看護師･会

議、委員会、研修会参加･環境美化･その他、法人

職員として認められる業務

熊本市中央区
あれば尚可

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16614931 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 11:00～20:00

准看護師
⽉額換算 251,000〜251,000 所在地 8:30～17:30

⽉額換算 180,900〜215,900 所在地

職
種

看護職員(准看護師) 交替制あり

7:00～16:00

 社会福祉法⼈くまもと芳寿会⾼齢者介護
施設ケアホーム⼋王寺通り

熊本市中央区国府３丁⽬２７番３０号
096-372-0100

常⽤

住宅型有料老人ホーム「高齢者介護施設ケアホー

ム八王寺通り」において(入居者６２名)介助や健

康管理全般＊２０２２年３月２０日オープンした

住宅型有料老人ホームです。※トライアル雇用併

用求人(受理日：令和５年５月９日)

就業場所： 求⼈番号： 43010-16469631 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 16:30～9:00

看護師
⽉額換算 214,900〜264,900

正社員
不問

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16478931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 16:30～9:00

准看護師

知識･経験：

所在地 8:30～17:30

8:30～17:30

医療法⼈祐基会帯⼭中央病院

熊本市中央区帯⼭４丁⽬５−１８

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

准看護師
⽉額換算 171,000〜210,000 所在地 16:00～9:00

職
種

8:30～17:30

医療法⼈社団藤栄会介護⽼⼈保健施設湧
⼼苑

熊本市中央区出⽔４丁⽬１５番３０号
096-371-4165

常⽤

･老健入所中のご利用者に対し、在宅復帰を目指

すために、日々の健康状態の観察を行います。＊

入所者：７５名(スタッフ３５名で対応しま

す。)(就職氷河期世代歓迎求人)就職氷河期世代で

正社員登用の機会に恵まれなかった方歓迎

正社員熊本市中央区
不問

年齢： 64歳以下

熊本市中央区

12:00～19:00

職
種

正看護師(⼊所) 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

医療法⼈社団藤栄会介護⽼⼈保健施設湧
⼼苑

熊本市中央区出⽔４丁⽬１５番３０号
096-371-4165

常⽤

･老健入所中のご利用者に対し、在宅復帰を目指

すために、日々の健康状態の観察を行います。＊

入所者：７５名(スタッフ３５名で対応しま

す。)(就職氷河期世代歓迎求人)就職氷河期世代で

正社員登用の機会に恵まれなかった方歓迎

求⼈番号： 43010-16525131 採⽤⼈数： 4⼈ 雇⽤形態：
休⽇：

他(その他)

採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

看護師
⽉額換算 157,200〜270,800 所在地 16:00～9:00 准看護師

職
種

看護職員(看護師･准看護師)/
なでしこ

変形(1ヶ月単位)

8:00～16:30

医療法⼈起⽣会

熊本市中央区北千反畑町２番５号
096-343-6161

所在地 12:00～21:00

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 正社員熊本市中央区

⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 9:30～18:30

⽉額換算 185,000〜241,000 所在地 8:30～17:30

職
種

ＷＥＢディレクター
9:00～18:00

株式会社サイバーレコード

熊本市中央区平成３丁⽬２３−３０
096-288-1022

常⽤

ＥＣサイト構成、ふるさと納税運営代行等のディ

レクション業務を担当していただきます。あなた

のディレクション業務を通して、企業や自治体の

売上アップ、ブランディングに携わっていただき

ます。◇商品の登録作業◇月次レポート作成、

雇⽤期間：

准看護師(病棟) 変形(1ヶ月単位)

正社員

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 9:30～18:30

⽉額換算 185,000〜241,000

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-382-6111
常⽤

職
種

ＷＥＢデザイン,ＥＣサイト制
作 9:00～18:00

株式会社サイバーレコード

熊本市中央区平成３丁⽬２３−３０
096-288-1022

常⽤

デザイン～コーディングまでＨＰやＥＣサイトの

作成を中心にお任せします。顧客折衝は営業また

はディレクターが担い、仕様が固まった状態での

スタートです。※コーディングはできなくてもＯ

Ｋです。◇さまざまな企業のＥＣサイト◇上場企

正社員熊本市中央区
必須

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16524931 採⽤⼈数： 4⼈

正社員熊本市中央区
不問

年齢： 69歳以下 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇：

雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間：

又は10:00～19:00

不問
年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16587231

変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

医療法⼈祐基会帯⼭中央病院

熊本市中央区帯⼭４丁⽬５−１８

○療養病棟７６床の病棟看護

096-382-6111
常⽤

○療養病床７６床の病棟看護

正社員熊本市中央区

43010-16585031 採⽤⼈数：就業場所： 求⼈番号：

看護師
⽉額換算 201,000〜240,000 所在地 16:00～9:00

職
種

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

正社員熊本市中央区
あれば尚可

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16949831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⻭科衛⽣⼠
⽉額換算 260,000〜310,000 所在地

正社員
職
種

⻭科衛⽣⼠ 変形(1ヶ月単位)

8:30～18:10

熊本市中央区
九品寺おとなこども⻭科

熊本市中央区⼤江５丁⽬３−２
096-284-4111

常⽤

･歯科衛生士業務全般･ブラッシング指導･ホワイ

トニング･治療器具の滅菌作業･その他、医師の指

示に基づく付随する業務全般･担当制による予

防、メンテナンス

職
種

⾔語聴覚⼠ 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市中央区
医療法⼈社団藤栄会介護⽼⼈保健施設湧
⼼苑

熊本市中央区出⽔４丁⽬１５番３０号
096-371-4165

常⽤

老健入所･通所リハビリテーションに関わるリハ

ビリテーション業務(個別訓練、集団訓練、リハ

ビリテーション実施計画書の作成、リハビリテー

ションマネジメント会議、など)＊訪問リハビリ

もあります。(就職氷河期世代歓迎求人)就職氷河

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16919431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⻭科衛⽣⼠
⽉額換算 230,000〜280,000 所在地 8:45～18:15

正社員
職
種

⻭科衛⽣⼠ 変形(1ヶ月単位)

8:45～18:45

熊本市中央区
⽵中⻭科クリニック

熊本市中央区⼤江３丁⽬２−６８
096-245-7102

常⽤

＊歯科衛生士業務･歯科治療、予防治療(歯科医師

のサポート業務)･虫歯、歯周病予防のためのブ

ラッシング指導･治療器具の準備、洗浄、滅菌そ

の他上記に付随する業務

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16492731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⾔語聴覚⼠
⽉額換算 209,000〜247,900 所在地

正社員
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17078731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

作業療法⼠
⽉額換算 208,000〜258,000 所在地

職
種

作業療法⼠ 変形(1ヶ月単位)

8:00～17:00

医療法⼈⽇隈会(⽇隈病院)

熊本市中央区萩原町９番３０号
096-378-3836

常⽤

病棟及び精神科デイケア、重度認知症デイケア、

精神科訪問看護における精神科作業療法業務

正社員熊本市中央区
不問

年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17270331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

臨床検査技師
⽉額換算 199,700〜219,000 所在地 8:30～12:30

職
種

臨床検査技師 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

社会医療法⼈社団⾼野会⼤腸肛⾨病セン
ター⾼野病院

熊本市中央区⼤江３丁⽬２番５５号
096-320-6500

常⽤

○血液検査(生化学･血液一般･免疫)○一般検査(尿･

便･その他)○生理検査(心電図･肺機能)○直腸肛門機

能検査○細菌検査○病理検査他

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 9:00～17:30

臨床検査技師
⽉額換算 165,400〜245,400 所在地 8:00～16:30

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 11:00～20:00

正社員

医療法⼈⽇隈会(⽇隈病院)

熊本市中央区萩原町９番３０号
096-378-3836

常⽤

訪問看護ステーション「のばら」を起点として利

用者様の自宅や施設へ出向き、サービスを提供し

ます。(仕事内容)･精神的な悩みや不安を抱える利

用者様への訪問支援･在宅中心の自立生活支援、

相談支援業務･利用者様の心身の健康管理や医療
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

熊本市中央区
必須

年齢： 59歳以下 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：求⼈番号： 43010-17080131

熊本市中央区

正社員熊本市中央区
必須

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16617831 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

就業場所： 求⼈番号： 43010-17014031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇：

職
種

看護職員(看護師) 交替制あり

7:00～16:00

 社会福祉法⼈くまもと芳寿会⾼齢者介護
施設ケアホーム⼋王寺通り

熊本市中央区国府３丁⽬２７番３０号
096-372-0100

常⽤

住宅型有料老人ホーム「高齢者介護施設ケアホー

ム八王寺通り」において(入居者６２名)介助や健

康管理全般＊２０２２年３月２０日オープンした

住宅型有料老人ホームです。※トライアル雇用併

用求人(受理日：令和５年５月９日)

正社員

看護師
⽉額換算

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16438031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間：

職
種

看護師(訪問看護ステーショ
ン)

変形(1ヶ月単位)

職
種

臨床検査技師 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:00

医療法⼈起⽣会

熊本市中央区北千反畑町２番５号
096-343-6161

常⽤

･「表参道吉田病院」の外来、入院患者及び健康

診断受診者に対する検査業務全般･一般検査･生理

学検査･血清学検査･その他検査･その他業務(委員

会･会議、研修会参加等)

職
種

診療放射線技師 変形(1ヶ月単位)

必須
年齢： 59歳以下 正社員熊本市中央区

8:30～17:30

医療法⼈社団世安会くまもと乳腺･胃腸
外科病院

熊本市中央区南熊本４丁⽬３−５
096-366-1155

所在地 8:30～12:30

常⽤

ＣＴ･透視･一般撮影･マンモグラフィー等の撮影

業務夜間、休日、時間外緊急対応あり

⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

診療放射線技師
⽉額換算 177,400〜279,200

8:00～17:00

271,000〜271,000 所在地 8:30～17:30

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

看護師
⽉額換算 205,000〜240,000 所在地

熊本市中央区本⼭１丁⽬６番１９号

･介護予防ケアマネジメント業務(２０件程度)･切
れ目のない在宅医療と在宅介護の連携と地域の

ネットワークづくり･地域ケアマネジャーと共同

で研修会の企画運営･地域ケアマネジャーの後方

支援等

就業場所：

1⼈ 雇⽤形態：

所在地

職
種

主任介護⽀援専⾨員(ささえり
あ⽔前寺)

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

医療法⼈社団藤栄会介護⽼⼈保健施設湧
⼼苑

熊本市中央区出⽔４丁⽬１５番３０号
096-371-4165

常⽤
正社員

看護職 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

医療法⼈社団松下会(あけぼの第２クリ
ニック)

熊本市中央区

看護師
⽉額換算

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16599331 採⽤⼈数：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

介護⽀援専⾨員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
⽉額換算 194,000〜242,400

160,000〜240,000 所在地 15:00～23:00 准看護師
096-353-2510

常⽤

医師の指示のもと診療の準備介助およびバイタル

チェック等の看護業務夜間透析業務あり(月４回

程度)

職
種

正社員熊本市中央区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16737931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市中央区
不問

年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16801831 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 178,500〜250,000 所在地 8:30～17:30

正社員
職
種

⼀般事務 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市中央区
内村酸素株式会社

熊本市中央区本荘５丁⽬１３−１８
096-371-8730

常⽤

･事務処理買掛、売掛業務、見積書作成、受注業

務、パソコン入力業務･電話応対

必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16751331 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 190,000〜250,000 所在地

正社員
職
種

データ⼊⼒及び電話サポート
要員 8:30～17:30

熊本市中央区
株式会社ティーユーシー

熊本市中央区⼋王寺町３０−１
096-237-6133

常⽤

○データ入力(単価新規入力及び改訂業務)○電話対

応(ヘルプデスク、操作説明等)○その他(全般)◎応

募の際には、ハローワークの紹介状が必要です。

その他指定された応募書類を確認の上、書類を送

付して下さい。

不問
年齢： 34歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16882931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 9:00～12:30

⽉額換算 200,300〜264,400 所在地 13:00～21:00

正社員
職
種

総合職
9:00～17:30

熊本市中央区
⼀般社団法⼈熊本県保険医協会

熊本市中央区⽔前寺６−５０−２５
096-385-3330

常⽤

(仕事の内容)･会員医療機関からの保険診療請求事

務、審査に関する相談対応･研究会、講習会、会

議等の企画、運営、開催準備･会報の編集、制作･

共済保険制度の普及、管理･経理、労務、庶務等

(求める人物像)･ボランタリー精神をお持ちの方。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17155231 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 7:00～19:00の間の

8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 187,480〜193,900 所在地

正社員
職
種

法⼈事務･幼稚園事務(幼稚園
教諭免許･保育⼠資格なし)

変形(1年単位)

熊本市中央区
学校法⼈第⼀学園

熊本市中央区坪井４丁⽬２０−２２
096-285-5441

常⽤

幼稚園、認定こども園、保育園運営に係る学園事

務その他。･幼稚園、認定こども園、保育園事務･

公文書、園内文書の作成、管理･保護者対応、来

客対応･教諭、保育士補助業務

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16731231 採⽤⼈数： 4⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 164,000〜200,000 所在地 9:00～18:00

正社員
職
種

⼈事･給与事務(フルタイム)
8:30～17:30

熊本市中央区
株式会社ＢＢＳアウトソーシング熊本
(ビジネスブレイン太⽥昭和グループ)

熊本市中央区⽔道町７−１６
096-342-4742

常⽤

･給与賞与計算業務･社会保険、雇用保険手続き･

住民税、年末調整事務･勤怠管理･メール･電話･文

書作成

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16271531 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 180,000〜227,080 所在地

正社員
職
種

事務職 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市中央区
九州警備保障株式会社

熊本市中央区帯⼭４丁⽬１８−１１
096-383-4111

常⽤

･伝票入力･専用ソフト入力･ネットバンキング支

払･請求書封入※パソコン入力の経験があれば大

丈夫です。

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16785631 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 又は7:15～18:45の

間の8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 9:45～18:45

幼稚園教諭免許(専修･1種･2種)

⽉額換算 190,000〜206,000 所在地 7:15～16:15 保育⼠

正社員
職
種

幼稚園教諭･保育⼠ 交替制あり

8:00～17:00

熊本市中央区
学校法⼈常盤学園ときわ幼稚園

熊本市中央区本荘町中の坪６８９
096-362-0312

常⽤

･クラス業務･バス添乗･職員の年齢層のバランス

が良く、困ったことがあっても相談しやすい環境

です。･休暇も取得しやすい環境です。(有給取得

率ほぼ１００％)･産休･育休も１年間以上しっか

り取得できます。･育児期間中は時短勤務もでき

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16948031 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 7:00～19:00の間の

8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

幼稚園教諭免許(専修･1種･2種)

⽉額換算 203,180〜209,600 所在地 保育⼠

正社員
職
種

幼稚園教諭･保育⼠･保育教諭
(第⼀幼稚園)

変形(1年単位)

熊本市中央区
学校法⼈第⼀学園

熊本市中央区坪井４丁⽬２０−２２
096-285-5441

常⽤

･幼児教育･保育･教材資料作成･保護者対応･文書

管理(園内文書作成･管理)･その他教育活動に関す

る業務全般

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16170631 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 7:30～22:00の間の

8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

保育⼠
⽉額換算 200,200〜320,100 所在地

正社員
職
種

保育⼠ 交替制あり

熊本市中央区
有限会社Ｅｍｉｌｅ．Ｋスクール

熊本市中央区坪井１丁⽬３番４３号
096-343-5888

常⽤

内閣府所管/企業主導型保育園で熊本初の「イン

ターナショナルスクール」で、０歳児から小学校

就学前の保育、アクタースクール(学童)を行って

いる施設です。英語環境保育がメインです。各専

門講師により音楽･体操･ダンス他様々な課外プロ

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16763031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

介護職員初任者研修修了者
⽉額換算 146,900〜160,000 所在地

正社員
職
種

看護助⼿ 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市中央区
医療法⼈社団松下会(あけぼの第２クリ
ニック)

熊本市中央区本⼭１丁⽬６番１９号
096-353-2510

常⽤

医師の指示のもと、診療の準備及び看護介護業務

の助手的な業務入浴介助、食事介助、排泄等の身

の回りの介助、介護

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40010-31383231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師
⽉額換算 230,000〜370,000 所在地 9:00～12:00

職
種

マッサージ師(正)/熊本市中央
区

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

有限会社アグレスグループ

福岡県福岡市中央区平和３−１０−１０−１

092-524-2514
常⽤

高齢者･障がい者宅へ訪問してマッサージ･機能訓

練主治医への施術経過報告書の作成(３ヶ月毎)患
者日報の作成＊社用車も可(ＡＴ)＊訪問エリア：

熊本市内＊ハローワークの紹介状が必要

8　　　パート求人は42ページから



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

正社員熊本市中央区
不問

年齢： 62歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16892031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽇商簿記3級
⽉額換算 185,000〜210,000 所在地

正社員
職
種

税理⼠事務補助および経理事
務

普通⾃動⾞免許

8:45～17:30

熊本市中央区
⻄税務会計事務所(代表者⻄展宏)

熊本市中央区坪井１丁⽬６−１７
096-344-1491

常⽤

初は会計データ入力や補助、来客対応をして慣

れて頂き、将来は税理士補助業務をして頂く予定

です。＊慣れてきましたら、お客様へ出向き、巡

回監査、決算報告書作成税務申告書作成などをし

ていただきます。＊将来は、会計･税務のエキス

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17144131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 192,000〜375,000 所在地

正社員
職
種

経理スタッフ
9:00～18:00

熊本市中央区
株式会社ハイコム

  熊本市中央区新屋敷１−１４−３５クロ
050-8882-5600

常⽤

(仕事内容)「経営企画部」にて社長の下グループ

会社全体の経理業務をお任せします伝票処理入出

金業務給与計算･管理決算業務総務関連業務など

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17099831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 180,000〜200,000 所在地

正社員
職
種

受付事務･カウンセラー(正)
9:30～18:00

熊本市中央区
かじクリニック熊本

熊本市中央区新市街６−６−２Ｆ
096-288-5011

常⽤

◇令和元年１２月開院の美容形成外科クリニック

です◇美容形成外科クリニックでの受付、医療事

務業務･患者様の対応業務･メール、電話による受

付業務･カウンセリング業務･会計業務(現金、

カード、医療ローン)･日報作成など☆完全予約制

不問
年齢： 67歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16685231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 150,700〜171,200 所在地

正社員
職
種

事務
8:30～17:30

熊本市中央区
株式会社せらぽぽろハウス

熊本市中央区⼋王寺町１２−３７
096-379-3646

常⽤

＊介護請求業務、書類整理＊経理･庶務等の業務

全般＊来客の対応およびケアマネなどへの電話対

応など＊利用者、入居者の相談業務

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16726331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 153,000〜180,000 所在地 9:00～13:00

正社員
職
種

医療事務
9:00～18:00

熊本市中央区
医療法⼈社団⻄会⻄内科クリニック

熊本市中央区九品寺３丁⽬９−３
096-364-2636

常⽤

･クリニックの受付事務･医療請求事務･環境整備･

訪問診療のサポート

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17041231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 9:00～12:30

⽉額換算 155,000〜200,000 所在地 9:00～16:00

正社員
職
種

医療事務
9:00～18:00

熊本市中央区
医療法⼈社団⼤江会堤整形外科クリニッ
ク

熊本市中央区⼤江１丁⽬２０−２
096-361-1881

常⽤

･外来受付、医療事務全般(レセプト)･院内業務全

般(リハビリ助手を含む)

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17285531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 169,700〜219,000 所在地 8:30～12:30

正社員
職
種

事務職(医療情報センター) 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市中央区
社会医療法⼈社団⾼野会⼤腸肛⾨病セン
ター⾼野病院

熊本市中央区⼤江３丁⽬２番５５号
096-320-6500

常⽤

１．内視鏡定期検査の会員システムに関する顧客

管理業務の補佐･検査の案内状発送、検査予約電

話対応、実績集計管理等２．診療情報管理業務･

診療録の管理･監査、病歴管理、サマリー管理、

カルテ開示等

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17277531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 169,700〜219,000 所在地 8:30～12:30

正社員
職
種

事務職(医事課) 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市中央区
社会医療法⼈社団⾼野会⼤腸肛⾨病セン
ター⾼野病院

熊本市中央区⼤江３丁⽬２番５５号
096-320-6500

常⽤

１．受付業務２．会計業務３．入退院関連業務

４．診療費計算業務５．医事オペレーター業務

６．保険請求業務７．ＤＰＣ業務８．診療報酬入

金状況確認業務９．医事統計処理及び各種統計資

料作成業務１０．諸法令に基づく関係･官庁･団体

あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-17162831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽕祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･その他 TEL

⽉額換算 175,000〜180,000 所在地

正社員
職
種

受付
8:45～18:30

熊本市中央区
 医療法⼈やまべ矯正⻭科クリニック

熊本市中央区上通町４番１８号
096-351-2308

常⽤

受付全般患者さんとの窓口対応(予約･入金等)電話

での問い合わせ･予約等の応対窓口での入出金の

管理カード決済の処理誕生日カードの発送定期観

察等の連絡その他、一般的な業務等

不問
年齢： 29歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13040-63161031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 239,800〜385,200 所在地

正社員
職
種

サービスフロント(受付事務)/
熊本浜線店

普通⾃動⾞免許

9:00～18:30

熊本市中央区
株式会社ビッグモーター

東京都港区六本⽊６丁⽬１０番１号
0120-221-660

常⽤

自動車販売店における接客業務･接客、受付業

務、伝票処理、電話対応、お茶出しなどご来店頂

いたお客様の窓口となる受付業務やユーザー様に

車検のご案内などをして頂きます。コミュニケー

ション能力、簡単なパソコン操作は必要となりま

必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16439831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

ﾄﾞｸﾀｰｽﾞｸﾗｰｸ(医師事務作業補助技能認定)

⽉額換算 159,000〜237,800 所在地 8:30～12:30

職
種

医師事務作業補助者/表参道吉
⽥病院

変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

医療法⼈起⽣会

熊本市中央区北千反畑町２番５号
096-343-6161

常⽤

表参道吉田病院の･外来や病棟にて医師の診療時

に医師の代わって電子カルテ(ＰＣ)に診療情報等

を入力する。･診療情報の整理等の補助業務･診断

書作成補助･その他医療秘書として必要な業務

9　　　パート求人は42ページから



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

正社員熊本市中央区
あれば尚可

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 22010-13698131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 12:00～21:00

⽉額換算 190,000〜260,000 所在地 11:00～20:00

正社員
職
種

コンタクトレンズ･付属品の販
売/地域限定職/熊本市中央区

変形(1ヶ月単位)

9:30～18:30

熊本市中央区
株式会社中央コンタクト

静岡県静岡市駿河区南町１４−１
054-202-5730

常⽤

■仕事内容･コンタクトレンズ販売の受付、お会

計、相談･お客様のニーズをお伺いして、 適で

快適なコンタクトレンズのご提案･店舗レイアウ

トの変更。季節に応じての空間演出･商品の仕入

れ、発注、棚卸業務･簡単なＰＣ入力業務･店舗の

不問
年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13040-63155231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 242,900〜331,400 所在地 11:00～20:00

正社員
職
種

営業職(販売/買取営業)/熊本
浜線店

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市中央区
株式会社ビッグモーター

東京都港区六本⽊６丁⽬１０番１号
0120-221-660

常⽤

新古車及び中古車の販売業務を行って頂きますこ

ちらからの訪問営業は一切ありません。ご来店さ

れたお客様への提案が営業活動の全てです。商品

力、サービスに自信があるからこそ可能な営業ス

タイルです。販売するだけでなく、アフターフォ

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40010-32522331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 10:30～19:30

⽉額換算 181,900〜261,080 所在地 10:00～19:00

正社員
職
種

販売スタッフ(正)/鶴屋百貨店
内

変形(1年単位)

9:00～18:00

熊本市中央区
エス･ケイコーポレーション株式会社

福岡県福岡市博多区博多駅前２−１０−１９

092-474-1300
常⽤

「センソ･ユニコ」ミセスブランドの婦人服及び

靴･バッグ･ベルト･アクセサリー等の販売＊未経

験者の方は書類の記入などの付帯業務やお手伝い

から始めて、販売のお仕事を少しずつ覚えてくだ

さい

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 37010-12242431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 230,000〜377,500 所在地 7:00～22:00

正社員
職
種

マンション管理 営業職(熊本) フレックス 普通⾃動⾞免許

13:00～15:00

熊本市中央区
株式会社⽳吹コミュニティ

  ⾹川県⾼松市藤塚町１丁⽬１１−２２⽳
087-812-2006

常⽤

■当社が管理する分譲マンション管理組合の窓口

(フロント営業担当)として、マンション管理に関

わるサポート･提案活動を実施します。◎担当マ

ンションの管理組合からの問い合わせ対応◎理事

会や総会の運営サポート(打ち合わせ･資料作成･

不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16930131 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 188,000〜256,000 所在地

正社員
職
種

事務(保険代理店) 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市中央区
株式会社エムロード

熊本市中央区本⼭４丁⽬３−７
096-352-8177

常⽤

◎損害保険や生命保険の新規契約や更新のときの

提案見積書の作成申込の手続き、保険料の精算業

務のお仕事です。･パソコンを使っての業務が主

になります。･契約者からの問い合わせや社内の

保険業務の相談などの対応も行います。＊保険会

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13070-32910531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 250,000〜250,000 所在地

正社員
職
種

⼈材コーディネーター/熊本⽀
店 9:00～18:00

熊本市中央区
トランスコスモスパートナーズ株式会社

東京都渋⾕区代々⽊３−２２−７
03-5354-7220

常⽤

◇◆求職者のサポート当社に登録している求職者

との面談を通じて、希望の仕事や待遇のヒアリン

グ、お仕事の紹介、人材情報の登録作業、就業後

のフォローや勤怠管理を行ないます。◇◆企業へ

の提案企業の求める人材のヒアリング、ニーズに

必須
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-16851031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 175,000〜175,000 所在地

正社員
職
種

⼀般事務 変形(1年単位)

9:00～18:00

熊本市中央区
株式会社創美グループ

熊本市中央区⽔前寺６丁⽬１０番４４号
096-213-7333

常⽤

卸売業の業務におけるエクセルやワードを使用

し、顧客管理やデータ入力、請求書作成、電話応

対、ファイリング等一般のお仕事です。

不問
年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13040-63158731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 231,200〜273,400 所在地

正社員
職
種

登録事務/熊本浜線店 普通⾃動⾞免許

9:00～18:30

熊本市中央区
株式会社ビッグモーター

東京都港区六本⽊６丁⽬１０番１号
0120-221-660

常⽤

自動車販売店における登録業務自動車売買に伴う

車検証名義変更や登録抹消手続きを行って頂きま

す。主に書類作成を行う業務となりますが、社用

車を使って陸運局や警察署に行って手続きも行っ

て頂きます。車の知識や経験などは必要なく、未

不問
年齢： 35歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16854531 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 156,000〜156,000 所在地 10:00～19:00

正社員
職
種

経理事務 変形(1ヶ月単位)

9:00～18:00

熊本市中央区
株式会社ベイブルック

熊本市中央区上林町１−３８
096-359-4501

常⽤

＊衣料品小売業の会社につき、プライス発行、買

掛金管理、清掃、納品書のチェック等パソコンに

よるシステム業務＊経理業務全般

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16717731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 230,000〜300,000 所在地

正社員
職
種

会計業務･財務コンサルティン
グ

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市中央区
アステア税理⼠法⼈

熊本市中央区神⽔１丁⽬２５−７
096-340-0817

常⽤

税理士業務全般の補助業務≪主な業務≫１．財務

コンサルティング業務２．関与先への月次巡回監

査３．決算申告業務、経理指導４．クラウドサー

ビスを活用し、未来会計で中小企業を元気にする

お仕事です。

あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-16939931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 180,000〜200,000 所在地 8:30～12:00

職
種

税理⼠補助(急募) 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

永村⼀泰税理⼠･⾏政書⼠事務所

熊本市中央区坪井６丁⽬２１番１９号
096-341-2921

常⽤

税理士事務所における仕事一般･仕訳した現金出

納帳･預金帳の入力、財務諸表の出力(財務会計ソ

フトを主に使用)＊ワード･エクセル等のスキルが

あれば初心者でも出来ます。＊月次監査の補助と

して同伴することがあります。(出帳旅費手当有)

10　　　パート求人は42ページから



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

正社員熊本市中央区
あれば尚可

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13170-17251931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 250,000〜420,000 所在地

正社員
職
種

営業(住宅ローン)/熊本営業所 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市中央区
株式会社ファミリーライフサービス

東京都武蔵野市境２−１２−１３
0422-37-8088

常⽤

住宅金融支援機構「フラット３５」関係の営業。

営業先はハウスメーカーや住宅販売会社･不動産

業者等です。

不問
年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 46010-17782031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 246,875〜277,734 所在地

正社員
職
種

宅地地盤改良の提案営業［熊
本市中央区］

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市中央区
インフラテック株式会社

⿅児島県⿅児島市与次郎２丁⽬７番２５号

099-252-9911
常⽤

○コンクリート製品メーカーの地盤改良部門に

て、ハウスメーカーをお客様として宅地地盤改良

のための提案営業を行います。○具体的には、お

客様や設計者と工法について打合せのうえ、ご提

案･見積提出を行います。受注後も設計や施工者

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16885831 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 288,297〜345,956 所在地

正社員
職
種

営業スタッフ
8:30～17:30

熊本市中央区
九州警備保障株式会社

熊本市中央区帯⼭４丁⽬１８−１１
096-383-4111

常⽤

･建設会社、店舗警備受注･警備の問合せの対応･

既存お客様の注文確認･見積書の作成※お客様の

要望に真面目に向き合う方、大歓迎※社用車を使

用して、お客様へ訪問※地区別チームでの営業活

動

不問
年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 46010-17789631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 246,875〜277,734 所在地

正社員
職
種

建設資材(コンクリート製品)
の営業［熊本市］

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市中央区
インフラテック株式会社

⿅児島県⿅児島市与次郎２丁⽬７番２５号

099-252-9911
常⽤

○公共工事、民間工事向けの建設資材(コンクリー

ト製品)の販売営業○発注者(役所)向けの提案や見

積作成･提出○お客様(施工業者や商社)向けの見積

作成･提出、製品納入、回収業務○見積作成や受注

出荷処理等は社内基幹システムを使用＊担当エリ

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13170-17111631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 230,000〜330,000 所在地

正社員
職
種

(地域限定社員)注⽂住宅の企
画営業＜熊本営業所＞

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市中央区
株式会社アーネストワン

東京都⻄東京市北原町３−２−２２
042-461-6444

常⽤

当社規格住宅(クレイドルパレット)の提案営業＊

規格住宅のプラン、見積作成＊受注契約＊設計、

施工のサポート＊完成物件の引き渡し※反響営業

※飛び込み営業はありません。

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13170-17079031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 250,000〜380,000 所在地

正社員
職
種

分譲住宅の企画営業/熊本営業
所

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市中央区
株式会社アーネストワン

東京都⻄東京市北原町３−２−２２
042-461-6444

常⽤

当社戸建分譲住宅(クレイドルガーデン)の事業･企

画営業＊戸建分譲地の企画＊戸建用地の仕入れ＊

土地の区割り及び建物のプランニング＊仲介業者

との打合せ(販売は外部業者へ委託)＊契約および

完成物件の引渡しに同席※仲介、販売業務ではあ

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40010-31918331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 300,000〜400,000 所在地

正社員
職
種

不動産営業(正)/熊本市中央区 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市中央区
ビジネス･ワンホールディングス株式会
社

  福岡県福岡市中央区薬院３−１６−２７
092-534-7210

常⽤

･不動産の売買、仲介営業＊社用車あり＊営業エ

リア：熊本市及び近郊

不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16925231 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 229,000〜312,000 所在地

正社員
職
種

保険営業(⾶び込み営業なし) 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市中央区
株式会社エムロード

熊本市中央区本⼭４丁⽬３−７
096-352-8177

常⽤

◎お客様の生活リスクに備えた 適な提案を行

い、安心を提供するお仕事です。･保険契約のお

客様の多くは当社ガソリンスタンドのご利用者

で、店舗で自動車保険の更新･契約なども行いま

す。新規案件も主に店舗から情報が上がります。

必須
年齢： 61歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13010-51640031 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 280,000〜280,000 所在地

正社員
職
種

国の制度の法⼈営業(熊本市) 変形(1年単位)

9:00～17:00

熊本市中央区
雇⽤保険労災指導協会

東京都中央区銀座１−２７−１０
03-6228-7204

常⽤

国の労災保険、雇用保険に加入していない事業所

が多数あり、困っている従業員や知識の不足して

いる経営者が多くいます。労災保険、雇用保険は

健康保険、厚生年金と同じく国の強制保険です。

あなたの仕事は制度について説明したうえで手続

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 14090- 6374831 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 233,000〜395,000 所在地

正社員
職
種

(熊本市)営業職 普通⾃動⾞免許

9:00～17:30

熊本市中央区
緑産株式会社

神奈川県相模原市中央区⽥名３３３４−５

042-785-2522
常⽤

生物資源循環の環境社会を目指し、関連機械とそ

のエンジニアリングを展開する当社において、欧

州から輸入した大型木質破砕機や農業機械の提

案、販売、アフターフォローを行っていただきま

す。■業務詳細：･「食」「環境」「エネルギー」

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16721831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽊他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 180,000〜220,000 所在地

職
種

ジュエリーアドバイザー
10:00～19:00

株式会社ソフィ･タカヤナギ

熊本市中央区下通１−５−１０
096-352-2570

常⽤

未経験者歓迎！お客様への接客･販売･修理受付の

お仕事です販売ノルマなし！販売だけでなく修理

も承るため、幅広い知識が身に付きます。「ジュ

エリーや時計は詳しくない」という方も大歓迎！

接客マナーや商品知識、見せ方や説明など丁寧に

11　　　パート求人は42ページから



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

正社員熊本市中央区
不問

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16771031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 12:00～21:00

介護福祉⼠
⽉額換算 177,500〜212,600 所在地 8:30～17:30

正社員
職
種

介護福祉⼠ 変形(1ヶ月単位)

7:00～16:00

熊本市中央区
社会福祉法⼈三顧会向⼭つくし庵

熊本市中央区本⼭１丁⽬６−１７
096-356-2941

常⽤

★地域密着型特別養護老人ホーム(定員２９名･全

室個室)、ショートステイ(定員６名･専用居室)で
の老人介護全般(食事、入浴、排泄等の介助及び

指導)各ユニットにシャワーリフト、各フロアー

にシャワーストレッチャー、見守りセンサーあり

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16767431 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 12:00～21:00

介護職員初任者研修修了者
⽉額換算 172,500〜202,000 所在地 8:30～17:30 介護職員実務者研修修了者

正社員
職
種

介護職員 変形(1ヶ月単位)

7:00～16:00

熊本市中央区
社会福祉法⼈三顧会向⼭つくし庵

熊本市中央区本⼭１丁⽬６−１７
096-356-2941

常⽤

★地域密着型特別養護老人ホーム(定員２９名･全

室個室)、ショートステイ(定員６名･専用居室)で
の老人介護全般(食事、入浴、排泄等の介助及び

指導)各ユニットにシャワーリフト、各フロアー

にシャワーストレッチャー、見守りセンサーあり

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17060731 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 11:00～20:00

介護職員初任者研修修了者
⽉額換算 170,070〜210,000 所在地 7:00～16:00

正社員
職
種

介護職(正社員)/爽苑２番館 変形(1ヶ月単位)

6:00～15:00

熊本市中央区
有限会社ヘルメス企画

熊本市中央区出⽔４丁⽬２９−１８
096-370-2504

常⽤

住宅型有料老人ホームにおいて、身体介護業務

(入浴介助、食事介助、排泄介助等)や、利用者様

の見守りを行っていただきます。＊小規模(１８

名)の家庭的な住宅型有料老人ホームです。＊見

学のみも歓迎いたします。

必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16480831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

介護⽀援専⾨員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
⽉額換算 189,900〜211,900 所在地

正社員
職
種

施設ケアマネジャー(⽼健⼊所
者対応)

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市中央区
医療法⼈社団藤栄会介護⽼⼈保健施設湧
⼼苑

熊本市中央区出⽔４丁⽬１５番３０号
096-371-4165

常⽤

･入所者のケアプラン作成･利用者受入(入所･

ショートステイ)、調整業務･居宅、病院との調整

･送迎業務出水校区、出水南校区、砂取校区(社用

車使用･その他付随する業務

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16451631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

介護⽀援専⾨員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
⽉額換算 191,000〜262,000 所在地

正社員
職
種

居宅介護⽀援(湧⼼苑 ふれあ
い館)

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市中央区
医療法⼈社団藤栄会介護⽼⼈保健施設湧
⼼苑

熊本市中央区出⽔４丁⽬１５番３０号
096-371-4165

常⽤

居宅介護支援事業所のケアマネジャー業務･ケア

プラン作成(３５件程度)･介護相談、支援･利用者

増に伴う増員です。エリア：熊本市内(社用車使

用)

不問
年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13080-44324831 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜300,000 所在地

正社員
職
種

就労･⽣活⽀援員(未経験者
可)/熊本市 9:30～18:30

熊本市中央区
株式会社ＬＯＧＺ

東京都新宿区四ツ⾕三栄町１１―２２
03-5315-4539

常⽤

･主に心療内科クリニック等に通う方に精神的な

フォローと就職に向けてのサポートを行う。･事

業所内でのイベント企画、訓練メニュー作成、広

報活動、就職相談会への同行･利用者の支援計画

作成、データ入力、管理

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17190331 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 255,000〜338,333 所在地

正社員
職
種

就労⽀援キャリアアドバイ
ザー 9:00～18:00

熊本市中央区
サンクスラボ株式会社熊本オフィス

熊本市中央区安政町４−１９ＴＭ１０ビル４

096-321-6561
常⽤

弊社運営の就労継続支援Ａ型事業所を利用してい

る障がい者の方の一般就労へ向けた取り組みと、

クライアント企業様との業務調整、一般就労後の

利用者の定着支援をお任せ致します。(以下、詳

細)･既存クライアント企業様との業務調整･職業

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16506731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

社会福祉⼠
⽉額換算 169,200〜241,200 所在地

正社員
職
種

⽣活相談員/デイサービスこ･
こ

普通⾃動⾞免許

8:30～17:00

熊本市中央区
医療法⼈起⽣会

熊本市中央区北千反畑町２番５号
096-343-6161

常⽤

･「デイサービスこ･こ」の利用者に対する生活相

談、支援、利用時契約締結業務、地域活動への参

加･介護業務全般(入浴、食事、排泄、レクリエー

ション他)･送迎業務･記録業務･会議、委員会への

参加＊外出時は社用車使用

必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16471831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 179,820〜254,867 所在地 10:00～18:30

正社員
職
種

⽀援相談員 交替制あり 普通⾃動⾞免許

8:30～17:00

熊本市中央区
医療法⼈起⽣会

熊本市中央区北千反畑町２番５号
096-343-6161

常⽤

･医療機関、他介護事業所との連絡･調整･施設利

用者、家族の方への相談、援助業務(主に女性利

用者を担当)･施設ご利用の受付、申込業務･短期

入所利用者への送迎業務･各種介護参加業務他＊

送迎エリア：２ｋｍ以内(社用車あり)

必須
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 13080-43965131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 250,000〜400,000 所在地

正社員
職
種

サービス管理責任者/熊本市
9:30～18:30

熊本市中央区
株式会社ＬＯＧＺ

東京都新宿区四ツ⾕三栄町１１―２２
03-5315-4539

常⽤

･個別支援計画書作成に関わる一連の業務･利用者

さんとの面談か声かけ･関連機関との連絡調整･主

に診療内科クリニック等に通う方に精神的なフォ

ローと就職に向けてのサポートを行う･事業所内

でのイベント企画、訓練メニュー作成･関係機関

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16176531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔⽊他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 165,000〜210,000 所在地

職
種

⾐裳アドバイザー
9:00～18:00

有限会社ビブレ

熊本市中央区新⼤江１丁⽬１３−３
096-372-8077

常⽤

･婚礼衣裳･成人式衣裳･卒業式衣裳のレンタル(接
客、お衣裳合わせ、契約手続きなど)･着物･ドレ

スのお手入れやクリーニングなど＊服装は、黒

スーツでお願いします。

12　　　パート求人は42ページから



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

正社員熊本市中央区
不問

年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-16869831 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽉他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

美容師
⽉額換算 204,330〜204,330 所在地

正社員
職
種

美容師/アシスタント
9:30～18:30

熊本市中央区
ｃｏｔｏｈａ株式会社

熊本市中央区帯⼭３丁⽬１６ー１８
096-383-3550

常⽤

カット･パーマ･カラーアシスタントとして、お客

様の髪をより美しくする仕事を一緒にやって頂き

たいと考えています。これまでの実務経験を活か

してどんどん活躍して頂くことも可能です。ま

た、経験が少ない方は一緒に勉強や指導をしなが

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16496131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 186,000〜267,100 所在地

正社員
職
種

介護総合職員/デイサービス
こ･こ

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市中央区
医療法⼈起⽣会

熊本市中央区北千反畑町２番５号
096-343-6161

常⽤

デイサービスこ･この利用者に対する･介護業務全

般(入浴、食事、排泄、レクリエーション等)･送迎

業務･記録業務･会議、委員会への参加

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16494631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 186,000〜267,100 所在地

正社員
職
種

介護総合職員/通所リハ 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市中央区
医療法⼈起⽣会

熊本市中央区北千反畑町２番５号
096-343-6161

常⽤

通所リハビリテーション利用者に対する介護業務

(入浴･食事･排せつ等全般)･各種の記録業務･軽自

動車での送迎業務･担当者会議、委員会参加他＊

高齢者の抱え上げ等もある為、一定以上の体力や

筋力を要します。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16682131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 165,600〜243,200 所在地

正社員
職
種

介護職/ヴィラ･九品寺 デイ
サービスセンター

変形(1ヶ月単位)

8:15～17:15

熊本市中央区
社会福祉法⼈明芳会

熊本市東区⻑嶺南４丁⽬１２番６５号
096-387-2200

常⽤

「ヴィラ･九品寺デイサービスセンター」での介

護業務全般･食事･入浴･レクリエーション･送迎･

日誌入力等◎経験者の方歓迎します！

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17229431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 193,000〜280,000 所在地

正社員
職
種

介護職/フルタイム/デイサー
ビス/東区 8:30～17:30

熊本市中央区
社会福祉法⼈照敬会

熊本市東区尾ノ上４丁⽬１１番７０号
096-385-0500

常⽤

地域密着型通所介護おとなの学校三郎校定員：１

８名介護業務･健康管理･内服確認･送迎･レクレー

ション実施･食事準備、介助者の食事や排泄、入

浴介助等

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16610431 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 11:00～20:00

介護福祉⼠
⽉額換算 221,000〜221,000 所在地 8:30～17:30

正社員
職
種

介護職員(介護福祉⼠) 変形(1ヶ月単位)

7:00～16:00

熊本市中央区
 社会福祉法⼈くまもと芳寿会⾼齢者介護

施設ケアホーム⼋王寺通り
熊本市中央区国府３丁⽬２７番３０号
096-372-0100

常⽤

住宅型有料老人ホーム「高齢者介護施設ケアホー

ム八王寺通り」において(入居者６２名)、食事･入

浴･排泄･清掃･洗濯等の介助支援全般＊２０２２

年３月２０日オープンした住宅型有料老人ホーム

です。※トライアル雇用併用求人(受理日：令和

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16606931 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 11:00～20:00

介護職員実務者研修修了者
⽉額換算 211,000〜211,000 所在地 8:30～17:30

正社員
職
種

介護職員(実務者研修修了者) 変形(1ヶ月単位)

7:00～16:00

熊本市中央区
 社会福祉法⼈くまもと芳寿会⾼齢者介護

施設ケアホーム⼋王寺通り
熊本市中央区国府３丁⽬２７番３０号
096-372-0100

常⽤

住宅型有料老人ホーム「高齢者介護施設ケアホー

ム八王寺通り」において(入居者６２名)、食事･入

浴･排泄･清掃･洗濯等の介助支援全般＊２０２２

年３月２０日オープンした住宅型有料老人ホーム

です。※トライアル雇用併用求人(受理日：令和

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16598731 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 11:00～20:00

介護職員初任者研修修了者
⽉額換算 211,000〜211,000 所在地 8:30～17:30

正社員
職
種

介護職員(初任者研修修了者) 変形(1ヶ月単位)

7:00～16:00

熊本市中央区
 社会福祉法⼈くまもと芳寿会⾼齢者介護

施設ケアホーム⼋王寺通り
熊本市中央区国府３丁⽬２７番３０号
096-372-0100

常⽤

住宅型有料老人ホーム「高齢者介護施設ケアホー

ム八王寺通り」において(入居者６２名)、食事･入

浴･排泄･清掃･洗濯等の介助支援全般＊２０２２

年３月２０日オープンした住宅型有料老人ホーム

です。※トライアル雇用併用求人(受理日：令和

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16475731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 16:30～9:00

⽉額換算 184,200〜221,200 所在地 12:00～21:00

正社員
職
種

⼊所介護職員 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市中央区
医療法⼈社団藤栄会介護⽼⼈保健施設湧
⼼苑

熊本市中央区出⽔４丁⽬１５番３０号
096-371-4165

常⽤

･老健施設入所者の在宅復帰を目指す為の援助医

師、看護師、介護士、理学･作業療法士、言語聴

覚士、管理栄養士等が一体となってご利用者の在

宅復帰を援助します。＊入所者：７５名、体制：

昼１３名･夜４名＊職員の介護負担軽減の為、

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16467731 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 12:30～21:30

⽉額換算 147,800〜216,600 所在地 10:00～19:00

正社員
職
種

介護総合職員/療養地域包括病
棟

変形(1ヶ月単位)

8:00～17:00

熊本市中央区
医療法⼈起⽣会

熊本市中央区北千反畑町２番５号
096-343-6161

常⽤

医療療養･地域包括病棟における介護業務全般･食

事の介助･入浴の介助･排せつ介助･環境整備･記録

･会議及び研修会参加業務･その他法人職員として

認められる業務

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16465531 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 12:30～21:30

⽉額換算 167,300〜252,100 所在地 10:00～19:00

職
種

介護総合職員/介護医療院 変形(1ヶ月単位)

8:00～17:00

医療法⼈起⽣会

熊本市中央区北千反畑町２番５号
096-343-6161

常⽤

介護病棟における介護業務全般･食事の介助･入浴

の介助･排せつ介助･環境整備･記録･会議及び研修

会参加業務･その他法人職員として認められる業

務※現在、介護療養型医療施設として事業実施※

令和５年２月より介護医療院として転換
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市中央区
不問

年齢： 35歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16791731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 185,000〜220,000 所在地

正社員
職
種

住宅⽤サッシの組⽴･配送 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00

熊本市中央区
株式会社⽥中材⽊店

熊本市中央区琴平２丁⽬４−１０
096-366-1261

常⽤

住宅用サッシの枠･障子等を組立て、工務店･住宅

会社等の建築現場に配送する。地域は、熊本市及

びその周辺が主であるが郡部もある。社有車は、

１トン半が主であり２人１組で行くことを原則と

している。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17174331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

その他の保安関係資格
⽉額換算 200,000〜200,000 所在地

正社員
職
種

警備員指導教育責任者(１号)
9:00～17:45

熊本市中央区 他
太平ビルサービス株式会社

熊本市中央区⾟島町３−２０ＮＢＦ熊本ビル

096-359-0808
常⽤

事務所の警備スタッフとして、以下の業務を行っ

て頂きます。･警備員に対する各種教育(新任教

育、現任教育)･警備関係書類の作成、整理･事務

所や現場にて警備員の指導･警備員としての現場

応援業務･シフト管理など

不問
年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 求⼈番号： 43010-16154631 採⽤⼈数： 10⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 173,600〜217,000 所在地

正社員
職
種

［警備係］熊本市中央区,⻄区,
南区 8:00～17:00

熊本市中央区
九州警備保障株式会社

熊本市中央区帯⼭４丁⽬１８−１１
096-383-4111

常⽤

◆工事付近で行う簡単な誘導業務です。･通行す

る方への誘導や声かけ。･まわり道の案内◎初心

者でも交通量が少ない場所が多いので安心。

あれば尚可
年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 求⼈番号： 13080-44649431 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 210,000〜250,000 所在地

正社員
職
種

ホール接客/博多うずまき熊本
店 14:00～23:00

熊本市中央区
株式会社Ｋｅｙｔａｂｌｅ

東京都中野区東中野２−３０−７
092-409-0335

常⽤

･ホール業務全般･調理業務全般･店長補佐業務

あれば尚可
年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 求⼈番号： 13080-44655231 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 230,000〜280,000 所在地

正社員
職
種

店舗責任者サブ/博多うずまき
熊本店 14:00～23:00

熊本市中央区
株式会社Ｋｅｙｔａｂｌｅ

東京都中野区東中野２−３０−７
092-409-0335

常⽤

･ホール業務全般･店長補佐

あれば尚可
年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 求⼈番号： 13080-44652131 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 250,000〜300,000 所在地

正社員
職
種

店舗責任者/博多うずまき熊本
14:00～23:00

熊本市中央区
株式会社Ｋｅｙｔａｂｌｅ

東京都中野区東中野２−３０−７
092-409-0335

常⽤

･ホール業務全般･調理業務全般･店長候補

あれば尚可
年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 求⼈番号： 13080-44632731 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 210,000〜250,000 所在地

正社員
職
種

調理/博多うずまき熊本
14:00～23:00

熊本市中央区
株式会社Ｋｅｙｔａｂｌｅ

東京都中野区東中野２−３０−７
092-409-0335

常⽤

･調理業務全般･店長補佐全般

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16596531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 10:00～19:00

⽉額換算 190,500〜190,500 所在地 8:30～17:30

正社員
職
種

厨房職員 変形(1ヶ月単位)

6:30～15:30

熊本市中央区
 社会福祉法⼈くまもと芳寿会⾼齢者介護

施設ケアホーム⼋王寺通り
熊本市中央区国府３丁⽬２７番３０号
096-372-0100

常⽤

住宅型有料老人ホーム「高齢者介護施設ケアホー

ム八王寺通り」において(入居者６２名)、朝･昼･

夕食･おやつの調理･提供＊厨房－看護－介護の連

携＊２０２２年３月２０日オープンした住宅型有

料老人ホームです。※トライアル雇用併用求人

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17253731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 又は8:00～22:00の

間の8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 162,000〜208,000 所在地 13:00～22:00

正社員
職
種

洋⾷調理スタッフ 交替制あり

9:00～18:00

熊本市中央区
⼀般財団法⼈熊本テルサ

熊本市中央区⽔前寺公園２８−５１
096-387-7777

常⽤

宴会･婚礼･レストランの洋食調理スタッフを募集

･ホテル３階メイン厨房での調理業務･ホテル１階

レストラン厨房での調理業務調理スタッフ７名

で、作業分担は、経験に応じて決めます。

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40010-33096931 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 10:00～20:30の間

の8時間

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

ﾈｲﾘｽﾄ技能検定試験2級
⽉額換算 220,000〜250,000 所在地

正社員
職
種

ネイリスト(正)/クレアラルー
チェ熊本

変形(1ヶ月単位)

熊本市中央区
株式会社ＣｒｅａｌａＬｕｃｅ

福岡県福岡市博多区東⽐恵３丁⽬１９−１０

092-600-0277
常⽤

お客様の美をサポートするお仕事です。ネイルケ

ア･フットケア等を行って頂きます。

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-16719631 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽉他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

美容師
⽉額換算 218,925〜218,925 所在地

職
種

美容師/スタイリスト
9:30～18:30

ｃｏｔｏｈａ株式会社

熊本市中央区帯⼭３丁⽬１６ー１８
096-383-3550

常⽤

カット･パーマ･カラースタイリストとして、お客

様の髪をより美しくする仕事を一緒にやって頂き

たいと考えています。これまでの実務経験を活か

してどんどん活躍して頂くことも可能です。ま

た、経験が少ない方は一緒に勉強や指導をしなが
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市東区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16487931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 又は8:00～19:00の

間の8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 9:30～18:30

その他の福祉･介護関係資格
⽉額換算 250,000〜300,000 所在地 8:30～17:30

正社員
職
種

児童発達⽀援管理責任者/東区
上南部

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市東区
⼀般社団法⼈クローバー

熊本市東区平⼭町３３３１番地１７
096-273-8545

常⽤

令和４年４月に、熊本市東区上南部にて放課後等

デイサービスを開所いたしました。そちらでの管

理業務をして頂きます。･個別支援計画作成･日々

の学びや遊びを通じての支援活動･保護者様や、

関係機関との連携対応･必要に応じた利用者の送

不問
年齢： 18歳〜59歳 就業場所： 求⼈番号： 43010-16453131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 又は10:00～22:30

の間の8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 245,000〜430,000 所在地 17:00～22:30

正社員
職
種

店舗スタッフ(店⻑候補) 変形(1ヶ月単位)

11:00～21:00

熊本市中央区
カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋熊本東バイ
パス店(株式会社とらや)

熊本市東区湖東３丁⽬２０２
096-331-2131

常⽤

○接客･調理及び店舗運営全般※店内業務(配達業

務はありません)＊調理未経験者でもマニュアル

があるので安心です。特別な技術やセンスは必要

ありません。＊未経験の方でも、研修が充実して

おりますので大歓迎です＊トライアル雇用併用求

不問
年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 求⼈番号： 43010-16293131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 又は20:00～6:00の

間の3時間以上

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 250,000〜250,000 所在地

正社員
職
種

清掃 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:00

熊本市中央区
株式会社第⼀ビルサービス

熊本市中央区新町１丁⽬７−２８
096-352-0306

常⽤

事業所･ビル内の業務管理

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17170231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 220,000〜358,000 所在地 8:00～17:30

正社員
職
種

現場管理 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:20～17:30

熊本市中央区
⽥熊建設⼯業株式会社

熊本市中央区紺屋今町２−２３
096-352-1841

常⽤

○送電工事･主に九州電力の電力輸送設備(送電線)
の鉄塔組立、架橋、補修工事○保全業務･点検業務

他、送電線に関する付帯業務

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-16232731 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 180,000〜200,000 所在地

正社員
職
種

空調メンテナンス(測定作業)
8:00～17:00

熊本市中央区
合同会社ｃｒｏｗｄｅｃｈｏ

  熊本市中央区琴平本町７番４１号
096-342-5088

常⽤

大学病院、製薬会社などにあるクリーンルームに

て、＊風量の調整測定をし報告書を作成する作業

＊クリーンルーム内が汚染されていないかを特殊

な機器を使い測定し記録していく作業になります

☆未経験の方には担当者が丁寧に指導いたします

不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16841931 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 229,000〜312,000 所在地

正社員
職
種

カーリースメンテナンス 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:30～17:30

熊本市中央区
株式会社エムロード

熊本市中央区本⼭４丁⽬３−７
096-352-8177

常⽤

○お客様(法人･個人)のリース契約車のメンテナン

スをするお仕事です。･各リース契約車の点検ス

ケジュールに沿って、チームワーク良く業務を

行っています。･会社や個人宅で車を引取り、当

社の整備工場でオイル交換や点検整備を行いま

不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13040-63160131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 242,900〜382,000 所在地

正社員
職
種

⾃動⾞整備⼠/熊本浜線店 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

9:00～18:30

熊本市中央区
株式会社ビッグモーター

東京都港区六本⽊６丁⽬１０番１号
0120-221-660

常⽤

車検業務、法定点検整備をして頂きます。オイル

交換などの軽微作業も行います。実際にお客様と

コミュニケーションをとり、関係を深めて頂きま

す。未経験や経験の浅い方でも当社の教育体制に

より、いち早くプロの整備士の能力を身につける

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17243231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽕他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⼆級⾃動⾞整備⼠
⽉額換算 191,100〜194,100 所在地

正社員
職
種

サービススタッフ(整備⼠)/
フォルクスワーゲン熊本中央

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

9:30～18:30

熊本市中央区
ユナイテッドトヨタ熊本株式会社

熊本市中央区⼗禅寺４丁⽬１番１号
096-362-2111

常⽤

車両整備(車検、１２ヶ月点検、その他整備全般)
当社の取扱い車両、国内他社ブランドの車両の整

備も実施しています。

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17236531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽕他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⼆級⾃動⾞整備⼠
⽉額換算 191,100〜194,100 所在地

正社員
職
種

サービススタッフ(整備⼠)/
ネッツスクエア南熊本店

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

9:30～18:30

熊本市中央区
ユナイテッドトヨタ熊本株式会社

熊本市中央区⼗禅寺４丁⽬１番１号
096-362-2111

常⽤

車両整備(車検、１２ヶ月点検、その他整備全般)
当社の取扱い車両、国内他社ブランドの車両の整

備も実施しています。

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17202531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽕他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⼆級⾃動⾞整備⼠
⽉額換算 191,100〜194,100 所在地

正社員
職
種

サービススタッフ(整備⼠)/本
店

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

9:30～18:30

熊本市中央区
ユナイテッドトヨタ熊本株式会社

熊本市中央区⼗禅寺４丁⽬１番１号
096-362-2111

常⽤

車両整備(車検、１２ヶ月点検、その他整備全般)
当社の取扱い車両、国内他社ブランドの車両の整

備も実施しています。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17071931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 170,000〜190,000 所在地 8:00～12:00

職
種

⼯場製造員 変形(1年単位)

8:00～17:00

村上⾷品⼯業株式会社

熊本市中央区新町４丁⽬４−７
096-355-0311

常⽤

･漬物製造(包丁使用)･製品包装･商品ピッキング

(荷物の重さ１０ｋｇ程、作業は製造関係中心)
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市東区
必須

年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16323931 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

1級⼟⽊施⼯管理技⼠
⽉額換算 300,000〜400,000 所在地

正社員
職
種

⼟⽊施⼯管理⼠ 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:30

熊本市東区
株式会社宇佐美･⼯業

熊本市東区⼾島⻄１丁⽬５−３５
096-368-4700

常⽤

･現場の管理及び作業･作業員に対する作業指示･

見積書(民間･公共)の作成･報告書(行政)の作成･担

当現場に関するクレーム対応工事に係る工程、安

全、品質などの全体管理をが主な仕事になります

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 06060- 1279931 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜350,000 所在地

正社員
職
種

⼟⽊技師 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00

熊本市東区
那須建設株式会社

⼭形県⻑井市屋城町７−１
0238-84-1123

常⽤

＊公共工事等、土木工事の現場管理･設計に基づ

く施工管理･工事工程の管理、打合せ等･現場は主

に福岡県、熊本県内※賃金は経験、資格等により

幅を設けております。＠６０

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40010-31720431 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 7:00～20:00

⽉額換算 170,000〜400,000 所在地 10:00～15:00

正社員
職
種

建設事業に関する積算等業務
(正)/熊本市東区

フレックス 普通⾃動⾞免許

8:30～17:15

熊本市東区
株式会社九州建設計画エンジニアリング

福岡県福岡市博多区博多駅前１丁⽬１９−３

092-432-3690
常⽤

国土交通省の発注者支援業務･就業場所にて公共

土木工事の積算を担当して頂きます

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16855431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 228,600〜445,000 所在地

正社員
職
種

⼟⽊測量･設計技術者 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社アバンス

熊本市東区江津１丁⽬３−４８
096-373-1801

常⽤

地質調査から測量設計までを行う建設コンサルタ

ント会社です。若手社員が多く活気がある職場で

す。私たちと一緒に地域の安心･安全のため活躍

しませんか。Ｕターン就職、定年退職後の再就職

の方、大歓迎です。(仕事の内容)１．測量２．土

必須
年齢： 61歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40010-31905831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

2級⼟⽊施⼯管理技⼠
⽉額換算 260,000〜400,000 所在地

正社員
職
種

建設コンサルタント業務(正)/
熊本⽀店

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社九州建設マネジメントセンター

福岡県福岡市博多区博多駅東２−５−１９

092-260-1741
常⽤

国土交通省の発注者支援業務のうち、河川道路等

の工事積算、技術審査を貸与された資料･システ

ムに基づき下記の作業を行います。＜主な業務内

容＞積算業務･積算に必要な現地調査(社用車使

用：ＡＴ車)(エリア：県内)･工事発注図･仕様書及

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16815331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 400,000〜800,000 所在地

正社員
職
種

建築施⼯管理 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～18:00

熊本市東区
株式会社⽇創アーキテクト

熊本市東区⻑嶺南６丁⽬８番１号
096-331-0450

常⽤

建設現場での施工管理･着工中の現場確認･現場の

安全品質工程管理･現場の衛生、労務管理･資材発

注･協力業者への指示･その他、付随する業務

必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 45010-13159631 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL ⼀級建築⼠

⼆級建築⼠
⽉額換算 375,000〜583,333 所在地 2級建築施⼯管理技⼠

正社員
職
種

⽊造住宅の現場管理者(責任者
候補:年俸制)/熊本⽀店

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市東区
株式会社マエムラ

宮崎県宮崎市堀川町１９５番地
0985-28-2232

常⽤

新築木造住宅の現場施工管理･工事スケジュール

の作成･管理･資材発注･積算･見積もり･現場の安

全管理･現場を巡回し、品質及び工事進捗の確認

(社用車あり)･販売部門営業部との打ち合わせ(仕
様･工程等)＊木造在来工法＊担当物件：主に新築

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17124731 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 180,000〜210,000 所在地

正社員
職
種

配管設備⼯事の施⼯管理 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市東区
株式会社出⽥産業

熊本市東区⼾島町９７９番地６
096-389-5622

常⽤

･配管設備工事などの施工管理･資材の発注･図面

の製図･現場作業員への指示など＊入社後は、業

界用語や現場を知るために２～３年は現場での作

業がメインとなります。

必須
年齢： 18歳以上 就業場所： 求⼈番号： 40010-32929331 採⽤⼈数： 10⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 250,000〜450,000 所在地

正社員
職
種

施⼯管理(正)/熊本市東区 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市東区
株式会社匠

福岡県福岡市博多区半道橋２丁⽬６―３４

092-433-3334
常⽤

内装リフォームの施工管理を行います。熊本市内

を中心に、益城町･菊陽町･合志市までの活動がメ

イン。経験者も大歓迎。

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16878231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⼆級建築⼠
⽉額換算 280,000〜450,000 所在地

正社員
職
種

設計業務(経験者) 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市東区
株式会社愛住宅

熊本市東区健軍１丁⽬２７番１号
096-368-1011

常⽤

住宅設計業務モデルハウスの設計や、お客様の自

由設計プランをご提案していきます。業務に自家

用車を使用します。

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17175631 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 172,000〜301,000 所在地

職
種

電気⼯事スタッフ 普通⾃動⾞免許

8:00～18:00

株式会社永電

熊本市東区沼⼭津３丁⽬９番５４号
096-237-8333

常⽤

さまざまな建物のコンセントや照明器具の取付、

仮設電気の工事など、電気にまつわる色々な作業

を行って頂きます。＊エリア：主に熊本県内(社
用車に乗り合わせて現場にいきます)

16　　　パート求人は42ページから



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

正社員熊本市東区
不問

年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16410631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

看護師
⽉額換算 210,000〜225,000 所在地 9:00～13:00

正社員
職
種

看護師
9:00～18:00

熊本市東区
 医療法⼈社団星輝会吉⽥せきつい整形外

科松原第２クリニック
熊本市東区尾ノ上１丁⽬１４−２６
096-273-9030

常⽤

･問診･電子カルテ入力･診察介助･採血、注射等の

外来業務

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17055931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

准看護師
⽉額換算 165,000〜200,000 所在地 看護師

正社員
職
種

正･准看護師/(急募)
8:30～18:00

熊本市東区
医療法⼈よつば会健軍桜⽊眼科

熊本市東区桜⽊１丁⽬１−２０
096-365-2200

常⽤

眼科での外来看護業務全般また、上記に付随する

業務手術時の助手電子カルテ導入の為、パソコン

操作有

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13010-50693331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 202,500〜280,000 所在地

正社員
職
種

ロードサービススタッフ/熊本 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市東区
株式会社プレミアアシスト

東京都千代⽥区麹町２丁⽬４番地１
03-5213-0280

常⽤

車やバイクに関するあらゆるトラブルに駆けつけ

る当社。様々な車両でお客様の元へ駆けつけま

す。

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17239331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 280,000〜500,000 所在地

正社員
職
種

地質調査技術者 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社中央⼟⽊コンサルタント

熊本市東区⼩⼭町１６７４−５
096-380-1155

常⽤

地質調査技術者現場作業、地質解析業務、報告書

作成

必須
年齢： 61歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40010-31926331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

基本情報技術者
⽉額換算 260,000〜400,000 所在地

正社員
職
種

建設コンサルタント業務(情報
系)(正)/熊本⽀店

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社九州建設マネジメントセンター

福岡県福岡市博多区博多駅東２−５−１９

092-260-1741
常⽤

国土交通省の発注者支援業務のうち、積算業務、

技術審査業務等を執行するにあたり、発注者から

貸与される情報や成果物の情報セキュリティーに

係わるシステム等の管理をＩＳＭＳ(ＩＳＯ２７

００１)の事務局として、内部･外部監査の対応の

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17215931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 203,500〜343,500 所在地

正社員
職
種

システムエンジニア,プログラ
マー

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社アスカ

熊本市東区江津３丁⽬４−１２
096-377-5550

常⽤

コンピュータソフトウェアシステムの開発を行う

(．ｎｅｔ，Ｃ＃，Ｊａｖａ，ＰＨＰ等にて業務

系アプリケーションの開発)

不問
年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16466431 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

測量⼠補
⽉額換算 250,000〜350,000 所在地

正社員
職
種

測量⼠補 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:30

熊本市東区
株式会社宇佐美･⼯業

熊本市東区⼾島⻄１丁⽬５−３５
096-368-4700

常⽤

当社の建設コンサルタント事業部にて従事してい

ただきます。 新の機器を使い測量･設計業務を

行っており、全国各地より仕事の依頼があります

ので、様々な測量業務に取り組むことができます

また、当社では 先端の機器を使い、プロとして

不問
年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16319231 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

測量⼠
⽉額換算 300,000〜400,000 所在地

正社員
職
種

測量⼠ 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:30

熊本市東区
株式会社宇佐美･⼯業

熊本市東区⼾島⻄１丁⽬５−３５
096-368-4700

常⽤

当社の建設コンサルタント事業部にて従事してい

ただきます。 新の機器を使い測量･設計業務を

行っており、全国各地より仕事の依頼があります

ので、様々な測量業務に取り組むことができます

また、当社では 先端の機器を使い、プロとして

不問
年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40060-10710831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 160,000〜300,000 所在地

正社員
職
種

測量業務全般/熊本市東区 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市東区
株式会社⼤建測量エンジニア

福岡県北九州市⼩倉北区篠崎２丁⽬３−１０

093-562-7227
常⽤

･建築、土木現場での測量業務･一般測量･用地測

量･路線測量･ドローンを使用しての測量＊エリ

ア：熊本県内＊社用車あり＊昇給･賞与は業績に

よる＊応募には、「ハローワークの紹介状」が必

要です

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16507331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 220,000〜350,000 所在地

正社員
職
種

現場管理(未経験者可) 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:30

熊本市東区
株式会社三友⼟質エンジニアリング熊本
出張所

  熊本市東区⼩⼭１丁⽬７−１デザイナー
096-292-7722

常⽤

日頃からお付き合いのある、住宅会社や建設会社

との地盤調査、地盤改良の現場打合せや商談。現

場作業者への指示。＊土木関連資格取得者は優遇

します。＊経験に応じて、基本給を決定します。

必須
年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16331931 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

2級⼟⽊施⼯管理技⼠
⽉額換算 250,000〜350,000 所在地

職
種

⼟⽊施⼯管理⼠ 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:30

株式会社宇佐美･⼯業

熊本市東区⼾島⻄１丁⽬５−３５
096-368-4700

常⽤

現場での工程･品質管理や計画書の作成、見積書

の作成、スタッフの指導など

17　　　パート求人は42ページから



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

正社員熊本市東区
不問

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16928731 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理学療法⼠
⽉額換算 270,000〜320,000 所在地

正社員
職
種

理学療法⼠/デイサービス 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社ケイアンドワイケアホームふく
ろうの森

熊本市東区桜⽊３丁⽬７−７
096-234-7607

常⽤

リハビリ業務･主治医との連携･日常生活介護

不問
年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16676831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 又は7:00～20:00の

間の8時間

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

看護師
⽉額換算 272,000〜314,000 所在地

正社員
職
種

訪問看護業務管理者
8:30～17:30

熊本市東区
エミアス株式会社

熊本市中央区⽔道町７−１６
096-276-7778

常⽤

･計画書等の帳票類の作成･本人、家族、ケアマネ

等との連絡、調整･訪問看護等の管理と指示など

あれば尚可
年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16649131 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 又は8:00～18:00の

間の8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 9:00～18:00

看護師
⽉額換算 230,000〜350,000 所在地 8:30～17:30

正社員
職
種

正看護師 職員 変形(1ヶ月単位)

8:00～17:00

熊本市東区
エミアス株式会社

熊本市中央区⽔道町７−１６
096-276-7778

常⽤

○病状等の観察、床ずれの予防･処置、療養生活や

介護方法の指導カテーテル等の処置、内服管理、

その他○施設入居者様の排泄、食事、移乗、移動

の介助を含む日常生活全般の支援○訪問介護職員

としての業務(入社してから資格取得できます)○施

あれば尚可
年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16623131 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 又は8:00～18:00の

間の8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 9:00～18:00

准看護師
⽉額換算 215,000〜330,000 所在地 8:30～17:30

正社員
職
種

准看護師 職員 変形(1ヶ月単位)

8:00～17:00

熊本市東区
エミアス株式会社

熊本市中央区⽔道町７−１６
096-276-7778

常⽤

○病状等の観察、床ずれの予防･処置、療養生活や

介護方法の指導カテーテル等の処置、内服管理、

その他○施設入居者様の排泄、食事、移乗、移動

の介助を含む日常生活全般の支援○訪問介護職員

としての業務(入社してから資格取得できます)○施

必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16569031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 13:00～22:00

看護師
⽉額換算 235,000〜269,000 所在地 10:00～19:00 准看護師

正社員
職
種

看護職/朋暁苑 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

7:00～16:00

熊本市東区
社会福祉法⼈託⿇会

熊本市東区⼩⼭町２２１０
096-388-0333

常⽤

社会福祉法人が設置運営する障害者の支援施設で

看護業務を担当していただきます。･利用者の健

康管理･経管栄養、吸引等医的行為･投薬管理･利

用者の送迎東区内社有車使用

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16250631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

看護師
⽉額換算 184,100〜204,500 所在地 19:00～8:00 准看護師

正社員
職
種

看護職員 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市東区
社会福祉法⼈はちす福祉会特別養護⽼⼈
ホームハーモニー

熊本市東区秋津町秋⽥字上道下１７１−３

096-360-5050
常⽤

･「デイサービスセンターハーモニー」に来所さ

れた高齢者の看護及び機能訓練指導等･利用者の

送迎(運転有り)･利用者１日平均２２名(スタッフ

９名)･送迎エリア：熊本市東部、益城町、嘉島町

(社用車有り)

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16192431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 10:30～19:30

看護師
⽉額換算 182,500〜197,900 所在地 8:30～17:30 准看護師

正社員
職
種

看護職員(看護師･准看護師)/
介護付き有料⽼⼈ホーム

変形(1ヶ月単位)

7:30～16:30

熊本市東区
有限会社九州松栄産業江津しょうぶ苑

熊本市東区画図町⼤字所島１０４０
096-370-3939

常⽤

ご入居者数は４ユニット計６４名ご利用者様への

入浴･排泄･食事･レクリエーション等の介護サー

ビスのご提供を行います。看護業務としては、

日々の健康管理･薬の管理･医療行為･相談･訪問診

療等の主治医との連携を行い、ご利用者様を医療

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16174831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 10:30～19:30

看護師
⽉額換算 184,000〜199,400 所在地 8:30～17:30 准看護師

正社員
職
種

看護職員(看護師･准看護師)/
⼩規模多機能(正社員)

変形(1ヶ月単位)

7:30～16:30

熊本市東区
有限会社九州松栄産業江津しょうぶ苑

熊本市東区画図町⼤字所島１０４０
096-370-3939

常⽤

登録２９名の小規模多機能ホームにおける看護･

介護業務全般。通い･訪問･宿泊サービスを提供し

ます。看護業務としては、日々の健康管理･薬の

管理･必要な医療行為･処置をサポートします。

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16769331 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 12:15～21:00

看護師
⽉額換算 165,000〜239,000 所在地 7:00～15:45 准看護師

正社員
職
種

看護スタッフ 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:15

熊本市東区
医療法⼈伸⽣紀コスモピア熊本

熊本市東区尾ノ上１丁⽬３−１２
096-384-8088

常⽤

･医師の診療補助(採血･注射･服薬管理･経管栄養･

創傷処置など)･健康管理(バイタル測定や、日頃か

らの体調確認など)･容体が急変した場合には医師

への連絡や病院への付き添い･日常生活全般の支

援(食事･排泄･入浴･移動･移乗･更衣などの介助)･

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40010-31872631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 8:00～18:30の間の

8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

看護師
⽉額換算 224,500〜277,500 所在地 准看護師

正社員
職
種

看護職員(デイサービス)(正)/
熊本市東区

変形(1ヶ月単位)

熊本市東区
株式会社ツクイ九州圏

福岡県福岡市中央区六本松４丁⽬５−２４

092-737-1230
常⽤

ブランクありの方も大歓迎。サポート体制充実さ

せています。半年間のチューター制度を導入して

安心してスタートが可能。見学可能。事前に気に

なることはお問い合わせ下さい。＜主なお仕事内

容＞･お客様に対する入浴前後のバイタルチェッ

不問
年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16412131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

准看護師
⽉額換算 170,000〜185,000 所在地 9:00～13:00

職
種

准看護師
9:00～18:00

 医療法⼈社団星輝会吉⽥せきつい整形外
科松原第２クリニック

熊本市東区尾ノ上１丁⽬１４−２６
096-273-9030

常⽤

･問診･電子カルテ入力･診察介助･採血、注射等の

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

正社員熊本市東区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16981831 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 8:30～18:00

⽉額換算 170,000〜200,750 所在地 8:30～17:00

正社員
職
種

⻭科医院受付･⻭科助⼿ 変形(1ヶ月単位)

8:30～18:40

熊本市東区
医療法⼈⼼優会福井⻭科医院

熊本市東区健軍本町２９−８
096-285-3555

常⽤

●患者様の受付対応や治療の補助を担当していた

だきます。●未経験歓迎！マニュアルや研修があ

るので安心して働けます。●困ったら助け合うあ

たたかい雰囲気がある歯科医院です。･入社後

は、他のスタッフと共に治療補助業務をお手伝い

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17089931 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

柔道整復師
⽉額換算 280,000〜670,000 所在地 8:30～13:30

正社員
職
種

柔道整復師/ＮＡＯＳＥＬ⻑嶺
整⾻院

変形(1ヶ月単位)

8:30～20:30

熊本市東区
株式会社ＮＡＯＳＥＬ

熊本市東区東野３丁⽬２０番３号
096-273-9596

常⽤

◆保険治療一般外傷におけるＲＩＣＥ処置を基準

に、つらい疼痛に悩む患者さんへの疼痛緩和治療

を適切な判断と処置で行ってもらいます。◆自費

治療繰り返したりなかなかよくならない症状に対

して、より高い効果を追求しＩＭリセット整体と

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16572731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

管理栄養⼠
⽉額換算 175,000〜200,000 所在地 8:40～13:20

正社員
職
種

管理栄養⼠
8:40～18:20

熊本市東区 他
医療法⼈ウェルネスサポートシステムと
だか内科クリニック

熊本市東区下江津２丁⽬１３番５号
096-379-7500

常⽤

･栄養指導･調理指導及び実習･医療事務補助

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16434331 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 9:00～22:00の間の

8時間

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

管理栄養⼠
⽉額換算 195,000〜215,000 所在地

正社員
職
種

管理栄養⼠(熊本･福岡･佐賀･
⻑崎)

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許
熊本市東区

株式会社くまもと健康⽀援研究所

熊本市東区御領６丁⽬８−２０
096-349-7712

常⽤

特定保健指導業務･初回面談、継続支援の電話支

援等･支援状況の記録、入力作業訪問健康支援業

務･生活状況、受診状況確認等･検診受診勧奨介護

予防教室運営業務･運動補助･アセスメント、問診

等

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16388331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

栄養⼠
⽉額換算 180,000〜200,000 所在地

正社員
職
種

栄養⼠(急募)
8:00～17:00

熊本市東区
めばえ株式会社あおば保育園

熊本市東区桜⽊５丁⽬５番１６号
096-243-0392

常⽤

･献立作成･食材発注･給食便り作成･調理業務

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16210031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

栄養⼠
⽉額換算 159,600〜159,600 所在地 5:30～14:30

正社員
職
種

栄養⼠(正社員) 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市東区
有限会社九州松栄産業江津しょうぶ苑

熊本市東区画図町⼤字所島１０４０
096-370-3939

常⽤

高齢者施設の調理全般･材料の切込み･調理･盛付･

後片付け＊１日３食計３００食の調理を約１０名

で担当(早出･日勤のシフト制)

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17248631 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⻭科衛⽣⼠
⽉額換算 220,000〜280,000 所在地 9:00～13:30

正社員
職
種

⻭科衛⽣⼠ 変形(1ヶ月単位)

9:00～19:15

熊本市東区
いのうえデンタルクリニック

熊本市東区新南部４丁⽬１−２０
096-387-8552

常⽤

･院長の指示により患者の治療･診療の準備、後片

付け、器具の消毒･歯磨指導･歯周病予防指導･歯

科医のアシスタント

必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16554431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

作業療法⼠
⽉額換算 238,000〜248,000 所在地 9:00～18:00

正社員
職
種

作業療法⼠/介護付有料⽼⼈
ホーム令寿

交替制あり 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
社会福祉法⼈託⿇会

熊本市東区⼩⼭町２２１０
096-388-0333

常⽤

社会福祉法人が設置･運営する高齢者施設で機能

訓練等の業務を担当して頂きます。･機能訓練･車

椅子など生活環境の整備･リハビリテーション計

画書作成･日中活動支援

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16770131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

理学療法⼠
⽉額換算 247,000〜277,000 所在地 作業療法⼠

正社員
職
種

理学療法⼠または作業療法⼠
(主任候補)

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:15

熊本市東区
医療法⼈伸⽣紀コスモピア熊本

熊本市東区尾ノ上１丁⽬３−１２
096-384-8088

常⽤

老健、通所リハ、訪問リハにおけるリハビリテー

ション業務及び１０名程度のリハスタッフや数名

の通所リハスタッフ(介護職や送迎運転手)の勤怠

管理、人材育成業務をして頂きます。･利用者様

に対しての評価とリハ計画の作成･専門的なリハ

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16749231 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL ⾔語聴覚⼠

理学療法⼠
⽉額換算 221,000〜271,000 所在地 作業療法⼠

正社員
職
種

リハスタッフ/理学療法⼠･作
業療法⼠･⾔語聴覚⼠

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:15

熊本市東区
医療法⼈伸⽣紀コスモピア熊本

熊本市東区尾ノ上１丁⽬３−１２
096-384-8088

常⽤

通所リハビリテーションおよび介護老人保健施設

での業務をして頂きます。･利用者様に対しての

評価とリハ計画の作成･専門的にリハビリテー

ションの提供･他、職種も含めた生活機能向上プ

ログラムの指導など･送迎業務･移動、移乗等の介

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16735331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL ⾔語聴覚⼠

理学療法⼠
⽉額換算 240,000〜240,000 所在地 作業療法⼠

職
種

訪問看護ステーション(リハビ
リスタッフ)ＰＴ･ＯＴ･ＳＴ

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

株式会社ＥＭＩＡＳ

熊本市北区⼸削４丁⽬８−１０
096-338-1060

常⽤

リハビリに特化した訪問看護ステーションです。

ご利用者のご自宅へ訪問し、リハビリテーション

を提供します。退院後の生活再建･社会参加への

支援･ターミナルケアを中心に在宅生活の支援を

行っています。アロマを活用したリハビリテー
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市東区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16932831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜200,000 所在地

正社員
職
種

税理⼠補助業務
8:30～17:30

熊本市東区
税理⼠法⼈⽇隈パートナーズ

熊本市東区尾ノ上１丁⽬２５−２０
096-285-6860

常⽤

･申告税務、記帳支援･事業承継関連業務など、税

理士補助業務全般。人の役に立つことを実感でき

るお仕事です。

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16580731 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 165,000〜190,000 所在地 8:40～13:20

正社員
職
種

受付･医療事務
8:40～18:20

熊本市東区
医療法⼈ウェルネスサポートシステムと
だか内科クリニック

熊本市東区下江津２丁⽬１３番５号
096-379-7500

常⽤

･受付、会計･レセプト請求業務･電話対応･物品発

注業務･書類、伝票整理･薬品以外の在庫管理

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17058831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 147,600〜160,000 所在地

正社員
職
種

医療事務(急募)
8:30～18:00

熊本市東区
医療法⼈よつば会健軍桜⽊眼科

熊本市東区桜⽊１丁⽬１−２０
096-365-2200

常⽤

医療事務業務全般受付･電話対応･レセプト請求の

業務＊電子カルテ導入の為、パソコン操作あり

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16512431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 9:00～22:00の間の

8時間

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 180,000〜250,000 所在地

正社員
職
種

事業庶務 普通⾃動⾞免許
熊本市東区

株式会社くまもと健康⽀援研究所

熊本市東区御領６丁⽬８−２０
096-349-7712

常⽤

･事業の円滑な運営を事務系スタッフとして支え

る仕事･自治体契約、営業書類、事業書類等の作

成サポート･社内システム、エクセル等でのデー

タ入力･管理･パート庶務メンバーの業務調整･管

理※健康支援事業を支えるやりがいのある仕事で

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17167331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 170,000〜210,000 所在地

正社員
職
種

事務全般(法⼈本部) 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
社会福祉法⼈⽇⽣会バラ苑

熊本市東区⼩⼭町１７８１
096-380-2321

常⽤

総務･会計処理･事務全般(法人本部における事務)
＊養護老人ホーム２施設･特養･ショートステイ･

グループホーム･保育園等を運営している法人の

事務局です。

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16564731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 193,000〜193,000 所在地

正社員
職
種

事務員/介護付有料⽼⼈ホーム
[令寿]

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
社会福祉法⼈託⿇会

熊本市東区⼩⼭町２２１０
096-388-0333

常⽤

○勤怠管理、給与計算、保険関係手続○電話対応、

来客対応○書類作成(ワード･エクセル使用)支払調

書･社外文書の作成、書類等の整備○領収書管理、

伝票起票･仕分、計算書類作成(データ入力)○郵便

物の発送･整理○銀行用務(支払い等)○その他上記に

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17206631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 170,000〜210,000 所在地

正社員
職
種

事務職/熊本市東区 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区 他
社会福祉法⼈⽇⽣会熊本めぐみの園

熊本市東区⼩⼭町１７８１
096-380-2321

常⽤

総務･会計処理･事務全般(法人本部における事務)
＊養護老人ホーム２施設･特養･ショートステイ･

グループホーム･保育園等を運営している法人の

事務局です。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16432431 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 9:00～22:00の間の

8時間

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 170,000〜170,000 所在地

正社員
職
種

健康⽀援スタッフ 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許
熊本市東区 他

株式会社くまもと健康⽀援研究所

熊本市東区御領６丁⽬８−２０
096-349-7712

常⽤

･公共の健康福祉施設の接客、健康支援、管理･健

康運動教室等を通じた地域住民を元気にする健康

支援※下記の有資格者、無資格でも入社後資格取

得意思がある方歓迎※健康運動指導士、健康運動

実践指導者、管理栄養士、理学療法士、作業療法

不問
年齢： 18歳〜59歳 就業場所： 求⼈番号： 46010-18358831 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽉祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 225,000〜260,000 所在地 9:00～18:00

正社員
職
種

職員講師［⿅児島県･宮崎県･
熊本県･福岡県］

変形(1年単位)

13:30～22:30

熊本市東区
株式会社昴

⿅児島県⿅児島市加治屋町９−１
099-227-9504

常⽤

○主な仕事は、小･中学生を対象とした教科指導、

進路指導、担任業務。イベント企画･運営、周辺

地域へのプロモーション活動。その他付随する業

務。※教員免許は不要です。※転勤は３年～４年

に１回有ります。

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16764831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 10:00～19:00

保育⼠
⽉額換算 180,000〜204,000 所在地 7:00～16:00

正社員
職
種

保育⼠/企業主導型保育事業
コスモピア保育園

交替制あり

8:30～17:30

熊本市東区
医療法⼈伸⽣紀コスモピア熊本

熊本市東区尾ノ上１丁⽬３−１２
096-384-8088

常⽤

子ども達の成長に必要な、健康･人間関係･環境･

言葉･表現に携わる業務。具体的には、･子ども達

に愛情を注ぐ･子ども達が主体的に遊べるように

導く、または遊んでいる様子を見守る･場面ごと

で必要に応じた言葉かけを行う･食事介助･オムツ

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16960331 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 7:00～20:00の間の

8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

保育⼠
⽉額換算 200,000〜260,000 所在地

職
種

保育⼠ 交替制あり有限会社九州エネルギーシステム

熊本市東区御領６丁⽬１−１４
096-380-6866

常⽤

(２０１９年１０月１日に新規開園した企業主導

型保育施設です)〇定員３０名の小さな保育園で

の保育業務全般〇保育日誌や連絡帳の記入〇週案

や月案などの作成〇保護者対応
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市東区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16526031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽔他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 253,000〜453,000 所在地

正社員
職
種

営業 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市東区
株式会社愛住宅

熊本市東区健軍１丁⽬２７番１号
096-368-1011

常⽤

分譲地内にある展示場にお越し頂いたお客様にモ

デルハウスをご案内します。家づくりの希望･イ

メージ･ご予算等をお聞きし、 適なプランをご

提案します。土地付きの家だからこそご提案もし

やすいです。お客様の夢をカタチにするお手伝い

不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 38010-16298631 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 219,000〜249,000 所在地

正社員
職
種

営業･債権管理/ローンプラザ
熊本

普通⾃動⾞免許

9:30～18:00

熊本市東区
株式会社アスト

愛媛県松⼭市湊町５丁⽬５番地７
089-989-1112

常⽤

○お客様への融資･返済･電話対応･窓口対応･入金

状況･プラン作成等をサポートするお仕事です。

＊業務中の移動等は社用車(ＡＴ車)を使用しま

す。＊完全週休２日制で働きやすい雰囲気の職場

です。＊トライアル雇用求人

不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16563431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽕他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 196,600〜288,800 所在地

正社員
職
種

営業/⽇⾚通り⽀店 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

9:30～18:30

熊本市東区
熊本⽇産⾃動⾞株式会社

熊本市⻄区上熊本２丁⽬４−１５
096-354-0120

常⽤

･日産車の販売･中古車の販売･損保取扱いエリ

ア：熊本市東区マイカー使用(ガソリンカード支

給)

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 17010-12762331 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 210,000〜440,000 所在地

正社員
職
種

法⼈向け営業⼀般職/営業管理
責任者及び候補(熊本⽀店)

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市東区
株式会社ＴＨＬ

⽯川県⾦沢市⽮⽊２丁⽬２２２番地
076-240-7101

常⽤

･工場倉庫様に対しＬＥＤなど働きやすい省エネ

照明のご提案販売･お客様の役に立つソリュー

ション製品のご提案販売･災害に関わる製品のご

提案販売･協力販売店様及び大手企業購買部様な

どへの卸販売ＨＰやＥＣサイトなどを使用し、お

不問
年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 13040-63173731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 235,200〜580,300 所在地 11:00～20:00

正社員
職
種

営業職(販売/買取営業)/熊本
東バイパス店

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市東区
株式会社ビッグモーター

東京都港区六本⽊６丁⽬１０番１号
0120-221-660

常⽤

新古車及び中古車の販売業務を行って頂きますこ

ちらからの訪問営業は一切ありません。ご来店さ

れたお客様への提案が営業活動の全てです。商品

力、サービスに自信があるからこそ可能な営業ス

タイルです。販売するだけでなく、アフターフォ

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16996631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜215,000 所在地 9:30～18:30

正社員
職
種

お茶･健康茶等,店内製造･販売
員

変形(1ヶ月単位)

9:00～18:00

熊本市東区
株式会社⼭麓園

熊本市東区画図町⼤字所島５８４−１２
096-378-7165

常⽤

･お茶、健康茶の計量、袋詰め。健康茶の製造助

手。･ティーパック加工作業(自動)。･通販の梱

包、出荷作業(補助)。･製造機械の操作(簡単な作

業)。お茶や健康茶のティーパック加工や、他の

販売スタッフと一緒に、主に商品の製造作業や梱

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16504531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 9:00～22:00の間の

8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜200,000 所在地

正社員
職
種

営業事務 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許
熊本市東区

株式会社くまもと健康⽀援研究所

熊本市東区御領６丁⽬８−２０
096-349-7712

常⽤

市町村における健康づくりに関する事業運営及び

営業事務。具体的には、市町村の生涯学習講座な

どの運営スタッフ業務、市町村との会議録作成、

健康づくりに関する調査分析のデータ処理(ワー

ド･エクセル)

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16422831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 9:00～22:00の間の

8時間

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 220,000〜260,000 所在地

正社員
職
種

営業事務(熊本) 普通⾃動⾞免許
熊本市東区

株式会社くまもと健康⽀援研究所

熊本市東区御領６丁⽬８−２０
096-349-7712

常⽤

高齢者健診業務の営業事務(資料作成等)、マネジ

メント等エリア：熊本県内※資格保持者優遇(資
格手当有り)･健康運動指導士･健康運動実践指導

者･歯科衛生士･管理栄養士･理学療法士･作業療法

士･看護師･保健師※資格がない方の応募も可能で

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16419331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 9:00～22:00の間の

8時間

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 220,000〜260,000 所在地

正社員
職
種

(急募)⼀般事務 普通⾃動⾞免許
熊本市東区

株式会社くまもと健康⽀援研究所

熊本市東区御領６丁⽬８−２０
096-349-7712

常⽤

･書類の作成･チェック･印刷･製本･ファイリング･

郵送･事業で使用する備品の準備と管理･事業スケ

ジュールの調整と管理･エクセルや社内システム

でのデータ入力作業など

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 42020- 5964131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 160,000〜190,000 所在地

正社員
職
種

営業事務/熊本営業所 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
⽞洋商事株式会社

⻑崎県佐世保市卸本町１９−３
0956-33-6625

常⽤

＊営業事務･受注･発注･見積り書作成･在庫管理等

･外出業務あり/使用車：軽ワゴン(ＡＴ車)＊その

他、付随する業務等※室内装飾品卸売り取扱商

品：ブラインド、クロス、カーテン、窓廻り、床

材等◎ハローワークの紹介状が必要です。

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16505431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 8:30～22:00の間の

8時間

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 250,000〜330,000 所在地

職
種

経理スタッフ(管理職候補) 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許株式会社くまもと健康⽀援研究所

熊本市東区御領６丁⽬８−２０
096-349-7712

常⽤

･会計システムの入力･集金業務･決算業務など･そ

の他、総務業務にも従事頂きます。
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市東区
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16562531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 8:00～19:00の間の

8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

その他の福祉･介護関係資格
⽉額換算 300,000〜350,000 所在地

正社員
職
種

サービス管理責任者 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許
熊本市東区

⼀般社団法⼈クローバー

熊本市東区平⼭町３３３１番地１７
096-273-8545

常⽤

令和４年１０月に熊本市東区長嶺に開所した、障

がい者グループホーム「つきの家」にて管理業務

をして頂きます。･障がいのある入居者様のため

の個別支援計画の作成･相談援助等を中心とした

業務

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16269931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

社会福祉⼠
⽉額換算 186,500〜202,500 所在地 19:00～8:00

正社員
職
種

⽣活相談員 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
社会福祉法⼈はちす福祉会特別養護⽼⼈
ホームハーモニー

熊本市東区秋津町秋⽥字上道下１７１−３

096-360-5050
常⽤

･入退所者の手続き、調整･入所者、利用者の相談

および援助･入所者、利用者の情報収集･協力医療

機関との連絡、調整･各公的機関、他事業所との

連絡調整など

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16243931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

介護福祉⼠
⽉額換算 206,500〜206,500 所在地 19:00～8:00 その他の福祉･介護関係資格

正社員
職
種

⽣活相談員兼介護職員 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
社会福祉法⼈はちす福祉会特別養護⽼⼈
ホームハーモニー

熊本市東区秋津町秋⽥字上道下１７１−３

096-360-5050
常⽤

デイサービスにおける生活相談員業務及び介護業

務･ご利用者様の相談業務･新規相談の受付、調整

･介護サービス計画の作成･ケアマネージャーや地

域、他機関との連携や調整･利用者様の入浴介助･

食事介助等･利用者様の送迎業務(エリア：熊本市

不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16217631 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜250,000 所在地

正社員
職
種

営業(相談員)/熊本市 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市東区
株式会社オファサポート訪問マッサージ
ハートナー熊本

熊本市東区東野４丁⽬６−２６
092-707-8340

常⽤

〇介護事業所を定期的に訪問し、訪問リハビリ

マッサージの提案営業を行っていただきます。ま

た、既存顧客に対してのフォローアップも行って

いただきます。〇入社時は座学研修をはじめ、先

輩社員への同行研修も行いますので未経験者の方

不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16214431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜250,000 所在地

正社員
職
種

総合職(相談員)/熊本市 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市東区
株式会社オファサポート訪問マッサージ
ハートナー熊本

熊本市東区東野４丁⽬６−２６
092-707-8340

常⽤

〇居宅介護支援事業所や介護事業所を定期的に訪

問し、在宅マッサージのご案内や既存取引先への

反響営業を行っていただくＰＲスタッフを募集し

ております。その他、保険団体や医療機関などに

提出する書類作成業務、施術スタッフのスケ

不問
年齢： 35歳以下 就業場所： 求⼈番号： 41010- 7353431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 185,000〜275,000 所在地

正社員
職
種

ルートセールス/熊本市東区
＊正社員

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:30

熊本市東区
株式会社⽇本リース

佐賀県佐賀市本庄町⿅⼦⼋⾓１６−１
0952-24-9081

常⽤

○マット･モップ･ロールタオル･フレグランス･浄

水器･サニタリー商品･紙おしぼり･ウォーター

サーバー等、当社レンタル商品の集配業務と提案

営業です。･担当エリアでの契約取引先へのルー

トセールス全般(集配業務)１日３０軒程度のお取

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 17010-12513131 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 210,000〜460,000 所在地

正社員
職
種

災害⽤備蓄⾷や防災⽤品の販
促プランナー(熊本⽀店)

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市東区
株式会社ＴＨＬ

⽯川県⾦沢市⽮⽊２丁⽬２２２番地
076-240-7101

常⽤

一般企業などの法人のお客様に対し、「社員･ご

家族･地域住民の方々を守る」災害用の備蓄食や

防災用品などのご提案販売を行います。近年、温

暖化などの気候変動により地震や台風、豪雪など

さまざまな自然災害が頻度も規模も年々増加して

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 12090- 8549731 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 210,000〜280,000 所在地

正社員
職
種

営業 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～17:00

熊本市東区
有限会社ルイ

千葉県⽩井市冨⼠８５−２５
047-441-7188

常⽤

石材の卸販売＊ルート営業(発注業務は全て本社

が行います)＊エリアは熊本県、福岡県、大分

県、佐賀県＊研修制度がしっかりしているので石

材の専門知識不要異業種からの応募大歓迎

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 44080- 1331931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 222,812〜303,574 所在地

正社員
職
種

営業(熊本営業所) 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市東区
三和コンクリート株式会社三重⼯場

⼤分県豊後⼤野市三重町菅⽣４３１−３４

0974-22-3303
常⽤

･インターロッキングブロック(舗装材)、河川製品

の販売･市場確保の営業活動、顧客管理･見積書作

成等(パソコン使用)◆新規開拓はほとんどなく、

現状と取引先の納品及び工事の打ち合わせです。

＊営業エリア：熊本市内近郊中心の県内一円＊営

不問
年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 29010- 8601131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 210,100〜306,100 所在地

正社員
職
種

営業職(ＫＭＳ･熊本)⼀般職/
転勤無

普通⾃動⾞免許

9:00～17:30

熊本市東区
⼩⼭株式会社

  奈良県奈良市⼤森町４７番地の３
0742-22-4325

常⽤

医療機関を主として、ＩＴを駆使した当社独自シ

ステムの入院セットサービス、白衣リース等の新

規開拓営業、既存顧客のフォロー※営業エリア：

九州圏内※使用車：普通自動車※この職種は転勤

が無い職種となります★働き方改革関連認定企業

不問
年齢： 35歳以下 就業場所： 求⼈番号： 27030-16502031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 212,000〜250,000 所在地

職
種

営業職(熊本営業所) フレックス 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

株式会社デザインアーク本社

⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座１丁⽬５番１６号

06-6536-6116
常⽤

大手ゼネコンやサブコン、建設会社などに対す

る、現場仮設事務所向けの、オフィス家具･備品･

空調などのレンタル･リース･販売の提案営業業務
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市東区
不問

年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16867131 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

介護福祉⼠
⽉額換算 227,112〜257,112 所在地 17:00～9:00

正社員
職
種

介護福祉⼠(介護施設内ケア) 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社ヘルスケアわかば

熊本市東区栄町３−１
096-285-6507

常⽤

６月開設のナーシングホーム(住宅型有料老人

ホーム：３５室)にお住まいの方への介護業務に

携わっていただきます。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17128131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 11:00～20:00

⽉額換算 162,500〜221,520 所在地 8:30～17:30

正社員
職
種

介護職/グループホーム御領 変形(1ヶ月単位)

7:00～16:00

熊本市東区
株式会社かいごのみらい

熊本市東区南町１６−８
096-360-0100

常⽤

仕事内容は、ご利用者様の食事･入浴･排せつ等の

介護、身体機能維持･向上のための活動、レクリ

エーションや楽しみ支援等になります。ご利用者

様の生活に寄り添い有する能力に応じ、自立した

生活を営むことが出来るように支援を行います。

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17059231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 16:00～9:30

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
⽉額換算 170,070〜210,000 所在地 11:00～20:00

正社員
職
種

介護ヘルパー/爽苑 変形(1ヶ月単位)

6:00～3:00

熊本市東区
有限会社ヘルメス企画

熊本市中央区出⽔４丁⽬２９−１８
096-370-2504

常⽤

◇住宅型有料老人ホームにおいて、身体介護業務

(入浴介助、食事介助、排泄介助等)や、利用者様

の見守りを行っていただきます。その他、食事の

用意(湯煎や配膳･下膳程度の作業)＊小規模(１３

名)の家庭的な住宅型有料老人ホームです。＊見

不問
年齢： 65歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17035731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 9:00～18:00

介護職員実務者研修修了者
⽉額換算 180,000〜230,000 所在地 6:30～15:30

正社員
職
種

介護職員実務者/有料⽼⼈ホー
ム桜テラス

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
有限会社まごころサービス

熊本市南区南⾼江５丁⽬１−５６
096-357-4600

常⽤

＊住宅型有料老人ホームで介護職員及びそれに付

随する業務全般＊認知症や身体が不自由で自宅で

暮らすことができない入居者の皆さまに、少しで

も穏やかで季節を感じながら、他の入居者の方と

新しい家族を築いていただく事のお手伝いをしま

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17087331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

社会福祉⼠
⽉額換算 170,000〜200,000 所在地 その他の福祉･介護関係資格

正社員
職
種

ソーシャルワーカー 変形(1年単位)

8:30～17:30

熊本市東区
医療法⼈桜⼗字桜⼗字熊本東病院

熊本市東区三郎１丁⽬１２番２５号
096-383-5555

常⽤

病院のソーシャルワーカー業務全般･他の病院と

連携し、入院患者様の受入調整･退院支援･患者さ

んの心理的な支援病床数５７床(障害病棟３９

床、緩和ケア１８床)の小規模でアットホームな

病院です。院内の他職種と連携しながら、患者さ

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16207731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

福祉⽤具専⾨相談員
⽉額換算 176,200〜267,000 所在地

正社員
職
種

福祉⽤具専⾨相談員(正社員) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
有限会社九州松栄産業江津しょうぶ苑

熊本市東区画図町⼤字所島１０４０
096-370-3939

常⽤

福祉用具レンタル及び販売の業務をしていただき

ます。江津しょうぶ苑内の事業所「スマイルケア

しょうぶ苑」での勤務です。具体的な仕事内容･

顧客への納品、取り扱い説明等業務、ケアマネー

ジャーへの提案営業。･必要業務書類(見積書、公

不問
年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16661431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

介護⽀援専⾨員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
⽉額換算 215,000〜330,000 所在地

正社員
職
種

主任介護⽀援専⾨員 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市東区
エミアス株式会社

熊本市中央区⽔道町７−１６
096-276-7778

常⽤

･介護に関わるご相談や要介護認定申請手続きの

代行･ケアプランの作成･サービス担当会議の運営

･ケアプランの管理と再評価･モニタリング･事務

作業(給与管理業務など)･利用者宅訪問･在宅会議

に関する相談業務

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16608031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

介護⽀援専⾨員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
⽉額換算 220,000〜240,000 所在地

正社員
職
種

ケアマネージャー 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社ＥＭＩＡＳ

熊本市北区⼸削４丁⽬８−１０
096-338-1060

常⽤

居宅介護支援事業所でケアプラン作成･相談業務

全般をお任せします。営業活動も行っていただき

ます。

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16173031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

介護⽀援専⾨員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
⽉額換算 190,000〜210,000 所在地

正社員
職
種

計画作成担当者(施設ケアマ
ネージャー)

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
有限会社九州松栄産業江津しょうぶ苑

熊本市東区画図町⼤字所島１０４０
096-370-3939

常⽤

介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)
におけるケアマネジメント業務を行います。※定

員６４名様を２人体制(１りあたり３２名担当)※
相談業務･書類作成･申請業務･担当者会議開催等

その他

不問
年齢： 65歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16863731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

介護⽀援専⾨員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
⽉額換算 201,000〜265,000 所在地 9:00～18:00

正社員
職
種

介護⽀援専⾨員(ケアマネ
ジャー)

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
合同会社照葉会マイスターケア

熊本市東区⻑嶺南３丁⽬４−２４
096-288-9383

常⽤

独立型の居宅介護支援事業所です。担当するご利

用者様に対する在宅(居宅)での介護支援業務で

す。･認定申請の代行(新規･更新･変更)･家庭訪問

(アセスメント、家屋調査、毎月のモニタリング)･
居宅サービス計画の作成･交付･担当者会議の開

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16565331 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 13:00～22:00

⽉額換算 205,000〜245,000 所在地 10:00～19:00

職
種

⽣活⽀援員/朋暁苑 変形(1ヶ月単位)

7:00～16:00

社会福祉法⼈託⿇会

熊本市東区⼩⼭町２２１０
096-388-0333

常⽤

利用者の方の自立支援･介護等主に食事･入浴･ト

イレ介助、日中活動支援等＊介助については同性

介助となります。(就職氷河期世代歓迎求人)就職

氷河期世代で正社員登用の機会に恵まれなかった

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

正社員熊本市東区
不問

年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43011- 1514331 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 10:00～19:00

⽉額換算 169,000〜169,000 所在地 9:00～18:00

正社員
職
種

調理補助職員(３交替)(有料⽼
⼈ホーム颯真)東区

変形(1ヶ月単位)

5:30～14:30

熊本市東区
株式会社颯真

上益城郡益城町惣領１５２６番地２
096-285-1131

常⽤

熊本市東区御領にある施設で有料老人ホーム/デ
イサービスでの介護スタッフの求人です。施設に

は約１００名の方が入居されています。＜仕事内

容＞･簡単な調理(温める･刻む･盛り付ける)･配膳･

下膳･厨房、食堂の清掃･食材の発注、整理とても

必須
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-16906131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 210,000〜250,000 所在地 12:00～21:00

正社員
職
種

コック 交替制あり

9:00～18:00

熊本市東区
有限会社テラワキ

熊本市東区江津２丁⽬２８−３０
096-223-5630

常⽤

･主にハンバーグ、オムライス、肉料理の調理･仕

込み･仕入れ･ストーブ前の仕事※トライアル雇用

併用求人(令和５年５月１１日受理)

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16198031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 164,700〜187,650 所在地 17:00～9:00

正社員
職
種

介護職員/⼩規模多機能(正社
員)

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
有限会社九州松栄産業江津しょうぶ苑

熊本市東区画図町⼤字所島１０４０
096-370-3939

常⽤

小規模多機能ホームにおける介護業務全般、＊ご

利用者様に対する生活全般の介護業務、送迎、施

設における食事介助、入浴介助、機能訓練(生活

リハビリ)等の日常生活を支えるための自立支援･

レクリエーション等を行います。登録定員２９名

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16193731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 10:30～19:30

⽉額換算 163,200〜186,150 所在地 8:30～17:30

正社員
職
種

介護職(正社員)/介護付き有料
⽼⼈ホーム

変形(1ヶ月単位)

7:30～16:30

熊本市東区
有限会社九州松栄産業江津しょうぶ苑

熊本市東区画図町⼤字所島１０４０
096-370-3939

常⽤

ご入居者数は４ユニット計６４名ご利用者様へ入

浴･排泄･食事･レクリエーション等の介護サービ

スのご提供を行います。ホームでの生活が充実し

た時間になるように「家族のような愛情とまごこ

ろのサービス」をモットーにサービスの提供を

不問
年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16870431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 17:30～9:00

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
⽉額換算 163,000〜230,000 所在地 10:00～19:00

正社員
職
種

介護職/ルームス上南部 変形(1ヶ月単位)

7:00～16:00

熊本市東区
株式会社ｄｏｏｒｓ

熊本市北区鶴⽻⽥町１０４０番地
096-344-7180

常⽤

食事や排泄の介助、おむつ交換や入浴介助、レク

リエーションの実施や業務記録の作成等になりま

す。ＱＯＬを重視していますので、質の高い介護

や接遇スキルを仕事を通じて学ぶことができま

す。また現場でスキルを身に付けて、管理者や施

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16537531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

介護福祉⼠
⽉額換算 175,000〜190,000 所在地

正社員
職
種

(デイサービス)介護職員(正社
員)

普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市東区
 株式会社クリエイト⾃⽴⽀援型通所介護

リハクル
   熊本市東区保⽥窪３丁⽬１７番１０号

096-285-5323
常⽤

＜運営状況＞･利用定員が１５名のデイサービス

で半日利用(午前又は午後)と１日利用の方がおら

れます。･職員は介護職員＝２名、看護職員＝２

名、作業療法士＝１名＜業務内容＞･主な業務は

下記の通りです。他職員と分担して行って頂きま

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16858631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜225,000 所在地

正社員
職
種

⽣活相談員 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社ハートマップはーとまっぷ桜⽊

熊本市東区桜⽊４丁⽬１７−１３
096-360-0550

常⽤

デイサービスでの生活相談員業務及び介護業務･

アセスメント、モニタリング、通所介護計画書等

の作成･関係者との連絡調整･担当者会議の参加･

入浴、食事、排泄の介護、レクリエーション、リ

ハビリの補助･利用者の送迎送迎エリア：東区･益

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16831331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

介護福祉⼠
⽉額換算 211,000〜223,000 所在地

正社員
職
種

デイサービス令寿 ⽣活相談
員･介護職員

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
社会福祉法⼈託⿇会

熊本市東区⼩⼭町２２１０
096-388-0333

常⽤

(主な業務)･生活相談員業務･デイ利用プラン作成･

ケアマネとの打ち合わせ･担当者会議への出席･食

事、入浴、トイレ介助など日常生活の介護･介護

記録作成･送迎業務

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16747031 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 12:15～21:00

⽉額換算 164,400〜204,400 所在地 7:00～15:45

正社員
職
種

介護スタッフ 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:15

熊本市東区
医療法⼈伸⽣紀コスモピア熊本

熊本市東区尾ノ上１丁⽬３−１２
096-384-8088

常⽤

入所定員９６名、５４名の介護老人保健施設２施

設と通所リハビリテーションでの業務です。･日

常生活全般の支援(食事･排泄･入浴･移動･移乗･更

衣などの介助)･趣味活動、季節を取り入れた行事

などの企画や提案(体操･書道･絵画･夏祭り･誕生

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16659031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 16:00～10:00

⽉額換算 165,000〜165,000 所在地 10:00～19:00

正社員
職
種

介護スタッフ〔熊本市東区〕
グループホーム花⽴２番館

変形(1ヶ月単位)

7:15～16:15

熊本市東区
 メディカル･ケア･サービス九州株式会社

愛の家グループホーム花⽴２番館
熊本市東区花⽴６丁⽬１６−１４２
0120-376-583

常⽤

＊学研グループの介護事業の会社です。＊現在資

格をお持ちでなく、新たに介護職にチャレンジさ

れたいという方も、基本から学ぶことのできる環

境です。＊１ユニット９名のご入居者のケア全般

を、日中２～３名(早番･日勤･遅番)で担当しま

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16868031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 介護職員基礎研修修了者

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
⽉額換算 207,112〜237,112 所在地 16:30～9:30 介護職員初任者研修修了者

職
種

介護職員(介護施設内ケア:介
護福祉⼠以外)

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

株式会社ヘルスケアわかば

熊本市東区栄町３−１
096-285-6507

常⽤

６月開設のナーシングホーム(住宅型有料老人

ホーム：３５室)にお住まいの方への介護業務に

携わっていただきます。
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市東区
あれば尚可

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17218831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽕他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⼆級⾃動⾞整備⼠
⽉額換算 191,100〜194,100 所在地

正社員
職
種

サービススタッフ(整備⼠)/東
バイパス店

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

9:30～18:30

熊本市東区
ユナイテッドトヨタ熊本株式会社

熊本市中央区⼗禅寺４丁⽬１番１号
096-362-2111

常⽤

車両整備(車検･１２ヶ月点検･その他整備全般)＊
当社の取り扱い車両、国内他社ブランドの車両の

整備も実施しています。

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17205331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽕他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⼆級⾃動⾞整備⼠
⽉額換算 191,100〜194,100 所在地

正社員
職
種

サービススタッフ(整備⼠)/健
軍店

変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

9:30～18:30

熊本市東区
ユナイテッドトヨタ熊本株式会社

熊本市中央区⼗禅寺４丁⽬１番１号
096-362-2111

常⽤

車両整備(車検、１２ヶ月点検、その他整備全般)
当社の取扱い車両、国内他社ブランドの車両の整

備も実施しています。

不問
年齢： 35歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40050- 7634331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 180,000〜235,000 所在地 8:30～17:00

正社員
職
種

整備職(熊本基礎解体営業所/
正社員)

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

7:30～16:00

熊本市東区
株式会社ニシケン

福岡県久留⽶市宮ノ陣町若松１−９
0942-70-9080

常⽤

○当社保有の「油圧ショベル･クレーン･発電機な

ど」のレンタル用機械及び車両のメンテナンス全

般を行っていただきます･レンタル用機械の点

検、整備、修理、清掃、出入庫対応･法定点検、

特定自主点検･ＰＣでの簡単な入力作業他＊営業

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 27030-16622631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 200,200〜296,200 所在地

正社員
職
種

サービスエンジニア(熊本営業
所/熊本市東区)

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市東区
クマリフト株式会社

⼤阪府⼤阪市⻄区京町堀１丁⽬１２−２０

06-6445-6700
常⽤

学校給食や飲食店、病院、福祉施設、工場など

様々な場所でお使いいただいているダムウェー

ター(小荷物用昇降機)や荷物用エレベーターを中

心に、エレベーター全般のメンテナンスや設置業

務をお任せします(弊社製品のみ取扱)。※入社後

あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 40010-32265431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 158,240〜160,000 所在地

正社員
職
種

⾐服の補正及び受付(正)/熊本
市東区 10:00～19:00

熊本市東区
マルシェ株式会社

福岡県福岡市中央区那の津１丁⽬３−５−２

092-741-5501
常⽤

紳士、婦人のパンツの丈詰め、出しウエスト出

し、詰めジャケットの袖丈詰め、出しスカート、

ワンピースの丈詰め、出し

不問
年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40060-10706331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 160,000〜300,000 所在地

正社員
職
種

⼟⽊建築現場での墨出し作業
員/熊本市東区

変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市東区
株式会社⼤建測量エンジニア

福岡県北九州市⼩倉北区篠崎２丁⽬３−１０

093-562-7227
常⽤

･建築現場での基準墨出し業務･ドローンを使用し

て測量を行っています＊エリア：熊本県内＊ド

ローン操作に興味のある方の応募をお待ちしてい

ます＊賃金は、経験を考慮して、決定いたします

＊応募には、「ハローワークの紹介状」が必要で

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-17054631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 150,000〜200,000 所在地 8:00～10:30

正社員
職
種

造園⾒習 交替制あり 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00

熊本市東区
有限会社アース･グリーン

熊本市東区御領５丁⽬１０番７９号
096-389-6800

常⽤

初は剪定や草刈時のゴミ片付け作業となります

が、馴れてくれば少しずつ草刈りや剪定の仕方を

教えます。特に資格は必要有りません。入社後に

少しずつ取得して頂きます。＊戸外の仕事ですの

で、夏場は体力が必要となります。＊長く続けら

不問
年齢： 18歳〜59歳 就業場所： 求⼈番号： 43010-16454031 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 又は10:00～22:30

の間の8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 221,000〜375,000 所在地 17:00～22:30

正社員
職
種

店舗スタッフ(正社員) 変形(1ヶ月単位)

11:00～21:00

熊本市東区
カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋熊本東バイ
パス店(株式会社とらや)

熊本市東区湖東３丁⽬２０２
096-331-2131

常⽤

○接客･調理及び店舗運営全般※店内業務(配達業

務はありません)＊調理未経験者でもマニュアル

があるので安心です。特別な技術やセンスは必要

ありません。＊未経験の方でも、研修が充実して

おりますので大歓迎です＊トライアル雇用併用求

必須
年齢： 18歳〜59歳 就業場所： 求⼈番号： 13120- 9870531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 235,000〜300,000 所在地

正社員
職
種

店⻑候補/熊本市東区/はなの
舞 健軍駐屯地店

交替制あり

14:00～22:00

熊本市東区
チムニー株式会社

東京都墨⽥区両国３−２２−６
03-5839-2607

常⽤

★食堂･喫茶運営業務全般･アルバイト指導、管

理、売上管理、衛生管理･販売促進企画･調理、仕

込み、メニュー考案★さらなるスキルアップ！エ

リアマネージャー･スーパーバイザー･独立オー

ナー等にも挑戦して頂けます。★当社は勤務年数

不問
年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43011- 1498831 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 10:00～19:00

⽉額換算 169,000〜190,000 所在地 9:00～18:00

正社員
職
種

調理師 (東区⻑嶺南) 変形(1ヶ月単位)

5:30～14:30

熊本市東区
株式会社颯真

上益城郡益城町惣領１５２６番地２
096-285-1131

常⽤

熊本市東区長嶺南の有料老人ホーム･デイサービ

スで、調理を担当していただける方を募集しま

す。＜仕事内容＞･簡単な調理(温める･刻む･盛り

付ける)･配膳･下膳･厨房、食堂の清掃･食材の発

注、整理とても簡単な調理になりますので、未経

あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-16905931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 180,000〜200,000 所在地 12:00～21:00

職
種

コック⾒習い 交替制あり

9:00～18:00

有限会社テラワキ

熊本市東区江津２丁⽬２８−３０
096-223-5630

常⽤

･主にハンバーグ、オムライス、肉料理の調理見

習い･仕込み･仕入れ･ストーブ前の仕事※トライ

アル雇用併用求人(令和５年５月１１日受理)

25　　　パート求人は42ページから



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

正社員熊本市東区
必須

年齢： 18歳以上 就業場所： 求⼈番号： 43010-16695431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 5:00～15:00

⼤型⾃動⾞免許
⽉額換算 300,000〜400,000 所在地 4:00～14:00

正社員
職
種

１０ｔドライバー 変形(1ヶ月単位)

6:00～17:00

熊本市東区
株式会社Ｉ･Ｓ物流

熊本市東区⻑嶺南１丁⽬７−１
096-292-7616

常⽤

１０ｔトラックの運転手･主に雑貨や紙類の配達･

荷物の積込み･荷下ろし(フォークリフト可、助手

１名)エリア：九州管内社用車使用

不問
年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 求⼈番号： 43010-16896431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⼤型⾃動⾞免許
⽉額換算 186,202〜315,047 所在地 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能者

正社員
職
種

路線乗務員 変形(1年単位)

17:00～2:00

熊本市東区
九州⻄濃運輸株式会社熊本⽀店

熊本市東区上南部２丁⽬１−１０５
096-380-4545

常⽤

大型トラック乗務荷物：主に雑貨運行先：九州

内･広島･岡山･兵庫･大阪･四国･三重他･主な業務

は当社拠点間輸送で、大型トラックによる中距離

の定期輸送です。･当社又はグループ会社の拠点

間定期便のため、収入は安定します･入社後は本

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17026431 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⼤型⾃動⾞免許
⽉額換算 168,600〜188,600 所在地

正社員
職
種

ドライバー
8:00～17:00

熊本市東区
株式会社裕建

熊本市東区佐⼟原３丁⽬５番１号
096-285-6115

常⽤

一般貨物ドライバー(大型車)ダンプドライバー(大
型車)＊九州管内

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16795131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽕祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 181,000〜181,000 所在地

正社員
職
種

ルート配送及び⼯場内作業 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市東区
株式会社ランドリーファクトリー

熊本市東区⼩峯２丁⽬５−１８
096-367-8881

常⽤

･契約のクリーニング店への集配業務。･クリーニ

ング商品の管理･工場のサポート(衣類の仕分けな

ど)

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40050- 7727831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 201,800〜241,800 所在地

正社員
職
種

ルート配送業務(正社員) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:30～17:30

熊本市東区
⽊村屋商事株式会社

福岡県久留⽶市津福本町８２６−６
0942-34-6011

常⽤

○熊本市内･市外の企業･店舗への食料品配送業務

＊元々取引のある企業等への配送で、ノルマはあ

りません＊使用車種：１．５ｔのコンテナ車＊

初のうちは先輩社員に同乗して業務を行います

不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16675031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 250,000〜280,000 所在地

正社員
職
種

軽⾃動⾞配送業務及び社内業
務全般

普通⾃動⾞免許 AT限定不可

6:00～14:00

熊本市東区
有限会社エス･ティ･ライン

熊本市東区⼾島町４０８−１（⽩⾺物流敷地

096-223-7351
常⽤

○軽自動車(軽トラック)での商業貨物の配送業務･

１日１５～２５件程度、宅配ではありません。○
社内業務全般※配送エリア：熊本市内及び近傍＊

社用車を貸与しますが、軽トラック(幌付き)の私

有車をお持ちの方は持ち込み使用も可能です。

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16672631 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能者
⽉額換算 185,700〜300,200 所在地

正社員
職
種

営業乗務社員 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00

熊本市東区
九州⻄濃運輸株式会社熊本⽀店

熊本市東区上南部２丁⽬１−１０５
096-380-4545

常⽤

熊本市内及び近郊のお客様への集荷･配達業務２

トン･４トン車乗務全国でお預かりした荷物のお

届け(配達)又は全国へ送られる荷物のお預かり(集
荷)が主な業務となります。入社後は本社研修を

経て先輩ドライバーの横に勤務をしていただき一

不問
年齢： 40歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16955131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 200,000〜300,000 所在地

正社員
職
種

運搬作業員(畳･フスマの回収
等)

普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市東区
有限会社松尾ハウジング

熊本市東区⻑嶺南７丁⽬６番６号
096-380-5456

常⽤

･畳及びフスマの回収、工場で張替られたものを

届けるお仕事です･２人一組で、その日の予定に

沿って回って頂きます。･階段の登り降りがあり

ますので、少し体力を必要とします。※訪問エリ

ア：主に熊本市内全域(社用車使用)＊職場はアッ

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16673931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 182,160〜183,660 所在地

正社員
職
種

⾃動⾞整備⼠ 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市東区
九州⻄濃運輸株式会社熊本⽀店

熊本市東区上南部２丁⽬１−１０５
096-380-4545

常⽤

２ｔから１０ｔトラックを中心とした自社車両の

車検･整備･修理等お客様対応はありません。日･

祝日は完全に休日です。

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16707531 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽕⽔他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

三級⾃動⾞整備⼠
⽉額換算 240,000〜450,000 所在地

正社員
職
種

整備⼠
9:00～19:00

熊本市東区
株式会社ＰＡＲＴＹ

熊本市東区⿅帰瀬町４９６−１
096-388-6456

常⽤

国産自動車の整備･修理･車検等･整備士の資格を

お持ちの方だけの募集です･整備技術に応じて昇

給します･Ｔベルト交換、足まわり整備、ブレー

キ整備、溶接等の出来る方希望･一台一台の整備

にじっくり時間をかけながら精密整備を学びたい

必須
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-16700331 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 230,000〜300,000 所在地

職
種

トラック整備⼠
9:00～19:00

株式会社Ｉ･Ｓ物流

熊本市東区⻑嶺南１丁⽬７−１
096-292-7616

常⽤

トラックの整備の仕事です。･車検･法定点検･一

般修理を行います。･未経験の方もいちから教育

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

正社員熊本市東区
不問

年齢： 34歳以下 就業場所： 求⼈番号： 40180- 8854731 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 又は8:00～19:00の

間の8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 220,000〜250,000 所在地 8:00～15:00

正社員
職
種

電気⼯事/熊本市 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:30

熊本市東区
河野技研株式会社

福岡県福岡市南区鶴⽥４丁⽬２０−２９
092-565-1516

常⽤

熊本市内及び周辺市町村の屋内配線業務等を行っ

ていただきます。未経験でも丁寧に指導を行ない

ます。資格取得補助制度もあります。

不問
年齢： 39歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16891131 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 220,000〜270,000 所在地

正社員
職
種

⼟⽊作業員/熊本本社 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市東区
五領建設株式会社

熊本市東区御領６丁⽬３番５７号
096-389-0001

常⽤

熊本県内の国道においての、道路清掃作業に従事

して頂きます。(主な業務)･除草作業(路肩部等)･清
掃作業(人力で行う清掃等)･側溝清掃(人力で行う

清掃等)･トンネル清掃(壁面人力で行う清掃等)･緊
急作業(災害時による緊急的作業)･除雪作業(専用

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16992531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 172,000〜340,000 所在地

正社員
職
種

配管⼯ 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市東区
⼭協設備株式会社

熊本市東区⼾島⻄５丁⽬４番１２号
096-200-7982

常⽤

給排水設備･消火設備の配管工事(主に商業施設･

中小規模施設や工場など)大手ゼネコン及び地場

企業の現場を中心に働く配管工職長が中心となっ

て見て覚えるではなく、きちんとスキルを継承す

るようにしています。仕事の仕方は丁寧に指導し

あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-17164531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 189,000〜315,000 所在地

正社員
職
種

建築(⼤⼯)･左官 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00

熊本市東区
株式会社ハウスドクターイワモト

熊本市東区⼩⼭２丁⽬２番２３号
096-388-7217

常⽤

･木造建築･新築、増改築、解体･リフォーム･店舗

改装･左官工事エリア：主に熊本市内および近郊

※見習い大工での応募可能

不問
年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 求⼈番号： 27020-32741231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 175,000〜187,000 所在地 8:30～8:29

正社員
職
種

官公庁施設管理職員(熊本市東
部事業所)

変形(1年単位)

8:30～17:30

熊本市東区
アイテック株式会社

⼤阪府⼤阪市北区梅⽥１丁⽬１３−１
0120-300-914

常⽤

未経験者歓迎！！親切･丁寧にサポートします。

(マニュアル有)官公庁施設である「下水処理施

設」を管理していただきます。･モニターによる

監視･巡視･点検･中央監視室にて機械の運転操作

あれば尚可
年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16287831 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL ⾞両系建設機械(解体⽤)運転技能者

⾞両系建設機械(基礎⼯事⽤)運転技能者

⽉額換算 250,000〜350,000 所在地 ⾞両系建設機械(整地･運搬･積込⽤及び掘削⽤)運転技能者

正社員
職
種

重機オペレーター 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:30

熊本市東区
株式会社宇佐美･⼯業

熊本市東区⼾島⻄１丁⽬５−３５
096-368-4700

常⽤

土木･地盤改良･舗装･解体現場で重機(バック

ホー･ブルドーザー)の操作を行います。

あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-16464231 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

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

正社員
職
種

移動式クレーンオペレーター 変形(1ヶ月単位)

8:00～17:00

熊本市東区
クマモトラフテレーン株式会社

熊本市東区⼩⼭４丁⽬８番１２４号
096-349-7171

常⽤

移動式クレーンの運転主に建設現場において、コ

ンクリート製品やその他の資材の吊り上げ作業な

ど

あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16396331 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 又は9:00～18:00の

間の8時間程度

知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 150,000〜150,000 所在地

正社員
職
種

タクシー乗務員･養成員(⽇勤) 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市東区
有限会社健軍タクシー

熊本市東区錦ケ丘２６番１１号
096-365-1111

常⽤

◎タクシー乗務員として、心配りの接客サービス

で、お客様を安全･快適に目的地までお送りする

お仕事になります。＊他に「１８勤務」もありま

す。勤務パターンは面接時にご相談ください。

不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16393531 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 7:00～0:00

普通⾃動⾞第⼆種免許
⽉額換算 147,569〜147,569 所在地 8:00～2:00

正社員
職
種

タクシー乗務員 変形(1ヶ月単位)

9:00～6:00

熊本市東区
有限会社健軍タクシー

熊本市東区錦ケ丘２６番１１号
096-365-1111

常⽤

タクシー運転業務(就職氷河期世代歓迎求人)就職

氷河期世代で正社員登用の機会に恵まれなかった

方歓迎

不問
年齢： 18歳以上 就業場所： 求⼈番号： 43010-16701631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 5:00～15:00

中型⾃動⾞免許
⽉額換算 250,000〜350,000 所在地 4:00～14:00 8ﾄﾝ限定中型⾃動⾞免許

正社員
職
種

運転⼿(４ｔ) 変形(1ヶ月単位) 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

6:00～17:00

熊本市東区
株式会社Ｉ･Ｓ物流

熊本市東区⻑嶺南１丁⽬７−１
096-292-7616

常⽤

４トントラックのドライバー･荷物の積込み、荷

下し主に食品、日用雑貨等(重量物あり)エリア：

九州管内社有車使用

不問
年齢： 18歳以上 就業場所： 求⼈番号： 43010-16698631 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 5:00～15:00

8ﾄﾝ限定中型⾃動⾞免許
⽉額換算 200,000〜300,000 所在地 4:00～14:00 5ﾄﾝ限定準中型⾃動⾞免許

職
種

運転⼿(２ｔ) 変形(1ヶ月単位)

6:00～17:00

株式会社Ｉ･Ｓ物流

熊本市東区⻑嶺南１丁⽬７−１
096-292-7616

常⽤

２トントラックのドライバー･荷物の積込み、荷

下し主に食品、日用雑貨等(重量物あり)エリア：

九州管内社有車使用
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員熊本市南区
不問

年齢： 18歳〜59歳 就業場所： 求⼈番号： 43080- 2720231 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 9:30～18:30

准看護師
⽉額換算 164,960〜244,740 所在地 7:30～16:30

正社員
職
種

准看護師 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市南区
医療法⼈⼩林会⼩林病院

熊本市南区城南町隈庄５７４
0964-28-2025

常⽤

＊病院における看護業務全般服薬管理･日常生活

援助･記録等＊月４回程度夜勤をお願いしていま

す。夜勤の回数はご相談ください。

不問
年齢： 18歳〜59歳 就業場所： 求⼈番号： 43080- 2719931 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 9:30～18:30

看護師
⽉額換算 197,180〜249,740 所在地 7:30～16:30

正社員
職
種

看護師 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市南区
医療法⼈⼩林会⼩林病院

熊本市南区城南町隈庄５７４
0964-28-2025

常⽤

＊病院における看護業務全般病棟及び外来勤務服

薬管理･日常生活援助･記録等＊月５回程度夜勤を

お願いしています。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17106431 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 13:30～21:30

看護師
⽉額換算 185,000〜200,000 所在地 21:00～9:00

正社員
職
種

看護師 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市南区
医療法⼈むすびの森(あきた病院)

熊本市南区会富町１１２０番地
096-227-1611

常⽤

□看護業務全般･入院、退院にかかわる業務･患者

様の状態観察･口腔ケア、経管栄養管理･入浴、排

泄、食事介助＊ブランクのある方も歓迎致しま

す。入社時に研修等を行いますので、ご安心下さ

い。

不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-17105531 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

薬剤師
⽉額換算 291,666〜541,666 所在地 8:30～12:30

正社員
職
種

薬剤師
8:30～17:30

熊本市南区
医療法⼈むすびの森(あきた病院)

熊本市南区会富町１１２０番地
096-227-1611

常⽤

□院内での調剤業務及びその他付随する業務

必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16827031 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL

⽉額換算 170,000〜350,000 所在地

正社員
職
種

ソフトウェア技術者 普通⾃動⾞免許

8:30～17:30

熊本市南区
株式会社ＫＳＫ九州

熊本市南区近⾒６丁⽬２０−４５
096-353-6920

常⽤

各種業務アプリケーションの開発

必須
年齢： 18歳〜59歳 就業場所： 求⼈番号： 43010-16887531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

1級造園施⼯管理技⼠
⽉額換算 262,000〜380,000 所在地 2級造園施⼯管理技⼠

正社員
職
種

造園施⼯管理者 普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:30～17:30

熊本市南区
城南造園株式会社

熊本市南区良町４丁⽬１５番２５号
096-378-6487

常⽤

･樹木の剪定、消毒･山間部での樹木伐採･生垣、

石組、竹垣の組立･植栽工(公園道路他)･造園(個
人、事業所他)･屋上緑化、ガーデニング･外回り

外溝工事(カーポート、フェンス、ブロックレン

ガレンガ積等)＊高所作業、屋外作業あります。

あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16703131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 190,290〜400,070 所在地

正社員
職
種

設計業務スタッフ(正社員) 変形(1年単位) 普通⾃動⾞免許

9:00～18:00

熊本市東区 他
株式会社アーキテクトファミリー

熊本市南区江越２丁⽬５−１４
096-288-9663

常⽤

住宅や店舗の設計※ＣＡＤを使用し、図面作成を

行います。※楽しく指導いたしますのでお気軽に

ご連絡ください。※モノ作りが好きな方、デザイ

ンに興味がある方が活躍できる職場です。※給与

形態も応相談にて務められる方に対応していきま

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43060- 2070831 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽇他(なし) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 175,000〜190,000 所在地

正社員
職
種

⽩蟻防除作業 普通⾃動⾞免許

8:00～17:00

熊本市東区
株式会社⾦⼦⽩蟻

天草市本渡町広瀬１９９０−１２
0969-22-0520

常⽤

＊建物(新築･改築)等の白蟻防除作業。･現場はた

まに熊本市内･八代市内もあります。･資材運搬等

で軽ワゴン車(ＡＴ車)の運転業務あり。･安全な薬

剤を使用しています。＊天草外への出張は日帰り

が主です。(作業は短時間で終了する場合が多い

不問
年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43011- 1519831 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 169,000〜169,000 所在地

正社員
職
種

清掃員 (有料⽼⼈ホーム颯真) 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社颯真

上益城郡益城町惣領１５２６番地２
096-285-1131

常⽤

熊本市東区御領にある施設での有料老人ホーム･

デイサービスで、清掃･洗濯業務を担当していた

だける方を募集します。＜仕事内容＞･老人ホー

ム内の居室･共用スペースの清掃･ご利用者様の衣

服やシーツの洗濯･物品の補充、整理※特別な知

不問
年齢： 69歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43011- 1518031 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 169,000〜169,000 所在地

正社員
職
種

清掃員(熊本市東区) 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

熊本市東区
株式会社颯真

上益城郡益城町惣領１５２６番地２
096-285-1131

常⽤

熊本市東区長嶺南の有料老人ホーム･デイサービ

スで、清掃･洗濯業務を担当していただける方を

募集します。仕事内容･老人ホーム内の居室･共用

スペースの清掃･ご利用者様の衣服やシーツの洗

濯･物品の補充、整理※特別な知識や経験は不要

不問
年齢： 不問 就業場所： 求⼈番号： 43010-16697331 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態：
休⽇： ⽕他(その他) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL

⽉額換算 190,000〜250,000 所在地

職
種

トラック助⼿ 変形(1ヶ月単位)

7:00～17:00

株式会社Ｉ･Ｓ物流

熊本市東区⻑嶺南１丁⽬７−１
096-292-7616

常⽤

･荷物の積み込み、荷下ろし主に日用雑貨等、家

具等(重量物あり)エリア：九州管内社用車使用＊

トライアル雇用併用求人(Ｒ５．５．１０受理)
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

正社員
不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 求⼈番号： 43010-16310531 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態：
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 知識･経験：

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 10:00～19:00

看護師
⽉額換算 230,000〜325,000 所在地 16:00～9:00

職
種

看護師(病棟) 変形(1ヶ月単位)

8:30～17:30

医療法⼈東陽会東病院

熊本市南区出仲間５丁⽬２−２
096-378-2222

常⽤
熊本市南区

病棟の看護業務･診療の補助･介助、その他＊チー

ム体制の看護業務＊優しく思いやりのある看護を

行っています。

職
種

看護師(夜勤なしの病棟) 医療法⼈東陽会東病院 変形(1ヶ月単位) 病棟での看護業務･診療の補助･介助･その他

8:30～17:30 看護師
⽉額換算 201,000〜265,000 所在地 熊本市南区出仲間５丁⽬２−２ 10:00～19:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-378-2222
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16344531 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

准看護師(病棟) 医療法⼈東陽会東病院 変形(1ヶ月単位) 病棟の看護業務一般病棟、療養病棟あり

8:30～17:30 准看護師
⽉額換算 190,000〜263,000 所在地 熊本市南区出仲間５丁⽬２−２ 16:00～9:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-378-2222
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16368231 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

サービス管理責任者(⽣活介護
⽔彩)

株式会社ライフウェル １)利用者様の個別支援計画書の作成、担当者会

議等への参加。２)各種支援(食事･排泄･入浴)、活

動･レクレーションの支援、送迎。(ハイエース)
３)衛生管理、環境整備等。４)生活やケア内容に

ついての記録･報告。５)看護師など他職種との連

普通⾃動⾞免許

8:30～18:00 看護師
⽉額換算 262,600〜322,000 所在地 熊本市南区富合町南⽥尻４７１ 理学療法⼠
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-228-8577 作業療法⼠
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43080- 2771231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

看護職(急募) ケアタウンかわしり(社会福祉法⼈⽵崎
記念福祉会)

交替制あり ＊福祉総合施設「ケアタウンかわしり」での看護

業務･バイタルチェック･服薬管理･その他、付随

する業務(食事･トイレ･入浴介助)
8:30～17:30 看護師

⽉額換算 205,000〜220,000 所在地 熊本市南区南⾼江７丁⽬３番 7:30～16:30 准看護師
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-288-2806 10:00～19:00
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 65歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17029631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

看護職員/有料⽼⼈ホーム桜テ
ラス

有限会社まごころサービス 変形(1ヶ月単位) ＊住宅型有料老人ホームで看護、介護職員及びそ

れに付随する業務全般＊認知症や身体が不自由で

自宅で暮らすことができない入居者の皆さまに、

少しでも穏やかで季節を感じながら、他の入居者

の方と新しい家族を築いていただく事のお手伝い

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 看護師
⽉額換算 190,000〜240,000 所在地 熊本市南区南⾼江５丁⽬１−５６ 6:30～15:30 准看護師
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-357-4600 9:00～12:00
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 65歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17039131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

看護師(正･准)(リハビリデイ
みなみ)

有限会社まごころサービス デイサービスにおける看護職員業務及びそれらに

付随する業務全般･機能訓練を中心としたデイ

サービス業務･送迎ありエリア：南区中心社有車

使用

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 看護師
⽉額換算 190,000〜240,000 所在地 熊本市南区南⾼江５丁⽬１−５６ 准看護師
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-357-4600
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17048131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

グループホーム准看護師(萌) 医療法⼈むすびの森(あきた病院) 交替制あり □入所利用者様の身の回りのお世話(看護･介護業

務)･料理･洗濯･掃除･話し相手･医療業務(バイタル

チェック、服薬管理、受診補助、必要な処置等)
など

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 准看護師
⽉額換算 164,200〜194,200 所在地 熊本市南区会富町１１２０番地 12:10～21:10
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-227-1611 21:00～7:00
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17117631 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

看護スタッフ 株式会社シンパクトケアサポートメロン 変形(1ヶ月単位) □デイサービスの利用者への看護業務です。(具体

的には)＊送迎業務･食事介助･入浴介助･リクレー

ション等です。「笑顔いっぱい･楽しさいっぱ

い」の事業所です。自分自身の「やりがい･生き

がい」を見出し、感じながら高齢者の方々の「暮

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 看護師
⽉額換算 160,000〜200,000 所在地 熊本市南区⽇吉２丁⽬３番８４号 准看護師
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-288-3639
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16365131 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

訪問看護〔看護師〕(たんぽ
ぽ)

医療法⼈むすびの森(あきた病院) □訪問先での看護業務全般･バイタルチェック･身

体及び病状観察･医療処置など※１件あたり約１

時間、１日３．５～４ｈ程度＊訪問エリア：西区

～南区(専用車あり(軽自動車))

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 看護師
⽉額換算 215,000〜245,000 所在地 熊本市南区会富町１１２０番地
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-227-1611
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17113531 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

看護職 医療法⼈社団松下会(訪問看護ステー
ションしらふじ)

変形(1ヶ月単位) 訪問先での･医師の指示による医療処置･医療機器

管理及び褥瘡管理･在宅でのリハビリ、認知症ケ

ア等･療養上の介護及び看護
8:30～17:30 看護師

⽉額換算 240,000〜270,000 所在地 熊本市南区薄場１丁⽬１０−２８
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-358-7200
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16734731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

作業療法⼠(通所リハビリ勤
務)

医療法⼈城南ヘルスケアグループくまも
と南部広域病院

＊くまもと南部広域病院の通所リハ部門(就業場

所は同じ)で、患者様、利用者様への作業療法士

業務を担当して頂きます。･病院内には約７０名

のリハビリスタッフが働いています。◎応募の際

は、ハローワークの紹介状が必要です。

8:15～17:15 作業療法⼠
⽉額換算 217,500〜236,300 所在地 熊本市南区城南町舞原無番地
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 0964-28-2556
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43080- 2750931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

理学療法⼠ 医療法⼈むすびの森(あきた病院) 変形(1年単位) ･主に高齢者の理学療法･一般、回復期病棟の理学

療法･在宅に向けた退院支援など8:30～17:30 理学療法⼠
⽉額換算 237,500〜282,500 所在地 熊本市南区会富町１１２０番地
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-227-1611
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17108331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

訪問リハビリスタッフ 医療法⼈むすびの森(あきた病院) 変形(1年単位) □在宅での訪問リハビリ業務全般※訪問エリア：

主に熊本市南区(社用車使用)8:30～17:30 理学療法⼠
⽉額換算 237,500〜282,500 所在地 熊本市南区会富町１１２０番地 作業療法⼠
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-227-1611
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17111831 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

作業療法⼠ 医療法⼈むすびの森(あきた病院) 変形(1年単位) ･主に高齢者の作業療法･一般、回復期病棟の作業

療法･在宅に向けた退院支援など8:30～17:30 作業療法⼠
⽉額換算 237,500〜282,500 所在地 熊本市南区会富町１１２０番地
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-227-1611
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17109631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

視能訓練⼠ 医療法⼈すみれ眼科クリニック ･眼科一般検査･患者様へのヒアリング及び説明･

患者様への指導･診療介助･手術関係の補助作業※

視能訓練士は、非常勤も含めて５名おり、実務経

験のない方でも丁寧に指導いたします。

8:50～18:20 視能訓練⼠
⽉額換算 200,000〜255,000 所在地 熊本市南区鳶町２丁⽬４番１号 8:50～12:50
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-320-2333 8:50～13:20
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17154831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⾔語聴覚⼠ 医療法⼈むすびの森(あきた病院) 変形(1年単位) □病棟の言語療法･ＶＦ(嚥下造影検査)･ＶＥ(嚥下

内視鏡検査)･小児(就学前)の言語訓練8:30～17:30 ⾔語聴覚⼠
⽉額換算 237,500〜282,500 所在地 熊本市南区会富町１１２０番地
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-227-1611
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17110031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

管理栄養⼠職 医療法⼈⼩林会⼩林病院 交替制あり ＊調理あり＊病院における管理栄養士業務(献立

作成、食材発注、栄養指導･管理、衛生管理等)8:00～17:00 管理栄養⼠
⽉額換算 175,520〜217,560 所在地 熊本市南区城南町隈庄５７４ 6:00～15:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 0964-28-2025 10:00～19:00
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43080- 2721531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護職(病棟) 医療法⼈むすびの森(あきた病院) 変形(1ヶ月単位) □入院患者様のケアを行って頂きます。※早出･遅

出･夜勤勤務もあります。夜勤は月平均４回程度

＊未経験者の応募可能です。＊資格取得のための

支援制度があります。(介護福祉士･准看護師･看

護師)

8:30～17:30
⽉額換算 145,700〜154,200 所在地 熊本市南区会富町１１２０番地 7:00～16:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-227-1611 13:30～21:00
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17112231 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

看護助⼿(病棟勤務) 医療法⼈東陽会東病院 変形(1ヶ月単位) 病棟(一般･療養)における助手業務･患者付き添い･

食事、入浴、排泄介助･整容、更衣介助等＊ベッ

ド数：６３床
8:30～17:30

⽉額換算 175,000〜182,100 所在地 熊本市南区出仲間５丁⽬２−２ 16:00～9:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-378-2222 7:00～16:00
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16375831 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

看護助⼿(⽇勤のみ) 医療法⼈東陽会東病院 交替制あり 外来･病棟における助手業務･患者付き添い･食

事、入浴、排泄介助･整容、更衣介助･診療補助等

＊ベッド数：６３床
8:30～17:30

⽉額換算 165,000〜172,000 所在地 熊本市南区出仲間５丁⽬２−２ 7:00～16:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-378-2222 10:00～19:00
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16376231 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⻭科助⼿ 医療法⼈きょうごく矯正⻭科･⼩児⻭科
クリニック

変形(1年単位) 小児歯科全般歯科助手業務･歯科医師の介助･治療

器具の消毒･診療の準備、片付け8:45～18:45
⽉額換算 155,000〜160,000 所在地 熊本市南区出仲間１丁⽬３−１ 8:45～17:45
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-334-6050
休⽇： ⽊⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17012931 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

保育⼠ 海と太陽の⼦城南スクール(⼀般社団法
⼈エムジェイプランニング)

＊主な仕事内容は、･発達障がい児のための通所

事業所です。子供達の健やかな成長を支援するお

仕事です。･学校、自宅への送迎。(主に城南町)･
工作や小集団遊び等。※お持ち帰りの仕事、ピア

ノ演奏ありません。残業もほぼありません。※児

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00 保育⼠
⽉額換算 190,000〜208,000 所在地   熊本市南区城南町出⽔８０９
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-200-3207
休⽇： ⼟⽇(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43080- 2644331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

医療事務 医療法⼈むすびの森(あきた病院) □医療事務に関する業務全般･受付業務･医事業務

ほか＊人間としての成長及び専門知識の習得･向

上ができる職場環境を整え、言葉遣い･身だしな

みなどに心がけた接遇を大切にしております。

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30
⽉額換算 140,000〜182,000 所在地 熊本市南区会富町１１２０番地 8:30～12:30
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-227-1611
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17104231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

受付･医療事務/熊本市南区 有限会社エム･エム･ドラッグ ･受付、医療事務･患者さんとの応対･薬剤師助手･

その他、それに付随する業務
普通⾃動⾞免許

9:00～18:00
⽉額換算 160,000〜180,000 所在地 熊本市東区三郎１−１４−２１ 9:00～14:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-383-8880
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 39歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16594831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

経理･総務事務(総務課) 医療法⼈むすびの森(あきた病院) □経理業務･試算表作成、決算書作成など□総務課

業務全般＊人間としての成長及び専門知識の習

得･向上ができる職場環境を整え、言葉遣い･身だ

しなみなどに心がけた接遇を大切にしておりま

す。

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30
⽉額換算 260,000〜350,000 所在地 熊本市南区会富町１１２０番地 8:30～12:30
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-227-1611
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17102031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

病院内売店運営サポートス
タッフ★直⾏直帰可能★

ワタキューセイモア株式会社熊本営業所 ＊当社が運営する病院内売店を管理して頂くスー

パーバイザーのサポート業務をお任せします！･

店舗水準の確認、改善･担当店舗の売り上げ利益

報告･新規店舗の立ち上げ支援･採用面接業務など

を行って頂きます。･スーパーバイザーのサポー

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30
⽉額換算 185,000〜185,000 所在地 熊本市南区富合町⽥尻５８７
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-358-6442
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 45歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43080- 2758331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

ＬＰガス顧客管理 株式会社吉本商事 変形(1年単位) 顧客管理、引越(移転)手続き時集金、検針、設備

改善業務一部営業＊エリア：熊本市周辺及び近郊

社用車使用

普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:30～17:30
⽉額換算 180,000〜233,000 所在地 熊本市南区刈草１丁⽬５番１５号
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-357-2323
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 35歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17171531 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⾐類販売員(直営店管理者候
補)

株式会社細井無法松⽥井島店 変形(1ヶ月単位) 作業服･作業用品の店内販売 初は、商品案内･商

品出し･レジ打ち･接客等の店内業務全般を行い、

仕事を覚えてもらいます。先々、店長として商

品･従業員の管理業務を行い、無法松直営店の管

理業務を行っていただきます。

普通⾃動⾞免許

⽉額換算 185,000〜225,000 所在地 熊本市南区⽥井島１丁⽬１２−２７
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-379-6330
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 8:00～20:00の間の

8時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16155931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⾐類販売員(正社員) 株式会社細井無法松⽥井島店 変形(1ヶ月単位) 作業服･作業用品の店内販売 初は、商品案内･商

品出し･レジ打ち･接客等の店内業務全般を行い、

仕事を覚えてもらいます。

普通⾃動⾞免許

8:00～15:00
⽉額換算 180,000〜185,000 所在地 熊本市南区⽥井島１丁⽬１２−２７ 12:00～20:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-379-6330
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:00～20:00の

間の8時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16186731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⾐類販売員(直営店管理者候
補)

株式会社細井無法松⽥井島店 変形(1ヶ月単位) 作業服･作業用品の店内販売 初は、商品案内･商

品出し･レジ打ち･接客等の店内業務全般を行い、

仕事を覚えてもらいます。先々、店長として商

品･従業員の管理業務を行い、無法松直営店の管

理業務を行っていただきます。

普通⾃動⾞免許

⽉額換算 230,000〜235,000 所在地 熊本市南区⽥井島１丁⽬１２−２７
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-379-6330
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 8:00～20:00の間の

8時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16190231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⾐類販売員(正社員) 株式会社細井無法松⽥井島店 変形(1ヶ月単位) 作業服･作業用品の店内販売 初は、商品案内･商

品出し･レジ打ち･接客等の店内業務全般を行い、

仕事を覚えてもらいます。

普通⾃動⾞免許

⽉額換算 180,000〜185,000 所在地 熊本市南区⽥井島１丁⽬１２−２７
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-379-6330
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 8:00～20:00の間の

8時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16196931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

販売スタッフ(正社員)/熊本市
(熊本店)

株式会社建デポ 交替制あり 建築･建設の会員制総合卸売店「建デポ」にてス

タッフとして勤務していただきます。まずは現場

で接客を中心に店舗業務全般に携わりながら仕事

の流れを覚えていきます。キャリアアップするご

とに、店舗管理業務･スタッフ育成･競合店分析･

6:10～15:00
⽉額換算 230,000〜280,000 所在地 東京都千代⽥区鍛治町１丁⽬８−３ 11:30～20:20
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 03-5256-7690
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 13010-51615131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

営業/浜線⽀店 熊本⽇産⾃動⾞株式会社 変形(1ヶ月単位) ･日産車の販売･中古車の販売･損保取扱いエリ

ア：熊本市南区、上益城郡マイカー使用(ガソリ

ンカード支給)

普通⾃動⾞免許

9:30～18:30
⽉額換算 196,600〜288,800 所在地 熊本市⻄区上熊本２丁⽬４−１５
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-354-0120
休⽇： ⽕他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16568131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

営業 Ａｓ･Ｒｉｓｉｎｇ株式会社 変形(1年単位) 注文住宅の販売になります。お客様の家造りのご

提案、土地やプラン、間取りなど行っていただき

ます。

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00
⽉額換算 250,000〜400,000 所在地 熊本市南区江越２丁⽬９−２０
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-334-0924
休⽇： ⽔他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16754131 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

法⼈営業(熊本市南区) アルインコ株式会社 戸建住宅の新築及びリフォーム工事に必要な仮設

足場資材のリースをハウスメーカー等へ企画･提

案する営業です。各現場に合わせた足場施工の提

案や見積作成及び商談、施工スケジュールの管理

や施工請負業者との打ち合わせなどをお任せしま

普通⾃動⾞免許

9:00～17:30
⽉額換算 257,300〜312,900 所在地 ⼤阪府⼤阪市中央区⾼麗橋４−４−９
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 06-7636-2202
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 36歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 27010-25359031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

デイサービス⽣活相談員兼介
護員(なのはな)

医療法⼈むすびの森(あきた病院) □デイサービスセンター「なのはな」での高齢者

の生活相談業務及び介護業務･生活相談･機能訓練

の補助･レクリエーション活動(誕生日、外出行事

等)･利用者様の送迎･入浴、食事サービスなど＊

平均２５名前後の利用者様です。

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 社会福祉⼠
⽉額換算 157,200〜214,200 所在地 熊本市南区会富町１１２０番地 精神保健福祉⼠
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-227-1611 介護福祉⼠
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17115731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

職業指導員 株式会社そよ⾵ 障がい者の作業(訓練)支援(例えば)軽作業･野菜の

袋詰め等の支援･施設外就労への送迎を行い、指

導や作業の手伝いを行う･陶芸での製作※作業の

段取り、指導のやり方、利用者への対応などにつ

いて丁寧にお教えしますので安心してご応募下さ

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00
⽉額換算 160,000〜220,000 所在地 熊本市南区⾺渡２丁⽬３−２９
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-285-8498
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 65歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16706231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⽀援員 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会熊本福祉セ
ンター

変形(1年単位) □知的障がい者の支援業務全般･グループホームで

の支援員として、利用者の生活に関する支援、相

談業務･就労継続支援事業や生活介護事業等、利

用者の働く支援や生活上の支援業務※就労内容：

クリーニング、食品、清掃、パン製造･販売等複

普通⾃動⾞免許

8:00～17:00 社会福祉⼠
⽉額換算 179,700〜194,000 所在地 熊本市南区内⽥町３５６０−１ 10:00～19:00 精神保健福祉⼠
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-223-3330 12:00～21:00 介護福祉⼠
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16296231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

児童指導員 海と太陽の⼦城南スクール(⼀般社団法
⼈エムジェイプランニング)

＊主な仕事内容は、･発達障がい児のための通所

事業所です。事業所を利用する子どもたちが健や

かに成長できるようサポートする仕事です。･学

校、自宅への送迎(主に城南町)。･工作や遊びの指

導等。※１日の児童利用者定員１０名◎応募の際

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00 ⼩学校教諭免許(専修･1種･2種)

⽉額換算 185,000〜208,000 所在地   熊本市南区城南町出⽔８０９ 幼稚園教諭免許(専修･1種･2種)

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-200-3207 中学校教諭免許(専修･1種･2種)

休⽇： ⼟⽇(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43080- 2643731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

ケアマネージャー(急募) ケアタウンかわしり(社会福祉法⼈⽵崎
記念福祉会)

変形(1ヶ月単位) ＊介護業務はございません。＊福祉総合施設「ケ

アタウンかわしり」での･介護サービス計画の策

定及び、相談業務･要介護認定の申請代行業務･訪

問調査･その他、付随する業務

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 介護⽀援専⾨員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
⽉額換算 255,000〜314,000 所在地 熊本市南区南⾼江７丁⽬３番 9:00～18:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-288-2806
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 65歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17031831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

ケアマネージャー(居宅) 医療法⼈むすびの森(あきた病院) ･ケアプラン作成･給付管理･介護サービスの調整

など＊訪問エリア：主に熊本市南区(社用車使用)
普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 介護⽀援専⾨員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
⽉額換算 180,000〜230,000 所在地 熊本市南区会富町１１２０番地
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-227-1611
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17114431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

主任介護⽀援専⾨員(ケアマネ
ジャー)･管理者/熊本市南区

株式会社ツクイ九州圏 事業拡大により新規事業所開設。新任の事業管理

者を募集します＜主な仕事内容＞※入社時期ご相

談ください･お客様が介護サービスを受けるため

に必要なケアプラン(居宅サービス計画)を作成･お

客様のご自宅を訪問し、健康状態、生活環境、ご

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 介護⽀援専⾨員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
⽉額換算 296,000〜346,000 所在地 福岡県福岡市中央区六本松４丁⽬５−２４

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 092-737-1230
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 40010-32636431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

相談員〔社会福祉⼠〕(ささえ
りあ飽⽥)

医療法⼈むすびの森(あきた病院) ･高齢者の総合相談業務･パソコンによるデータ入

力･プランナなど
普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 社会福祉⼠
⽉額換算 188,000〜270,000 所在地 熊本市南区会富町１１２０番地
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-227-1611
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17120831 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

相談員〔介護⽀援専⾨員〕(さ
さえりあ飽⽥)

医療法⼈むすびの森(あきた病院) ･高齢者の総合相談業務･パソコンによるデータ入

力･プランナなど
普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 介護⽀援専⾨員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
⽉額換算 188,000〜270,000 所在地 熊本市南区会富町１１２０番地
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-227-1611
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17122531 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護職 ケアタウンかわしり(社会福祉法⼈⽵崎
記念福祉会)

変形(1ヶ月単位) 福祉総合施設「ケアタウンかわしり」での･特養

(ユニット型)での介護業務･入所者又は利用者の方

の介護業務(身体介助、生活支援等)＊トライアル

雇用併用求人(Ｒ５．５．１２受理)＊障害者トラ

イアル雇用併用求人(Ｒ５．５．１２受理)

7:30～16:30
⽉額換算 162,000〜196,200 所在地 熊本市南区南⾼江７丁⽬３番 8:30～17:30
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-288-2806 10:00～19:00
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 65歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17033531 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護福祉⼠/有料⽼⼈ホーム桜
テラス

有限会社まごころサービス 変形(1ヶ月単位) ＊住宅型有料老人ホームで介護職員及びそれに付

随する業務全般＊認知症や身体が不自由で自宅で

暮らすことができない入居者の皆さまに、少しで

も穏やかで季節を感じながら、他の入居者の方と

新しい家族を築いていただく事のお手伝いをしま

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 介護福祉⼠
⽉額換算 190,000〜240,000 所在地 熊本市南区南⾼江５丁⽬１−５６ 6:30～15:30
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-357-4600 9:00～18:00
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 65歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17036331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護職員(資格あり)/有料⽼⼈
ホーム桜テラス

有限会社まごころサービス 変形(1ヶ月単位) ＊住宅型有料老人ホームで介護職員及びそれに付

随する業務全般＊認知症や身体が不自由で自宅で

暮らすことができない入居者の皆さまに、少しで

も穏やかで季節を感じながら、他の入居者の方と

新しい家族を築いていただく事のお手伝いをしま

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 介護職員初任者研修修了者
⽉額換算 170,000〜220,000 所在地 熊本市南区南⾼江５丁⽬１−５６ 6:30～15:30 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-357-4600 9:00～18:00
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 65歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17037631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

グループホーム介護職(萌) 医療法⼈むすびの森(あきた病院) 交替制あり □入所者への介護業務･歩行中の見守り･車椅子で

の移動、介助･排泄介助(オムツ交換)･トイレでの

介助･入浴介助･レクレーション、行事、体操など

＊資格取得のための支援制度があります。

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30
⽉額換算 145,700〜154,200 所在地 熊本市南区会富町１１２０番地 6:30～15:30
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-227-1611 10:00～19:00
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17118931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護職員/⼒合つくし庵 社会福祉法⼈三顧会⼒合つくし庵 変形(1ヶ月単位) 老人介護全般･入所者の入浴、食事、排泄等の介

助及び指導6:50～15:50 介護福祉⼠
⽉額換算 169,500〜214,000 所在地 熊本市南区合志４丁⽬３番５０号 9:00～18:00 介護職員実務者研修修了者
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-357-2941 12:00～21:00 介護職員初任者研修修了者
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16765231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

特別養護⽼⼈ホームの介護職 社会福祉法⼈恵春会特別養護⽼⼈ホーム
祥麟館

変形(1ヶ月単位) ＊特別養護老人ホーム入所者の介護業務全般･介

護業務(入浴介助、食事介助、トイレ介助)･レクリ

エーション活動の手伝い＊入所者５０名短期入所

者１０名程度です◎応募の際は、ハローワークの

紹介状が必要になります。

普通⾃動⾞免許

7:00～16:00 介護福祉⼠
⽉額換算 171,100〜292,300 所在地   熊本市南区城南町沈⽬１５１３ 8:00～17:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 0964-28-7711 8:30～17:30
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 18歳〜59歳 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43080- 2646931 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護福祉⼠ 医療法⼈城南ヘルスケアグループくまも
と南部広域病院

変形(1ヶ月単位) ･当院および介護事業所等(就業場所は同じ敷地内)
で患者様、利用者様への介護業務全般を担当して

いただきます。･夜勤は月４回程度です。◎応募

の際、ハローワークの紹介状が必要です。

8:30～17:30 介護福祉⼠
⽉額換算 183,300〜198,400 所在地 熊本市南区城南町舞原無番地 7:30～16:30
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 0964-28-2556 17:00～9:00
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 18歳〜59歳 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43080- 2747531 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護福祉⼠ ケアタウンかわしり(社会福祉法⼈⽵崎
記念福祉会)

変形(1ヶ月単位) ＊新設福祉総合施設「ケアタウンかわしり」での

･特養(ユニット型)での介護業務･入所者又は利用

者の方の介護業務(身体介護、生活支援等)･その

他、付随する業務＊ユニットケアを通して、スキ

ルアップを目指す方歓迎。

普通⾃動⾞免許

7:30～16:30 介護福祉⼠
⽉額換算 201,200〜265,000 所在地 熊本市南区南⾼江７丁⽬３番 8:30～17:30
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-288-2806 10:00～19:00
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 65歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17032231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護福祉⼠(デイサービス)/リ
ハビリデイみなみ

有限会社まごころサービス デイサービスにおける生活相談、介護業務及びそ

れらに付随する業務全般＊利用者の方の残存機能

の維持･改善を目的としたデイです＊入浴介助、

食事介助、夜勤はありません。＊送迎：南区中心

社有車使用(就職氷河期世代歓迎求人)就職氷河期

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 介護福祉⼠
⽉額換算 180,000〜230,000 所在地 熊本市南区南⾼江５丁⽬１−５６
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-357-4600
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17046631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護職員(リハビリデイみな
み)

有限会社まごころサービス デイサービスにおける介護職員業務及びそれらに

付随する業務全般＊楽しみながら機能向上をめざ

すデイサービス業務＊送迎ありエリア：南区中心

社有車使用＊入浴介助はありません。

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 介護職員初任者研修修了者
⽉額換算 170,000〜220,000 所在地 熊本市南区南⾼江５丁⽬１−５６ ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-357-4600 その他の福祉･介護関係資格
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17049031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

介護職員実務者(リハビリデイ
みなみ)

有限会社まごころサービス デイサービスにおける介護職員業務及びそれらに

付随する業務全般＊楽しみながら機能向上をめざ

すデイサービス業務＊送迎ありエリア：南区中心

社有車使用＊入浴介助はありません。

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 介護職員実務者研修修了者
⽉額換算 180,000〜230,000 所在地 熊本市南区南⾼江５丁⽬１−５６
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-357-4600
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17050531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護職員(リハビリデイみな
み)資格なし可

有限会社まごころサービス デイサービスにおける介護職員業務及びそれらに

付随する業務全般＊楽しみながら機能向上をめざ

すデイサービス業務＊送迎ありエリア：南区中心

社有車使用＊入浴介助はありません。(就職氷河

期世代歓迎求人)就職氷河期世代で正社員登用の

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30
⽉額換算 160,000〜210,000 所在地 熊本市南区南⾼江５丁⽬１−５６
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-357-4600
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17051431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護職員 株式会社シンパクトケアサポートメロン 変形(1ヶ月単位) □デイサービス利用者への介護業務です。(具体的

には)＊送迎業務･食事介助･入浴介助･リクレー

ション等です。「笑顔いっぱい･楽しさいっぱ

い」の事業所です。自分自身の「やりがい･生き

がい」を見出し、感じながら高齢者の方々の「暮

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30
⽉額換算 158,000〜208,000 所在地 熊本市南区⽇吉２丁⽬３番８４号
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-288-3639
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16364931 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護福祉⼠(訪問介護)/まんま
るケアセンター

有限会社まごころサービス 変形(1ヶ月単位) ･利用者様宅を訪問し、生活の援助や身体の介助

および上記に付随する業務全般＊サービス提供責

任者業務全般(就職氷河期世代歓迎求人)就職氷河

期世代で正社員登用の機会に恵まれなかった方歓

迎

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 介護福祉⼠
⽉額換算 190,000〜240,000 所在地 熊本市南区南⾼江５丁⽬１−５６
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-357-4600
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 65歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17043431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護職員実務者(訪問介護)ま
んまるケアセンター

有限会社まごころサービス 変形(1ヶ月単位) ご利用者宅(施設内も含む)を訪問し、生活の援助

や身体の介助及び上記に付随する業務全般＊エリ

ア：南区中心(社用車有り)
8:30～17:30 介護職員実務者研修修了者

⽉額換算 180,000〜230,000 所在地 熊本市南区南⾼江５丁⽬１−５６
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-357-4600
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 65歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17044731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

訪問介護スタッフ(ひまわり) 医療法⼈むすびの森(あきた病院) □ご利用者宅を訪問してヘルパー業務を行いま

す。･掃除、洗濯、調理、買物等の生活援助･入

浴、食事、排泄等の身体介助･衣服の着脱、外出

介助など※訪問エリア：主に熊本市南区(社用車

使用)

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 介護職員初任者研修修了者
⽉額換算 164,200〜179,200 所在地 熊本市南区会富町１１２０番地 介護福祉⼠
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-227-1611
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17119131 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

アイリスト［⻄熊本店］ 株式会社ビーウェイ 変形(1ヶ月単位) ＊まつ毛エクステ、まつ毛カール等の業務(お客

様のカウンセリングをする場合もあります。)＊
受付業務、電話対応(予約の受付等)＊器具の管理

や手入れ、備品の管理＊清算業務☆当社はノルマ

制ではありません。☆手に職をつけられるお仕事

10:00～19:00 美容師
⽉額換算 190,000〜350,000 所在地 ⼋代市千丁町古閑出２４６１−５
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 0965-46-2288
休⽇： ⽉他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43020- 2716631 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

ポスティングスタッフ ハイコムポスティング株式会社 とても働きやすい環境で、以下のお仕事をお願い

します。１)ポスティング･市政だより、会員情報

誌、ピザ屋さんのチラシ等の配布業務･配布員さ

んのご自宅へのチラシの配達２)倉庫内チラシ折

込等の軽作業･織り機を使った、チラシの丁合作

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00
⽉額換算 200,000〜280,000 所在地 熊本市南区流通団地２丁⽬１５−３
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-370-3925
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16729131 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

［警備係］松橋,不知⽕,豊野,
城南町

九州警備保障株式会社 ◆工事付近で行う簡単な誘導業務です。･通行す

る方への誘導や声かけ。･まわり道の案内◎初心

者でも交通量が少ない場所が多いので安心。
8:00～17:00

⽉額換算 173,600〜217,000 所在地 熊本市中央区帯⼭４丁⽬１８−１１
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-383-4111
休⽇： ⼟⽇(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 熊本市南区 他 求⼈番号： 43010-16172131 採⽤⼈数： 10⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

救急救命⼠ 医療法⼈東陽会東病院 変形(1ヶ月単位) 救急搬入時のバイタル測定等の救急補助業務病棟

における看護補助業務･患者付き添い･食事、入

浴、排泄介助･理容、更衣介助
8:30～17:30 救急救命⼠

⽉額換算 182,000〜190,100 所在地 熊本市南区出仲間５丁⽬２−２ 16:00～9:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-378-2222 7:00～16:00
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16385531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

農産物の栽培管理 株式会社⼩原農園 ベビーリーフ･ニラの栽培管理、出荷調整･ハウス

内での種まきや水やり、トラクターでの耕し作業

等･袋に入った製品を冷蔵庫へ運搬

普通⾃動⾞免許

7:00～16:00
⽉額換算 180,000〜250,000 所在地 熊本市南区内⽥町２６１４番地１ 6:00～15:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 090-5284-6533 17:00～2:00
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 35歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17201231 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

家具⼯ 有限会社フジ製作所 変形(1年単位) ･工場内での家具製作･現場への製品搬入、取付作

業･その他、付随する業務
普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00
⽉額換算 167,000〜200,000 所在地 熊本市南区浜⼝町３３５番地
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-228-1338
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17159331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⼯場内作業 株式会社リンク ･魚の切身加工･計量、袋詰

8:00～17:00
⽉額換算 154,800〜172,000 所在地 熊本市南区会富町１０６１
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-228-3224
休⽇： ⽔⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 65歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16668831 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

官公庁施設管理職員(熊本市南
部事業所)

アイテック株式会社 変形(1年単位) 未経験者歓迎！！親切･丁寧にサポートします。

(マニュアル有)官公庁施設である「下水処理施

設」を管理していただきます。･モニターによる

監視･巡視･点検･中央監視室にて機械の運転操作

8:30～17:30
⽉額換算 175,000〜187,000 所在地 ⼤阪府⼤阪市北区梅⽥１丁⽬１３−１ 8:30～8:29
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 0120-300-914
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 27020-32740831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

サービススタッフ(整備⼠)/
ネッツスクエア本店

ユナイテッドトヨタ熊本株式会社 変形(1年単位) 車両整備(車検、１２ヶ月点検、その他整備全般)
当社の取扱い車両、国内他社ブランドの車両の整

備も実施しています。

普通⾃動⾞免許 AT限定不可

9:30～18:30 ⼆級⾃動⾞整備⼠
⽉額換算 191,100〜194,100 所在地 熊本市中央区⼗禅寺４丁⽬１番１号
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-362-2111
休⽇： ⽕他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17234831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

ルート配送(南熊本⽀店)(職歴
のある⽅)

株式会社佐々⽊冷菓 変形(1年単位) ★業界･業種未経験者歓迎★★女性社員も活躍中

★※ノルマはありません。□取引先･販売店への配

送･納品作業配送車(３ｔ･ＡＴ車)への商品の詰め

込み作業(冷凍庫内での作業)□販売機への商品納品

□ハンディーターミナルによる納品書作成(パソコ

普通⾃動⾞免許

8:00～16:50
⽉額換算 209,471〜253,327 所在地 ⻑崎県北松浦郡佐々町⼩浦免１５７２−５４ 8:00～17:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 0956-40-1500 8:00～17:50
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 42020- 5947931 採⽤⼈数： 4⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

ルート配送･営業,納品,荷揃え,
倉庫整理

サンアイパック株式会社 変形(1年単位) 固定したお得意先(主に大手製パンメーカー福岡

工場、熊本工場、その他関係会社工場や倉庫)へ
２ｔ未満トラックでの配送、納品、営業＊包装資

材(フィルム巻取、容器)や製造過程で使用する資

材(紙巻取等)の配達･納品＊次回注文分の数量や納

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00
⽉額換算 185,000〜230,000 所在地 千葉県市川市真間３丁⽬１−４
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 047-322-6157
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 42歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 12020- 4061831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

業務社員 有限会社スーパーみつい 変形(1ヶ月単位) ･商品引取り･発注業務･各店舗への配達業務･その

他付随する業務＊７月１日オープン予定の新店舗

での業務となります。◎応募の際は、ハローワー

クの紹介状が必要です。

普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:30～17:30
⽉額換算 350,000〜350,000 所在地 阿蘇郡⾼森町⼤字⾼森１６５２−１
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 0967-62-0163
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43090-  922631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

ユニックトラック,重機運搬⾞
(８トン)運転⼿(急募)

株式会社サンライズカンパニー 変形(1年単位) ＊主に建設機械、機材、資材、リース商品の運搬

業務及びユニックで積み降ろしの作業もありま

す。･九州管内がエリアになります。＊令和４年

５月に規開設した新しい会社です。会社を大きく

していく為のスタッフを募集します。◎応募の際

8:00～17:00 ⼤型⾃動⾞免許
⽉額換算 200,000〜300,000 所在地 熊本市南区城南町下宮地５０５ ⼩型移動式ｸﾚｰﾝ運転技能者
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 0964-28-2049
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43080- 2647131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

業務運転⼿(２ｔ･４ｔ) 南九州福⼭通運株式会社熊本⽀店 変形(1年単位) 主に２ｔ･４ｔトラックによる特定荷主･特定エリ

アの配達や集荷業務を行います。※担当エリアを

周って集配業務を行います。荷物が多い日には

チームを組んで協力してサポートする安心の職場

です。※研修期間中は教育担当者の車両に添乗し

普通⾃動⾞免許 AT限定不可

7:00～16:00
⽉額換算 161,300〜182,300 所在地 熊本市南区南⾼江３丁⽬５−７７
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-357-8171
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17267831 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

４トン平⾞運転⼿ 株式会社サンライズカンパニー 変形(1年単位) ＊主に建設機械、機材、資材、リース商品の運搬

業務です。･九州管内がエリアになります。＊令

和４年５月に新規開設した新しい会社です。会社

を大きくしていく為のスタッフを募集します。◎

応募の際は、ハローワークの紹介状が必要です。

8:00～17:00 中型⾃動⾞免許
⽉額換算 200,000〜270,000 所在地 熊本市南区城南町下宮地５０５
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 0964-28-2049
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43080- 2714531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

トレーラードライバー(熊本営
業所)

株式会社⽇本トランスネット 変形(1ヶ月単位) ＊地場･中距離･長距離ドライバー(繁忙期には、

休日出勤あり)★イメージ画像(パンフレット･作業

内容など)登録があります。「事業所画像情報」

ボタンでご覧ください。★

21:00～5:00 ⼤型⾃動⾞免許
⽉額換算 450,000〜550,000 所在地 ⼤阪府河内⻑野市野作町１４−２１ 9:00～17:00 牽引免許
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 0721-50-0804
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 27160- 3103731 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

運転⼿(急募) アサノ有明⽣コン株式会社 変形(1年単位) ･生コンミキサー車にて、製造された生コンコ

リートを建設現場へ納入する業務8:00～16:55 ⼤型⾃動⾞免許
⽉額換算 202,500〜202,500 所在地 熊本市南区南⾼江３丁⽬１番５５号
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-357-8105
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17184931 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

現場作業スタッフ 株式会社アーキテクトファミリー 変形(1年単位) デザイン系建築大工業務※インパクトや電動のこ

ぎりなどを使用しお店や住宅を作ります。※楽し

く指導いたしますのでお気軽にご連絡ください。

※モノ作りが好きな方、デザインに興味がある方

が活躍できる職場です。※給与形態も応相談にて

普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00
⽉額換算 180,000〜300,000 所在地 熊本市南区江越２丁⽬５−１４
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-288-9663
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16702931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

総務,経理課⻑ 河北⽣コンクリート⼯業株式会社 変形(1年単位) 経理の実務経験のある方(損益計算が分かる方)。
労務管理など総務の実務経験者。

普通⾃動⾞免許

8:00～17:00
⽉額換算 245,000〜270,000 所在地 熊本市北区下硯川２丁⽬９−６３
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-355-1321
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16736631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

事務⻑  社会福祉法⼈愛誠会(特別養護⽼⼈ホー
ムコスモス･ファミリー熊本)

･財務管理･行政への申請手続き･労務管理･設備管

理等
普通⾃動⾞免許

9:00～18:00
⽉額換算 266,700〜266,700 所在地 熊本市北区太郎迫町１４４−１
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-245-2800
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16416531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

現場監督員 株式会社⾼⽊建設 変形(1年単位) ○主に工事現場の監督業務･書類作成･提出･現場打

ち合わせ･現場作業あり･その他、上記に付随する

業務＊応募にはハローワークの紹介状が必要で

す。

普通⾃動⾞免許

8:00～17:00 1級⼟⽊施⼯管理技⼠
⽉額換算 250,000〜400,000 所在地 熊本市北区植⽊町⼀⽊２２４−３ 2級⼟⽊施⼯管理技⼠
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-272-5530 2級建設機械施⼯技⼠
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43030- 4889731 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

現場監督 有限会社アウトデザイン 変形(1年単位) ･工事打合せ･施工計画･現場作業および管理･書類

作成などの管理業務･その他上記に付随する業務

(トライアル雇用併用求人：期間中同条件)(Ｒ５．

５．１２受理)○応募にはハローワークの紹介状が

必要です

8:00～17:00 1級⼟⽊施⼯管理技⼠
⽉額換算 204,000〜370,000 所在地 熊本市北区植⽊町荻迫８０６ 2級⼟⽊施⼯管理技⼠
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-288-4360 1級造園施⼯管理技⼠
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43030- 4835031 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

准看護師 医療法⼈健⽣会明⽣病院 変形(1ヶ月単位) ＊精神科病院における看護業務(外来及び入院)

8:20～17:00 准看護師
⽉額換算 158,400〜178,000 所在地 熊本市北区⼤窪２丁⽬６番２０号 15:30～0:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-324-5211 23:45～8:30
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17256931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

正看護師(救急外来) 医療法⼈朝⽇野会朝⽇野総合病院 変形(1ヶ月単位) ･救急外来での看護業務･オペ室業務＊職場コミュ

ニケーションが良く、相談しやすい環境です。＊

各部署での指導、プリセプターのサポートを通

じ、スムーズに臨床現場に適応できるよう支援し

ます。また、クリニカル･ラダー制を導入し、各

8:30～17:30 看護師
⽉額換算 207,300〜326,100 所在地 熊本市北区室園町１２−１０ 13:30～9:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-344-3000 17:30～9:00
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17263631 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

准看護師(救急外来) 医療法⼈朝⽇野会朝⽇野総合病院 変形(1ヶ月単位) ･救急外来での看護業務･オペ室業務＊職場コミュ

ニケーションが良く、相談しやすい環境です。＊

各部署での指導、プリセプターのサポートを通

じ、スムーズに臨床現場に適応できるよう支援し

ます。また、クリニカル･ラダー制を導入し、各

8:30～17:30 准看護師
⽉額換算 164,300〜197,000 所在地 熊本市北区室園町１２−１０ 13:30～9:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-344-3000 17:30～9:00
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17276231 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

看護師 医療法⼈清藤クリニック 変形(1ヶ月単位) 看護師業務･午前中は外来での診察の介助･午後は

医師の訪問診療に同行し診察の介助･その他院内

業務

普通⾃動⾞免許

8:30～18:00 看護師
⽉額換算 200,000〜250,000 所在地 熊本市北区武蔵ケ丘４丁⽬１０−１４ 8:00～17:30
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-223-5373 8:30～12:30
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16796031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

看護職(准看護師) 医療法⼈滄溟会デイ･メルーロ ○アクティビティ活動を行いながら、介護予防活

動に力を入れたデイサービスを行っています。･

日々、３０名前後がご利用され、ご利用者の健康

管理や機能訓練指導員業務、個別援助計画の評

価、口腔衛生指導等を行って頂きます。･レクリ

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 准看護師
⽉額換算 187,400〜218,000 所在地 熊本市北区植⽊町正清９０３
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 080-2702-1724
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43030- 4890931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

正･准看護師 社会福祉法⼈熊本菊寿会特別養護⽼⼈
ホームさわらび

交替制あり ･入居者様の健康管理(バイタルチェック等)･服薬

管理･週２回の回診の補助や病院受診の付き添い･

カンファレンス･オンコール対応

普通⾃動⾞免許

8:00～17:00 看護師
⽉額換算 171,200〜221,100 所在地 熊本市北区⼸削４丁⽬８−１ 9:00～18:00 准看護師
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-386-3855
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16304731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

准看護師(特別養護⽼⼈ホーム
つるのはら)

社会福祉法⼈愛誠会特別養護⽼⼈ホーム
つるのはら

変形(1ヶ月単位) □地域密着型特別養護老人ホーム内にて、２９名

の入居者及びショートステイ(６床)利用者の健康

管理及び服薬･処置等

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 准看護師
⽉額換算 174,660〜199,340 所在地 熊本市北区梶尾町１７７９−７ 9:00～18:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-345-1101
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16528231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

看護師(訪問看護ステーショ
ン)

医療法⼈朝⽇野会朝⽇野総合病院 変形(1ヶ月単位) 訪問看護業務全般＊パート勤務も応相談※試用期

間(３ヶ月)終了後、継続して勤務した場合、赴任

手当(１２万円)を支給します(常勤のみ)。

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 看護師
⽉額換算 209,600〜326,100 所在地 熊本市北区室園町１２−１０
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-344-3000
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17302631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

半⽇型デイサービス(リハビリ
担当)理学療法⼠など

株式会社ＥＭＩＡＳ 運動やリハビリに特化したフィットネス型デイ

サービスです(定員３５名)。健康寿命の延伸のた

め、予防リハや生活期リハの提供をしています。

機能訓練指導員として、個別リハビリの実施(半
日で７名程度担当)、生活状況のアセスメント等

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 理学療法⼠
⽉額換算 240,000〜240,000 所在地 熊本市北区⼸削４丁⽬８−１０ 作業療法⼠
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-338-1060 ⾔語聴覚⼠
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16723531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

機能訓練指導員(れいめいの
家)

社会福祉法⼈三峰福祉会黎明館 変形(1ヶ月単位) ･入居者の機能低下または維持を目指し、生活リ

ハビリや関節可動域訓練などを行います。･集団

レクリエーションなどの際にも健康体操や脳トレ

を行っていきます。･その他、上記に付随する業

務＊応募にはハローワークの紹介状が必要です。

8:00～17:00 理学療法⼠
⽉額換算 181,000〜193,000 所在地 熊本市北区植⽊町豊⽥１８７ 作業療法⼠
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-272-5055 ⾔語聴覚⼠
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 又は7:00～19:00の

間の8時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43030- 4697331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⻭科衛⽣⼠ 医療法⼈朝⽇野会朝⽇野総合病院 変形(1ヶ月単位) 歯科衛生士業務全般(医師２名、衛生士５名で診

療中)※未経験の方などにも指導いたします。※

残業もなく、ワークライフバランスが図りやすい

職場環境です

8:30～17:30 ⻭科衛⽣⼠
⽉額換算 195,833〜250,000 所在地 熊本市北区室園町１２−１０ 9:00～18:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-344-3000 9:00～13:00
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17290031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⻭科衛⽣⼠ 医療法⼈⾄誠会いりさ⻭科医院 歯科衛生士業務をお願いします。･歯科予防処置･

歯科保険指導･歯科診療補助･その他、付随する業

務
8:30～18:00 ⻭科衛⽣⼠

⽉額換算 200,000〜300,000 所在地 熊本市北区⼋景⽔⾕１丁⽬２４番２４号 8:30～13:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-223-7360
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16503231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

栄養⼠ 医療法⼈社団上野会(熊本博愛病院) 変形(1ヶ月単位) 病院給食における･献立作成･栄養管理･調理業務

５０食程度９名体制7:30～16:00 栄養⼠
⽉額換算 187,500〜194,000 所在地 熊本市北区楠６丁⽬６番６０号 9:30～18:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-338-7117 10:20～18:50
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17245431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

看護補助者 医療法⼈健⽣会明⽣病院 変形(1ヶ月単位) ･精神科病院における看護補助業務･患者の生活支

援(配属先により業務内容は異なります)ベッドメ

イク、入浴･食事介助、洗濯物回収、清掃など

普通⾃動⾞免許

8:20～17:00
⽉額換算 142,800〜156,000 所在地 熊本市北区⼤窪２丁⽬６番２０号 15:30～0:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-324-5211 23:45～8:30
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17255631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⻭科助⼿･受付 医療法⼈⾄誠会いりさ⻭科医院 歯科医院受付をメインとします。繁忙時間は院内

業務(器具洗浄･滅菌)や治療の準備、後片付けをし

ていただきます。
8:30～18:00

⽉額換算 170,000〜250,000 所在地 熊本市北区⼋景⽔⾕１丁⽬２４番２４号 8:30～13:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-223-7360
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16513731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

幼稚園教諭･保育⼠･保育教諭/
第⼆幼稚園

学校法⼈第⼀学園 変形(1年単位) ･幼児教育･保育･教材資料作成･保護者対応･文書

管理(園内文書作成･管理)･その他教育活動に関す

る業務全般※ＩＣＴを活用して業務効率化をどん

どん進めているところです！先生方が幼児教育･

保育に専念できるようＩＣＴ部門や事務部門等が

幼稚園教諭免許(専修･1種･2種)

⽉額換算 203,180〜209,600 所在地 熊本市中央区坪井４丁⽬２０−２２ 保育⼠
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-285-5441
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 7:00～19:00の間の

8時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16970931 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

半⽇型デイサービス(リハト
レーナー,スタジオ,運動指導)

株式会社ＥＭＩＡＳ 運動やリハビリに特化したフィットネス型デイ

サービスです(定員３５名)。何かしら身体のトラ

ブルを抱えるご利用者に対し、機能訓練指導員と

協業して楽しく安全に運動を提供する仕事です。

ＢＧＭにに合わせて行うグループレッスンの指導

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30
⽉額換算 175,000〜185,000 所在地 熊本市北区⼸削４丁⽬８−１０
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-338-1060
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16611731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

医療事務 医療法⼈朝⽇野会朝⽇野総合病院 変形(1ヶ月単位) ･保険請求事務･簡単な資料作成･その他関連業務

＊無資格、未経験の方にも基本的な業務から指導

します
8:30～17:30

⽉額換算 175,000〜216,666 所在地 熊本市北区室園町１２−１０ 8:30～12:30
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-344-3000
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17294431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

医療事務･受付 医療法⼈社団東家会東家⽿⿐咽喉科医院 ＊耳鼻咽喉科診療所における医療事務業務･受

付、電話応対･医療事務(レセプト業務)※その他、

上記に付随する業務○応募にはハローワークの紹

介状が必要です

9:00～18:00
⽉額換算 160,000〜170,000 所在地 熊本市北区植⽊町舞尾５８８−１ 9:00～12:30
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-273-1111 9:00～16:00
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43030- 4734731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

経理事務 医療法⼈朝⽇野会朝⽇野総合病院 変形(1ヶ月単位) ･経理ソフト入力･支払業務･書類管理(納品書、請

求書等)他8:30～17:30
⽉額換算 191,666〜333,333 所在地 熊本市北区室園町１２−１０ 8:30～12:30
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-344-3000
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17292231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

営業事務および出荷管理 キョーリキ株式会社 変形(1年単位) ＊受注から出荷までの納期の調整及びそれに関す

る事務＊出荷･仕入･請求業務＊ＰＣ業務
普通⾃動⾞免許

9:00～17:20
⽉額換算 170,000〜200,000 所在地 熊本市北区⾶⽥３丁⽬３−６５
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-345-1234
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17165431 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

ルート営業及び配送 有限会社Ｂ･アート ･熊本県内(主は熊本市内)の顧客の美容室･理容室

様にヘアカラー剤、パーマ剤、シャンプー剤、ス

タイリング剤等の美容材料を納品します。･サロ

ンのオーナー様、スタッフの方等に新製品の紹介

等をします。※売上げについて、目標はあります

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00
⽉額換算 200,000〜300,000 所在地 熊本市北区楡⽊２丁⽬１１番９７号
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-338-3433
休⽇： ⽉⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 35歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16709731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

営業職(植⽊⽀店)(正社員) ヤンマーアグリジャパン株式会社九州⽀
社

変形(1年単位) トラクタなどの農業用機械の販売およびアフター

サービス。入社後、一定期間は先輩社員がお客様

訪問に同行するなどして指導いたします。機械の

取り扱い、メンテナンス技術は社内研修や先輩社

員から指導を行い、資格取得も出来ます。※特記

普通⾃動⾞免許 AT限定不可

9:00～17:40
⽉額換算 166,000〜300,000 所在地 福岡県筑後市⼤字⼀条５３５番地２
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 0942-53-0333
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 40140- 2513531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

営業職 社会医療法⼈寿量会 変形(1ヶ月単位) 主な業務は、介護保険を利用した福祉用具のレン

タル･販売、住宅改修です。福祉用具プランナー

という専門家として、ご家族の暮らし方、介護さ

れる方の嗜好や体型、お部屋の間取りいろんな観

点から判断し、総合的にご家族に適した用具選び

普通⾃動⾞免許

8:30～17:00
⽉額換算 216,100〜250,000 所在地 熊本市北区⼭室６丁⽬８番１号 8:30～12:20
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-345-8111
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17061331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

営業スタッフ(農業資材) 株式会社ハラダ 変形(1ヶ月単位) ○農業用資材全般の卸･小売販売(農薬、肥料、資

材等を販売する)＊肥料、鉄パイプ等の重量物の

作業あり。＊使用車：１．５ｔ･２ｔトラック(Ｍ
Ｔ車)＊未経験者は、先輩社員と共に営業活動を

行いますのでご安心ください。将来的には１人で

普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:30～17:30
⽉額換算 250,000〜380,000 所在地 福岡県朝倉市⼩⽥２１２９
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 0946-22-2375
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 39歳以下 就業場所： 熊本市北区 他 求⼈番号： 40150- 5078631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

ルートセールス/熊本北 株式会社⽇本リース 変形(1年単位) ○マット･モップ･ロールタオル･フレグランス･浄

水器･サニタリー商品･紙おしぼり･ウォーター

サーバー等、当社レンタル商品の集配業務と提案

営業です。･担当エリアでの契約取引先へのルー

トセールス全般(集配業務)１日３０軒程度のお取

普通⾃動⾞免許

8:00～17:30
⽉額換算 185,000〜275,000 所在地 佐賀県佐賀市本庄町⿅⼦⼋⾓１６−１
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 0952-24-9081
休⽇： ⼟⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 35歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 41010- 7354731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

副施設⻑  社会福祉法⼈愛誠会(特別養護⽼⼈ホー
ムコスモス･ファミリー熊本)

特別養護老人ホームにおける施設運営、収支管

理、人事労務管理等
普通⾃動⾞免許

9:00～18:00
⽉額換算 340,600〜340,600 所在地 熊本市北区太郎迫町１４４−１
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-245-2800
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16413031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

相談員 ※通所リハビリテー
ション

介護⽼⼈保健施設ケアビレッジ箱根崎
(医療法⼈滄溟会)

一日平均６０～６５名のご利用者が来設されま

す。看護職員：３名、介護職員：１６名、リハビ

リ職員：６名、その他１３名が在籍しています。

(主な業務)(相談業務)ご家族やケアマネジャーから

の利用相談時の対応･調整、利用状況の報告･連絡

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 介護福祉⼠
⽉額換算 202,000〜240,500 所在地 熊本市北区植⽊町正清８８８
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-274-7700
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43030- 4662731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

半⽇型デイサービス(⽣活相談
員)(運動補助,リハビリ補助

株式会社ＥＭＩＡＳ 運動やリハビリに特化したフィットネス型デイ

サービスです(定員３５名)。何かしら身体のトラ

ブルを抱えるご利用者に対し、機能訓練指導員や

トレーナーと協業して楽しく安全に運動を提供す

る仕事です。ご利用者の運動サポート、ご自宅で

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30
⽉額換算 175,000〜200,000 所在地 熊本市北区⼸削４丁⽬８−１０
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-338-1060
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16843031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⽣活⽀援員または職業指導員 社会福祉法⼈わくわく 変形(1年単位) ･利用者の作業補助、指導･授産製品の販売･送迎

＊送迎エリア：半径５ｋｍ以内(社用車使用)
普通⾃動⾞免許

8:30～17:30
⽉額換算 175,000〜190,500 所在地 熊本市北区⿓⽥９丁⽬２番２１号
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-338-4213
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17182331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

放課後等デイサービス保育⼠
⼜は児童指導員

株式会社エム･ソリューション 交替制あり 集団生活への適応訓練、創作活動、運動療法、季

節のイベント、放課後の居場所作りといったさま

ざまな内容のサービスを行います。生活能力向上

を目的とした支援や学校、自宅までの送迎をして

いただきます。＊１日平均９～１０名(定員１０

普通⾃動⾞免許

10:00～18:00 保育⼠
⽉額換算 175,000〜200,000 所在地 熊本市北区武蔵ヶ丘３丁⽬１１−２０ 9:00～17:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-245-6341
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16740531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

児童発達⽀援管理責任者 株式会社エム･ソリューション 交替制あり 集団生活への適応訓練、創作活動、運動療法、季

節のイベント、放課後の居場所作りといったさま

ざまな内容のサービスを行います。生活能力向上

を目的とした支援や学校、自宅までの送迎をして

いただきます。＊１日平均９～１０名(定員１０

普通⾃動⾞免許

10:00～18:00
⽉額換算 200,000〜230,000 所在地 熊本市北区武蔵ヶ丘３丁⽬１１−２０ 9:00～17:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-245-6341
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16742731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

ケアマネージャー 医療法⼈室原会菊南病院 変形(1ヶ月単位) 当院内居宅介護支援事業所きくなんでのケアマ

ネージャー業務現在パートを含め４名在籍してい

ます。ケアマネージャーとしてのご経験がない方

も歓迎。サポート体制が整っています。

普通⾃動⾞免許

8:40～17:30 介護⽀援専⾨員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
⽉額換算 169,400〜218,300 所在地 熊本市北区鶴⽻⽥３丁⽬１ー５３
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-344-1711
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17081031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

ケアマネージャー(居宅)  社会福祉法⼈愛誠会(特別養護⽼⼈ホー
ムコスモス･ファミリー熊本)

□居宅介護支援事業所でのケアマネージャー業務

全般です。･ケアプランの作成および相談業務･ご

家族やサービス事業者との連絡調整･介護保険の

給付管理など

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00 介護⽀援専⾨員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
⽉額換算 212,208〜284,520 所在地 熊本市北区太郎迫町１４４−１ 18:00～9:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-245-2800
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16404131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⽣活相談員(コスモス･ファミ
リー熊本)

 社会福祉法⼈愛誠会(特別養護⽼⼈ホー
ムコスモス･ファミリー熊本)

交替制あり ○特別養護老人ホームでの生活相談業務･利用者、

ご家族との相談業務、連絡調整･利用者のケアプ

ラン作成･当番により宿直あり。(防犯見守り業

務)･介護業務

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00 介護⽀援専⾨員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)
⽉額換算 202,208〜254,520 所在地 熊本市北区太郎迫町１４４−１ 7:00～16:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-245-2800
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16407231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

医療ソーシャルワーカー 医療法⼈室原会菊南病院 変形(1ヶ月単位) 地域連携室での利用者等の医療相談および地域連

携活動業務現在６名在籍しています。＊ワークラ

イフバランスのとれた職場です。
8:40～17:30 社会福祉⼠

⽉額換算 171,000〜218,000 所在地 熊本市北区鶴⽻⽥３丁⽬１ー５３ 看護師
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-344-1711
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17074831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護職 社会福祉法⼈熊本菊寿会特別養護⽼⼈
ホームさわらび

変形(1ヶ月単位) 介護付き有料老人ホームでの介護業務全般(入浴

介助･食事介助･排泄介助など)8:00～17:00
⽉額換算 172,200〜233,700 所在地 熊本市北区⼸削４丁⽬８−１ 10:00～19:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-386-3855 16:30～9:30
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17094331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護職/ケアホーム⽥原坂 株式会社スローライフ芳寿会 変形(1ヶ月単位) ･住宅型有料老人ホーム「ケアホーム田原坂」の

入居者３４名の日常生活における介助、健康管理

等全般･看護、厨房、介護職員の連携強化の推進

実現(就職氷河期世代歓迎求人)就職氷河期世代で

正社員登用の機会に恵まれなかった方歓迎

普通⾃動⾞免許

7:00～16:00 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
⽉額換算 203,500〜221,000 所在地 熊本市⻄区蓮台寺３丁⽬４番５号 8:30～17:30 介護職員初任者研修修了者
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-324-2600 11:00～20:00
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16670731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

介護職 社会福祉法⼈熊本菊寿会特別養護⽼⼈
ホームさわらび

変形(1ヶ月単位) グループホーム入居者様の介護業務全般＊入浴介

助、食事介助、排泄介助などその他に入居者様と

一緒に食事作りも行って頂きます。

普通⾃動⾞免許

8:00～17:00
⽉額換算 169,800〜239,300 所在地 熊本市北区⼸削４丁⽬８−１ 9:00～18:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-386-3855 11:00～20:00
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16315931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護職(コスモス･ファミリー
熊本)(急募)

 社会福祉法⼈愛誠会(特別養護⽼⼈ホー
ムコスモス･ファミリー熊本)

変形(1ヶ月単位) ○老人ホームでの介護業務･食事介助･入浴介助･ト

イレ介助･その他生活、身体介助＊未経験の方も

丁寧に指導します。
7:00～16:00

⽉額換算 173,140〜286,520 所在地 熊本市北区太郎迫町１４４−１ 10:30～19:30
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-245-2800 16:00～9:00
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16399131 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護福祉⼠〔熊本市北区〕グ
ループホーム武蔵ケ丘

 メディカル･ケア･サービス九州株式会社
愛の家グループホーム武蔵ケ丘

変形(1ヶ月単位) ＊学研グループの介護事業の会社です。＊訪問介

護や有料老人ホーム等グループホームが初めての

方も、専門性をより高めることのできる環境で

す。＊１ユニット９名のご入居者のケア全般を、

日中２～３名(早番･日勤･遅番)で担当します。少

7:15～16:15 介護福祉⼠
⽉額換算 177,000〜177,000 所在地   熊本市北区武蔵ケ丘１丁⽬５−１４「愛 10:00～19:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 0120-376-583 16:00～10:00
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16650831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護スタッフ(介護福祉⼠/管
理者候補)

株式会社ＥＭＩＡＳ キャリア採用を強化しており、以下の働き方を目

指したい方を募集します。＊管理者･リーダー職

病院や施設での勤務経験があり、チームをまとめ

る立場に挑戦したい方＊マーケティング･営業職

病院や施設での勤務経験があり、自社サービスを

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 介護福祉⼠
⽉額換算 240,000〜350,000 所在地 熊本市北区⼸削４丁⽬８−１０
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-338-1060
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16805731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

介護スタッフ 株式会社ＥＭＩＡＳ ご利用者様の送迎、トレーニングのサポート。担

当者会議への出席請求業務等のデイサービスにお

ける業務全般

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30
⽉額換算 175,000〜195,000 所在地 熊本市北区⼸削４丁⽬８−１０
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-338-1060
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16817931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

半⽇型デイサービス(運動補
助,リハビリ補助)

株式会社ＥＭＩＡＳ 運動やリハビリに特化したフィットネス型デイ

サービスです(定員３５名)。何かしら身体のトラ

ブルを抱えるご利用者に対し、機能訓練指導員や

トレーナーと協業して楽しく安全に運動を提供す

る仕事です。「おもてなしの心」を込めたコミュ

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30
⽉額換算 175,000〜200,000 所在地 熊本市北区⼸削４丁⽬８−１０
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-338-1060
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16859931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

グループホーム介護スタッフ 有限会社キョーシン福祉会 変形(1ヶ月単位) 認知症対応型共同生活介護事業所(グループホー

ム)１ユニット定員９名の施設です。認知症の方

が安心して生活できるように、その人の生活習慣

や体調に合わせた支援を行います。胃ろう対応施

設として、介護士全員喀痰吸引ができる熊本県の

7:00～16:00 介護福祉⼠
⽉額換算 185,000〜215,000 所在地 熊本市北区⿓⽥５丁⽬１２番１号 9:00～18:00 介護職員実務者研修修了者
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-348-7175 16:00～10:00 看護師
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17259831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

調理師(有資格) 医療法⼈健⽣会明⽣病院 変形(1ヶ月単位) ･材料切り込み、調理、盛り付け･配膳、下膳･食

器洗浄等(２８０食を１８人体制)食器洗浄委託業

者あり
6:00～14:40 調理師

⽉額換算 155,600〜166,200 所在地 熊本市北区⼤窪２丁⽬６番２０号 7:00～15:40
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-324-5211 8:20～17:00
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17254331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

栄養科調理員 医療法⼈朝⽇野会朝⽇野総合病院 変形(1ヶ月単位) ･給食の調理･配膳他(状況により洗浄作業あり)＊
朝･昼･夕各３６０食程度(約２０人体制)＊未経験

者歓迎。基本的な業務から段階的に指導します。

＊早出勤務あり(月１０回程度。手当別途支給)※
試用期間(３ヶ月)終了後、継続して勤務した場

5:30～14:30
⽉額換算 150,000〜172,000 所在地 熊本市北区室園町１２−１０ 9:00～18:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-344-3000 10:00～19:00
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17286431 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

店⻑候補/熊本市北区/はなの
舞 北熊本駐屯地店

チムニー株式会社 交替制あり ★食堂･喫茶運営業務全般･アルバイト指導、管

理、売上管理、衛生管理･販売促進企画･調理、仕

込み、メニュー考案★さらなるスキルアップ！エ

リアマネージャー･スーパーバイザー･独立オー

ナー等にも挑戦して頂けます。★当社は勤務年数

14:00～22:00
⽉額換算 235,000〜300,000 所在地 東京都墨⽥区両国３−２２−６
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 03-5839-2607
休⽇： ⼟⽇祝(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 18歳〜59歳 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 13120- 9871431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

［警備係］熊本市北区,熊本市
東区,合志,菊陽

九州警備保障株式会社 ◆工事付近で行う簡単な誘導業務です。･通行す

る方への誘導や声かけ。･まわり道の案内◎初心

者でも交通量が少ない場所が多いので安心。
8:00～17:00

⽉額換算 173,600〜217,000 所在地 熊本市中央区帯⼭４丁⽬１８−１１
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-383-4111
休⽇： ⼟⽇(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 熊本市北区 他 求⼈番号： 43010-16156131 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

警備係(第１期)⿅央,菊⽔,⿅
本,植⽊

九州警備保障株式会社 ◆工事付近で行う簡単な誘導業務です。･通行す

る方への誘導や声かけ。･まわり道の案内◎初心

者でも交通量が少ない場所が多いので安心。◎お

待たせしました、「山鹿市南島に初めて」できた

営業所です

8:00～17:00
⽉額換算 173,600〜217,000 所在地 熊本市中央区帯⼭４丁⽬１８−１１
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-383-4111
休⽇： ⼟⽇(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 熊本市北区 他 求⼈番号： 43010-16162631 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⾼速道路警備隊/植⽊町･嘉島
町･御船町

九州警備保障株式会社 高速道路警備のスペシャリストとして勤務して頂

きます。業務エリアは九州自動車道。〈仕事内

容〉１．規制資機材の設置･撤去を行う「規制業

務」２．渋滞時の追突事故を未然に防ぐ「後尾警

戒業務」３．工事関係者の安全を守る「規制内保

普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00
⽉額換算 190,960〜273,420 所在地 熊本市中央区帯⼭４丁⽬１８−１１
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-383-4111
休⽇： ⼟⽇(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 18歳〜64歳 就業場所： 熊本市北区 他 求⼈番号： 43010-16246831 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

家具製作･取付 松江建築⼯業(松江和男) 変形(1ヶ月単位) ○店舗や住宅の造り付け家具を製作する造作家具

の会社です。造作家具は毎回デザインが変わる

為、新鮮な気持ちで製作できます。また、一人一

品を担当するため自分のペースでの仕事がしやす

くなっております。(主な仕事内容)･家具製作･家

8:30～17:30
⽉額換算 180,000〜270,000 所在地 熊本市北区植⽊町鐙⽥６８５−１
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-273-2800
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43030- 4915031 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

紙管配送員 ⽥中紙管株式会社熊本⼯場 ◎紙管の積み込み、配送、納品業務･４ｔトラッ

クでの配送･フォークリフトによる積み込み、降

ろし･その他、上記に附随する業務＊配送地域は

主に熊本、福岡、宮崎、鹿児島、大分など※未経

験の方も指導致しますので、安心してご応募下さ

普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:30～17:15
⽉額換算 178,200〜226,500 所在地 熊本市北区植⽊町豊岡１８６８
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-272-2391
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 44歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43030- 4811231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⼯場内設備保全 株式会社リョーユーパン熊本⼯場 変形(1ヶ月単位) ○工場内設備保全業務(主な仕事内容)･工場内機

械、電気設備関係の保全及びメンテナンスを主に

行って頂きます。･その他、上記に付随する業

務。＊未経験の方でも丁寧に指導致しますので、

安心して応募下さい。○応募にはハローワークの

8:00～17:00
⽉額換算 156,300〜191,000 所在地 熊本市北区植⽊町舞尾６７１ 13:00～22:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-272-2123 22:00～7:00
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 18歳〜39歳 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43030- 4741431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

サービススタッフ(整備⼠)/清
⽔店

ユナイテッドトヨタ熊本株式会社 変形(1年単位) 車両整備(車検、１２ヶ月点検、その他整備全般)
当社の取扱い車両、国内他社ブランドの車両の整

備も実施しています。

普通⾃動⾞免許 AT限定不可

9:30～18:30 ⼆級⾃動⾞整備⼠
⽉額換算 191,100〜194,100 所在地 熊本市中央区⼗禅寺４丁⽬１番１号
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-362-2111
休⽇： ⽕他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17220731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

サービススタッフ(整備⼠)/武
蔵ヶ丘店

ユナイテッドトヨタ熊本株式会社 変形(1年単位) 車両整備(車検･１２ヶ月点検･その他整備全般)＊
当社の取り扱い車両、国内他社ブランドの車両の

整備も実施しています。

普通⾃動⾞免許 AT限定不可

9:30～18:30 ⼆級⾃動⾞整備⼠
⽉額換算 191,100〜194,100 所在地 熊本市中央区⼗禅寺４丁⽬１番１号
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-362-2111
休⽇： ⽕他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17222631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⾃動⾞整備⼠(熊本⼯場/経験
者)

マルキュー整備株式会社 変形(1年単位) ◆軽自動車～大型車の自動車整備業務です。(メ
インは大型トラックとなります)･車検、点検、一

般整備、鈑金塗装･その他、自動車整備に付随す

る業務◆資格取得支援制度を設けています。経験

者の方も更なるスキルアップが可能です。･各種

普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:30～17:30 ⼆級⾃動⾞整備⼠
⽉額換算 220,000〜380,000 所在地 福岡県久留⽶市太郎原町１２６３番地
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 0942-43-0909
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 40050- 7519231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

ルート集荷 株式会社植⽊⻘果市場 変形(1年単位) ･既存農家を回って、青果物(５～１０ｋｇ程度/
箱)の集荷をする業務です･活動エリアは県内全域

(担当地区があります)社用車は２ｔ、３ｔ車(一部

はＭＴ車)を使います･経験がなくてももちろん大

丈夫！知識･ノウハウなどしっかり指導しますの

普通⾃動⾞免許 AT限定不可

10:00～19:00 中型⾃動⾞免許
⽉額換算 178,000〜218,000 所在地 熊本市北区植⽊町岩野７６−１ 準中型⾃動⾞免許
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-272-6577
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43030- 4866931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

配達 株式会社ＪＧＲＥＥＮフーズ ･熊本県内外へ青果物の配達(２トントラック･軽

トラック･軽自動車使用)主に、病院、介護施設、

食品会社等への納品になります。･上記に付随す

る業務※未経験の方も丁寧に指導致しますので、

安心してご応募下さい。※室内作業上はエアコン

8:00～17:00 準中型⾃動⾞免許
⽉額換算 170,000〜170,000 所在地 熊本市北区植⽊町滴⽔１６８２番地１
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-272-7557
休⽇： ⽔⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43030- 4679431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⼤型トラック運転⼿ 有限会社⻘和 変形(1ヶ月単位) ［大型トラック運転手］･１０ｔトラック運転手･

九州管内のパレット物輸送･関西、関東方面への

輸送(応相談)＊男女問わず応募可○応募には、ハ

ローワークの紹介状が必要です

6:00～14:00 ⼤型⾃動⾞免許
⽉額換算 253,500〜550,000 所在地 熊本市北区植⽊町鞍掛１５９２−１ ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能者
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-272-7991
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43030- 4900531 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

⾜場組⽴解体作業員 株式会社平形⼯業 □足場の組立･解体(家屋･ビル)※現場エリア：熊

本･大牟田中心(社用車使用)8:00～17:00
⽉額換算 197,600〜370,500 所在地 熊本市北区改寄町２４８５番地４
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-288-2517
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16987631 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

鉄⾻鳶 株式会社⼤和開発 (１)鳶工事全般(２)現場でのクレーン補助、作業補

助等※未経験の方でも応募可能です。＊現場：主

に熊本県内＊トライアル雇用併用求人(Ｒ５．

５．１２受理)

8:00～17:00
⽉額換算 149,800〜342,400 所在地 熊本市北区⼸削６丁⽬７番３５号
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-288-4744
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16998131 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

鉄⾻鳶(資格保有者) 株式会社⼤和開発 (１)鳶工事全般(２)現場でのクレーン操縦他＊現

場：主に熊本県内＊トライアル雇用併用求人(Ｒ
５．５．１２受理)

8:00～17:00 ｸﾚｰﾝ･ﾃﾞﾘｯｸ運転⼠(ｸﾚｰﾝ限定)
⽉額換算 200,000〜200,000 所在地 熊本市北区⼸削６丁⽬７番３５号 移動式ｸﾚｰﾝ運転⼠
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-288-4744
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17000431 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

管⼯事⼠(経験者)［熊本］ 株式会社デンセツ⼯業 変形(1年単位) 〇一般家庭･小規模企業･店舗等の水まわりのトラ

ブル対応それに付随する簡単な業務となります。

※現場：熊本県内一円(主に熊本市内)※社用車(Ｍ
Ｔ･ＡＴ軽乗用)使用※社内研修制度あり

普通⾃動⾞免許

8:00～18:00
⽉額換算 230,000〜380,000 所在地 ⿅児島県⿅児島市紫原６丁⽬３７−１７
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 099-256-0338
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 65歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 46010-17616331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⼟⽊作業員 有限会社建設豊永組 官公庁･土木工事･宅地造成工事における･土木工

事の手元･草刈り･監督員の補佐業務など※現場は

主に市内及び近郊※集合場所は、北バイパス「ウ

エスト」の近く◇未経験者可

普通⾃動⾞免許

8:00～17:00
⽉額換算 185,400〜206,000 所在地 熊本市北区⿓⽥３丁⽬１９番７号
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-339-1047
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16994731 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

造園作業員 有限会社アウトデザイン 変形(1年単位) (造園作業員)･樹木剪定後の清掃･現場監督の補佐

業務･土木作業、造園作業＊工事エリア：熊本市

内が中心(熊本県内一部あり)(トライアル雇用併用

求人：期間中同条件)(Ｒ５．５．１２受理)○応募

にはハローワークの紹介状が必要です

普通⾃動⾞免許 AT限定不可

8:00～17:00
⽉額換算 185,000〜380,000 所在地 熊本市北区植⽊町荻迫８０６
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-288-4360
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43030- 4836831 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⼟⽊･舗装作業員 株式会社⾼⽊建設 変形(1年単位) ○土木、舗装作業員業務(主な仕事内容)･土木、舗

装工事、地ならし等(スコップ、レーキを使用)･そ
の他、上記に付随する業務･※仕事に慣れたら運

転業務(社用車２ｔ･４ｔトラック)※関連業務資

格、免許取得希望の方は補助致します◎応募には

普通⾃動⾞免許

8:00～17:00
⽉額換算 220,000〜300,000 所在地 熊本市北区植⽊町⼀⽊２２４−３
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-272-5530
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43030- 4893831 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

⽩蟻防除作業員 有限会社清⽔⽩蟻⼯業所 変形(1ヶ月単位) ＊白蟻防除業務･現場作業･及び、付随する業務全

般エリア：熊本市及び近郊(１，５ｔトラック作

業車にて２人１組)※会社情報、業務内容等詳細

はＨＰを参照してください。

普通⾃動⾞免許

8:00～17:00
⽉額換算 200,000〜200,000 所在地 熊本市北区清⽔⻲井町４３−６４
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-344-8139
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 40歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17072131 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： 正社員
職
種

看護師,准看護師/花園校 社会福祉法⼈照敬会 地域密着型通所介護(デイサービス)における看護

師、准看護師業務：定員１８名(仕事の内容)･健康

管理、内服確認、食事準備、軽介護者の食事や排

泄、入浴介助等･高齢者向け教科書を使用した授

業形式のアクティビティ※事前に、職場見学可能

8:30～17:30 看護師
時給換算 1,122〜1,523 所在地 熊本市東区尾ノ上４丁⽬１１番７０号 9:00～16:00 准看護師
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-385-0500
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:30～17:30の

間の6時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市⻄区 求⼈番号： 43010-17002331 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

⻭科技⼯⼠ 医療法⼈森の暁会もりの⻭科クリニック 交替制あり 歯科技工診療アシスタント

10:00～13:00 ⻭科技⼯⼠
時給換算 1,200〜2,000 所在地 熊本市⻄区池⽥２丁⽬１番地８２号 14:30～17:00
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-352-8241
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市⻄区 求⼈番号： 43010-16784331 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

⻭科助⼿ 医療法⼈社団杏医会 変形(1ヶ月単位) ･診療サポート業務･治療器具の洗浄、消毒･クリ

ニックの清掃･患者さんの移動、移乗8:30～18:30
時給換算 900〜1,200 所在地 熊本市⻄区池⽥１丁⽬１４番８２号 8:30～17:30
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-353-5300
休⽇： ⽉⽊⾦⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市⻄区 求⼈番号： 43010-17088631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

スーパー鮮⿂業務 株式会社おさかなセンター⿂光 交替制あり スーパマーケットの鮮魚売り場内で鮮魚類及び寿

司の作成陳列の業務を行う。7:00～12:00
時給換算 900〜1,200 所在地   熊本市⻄区城⼭半⽥１丁⽬２番２５号パ 8:00～13:00
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-329-6885
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市⻄区 求⼈番号： 43010-16523631 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

店舗スタッフ(ＳＮＳ担当･販
売)

株式会社⼭⼀ ＳＮＳ担当･チラシＰＯＰ作成･接客･包装･陳列･

袋詰めなど9:45～16:15
時給換算 900〜930 所在地 熊本市⻄区春⽇７丁⽬２７−４９ 10:45～17:15
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-322-7788
休⽇： ⽉⽇祝(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市⻄区 求⼈番号： 43010-17261731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

介護職(パート) 社会福祉法⼈愛誠会特別養護⽼⼈ホーム
⼩島苑

特別養護老人ホームでの介護業務食事介助トイレ

介助入浴介助※未経験の方も丁寧に指導致しま

す！
時給換算 853〜900 所在地 熊本市⻄区⼩島５丁⽬１５番４５号
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-329-3100
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 7:00～19:00の間の

5時間以上

知識･経験： あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市⻄区 求⼈番号： 43010-16637731 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

デイサービス 介護職/⼋⾓堂
校

社会福祉法⼈照敬会 ･通所介護業務(健康管理、内服確認、食事準備、

軽介助者の食事や排泄、入浴介助等)･高齢者向け

教科書を使用した授業形式のアクティビティ※資

格取得後、実務経験のない方でも安心の研修制度

あり※事前に職場見学可能(仕事内容を事前に確

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30
時給換算 1,250〜1,550 所在地 熊本市東区尾ノ上４丁⽬１１番７０号 9:00～16:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-385-0500
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:30～17:30の

間の7時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市⻄区 求⼈番号： 43010-16886231 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

⻭科衛⽣⼠ ⽵中⻭科クリニック 変形(1ヶ月単位) ＊歯科衛生士業務･歯科治療、予防治療(歯科医師

のサポート業務)･虫歯、歯周病予防のためのブ

ラッシング指導･治療器具の準備、洗浄、滅菌そ

の他上記に付随する業務

8:45～18:45 ⻭科衛⽣⼠
時給換算 1,150〜1,500 所在地 熊本市中央区⼤江３丁⽬２−６８ 8:45～18:15
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-245-7102
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:45～18:45の

間の4時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-16920631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

(急募)訪問はり･灸･マッサー
ジ師

からだ元気治療院熊本中央店 ご高齢者様や、体が不自由な方のご自宅にお伺い

して、はり･きゅう･マッサージなどの施術をする

仕事です。１日４件程度を訪問して頂きます。訪

問鍼灸が未経験の方でも安心して働いていただけ

るよう指導いたします。＊エリア：熊本市内およ

普通⾃動⾞免許

9:00～17:00 はり師
時給換算 1,000〜1,200 所在地 熊本市中央区南熊本３丁⽬７ー９
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-288-4620 きゅう師
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は9:00～18:00の

間の3時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-16601531 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

リハビリ助⼿ 医療法⼈社団⼤江会堤整形外科クリニッ
ク

理学療法士の手伝い･マッサージや温熱、電気刺

激などの物理的な治療の手伝い･リハビリの手伝

い等看護業務の手伝い
9:00～18:00

時給換算 890〜1,100 所在地 熊本市中央区⼤江１丁⽬２０−２ 9:00～16:00
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-361-1881 9:00～12:30
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-17052731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

保育⼠/世安･ひまわり保育園 株式会社ゴーイング 園児のお世話０～２歳まで(定員２２名)･迎え入

れ、送り出し、給食やおやつの提供･日誌、連絡

帳の記入等、おさんぽ、遊び＊子どもが大好きな

方、大歓迎です。＊毎日が笑顔に満たされた保育

園を目指しています。

14:30～18:30 保育⼠
時給換算 1,200〜1,200 所在地 熊本市南区刈草３丁⽬２−４０
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-223-7786
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤

又は7:30～12:30
知識･経験： 不問

年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-17018431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

社会保険労務⼠サポートス
タッフ(事務)

社会保険労務⼠法⼈プロセスコア 変形(1年単位) 主に顧問先担当スタッフの補佐として下記業務の

サポートをしたり、若しくは、比較的対応難易度

が軽度な顧問先企業の担当者として１０件程対応

頂くお仕事です。■顧問先企業の人事、労務相談

等■労働社会保険関係手続き■給与計算業務■業務

普通⾃動⾞免許

9:00～18:00
時給換算 1,060〜1,400 所在地 熊本市中央区⽔前寺６丁⽬４６−２７
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-342-4558
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は9:00～18:00の

間の6時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-17148531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

セラピスト．雑務･事務  株式会社オフィス･エスポワール セラピストお客様対応(お茶だしや片づけ)施術は

１つずつ丁寧に教えます。少しずつお客様にでき

るようになり次第、実施していただく。会社の事

務に関する全般。ＨＰ、ブログ等の入力
時給換算 900〜1,400 所在地 熊本市中央区新屋敷２丁⽬２０−８
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-273-7539
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 12:00～18:00の間

の4時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-16921931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

店舗フロント受付(熊本中央
店)

株式会社いーふらん ･来客応対･受付/ドリンクサービス･アンケート記

入の案内･接客ブースへのご案内･お帰りの際のお

見送り等･お客様情報の入力業務･お客様への御礼

ハガキの作成･送付など

10:00～17:00
時給換算 1,200〜1,500 所在地 神奈川県横浜市⻄区みなとみらい２−３−３

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 045-522-6755
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 14010-22972231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

受付事務･カウンセラー(パー
ト･アルバイト)

かじクリニック熊本 ◇令和元年１２月開院の美容形成外科クリニック

です◇美容形成外科クリニックでの受付、医療事

務業務･患者様の対応業務･メール、電話による受

付業務･カウンセリング業務･会計業務(現金、

カード、医療ローン)･日報作成など☆完全予約制

時給換算 900〜1,200 所在地 熊本市中央区新市街６−６−２Ｆ
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-288-5011
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 9:30～18:00の間の

2時間以上

知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-17103831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

会計税務事務 藤井紀⼦税理⼠事務所 ･税務コンサルティング、会計データチェック･記

帳、決算･税務申告業務等･会計ソフトデータ入

力、一般事務、記帳代行、書類整理業務等※知識

レベルや能力に応じた内容を受け持っていただき

ます。※時間内は個々の業務に集中し黙々と担当

時給換算 1,300〜2,000 所在地 熊本市中央区下通１−３−８
保険： 雇⽤･労災 TEL 090-5612-7873
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 13:00～19:00の間

の2時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-17010331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

経理事務員 (急募) 永村⼀泰税理⼠･⾏政書⼠事務所 税理士事務所の仕事一般･仕訳した現金出納帳･預

金帳の入力、財務諸表の出力(財務会計ソフトを

主に使用)※ワード･エクセル等のスキルがあれば

初心者でも出来ます。＊未経験者も丁寧に指導し

ます。

9:00～15:00
時給換算 869〜900 所在地 熊本市中央区坪井６丁⽬２１番１９号
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-341-2921
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-16936731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

コンビニエンスストアスタッ
フ

合同会社Ｙｕｉセブンイレブン熊本⼤江
５丁⽬店

交替制あり 商品陳列、レジ接客、掃除、商品受注調理販売、

その他管理業務9:00～13:00
時給換算 880〜930 所在地 熊本市中央区⼤江５丁⽬８−１１ 13:00～17:00
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-364-0205 6:00～9:00
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-16951731 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

店舗での販売業務(銀座通り
店)

有限会社三協畜産 □「肉工房三協銀座通り店」での品出し、レジ打

ち等の販売業務と徒歩圏内の配達など

時給換算 1,000〜1,000 所在地 熊本市⻄区⽥崎町４３０−１１
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-352-7555
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 10:30～19:30の間

の4時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 65歳以下 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-16247231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

ジュエリーアドバイザー 株式会社ソフィ･タカヤナギ 未経験者歓迎！お客様への接客･販売･修理受付の

お仕事です販売ノルマなし！販売だけでなく修理

も承るため、幅広い知識が身に付きますよ。

「ジュエリーや時計は詳しくない」という方も大

歓迎！接客マナーや商品知識、見せ方や説明など

時給換算 1,000〜1,500 所在地 熊本市中央区下通１−５−１０
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-352-2570
休⽇： ⽊他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 11:30～17:00の間

の3時間以上

知識･経験： あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-16724431 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

商品の買取,搬⼊,販売スタッフ
/ 熊本市

株式会社進元 交替制あり ＊家具、家具製品等の買取スタッフ＊業務用品･

家庭用品の出張買取･査定＊オークション会場へ

の搬入･販売▼運搬については、２名１組で行い

ます。◎ハローワークの紹介状が必要です
時給換算 1,000〜1,600 所在地 ⻑崎県⻑崎市三川町１３００ー７
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 095-894-1566
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 9:30～18:30の間の

5時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 42010- 9512831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

⾐裳アドバイザー(パート) 有限会社ビブレ 交替制あり ･婚礼衣裳･成人式衣裳･卒業式衣裳のレンタル(接
客、お衣裳合わせ、契約手続きなど)･着物･ドレ

スのお手入れやクリーニングなど＊服装は、黒

スーツでお願いします。

9:00～15:00
時給換算 900〜1,000 所在地 熊本市中央区新⼤江１丁⽬１３−３ 13:00～18:00
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-372-8077
休⽇： ⽔⽊他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-16177431 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

就労･⽣活⽀援員(未経験者
可)/熊本市

株式会社ＬＯＧＺ ･主に心療内科クリニック等に通う方に精神的な

フォローと就職に向けてのサポートを行う。･事

業所内でのイベント企画、訓練メニュー作成、広

報活動、就職相談会への同行。･利用者の支援計

画作成、データ入力、管理。

9:30～18:30
時給換算 950〜1,100 所在地 東京都新宿区四ツ⾕三栄町１１―２２
保険： 雇⽤･労災 TEL 03-5315-4539
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 13080-43960431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

有料⽼⼈ホーム介護スタッフ/
ケアホームそら

株式会社九州介護サービス ･住宅型有料老人ホーム内での介護業務起床介助･

排泄介助･食事介助等5:00～10:00 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
時給換算 1,200〜1,200 所在地 熊本市中央区保⽥窪１丁⽬２−１３４−１０ 6:30～10:00 介護職員初任者研修修了者
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-288-3113 7:00～10:00
休⽇： ⼟⽇祝(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-17258031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

ホームヘルパー(半⽇パート) 有限会社せせらぎヘルパーステーション
はなもも

〈家におられる方のヘルパー業務〉生活援助･掃

除、調理、洗濯、買い物等身体介護/経験者的な

業務で初めての方にはいきなりはありません･お

着替えの手伝い、歯磨きや洗面の手伝い･入浴の

介助、排泄の介助等※当社自主事業によるヘル

8:30～12:30
時給換算 900〜950 所在地 熊本市中央区帯⼭３丁⽬１６−１８ 13:30～17:30
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-285-1755 10:00～16:00
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 69歳以下 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-16776731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート

44　　　パート求人は42ページから



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

職
種

登録ヘルパー 医療法⼈熊南会介護⽼⼈保健施設南楓苑 高齢者の自宅を訪問し、主に食事の用意･掃除、

入浴介助等の援助を行う業務になります。活動エ

リアは、主に熊本市中央区です。
ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級

時給換算 1,160〜1,560 所在地 熊本市中央区南熊本２丁⽬１１−１ 介護職員初任者研修修了者
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-371-5111
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 8:00～18:00の間の

2時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-16542031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

家事⼿伝 マイ暮らす熊本新町店(アイくらす) 主に一般家庭における掃除、洗濯などの家事を代

行するサービス＊本人の能力と適性によりサービ

ス内容は調整(相談可)＊活動エリアは熊本市内、

市内近郊(自家用車使用)＊報告書提出あり◎ハ

ローワークの紹介状が必要

普通⾃動⾞免許

時給換算 1,100〜1,500 所在地 熊本市中央区⼭崎町６６番地
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-354-7123
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 9:00～18:00の間の

1時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-16862431 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

フロアスタッフ(海鮮家 福伸
銀座通り)

有限会社福伸(海鮮家福伸) ＊ご来店のお客様の案内＊お客様からの注文受け

＊配膳(料理、飲み物の提供)＊下膳、後片付け＊

その他付随する店内業務◎応募の際は、ハロー

ワークの紹介状が必要です

10:00～15:00
時給換算 950〜1,000 所在地 上天草市松島町合津６００３番地１ 17:00～21:00
保険： 雇⽤･労災 TEL 0969-56-0882
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 65歳以下 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43060- 1969331 採⽤⼈数： 5⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

ボウリング場スタッフ 株式会社ＬＴＢＬＴＢボウル⽔前寺 ･ボウリング場フロント業務受付、料金精算等･フ

ロア清掃など8:30～15:00
時給換算 880〜1,200 所在地 熊本市中央区⽔前寺公園６−８ 9:00～17:00
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-383-0195 17:00～0:30
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:30～0:30の

間の5時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 18歳〜59歳 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-16433731 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

マッサージ全般 マッサージルーム縁 マッサージ業務･アロママッサージ･タイ古式マッ

サージ･リンパマッサージ

時給換算 900〜900 所在地 熊本市中央区⽔前寺３丁⽬６−３７
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-213-8080
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 11:00～22:00の間

の5時間程度

知識･経験： あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-17091531 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

清掃スタッフ(熊本宿舎) 株式会社ライフトラスト 宿舎内での風呂掃除、ごみ収集、共用部分の清掃

等の簡単な清掃作業になります。

時給換算 900〜1,100 所在地 ⼤阪府⾙塚市三ツ松１０４７
保険： 雇⽤･労災 TEL 072-446-0136
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 8:00～17:00の間の

4時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 27090- 3525131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

クリーンスタッフ 株式会社第⼀ビルサービス 事業所･ビル内･病院･商業施設等の清掃 普通⾃動⾞免許

8:30～12:30
時給換算 1,100〜1,100 所在地 熊本市中央区新町１丁⽬７−２８ 13:00～17:00
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-352-0306
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-16297531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

店内業務スタッフ 有限会社宮本精⾁店 店内業務･店頭販売･接客･清掃等

10:00～16:00
時給換算 1,000〜1,000 所在地 熊本市中央区南熊本５丁⽬５−１２
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-364-3678
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市中央区 求⼈番号： 43010-17176931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

外来看護業務 たかき消化器内科 内科小児科などの外来診療の介助内視鏡検査の介

助点滴、採決など簡単な受付、会計業務(経験不

要)
8:40～12:30 看護師

時給換算 1,200〜1,500 所在地 熊本市東区花⽴２丁⽬６−８ 准看護師
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-331-3113
休⽇： ⽔⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-17021131 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

看護師  医療法⼈社団星輝会吉⽥せきつい整形外
科松原第２クリニック

･問診･診察介助･採血、注射等の外来業務･電子カ

ルテ入力 看護師
時給換算 1,100〜1,100 所在地 熊本市東区尾ノ上１丁⽬１４−２６
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-273-9030
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 9:00～18:00の間の

4時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16421031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

准看護師  医療法⼈社団星輝会吉⽥せきつい整形外
科松原第２クリニック

･問診･診察介助･採血、注射等の外来業務･電子カ

ルテ入力 准看護師
時給換算 1,000〜1,000 所在地 熊本市東区尾ノ上１丁⽬１４−２６
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-273-9030
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 9:00～18:00の間の

4時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16424531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

看護職(パート)/介護付き有料
⽼⼈ホーム

有限会社九州松栄産業江津しょうぶ苑 変形(1ヶ月単位) ご入居者数は４ユニット計６４名ご利用者様へ入

浴･排泄･食事･レクリエーション等の介護サービ

スのご提供を行います。看護業務としては、日々

の健康管理･薬の管理･医療行為･相談･訪問診療等

の主治医との連携を行い、ご利用者様を医療面か

7:30～16:30 看護師
時給換算 980〜1,020 所在地 熊本市東区画図町⼤字所島１０４０ 8:30～17:30 准看護師
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-370-3939 10:30～19:30
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16188631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

正看護師 職員(パート) エミアス株式会社 ○病状等の観察、床ずれの予防･処置、療養生活や

介護方法の指導、カテーテル等の管理、その他医

師の指示による医療処置等
8:00～17:00 看護師

時給換算 1,500〜1,800 所在地 熊本市中央区⽔道町７−１６ 9:00～18:00
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-276-7778
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:00～18:00の

間の4時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 69歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16629731 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

准看護師 職員(パート) エミアス株式会社 ○病状等の観察、床ずれの予防･処置、療養生活や

介護方法の指導、カテーテル等の管理、その他医

師の指示による医療処置等
8:00～17:00 准看護師

時給換算 1,130〜1,400 所在地 熊本市中央区⽔道町７−１６ 9:00～18:00
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-276-7778
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:00～18:00の

間の4時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 69歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16654731 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

訪問看護師 医療法⼈社団⼼楽会平⼭ハートクリニッ
ク

交替制あり ★★オープニングスタッフ募集★★クリニックの

訪問看護から、訪問看護ステーションの新規立ち

上げに伴い、訪問看護師を募集いたします。･訪

問看護業務･訪問看護ステーション立ち上げ準備･

多職種との連携･情報共有･報告書や計画書作成等

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 看護師
時給換算 1,200〜1,200 所在地 熊本市東区佐⼟原３丁⽬１１番１０１号
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-367-8080
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:30～17:30の

間の4時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16242631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

訪問看護ステーションの看護
職員

株式会社ＥＭＩＡＳ アロマの癒し効果を活用した新しいスタイルの訪

問看護ステーションです。ご利用者のご自宅へ訪

問し、看護ケアを行い明日に紡ぐ生活を提案しま

す。退院後の生活再建、社会参加への支援、ター

ミナルケアを中心に在宅生活の支援を行っていま

普通⾃動⾞免許
看護師

時給換算 1,100〜1,200 所在地 熊本市北区⼸削４丁⽬８−１０ 准看護師
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-338-1060
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 8:30～17:30の間の

1時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16618231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

学校看護師 ⼀般社団法⼈熊本インターナショナルス
クール

学校保健室の職員として、下記の業務を担当して

いただきます。１健康管理業務･生徒や教員の怪

我や体調不良、病気時の対応･健康診断の準備(地
元校への連絡調整等)･生徒･職員の健康管理･メン

タルケア等の教育相談２安全衛生管理･保健室や

9:00～18:00 看護師
時給換算 1,600〜1,600 所在地 熊本市東区⻄原１丁⽬２２番２４号
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-285-3938
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:00～17:00の

間の5時間程度

知識･経験： 必須
年齢： 不問 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16963131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

訪問看護ステーション(リハビ
リスタッフ)ＰＴ･ＯＴ･ＳＴ

株式会社ＥＭＩＡＳ リハビリに特化した訪問看護ステーションです。

ご利用者のご自宅へ訪問し、リハビリテーション

を提供します。退院後の生活再建、社会参加への

支援、ターミナルケアを中心に在宅生活の支援を

行っています。アロマを活用したリハビリテー

普通⾃動⾞免許
理学療法⼠

時給換算 2,400〜4,000 所在地 熊本市北区⼸削４丁⽬８−１０ 作業療法⼠
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-338-1060 ⾔語聴覚⼠
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 8:30～17:30の間の

1時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16913931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

管理栄養⼠ 医療法⼈ウェルネスサポートシステムと
だか内科クリニック

･栄養指導･調理指導及び実習･医療事務補助

8:40～12:30 管理栄養⼠
時給換算 1,000〜1,200 所在地 熊本市東区下江津２丁⽬１３番５号 8:40～13:20
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-379-7500
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16576131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

保育⼠(パート) 有限会社九州エネルギーシステム 交替制あり (２０１９年１０月１日に新規開園した企業主導

型保育施設です)〇定員３０名の保育施設での保

育業務全般〇連絡帳の記入〇保護者対応
保育⼠

時給換算 1,100〜1,300 所在地 熊本市東区御領６丁⽬１−１４
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-380-6866
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 7:00～20:00の間の

2時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16961631 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

受付･医療事務 医療法⼈ウェルネスサポートシステムと
だか内科クリニック

･受付、会計･レセプト請求業務･電話対応･物品発

注業務･書類、伝票整理･薬品以外の在庫管理8:40～12:30
時給換算 950〜1,100 所在地 熊本市東区下江津２丁⽬１３番５号 8:40～13:20
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-379-7500 14:30～18:20
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:40～18:20の

間の4時間以上

知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16582631 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

事務(パート)/訪問看護ステー
ション

株式会社ＥＭＩＡＳ 介護事業所における事務業務全般･来客、電話対

応･介護報酬請求･その他、事務全般8:30～17:30
時給換算 860〜900 所在地 熊本市北区⼸削４丁⽬８−１０ 8:30～12:30
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-338-1060 13:30～17:30
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:30～17:30の

間の4時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16638331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

直営店での婦⼈服の販売(急
募)

ワキタ株式会社 交替制あり 〇直営店(舞＆舞大津店)での婦人服販売が主な仕

事です。※ミセス向けの婦人服※原則３人体制で

シフト制での勤務となります。
10:00～18:00

時給換算 930〜960 所在地 岐⾩県岐⾩市三歳町５丁⽬２番地の８ 11:00～20:00
保険： 雇⽤･労災 TEL 058-251-2451
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は10:00～20:00

の間の5時間以上

知識･経験： あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 21010-17532831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

店内販売員 株式会社⼭麓園 ･お茶、健康茶の計量、袋詰め。健康茶の製造助

手。･製造機械の操作やエアーによる清掃作業。･

店内の販売業務補助。主に茶葉などのティーパッ

ク加工機械(自動)の操作や、他の販売スタッフと

一緒に、商品の計量、梱包作業などを担当しても

時給換算 1,000〜1,100 所在地 熊本市東区画図町⼤字所島５８４−１２
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-378-7165
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 9:00～18:00の間の

5時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-17230631 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

介護職員(夜勤専⾨) 合同会社ＲＳサポート 変形(1ヶ月単位) 有料老人ホームにおける夜間介護業務(定員：３

４名)･身体介護･生活援助･見守り16:00～9:00 介護職員初任者研修修了者
時給換算 857〜914 所在地 熊本市東区⻑嶺東５丁⽬３−２６ ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ2級
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-285-5920
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16922131 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

介護職員(急募) ＮＰ０法⼈みらいけあ 交替制あり ･オープニングスタッフとして「ホームホスピス

ｍｉｒａｉｅ」での勤務となります。･定員６名

の少人数での家庭的な雰囲気の中で、入居者の生

活全般のお手伝い(身体的な介護、食事作り、外

出のお手伝い、見守りなど)･ノーリフテイングケ

9:00～16:00
時給換算 900〜933 所在地 熊本市東区花⽴６丁⽬１７番４１号 16:00～0:00
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-273-8689 0:00～9:00
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16924831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

夜勤専従介護職 株式会社ケイアンドワイケアホームふく
ろうの森

変形(1年単位) 老人ホームでの･食事介助･排泄物介助･レクリ

エーションの際の補助･状態観察等
普通⾃動⾞免許

17:00～9:00 介護職員初任者研修修了者
時給換算 1,000〜1,100 所在地 熊本市東区桜⽊３丁⽬７−７
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-234-7607
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16927431 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

介護職員(東区 花あかり) 株式会社颯真 無資格未経験ＯＫ資格取得支援あり。仕事内容：

(施設内での介護業務)･身体介助･生活援助･機能訓

練のお手伝い･レクリエーションの企画、運営な

ど◎応募の際には、ハローワークの紹介状が必要

です。

7:00～16:00
時給換算 1,000〜1,100 所在地 上益城郡益城町惣領１５２６番地２ 8:30～17:30
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-285-1131
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 69歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43011- 1441731 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

介護職員(東区御領 有料⽼⼈
ホーム･デイサービス)

株式会社颯真 熊本市東区御領にある施設での有料老人ホーム･

デイサービスでの介護スタッフの求人です。施設

には約１００名の方が入居されています。＜仕事

内容＞(介護)･起床介助、就寝介助、移動介助、排

泄介助、食事介助、入浴介助、口腔ケア、見守り

7:00～16:00
時給換算 860〜960 所在地 上益城郡益城町惣領１５２６番地２ 8:30～17:30
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-285-1131 11:00～20:00
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 69歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43011- 1442331 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

⽣活相談員/パート 株式会社ハートマップはーとまっぷ桜⽊ デイサービス生活相談員業務及び介護業務･アセ

スメント、モニタリング、通所介護計画書等の作

成･本人、家族、ケアマネ―ジャーとの連絡調整･

入浴介助、レクリエーション、送迎等の業務送

迎：東区･益城町社用車使用

普通⾃動⾞免許

9:00～16:00
時給換算 1,070〜1,370 所在地 熊本市東区桜⽊４丁⽬１７−１３
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-360-0550
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:30～17:30の

間の6時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16857331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

⼀般家庭の清掃サービス 株式会社ダスキンサーヴ九州ダスキン御
領⽀店

変形(1ヶ月単位) ☆一般家庭での定期清掃がメインのサービスで

す。☆２～３名のチームで、水まわり等の汚れを

徹底して落とすお掃除です。☆９時に出社して、

会社の車で移動します。１日１軒～２軒、お客様

宅を綺麗にするお仕事です。(子育て応援求人)＊

普通⾃動⾞免許

9:00～16:00
時給換算 900〜1,000 所在地 熊本市東区御領６丁⽬７−４７ 9:00～13:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-380-9933
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は13:00～16:00

の間の3時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16912631 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

⼀般のご家庭での家事お⼿伝
いサービス

株式会社ダスキンサーヴ九州ダスキン御
領⽀店

変形(1ヶ月単位) ☆一般家庭での定期清掃メインのサービスです。

☆日常の家事(片付け･掃除機がけ･水まわり等)を
お客様宅のお道具を使い１名(２時間)で行うお掃

除です。☆自宅から直行、直帰可能です。(交通費

支給)(子育て応援求人)＊学校行事や希望のお休み

普通⾃動⾞免許

9:00～12:00
時給換算 1,100〜1,300 所在地 熊本市東区御領６丁⽬７−４７ 13:00～16:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-380-9933
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は9:00～16:00の

間の3時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16914131 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

アイリスト ［経験者優遇/未
経験者歓迎］

株式会社ＶＥＩＬプライベートサロン
ヴェール

交替制あり 主な仕事内容はまつげエクステ･まつげパーマ･眉

パーマ。フェイシャルＷＡＸなどの技術取得も可

能。＊バリバリ働きたい！というベテラン経験者

の方も、ブランクがある方も、サロンを一緒に盛

り上げてくださる、熱意のあるスタッフを募集し

9:00～16:00 美容師
時給換算 1,000〜1,500 所在地 熊本市東区下江津３丁⽬１５−１０−１Ｆ 10:00～17:00
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-379-7411
休⽇： ⽕⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は9:00～17:00の

間の5時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16865631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

調理職員(東区 有料⽼⼈ホー
ム 颯真)

株式会社颯真 交替制あり 熊本市東区御領の有料老人ホーム･デイサービス

で、調理を担当していただける方を募集します。

＜仕事内容＞･簡単な調理(温める･刻む･盛り付け

る)･配膳･下膳･厨房、食堂の清掃･食材の発注、

整理とても簡単な調理になりますので、未経験者

5:30～9:30
時給換算 860〜880 所在地 上益城郡益城町惣領１５２６番地２ 9:30～12:30
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-285-1131 16:00～19:00
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 69歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43011- 1415231 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

調理員 調理補助 (急募) めばえ株式会社あおば保育園 保育園において０～就学前園児の給食･おやつ調

理および付随する業務

時給換算 900〜1,000 所在地 熊本市東区桜⽊５丁⽬５番１６号
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-243-0392
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 8:00～17:00の間の

5時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16383831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

調理員 株式会社ケ･セラ ★１日 多２０名(２－６歳未就学児)及び職員

８ー１０名の事業所での調理業務(昼食のみ)★週

４日以上勤務可能な方が大歓迎。★広い調理場･

調理設備完備詳細内容～〇必要な食材の発注〇昼

食の調理〇食洗機での食器洗い〇給食の配膳･下

8:30～15:00
時給換算 900〜1,100 所在地 熊本市東区沼⼭津３−１４−３６
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-360-0938
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16846531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

お弁当･惣菜の調理盛付 合同会社讃岐 ＊お弁当の調理盛り付け、電話の応対、片付け＊

揚げ物を少なく、手作りを中心としたヘルシーな

お弁当の調理、販売をします。＊料理作りが大好

きな方大歓迎

6:30～11:30
時給換算 930〜1,000 所在地 熊本市東区東野１−１−３
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-331-1833
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-17296331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

宿直業務 社会福祉法⼈照敬会 有料老人ホームはっぴぃはうす(１８室)における

宿直業務(１)施設内の巡回業務(１回１０分程

度)(２)電話対応及び文書収受(３)緊急時の連絡対

応等※断続的労働の為、所定労働時間１１時間３

０分(うち実作業時間３０分、手待ち時間１１時

19:00～6:30
時給換算 853〜853 所在地 熊本市東区尾ノ上４丁⽬１１番７０号
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-385-0500
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 18歳以上 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-17224131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

宿直業務(はっぴぃはうす 弐
番館)

社会福祉法⼈照敬会 有料老人ホームはっぴぃはうす弐番館(１８室)に
おける宿直業務(１)施設内の巡回業務(１回１０分

程度)(２)電話対応及び文書収受(３)緊急時の連絡

対応等※断続的労働の為、所定労働時間１１時間

３０分(うち実作業時間３０分、手待ち時間１１

20:00～7:00
時給換算 853〜853 所在地 熊本市東区尾ノ上４丁⽬１１番７０号
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-385-0500
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 18歳以上 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-17227231 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

⾐服の補正及び受付/熊本市東
区

マルシェ株式会社 紳士、婦人のパンツの丈詰め、出しウエスト出

し、詰めジャケットの袖丈詰め、出しスカート、

ワンピースの丈詰め、出し
10:00～19:00

時給換算 900〜1,000 所在地 福岡県福岡市中央区那の津１丁⽬３−５−２

保険： 雇⽤･労災 TEL 092-741-5501
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 不問 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 40010-32254831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

お弁当･惣菜の盛付及び配達 合同会社讃岐 ＊お弁当の盛り付け、配達、回収。電話の応対、

片付け＊配達エリア：主に熊本市東区(職場、病

院、学校)、嘉島町軽のワンボックス車使用

普通⾃動⾞免許

時給換算 900〜1,000 所在地 熊本市東区東野１−１−３
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-331-1833
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 8:00～14:00の間の

5時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-17301331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

サービススタッフ/熊本市東区 株式会社サニクリーン九州 マット、モップ、空気清浄機、浄水器などの当社

レンタル商品の集配とおすすめ活動担当するエリ

アでのルートセールス＊取引先は一般企業です。

(会社、飲食店、小売店、美容室、病院、工場な

ど)(集配)１日平均３０軒のお取引先を訪問し、ご

普通⾃動⾞免許

9:00～16:00
時給換算 1,485〜1,485 所在地 福岡県福岡市博多区半道橋１丁⽬１７−４１

保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 092-474-0084
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 40010-33443831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

事業所の清掃 株式会社ダスキンサーヴ九州ダスキン御
領⽀店

変形(1ヶ月単位) ☆エアコンクリーニング･フローリングワックス

等事業所の定期清掃やハウスワイドを２～３名で

行うお仕事です。※未経験者でもベテランスタッ

フが丁寧にレクチャー致します。信頼のプロのお

掃除の技術を取得しませんか♪

普通⾃動⾞免許

9:00～17:00
時給換算 950〜1,100 所在地 熊本市東区御領６丁⽬７−４７
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-380-9933
休⽇： 祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は9:00～17:00の

間の7時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16916831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

衛⽣管理･害⾍駆除 株式会社ダスキンサーヴ九州ダスキン御
領⽀店

変形(1ヶ月単位) ☆飲食店等の衛生管理業務及び、害虫予防･点検

作業※未経験者でもベテランスタッフが丁寧にレ

クチャーするので安心です♪

普通⾃動⾞免許

9:00～17:00
時給換算 1,100〜1,100 所在地 熊本市東区御領６丁⽬７−４７
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-380-9933
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16909231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

⾷器洗浄及び清掃 医療法⼈社団ピネル会ピネル記念病院 厨房給食業務･食器洗浄･清掃

16:15～19:15
時給換算 865〜920 所在地 熊本市東区佐⼟原１丁⽬８−３３
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-365-1133
休⽇： 他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:30～13:30の

間の3時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市東区 求⼈番号： 43010-16782431 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

看護師 医療法⼈むすびの森(あきた病院) ･搬送時の看護業務･病棟看護業務など 普通⾃動⾞免許

9:30～15:00 看護師
時給換算 1,200〜1,200 所在地 熊本市南区会富町１１２０番地
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-227-1611
休⽇： ⽇他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 不問 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17107731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

看護職員/リハビリデイみなみ 有限会社まごころサービス ＊デイサービスにおける看護職員、介護職員業

務、それらに付随する業務全般＊残存機能の維

持･改善をご利用者に楽しんでいただきながら進

めているデイです。＊送迎有り(南区中心、社用

車使用)

9:00～16:00 看護師
時給換算 1,000〜1,100 所在地 熊本市南区南⾼江５丁⽬１−５６ 准看護師
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-357-4600
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:30～17:30の

間の4時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-17047931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

看護師(訪問看護)/熊本市(い
きいきらいふ熊本)

アイティーアイ株式会社 交替制あり ■正式名称：訪問看護ステーションいきいきらい

ふ熊本＊病気や障害を持った方が住み慣れた地域

やご自宅で、その方らしく安心した生活ができる

ように看護師･理学療法士がご自宅を訪問して療

養生活を支援します＊特に医療依存度の高い方

普通⾃動⾞免許
看護師

時給換算 1,280〜1,280 所在地 ⻑崎県⻑崎市興善町６−７
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 095-821-2111
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 8:30～17:30の間の

2時間以上

知識･経験： あれば尚可
年齢： 20歳〜59歳 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 42010- 9534931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

栄養⼠ 株式会社シンパクトケアサポートメロン □住宅型有料老人ホームでの献立作成および調理

業務＊「笑顔いっぱい･楽しさいっぱい」の事業

所です。自分自身の「やりがい･生きがい」を見

出し、感じながら高齢者の方々の「暮らし」を一

緒に「創って」いきましょう。※住宅型有料老人

8:30～17:30 栄養⼠
時給換算 900〜950 所在地 熊本市南区⽇吉２丁⽬３番８４号
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-288-3639
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:30～17:30の

間の3時間以上

知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16369531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

受付 うえだ⻭科医院上⽥孝夫 ･受付業務(患者様への対応)、電話応対。･医院内

外の清掃環境美化整理等。･器具の準備、滅菌、

整理、清掃。･診療の準備。＊長期勤務を希望す

る方を歓迎します。

14:30～18:30
時給換算 870〜900 所在地 熊本市南区城南町⼤字隈庄８０６−１
保険： 雇⽤･労災 TEL 0964-28-4848
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43080- 2724331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

ヘルパー(世話⼈兼⽣活⽀援
員)(熊本市)/パート

ＦａｎｄＳ株式会社 (夜勤なし)○共同生活における相談対応(必要に応

じて、各種生活支援･支援記録作成･支援方針検討

なども含む。支援レベルは、利用者さんの状況に

より異なります)○服薬等の各種支援、内職におけ

る就労支援、通院、買物、外出の付添いなど。

時給換算 1,050〜1,375 所在地 千葉県⼋千代市⾼津４１５−１
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 047-458-1230
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 7:00～22:00の間の

4時間以上

知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 12090- 8359931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

職業指導員 株式会社そよ⾵ 障がい者の作業(訓練)支援･施設外就労への送迎を

行い、指導や作業の手伝いを行う･作業は野菜の

袋入れなど

普通⾃動⾞免許

時給換算 900〜1,100 所在地 熊本市南区⾺渡２丁⽬３−２９
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-285-8498
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 9:00～18:00の間の

6時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 65歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43010-16705831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

アイリスト［⻄熊本店］ 株式会社ビーウェイ ＊まつ毛エクステ、まつ毛カール等の業務(お客

様のカウンセリングをする場合もあります。)＊
受付業務、電話対応(予約の受付等)＊器具の管理

や手入れ、備品の管理＊清算業務☆当社はノルマ

制ではありません。☆手に職をつけられるお仕事

美容師
時給換算 1,000〜2,000 所在地 ⼋代市千丁町古閑出２４６１−５
保険： 雇⽤･労災 TEL 0965-46-2288
休⽇： ⽉他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 9:00～19:00の間の

5時間程度

知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市南区 求⼈番号： 43020- 2717931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

正看護師(救急外来) 医療法⼈朝⽇野会朝⽇野総合病院 ･救急外来での看護業務･オペ室業務＊各部署での

指導、プリセプターのサポートを通じ、スムーズ

に臨床現場に適応できるよう支援します。また、

クリニカル･ラダー制を導入し、各個人の実力を

着実に伸ばせる指標を設けています。『長期療養

9:00～13:00 看護師
時給換算 1,050〜1,450 所在地 熊本市北区室園町１２−１０ 8:30～15:30
保険： 雇⽤･労災･財形 TEL 096-344-3000 9:00～16:00
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:30～17:30の

間の4時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17275831 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

准看護師(救急外来) 医療法⼈朝⽇野会朝⽇野総合病院 ･救急外来での看護業務･オペ室業務＊各部署での

指導、プリセプターのサポートを通じ、スムーズ

に臨床現場に適応できるよう支援します。また、

クリニカル･ラダー制を導入し、各個人の実力を

着実に伸ばせる指標を設けています。『長期療養

9:00～13:00 准看護師
時給換算 970〜1,220 所在地 熊本市北区室園町１２−１０ 8:30～15:30
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-344-3000 9:00～16:00
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:30～17:30の

間の4時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17281131 採⽤⼈数： 3⼈ 雇⽤形態： パート
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

准看護師･正看護師 ⾼⽊クリニック内科･消化器内科 外来看護師業務全般(内視鏡あり)＊内視鏡未経験

者でもＯＫ！親切指導致します。14:00～18:00 准看護師
時給換算 1,000〜1,400 所在地 熊本市北区清⽔岩倉１丁⽬１−１１ 看護師
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-344-3111
休⽇： ⽊⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は14:00～18:00

の間の3時間程度

知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16812531 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

准看護師･正看護師 ⾼⽊クリニック内科･消化器内科 外来看護師業務全般(内視鏡あり)＊内視鏡未経験

者でもＯＫ！親切指導致します。8:30～18:00 准看護師
時給換算 1,000〜1,400 所在地 熊本市北区清⽔岩倉１丁⽬１−１１ 9:00～17:00 看護師
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-344-3111
休⽇： ⽊⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は9:00～18:00の

間の6時間程度

知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16813431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

半⽇型デイサービス(リハビリ
担当)理学療法⼠など

株式会社ＥＭＩＡＳ ○リハビリスタッフ業務(主な仕事内容)･運動やリ

ハビリに特化したフットネス型デイサービスです

(定員３５名)。健康寿命の延伸のため、予防リハ

や生活期リハの提供をしています。･機能訓練指

導員として、個別リハビリの実施(半日で５名程

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30 理学療法⼠
時給換算 1,500〜1,500 所在地 熊本市北区⼸削４丁⽬８−１０ 作業療法⼠
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-338-1060
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16825931 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

１⽇型デイサービス(リハビリ
担当)理学療法⼠など

株式会社ＥＭＩＡＳ 交替制あり リハビリスタッフ業務＊機能訓練指導員として、

個別リハビリの実施、生活状況のアセスメント等

を主な業務として行います。＊送迎業務あり(熊
本市)

普通⾃動⾞免許
理学療法⼠

時給換算 1,500〜1,500 所在地 熊本市北区⼸削４丁⽬８−１０ 作業療法⼠
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-338-1060
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 8:30～17:30の間の

4時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16830731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

⻭科衛⽣⼠ たなか⻭科医院 歯科外来の衛生士業務･診療アシスト･医療器具の

メンテナンス、器具洗浄、滅菌･予約対応･在庫管

理＊衛生士がすでに多数在籍。完全週休２日制･

年２回賞与支給予定８月･正月に長期休暇あり。

子育て世代の方も大歓迎です。急なシフト変更に

⻭科衛⽣⼠
時給換算 1,200〜1,300 所在地 熊本市北区⿓⽥８丁⽬２０−６１
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-338-0011
休⽇： ⽇祝他(その他) 雇⽤期間： 常⽤ 9:00～19:00の間の

4時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16911331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

⼊浴介助専⾨助⼿ 医療法⼈室原会菊南病院 交替制あり 入浴介助業務入院患者様に対しての入浴介助(機
械浴含む)(研修期間有)未経験の方もチームでしっ

かりサポートします。自由にご利用頂けるウォー

ターサーバーを設置しています。

9:00～13:00
時給換算 1,050〜1,050 所在地 熊本市北区鶴⽻⽥３丁⽬１ー５３ 13:00～17:00
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-344-1711 9:00～17:00
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17077431 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

⼀般事務 株式会社ＪＧＲＥＥＮフーズ ･伝票入力などのＰＣ操作(Ｗｏｒｄ･Ｅｘｃｅｌ

の操作)･電話応対･来客対応･その他、上記に付随

する業務＊内勤のみのお仕事です。○応募にはハ

ローワークの紹介状が必要です
時給換算 900〜900 所在地 熊本市北区植⽊町滴⽔１６８２番地１
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-272-7557
休⽇： ⽔⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 8:00～17:00の間の

6時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43030- 4700331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

事務 中尾社会保険労務⼠事務所 ･社会保険、労働保険手続き関係(得喪データ入

力)･データの作成、管理、郵送

時給換算 950〜1,000 所在地 熊本市北区⾼平１丁⽬１−２０
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-356-2751
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 8:30～17:30の間の

6時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16864331 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

病棟事務 医療法⼈朝⽇野会朝⽇野総合病院 ･病棟診療事務の補助(伝票整理他)･患者様やご家

族等の対応･電話応対･その他、指示業務＊未経験

の方にも指導いたします。＊パソコンスキルは不

要です

9:00～16:00
時給換算 870〜890 所在地 熊本市北区室園町１２−１０
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-344-3000
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:30～17:30の

間の6時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17283831 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

⼀般事務 医療法⼈朝⽇野会朝⽇野総合病院 ･医局の庶務業務･医師の事務補助(パソコン入力

作業等)･他、関連業務＊未経験の方にも基本的な

業務から指導いたします。
8:30～14:30

時給換算 870〜920 所在地 熊本市北区室園町１２−１０ 8:30～13:00
保険： 雇⽤･労災･財形 TEL 096-344-3000 9:00～13:00
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は8:30～17:30の

間の5時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17297631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

受付･医療事務 医療法⼈社団下⽥会 交替制あり ･オルカによる診療報酬の請求業務･受付および会

計業務※紙カルテを使用しています。＊ブランク

のある方も歓迎します。
8:20～17:20

時給換算 1,000〜1,100 所在地 熊本市北区鶴⽻⽥３丁⽬１４番２３号 9:00～18:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-345-5015 8:20～12:30
休⽇： ⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 必須
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17092431 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
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職種/賃金/保険等 求人者/雇用期間等 就業時間 仕事の内容 必須資格・経験等

職
種

夜勤専従員 社会福祉法⼈熊本菊寿会特別養護⽼⼈
ホームさわらび

グループホームにて夜勤業務。月４～１０回の勤

務可能
普通⾃動⾞免許

16:30～9:30
時給換算 1,020〜1,550 所在地 熊本市北区⼸削４丁⽬８−１
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣ TEL 096-386-3855
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 64歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16325031 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

デイケア介護職 医療法⼈社団下⽥会 デイケアでの介護業務･送迎、見守り、機能訓練

補助、レクリエーション･入浴介助、排せつ介助

＊定員： 大２５名

普通⾃動⾞免許

8:30～17:00 介護職員初任者研修修了者
時給換算 950〜1,000 所在地 熊本市北区鶴⽻⽥３丁⽬１４番２３号
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-345-5015
休⽇： ⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： あれば尚可
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17090231 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

世話⼈ 社会福祉法⼈わくわく ･グループホーム利用者の食事作り(朝、夕：各４

食)･台所、居間など共有スペースの掃除･相談等

の生活支援＊男性利用者の増加による募集です
7:00～11:00

時給換算 1,110〜1,160 所在地 熊本市北区⿓⽥９丁⽬２番２１号 16:00～22:00
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-338-4213
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 69歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17181731 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

栄養科調理員 医療法⼈朝⽇野会朝⽇野総合病院 ･給食の調理･配膳･洗浄作業等＊朝、昼、夕各３

６０食程度＊未経験者にも基本的な業務から段階

的に指導します。『長期療養中の方を雇用する場

合は、治療と仕事が両立できるよう配慮いたしま

す。』

9:00～14:00
時給換算 900〜1,000 所在地 熊本市北区室園町１２−１０ 9:00～16:00
保険： 雇⽤･労災･健康･厚⽣･財形 TEL 096-344-3000 9:00～18:00
休⽇： ⼟⽇祝他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 又は9:00～19:00の

間の4時間以上

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17288331 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

調理補助 兼 接客 株式会社ＳＥＩＫＡ 交替制あり ･お弁当の調理補助(下処理、盛り付け等)･来店さ

れたお客様のご注文受付やお会計など･その他、

上記に付随する業務＊応募にはハローワークの紹

介状が必要です。ただし、オンライン自主応募の

場合は、ハローワークの紹介でないため、不要で

7:00～13:00
時給換算 900〜900 所在地 熊本市北区植⽊町岩野６４−２ 8:00～14:00
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-240-3234
休⽇： ⼟⽇祝(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 不問 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43030- 4706231 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

守衛受付 医療法⼈朝⽇野会朝⽇野総合病院 交替制あり ･守衛業務･窓口受付業務･電子カルテの簡単な入

力･救急車の運転(年に数回)(慣れるまで同乗して

指導します。)･その他、上記に関連する業務＊未

経験の方にも指導いたします

普通⾃動⾞免許

23:30～8:30
時給換算 880〜880 所在地 熊本市北区室園町１２−１０ 17:30～23:30
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-344-3000 13:00～17:30
休⽇： 他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 18歳〜59歳 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-17300731 採⽤⼈数： 2⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

配達 株式会社ＪＧＲＥＥＮフーズ ･熊本県内外へ青果物の配達(２トントラック･軽

トラック･軽自動車使用)主に、病院、介護施設、

食品会社等への納品になります。･上記に付随す

る業務※未経験の方も丁寧に指導致しますので、

安心してご応募下さい。※室内作業上はエアコン

準中型⾃動⾞免許
時給換算 900〜900 所在地 熊本市北区植⽊町滴⽔１６８２番地１
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-272-7557
休⽇： ⽔⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 8:00～17:00の間の

5時間程度

知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43030- 4680631 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
職
種

清掃スタッフ(パート) 株式会社ＥＭＩＡＳ リハビリ特化型デイサービス(定員３５名)清掃、

フィットネス型の運動や自立支援のサポートをす

る仕事です。＊送迎業務あり

普通⾃動⾞免許

8:30～17:30
時給換算 860〜860 所在地 熊本市北区⼸削４丁⽬８−１０
保険： 雇⽤･労災 TEL 096-338-1060
休⽇： ⼟⽇他(毎週) 雇⽤期間： 常⽤ 知識･経験： 不問
年齢： 59歳以下 就業場所： 熊本市北区 求⼈番号： 43010-16834131 採⽤⼈数： 1⼈ 雇⽤形態： パート
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ＩＤ検索で友達追加

LINEの「友だち追加」から、ID検索するか QRコードをスキャンしてください♪

ハローワーク熊本（熊本公共職業安定所）

企業説明会、面接会、各種セミナーなどのイベント情報を掲載♪

マザーズハローワーク 及び

くまもと新卒応援ハローワーク

のご案内

職業訓練情報を掲載♪

求人検索ができます♪
（ハローワークインターネットサービス）

毎週木曜日発行
求人情報誌を掲載♪

LINE 公式アカウント
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