手掛けています。熊本市中心部にあ

ータを制作。また、熊日の新聞掲載写

ける出版物は約50点。県内の書店や

る「 び ぷ れ す 熊 日 会 館」に 熊 日 生 涯

真や過去の思い出新聞のプリントサ

コンビニ、ウェブサイトなどを通じ

学習プラザを開設し、ここで年間約

ービス、金婚夫婦表彰写真パネルや

て販売しています。また、釣り専門誌

200を超える講座を開講。また、付設

オンデマンド印刷機による名刺印刷

「熊日釣りタイム」を定期発行してい

する「熊日事業センター」では熊本日

にも対応し、個人のお客様に対する

日新聞社と協力し、熊日学童五輪や

サービスも展開しています。

ます。

学童スケッチ展などさまざまなイベ
ントを運営しています。

rm

【本社】
〒860‐0827 熊本市中央区世安1‐5‐1
TEL 096
（361）3244 FAX 096
（361）
3249
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制作・発売しています。1 年間に手掛

pa

活応援紙すぱいす、出版物の印刷デ

m

用し、熊本日日新聞の特集紙面や、生

会、スポーツイベントなどの運営を

co

た講座を開催したり、各種文化講演

て制作する自費・受託出版物を編集・

he

や、企業・団体・個人から依頼を受け

tt

最新の PC 機器・ソフトなどを活

ou

趣味やビジネス、資格取得に向け

ab

熊本日日新聞社から発行する書籍

n

印刷物等のデータ制作、新聞掲載紙面・
写真のプリントサービス

io

熊日プリンテクス

講演会・各種セミナー・イベント等の
開催、資格講座等の運営

熊日サ ービス開発は

出版物の企画・編集・制作・販売

セミナー ･ 企画事業

熊本の文化 をまじめ に考える会社です︒

熊日出版

【熊日生涯学習プラザ】
〒860‐0845 熊本市中央区上通町2‐32
TEL 096
（327）3125 FAX 096
（327）3159
U

R

設
資

本

L

www.kumanichi-sv.co.jp

立

昭和48年
（1973年）
８月

金

1,000万円

年間売上高

6億6,210万円
（2021年度）

従 業 員 数

85名

採用情報の
QRコードです
エントリーを
お待ちしています

採用に関するお問い合わせ
jsomu@kumanichi-sv.co.jp

会 社 案 内
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気は優しくて力持ちな荒木さん
は、と に か く 存 在 感 が デ カ い！
マイクを握れば瞬時に笑顔とな
り、しゃべりもパーフェクト、ま
さに立て板に水です!!

ク オ リ テ ィ ー 高 い、組 版 の
スペシャリスト。黙々と仕事
をこなす姿が、カッコ良すぎ
ます!!

セミナー・企画事業部

3 つの部門を柱に

荒木 美雄さん
わたしの一日
9：00〜 講座準備
（教室設営、講師との打ち合わせなど）
10：00〜 講演会用シナリオ作成
12：00〜 午後の講座準備
12：30〜 ランチ
13：30〜 企画会議
15：30〜 講演会準備
（zoom配信確認など）
16：00〜 講師との打ち合わせ
17：00
退社

現在の仕事内容について
カルチャーセンター「熊日生涯学習プラザ」で業務にあたっています。新規講座の企画・
立案以外にも「熊日名人寄席」や「ダンスパフォーマンス」などのイベントも立ち上げから
行っています。

さまざまな事務処理をテキパキ
とさばく経理のプロ！ 社員の
仕事とやる気を笑顔で支える
『縁の下の力持ち』。

interview
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総務部

小松 亜希子さん

interview
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DTP部「熊日プリンテクス」

松原

熊本の文化を
まじめに考える
クリエーター集団
熊日サービス開発は、各種講演会や

ーサーであったり、本の編集者であっ

講座の運営を行う「セミナー・企画事

たり、情報誌のデザイナーであったり

業部」、書籍の編集・制作を行う「熊日

…。この職種の広さこそが我が社の強

出版」、印刷物などの組版を行う「熊日

みです。色々な職種があるからこそ、

プリンテクス」の ３ つの部門を柱に

個性や能力を見いだし、伸ばしてくれ

事業展開を行っています。部門ごとの

る可能性を含んでいます。我が社の多

業務内容は大きく異なり、職種は多岐

彩な事業展開は、きっとあなたの希望

にわたっています。イベントプロデュ

に応えてくれるはずです。

司さん

わたしの一日
9：30〜
13：00〜
14：00〜
15：00〜
15：30〜
16：00〜
17：30

制作業務
ランチ
ライターとの打ち合わせ
会議
オンデマンド印刷
制作業務
退社

現在の仕事内容について
熊本日日新聞社が発行している「生活応援紙・すぱいす」
の紙面や、地場企業が発行する
「情報誌」の制作を担当しています。締め切りが迫る中、ミスを起こさないよう「早く・正確
に」をモットーに業務に取り組んでいます。

天真爛漫！ 超スピーディーな
編集者。家族とロアッソをこよ
なく愛し、スポーツトークの熱
量がすごい !!

interview
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出版部
「熊日出版」

櫛野 幸代さん

わたしの一日

わたしの一日

9：00〜 ミーティング
9：15〜 経理業務
10：30〜 講演会受付（出欠確認、入金確認）
12：00〜 ランチ
13：00〜 月末締め作業準備
15：00〜 自動販売機メーカーとの打ち合わせ
16：00〜 経理業務
17：00
退社

総務部長

井上 智子

当社は熊日グループの一員として1973年に創
立、2023年 ８ 月に
「創立50周年」を迎えます。現
在の従業員数は約90名。決して大きい会社ではあ
りませんが、一人ひとりが、コツコツと仕事に向き
合い、熊本の文化発展を真面目に考え行動していま
す。好奇心旺盛な方、自由な発想を持つ方…私たち
と一緒に様々な事にチャレンジしてみませんか？

現在の仕事内容について
毎日伝票とにらめっこしながら、細かい数字をチェックしていきます。また、各種講演
会の受付などの業務も行っています。一緒に働くスタッフに気持ちよく仕事をしてもら
えるよう常に
「笑顔」
を心掛けています。

先輩からのメッセージ
セミナー・企画部事業部

9：00〜
11：00〜
13：00〜
14：00〜

人事担当者からのメッセージ

15：00〜
16：00〜
17：00

編集作業
個人のお客様訪問（ヒアリング）
ランチ
午前の打ち合わせを元に出版ま
でのスケジュール作成
編集会議
（出版部全体の編集状況
やサポート体制の確認など）
資料収集・編集・校正作業
退社

現在の仕事内容について
企画本の「熊日の本」、自伝や句歌集、地場企業の「社史」といった
「自費・受託出版」など、
担当している書籍のジャンルは多種多様です。相手のお話にじっくり耳を傾け、編集作業
を進めます。
出来上がった本を手にする時の感動は何事にも代え難いものです！

充実の福利厚生で、長く安心して働けます !
浦田 智美さん

学生時代の経験を生かし、イベントなどの企画をし
たくて入社しました。
「地域社会のニーズに応える企画
を考えるぞ！」と意気込んでいたものの、実際にはなか
なか難しくて…。でも新しいモノ・コトを見つける楽し
さをたくさん経験しています。
難しいことにも直面しましたが、そんなときに手を
差し伸べてくれるのが経験豊富な先輩方。自由な発想
で働くことができるのも、そんな先輩方の懐の深さが
あってのことだと実感しています。

出版部

田中 和愛さん

出版編集の仕事は思っていた以上に「自分の創造力」が
試される場所でした。書籍に使う紙やデザインを自分で
決めることが多く、ものづくりの楽しさに毎日ワクワク
しています。その半面、著者の要望と、読者の 読みたい
に応えなければというプレッシャーも…。しかし、周りの
先輩編集者に助けられながら、本一冊一冊に向き合って
います。
仕事を通して、知らない分野や関心のなかったジャン
ルにも詳しくなれるので、貪欲な私には一石二鳥。自分自
身の成長にもつながっていると思います。

諸手当

残業手当／通勤手当／食事手当など

昇

給

年 1 回（ 4 月）

賞

与

年 2 回（ 6 月・12月）
9 時〜17時（実働 7 時間・休憩60分）

勤務時間

但し、
シフト勤務の職場では複数の勤務パターン有
（最も遅い時間帯＝13時〜21時）

休日・休暇

原則として、日・祝日、土曜日は隔週
年次有給休暇／特別有給休暇（慶弔・リフレッ
シュ・年末年始など）／産前産後休業／育児休
業／介護休業／育児休暇など

福利厚生
社内制度

社会保険完備／定期健康診断／総合福祉
団体定期保険／社内親睦会／退職金

