
この求人情報誌はR3.8.10～R3.8.25までにハローワークで受け付けた求人で、

就業場所が阿蘇市、小国町、南小国町、産山村、高森町、南阿蘇村のものを掲載しています。

●仕事内容の欄は、文字数の関係ですべて表示されていないものもあります。

詳細はハローワーク求人票をご確認下さい。

●応募希望の求人がありましたら、ハローワークで紹介状を交付しますので、是非お越

しください。

●この求人情報誌に掲載した後に、募集内容の変更、募集が終了している場合があります

ので、あらかじめご了承ください。

●事業所への直接のお問い合わせはご遠慮下さい。

ハローワーク

インターネットサービス

求人情報誌PDF版を

公開してます↓

※土日祝日と重なる場合は、
ずれこむことがあります。

次回発行予定日

9月16日（木）

■新着求人（フルタイム・パート）

■医療・福祉事業所説明会の開催について

■生産工程・サービス・事務販売

！

※ハローワークで紹介状の交付前に直接応募された場合は、紹介状の交付ができず、

ハローワークの紹介で就職したことになりませんので、ご注意ください。



＊就職支援セミナー受講希望の方は
窓口にお尋ね・またはお電話ください。

9/1 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ③看護のお仕事相談

2 木

3 金 ①就職支援セミナー

6 月

7 火

8 水 ④あそサポステ就労相談会

9 木

10 金

13 月

14 火 ②医療・福祉事業所説明会

15 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ⑤福祉のお仕事相談会

16 木

17 金

21 火

22 水

24 金

27 月

28 火 ②医療・福祉事業所説明会

29 水

30 木

②医療・福祉事業所説明会については予定が

追加されることがあるのでお尋ねください

      

ハローワーク阿蘇　相談会などの予定

①就職支援セミナー
・約2時間（14時～16時程度まで）
・ハローワーク阿蘇2階 会議室
定員：約20名（先着順）

☆内容☆仕事探しのポイント。
応募書類作成・面接の事前準備・
想定問答など

☆雇用保険受給者の方は、
求職活動にカウントされます。

②医療・福祉事業所説明会
・毎週火・水（9：00～11：00）
・ハローワーク阿蘇２階会議室

☆雇用保険受給者の方は、
求職活動にカウントされます。

③看護のお仕事相談
・第1水曜日（10：30～15：00）
・ハローワーク阿蘇１階
☆仕事探し、進路、資格取得、

仕事の悩み、技術研修等など

【熊本県看護協会 熊本県ﾅｰｽｾﾝﾀｰ】

④あそサポステ就労相談会
・第2水曜日（10：00～15：00）
・ハローワーク阿蘇１階
★仕事・就職に関するご相談
★職場見学・体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利用
たまな若者サポートステーション

⑤福祉のお仕事相談会
・第３水曜日（10：30～15：00）奇数月
・ハローワーク阿蘇１階
☆福祉の仕事の内容

資格取得についてなど

熊本県社会福祉協議会
熊本県福祉人材・研修センター



変形（1年単位） 一級建築士
①8:00～17:30 二級建築士

２級建築施工管理技士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1978 保険:雇･労･健･厚
従業員数:24人 月給制　:月額300,000円～385,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1489811 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1978 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(建
２級土木施工管理技士

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島市中央町10番地　キャンセビル6Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:121人 月給制　:月額220,000円～370,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 46010-26720511 就業場所:熊本市/八代市/阿蘇市付内いずれか 週休2日制:毎週 経験:必須(＊土木工

２級土木施工管理技士

①8:30～17:15 １級土木施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島市中央町10番地　キャンセビル6Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:121人 月給制　:月額270,000円～470,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 46010-26721411 就業場所:熊本市/八代市/阿蘇市付内いずれか 週休2日制:毎週 経験:必須(＊土木工

変形（1年単位） １級土木施工管理技士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:57人 月給制　:月額230,000円～410,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1472211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） １級土木施工管理技士

①8:00～17:00 ２級土木施工管理技士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字一関801-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:34人 月給制　:月額250,000円～300,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1446811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関801-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1567-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額250,000円～350,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1465411 就業場所:阿蘇市黒川1567-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1567-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額250,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1466011 就業場所:阿蘇市黒川1567-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(自

職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

フルタイム
B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

自動車整備士

（経験者）

雇用期間の定めなし

(有)総合自動車

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

土木技術者

（経験者）

(株)コバルト技建

鹿児島支店

自動車鈑金・塗

装工（経験者）

雇用期間の定めなし

(有)総合自動車

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

土木施工管理

雇用期間の定めなし

(株)丸立

建築技術者

雇用期間の定めなし

(株)橋本建設

土木技術者

（ー級）

雇用期間の定めなし

(株)藤本建設工業

土木技術者

（経験者）

(株)コバルト技建

鹿児島支店

＊建築工事現場事務所において工事管理
・基礎～仕上がりまでの管理
＊監督/施工図や工事関係の書類を作成
・官公庁や機関への提出書類の作成
（提出書類等はパソコン使用となります）
＊工事現場ｴﾘｱは熊本市近郊及び阿蘇郡市

○公共工事の土木施工管理業務

○発注者サイドの支援をする業務

＊年度更新

○公共工事の土木施工管理業務

○発注者サイドの支援をする業務

＊年度更新

＊土木工事の施工管理全般
・土木工事（公共工事）に関する現場
での施工管理、及び監督

・現場における人員の管理
・打ち合わせ業務
・工事に関する書類作成、及び提出等

＊土木工事の施工管理、公共工事
に関する現場での施工管理。

・工事の安全管理、パソコン等での工程、
品質、出来形などの書類作成等

＊工事現場は、阿蘇管内、大津、菊陽
方面、熊本市内

＊自動車鈑金・塗装の塗装がメイン。
小さいｷｽﾞ・凹み～事故車修理まで対応
※ジグ式修正機、高張力鋼板対応ｽﾎﾟｯﾄ
溶接機等々、設備完備してます。

※九州運輸局指定整備工場も併設、最新
の自動ﾌﾞﾚｰｷ搭載車等にも整備に対応。

＊軽自動車～中型トラックまでの
全メーカー、車検・点検・修理。

※九州運輸局指定/特定整備認証取得工場で
す。これからの自動運転車に対応して
いく為に、日々必要な資格・設備・工具
を導入し研修に参加しています。

・介護及び看護業務
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:00～17:00 准看護師
②9:00～18:00

求人:２人 ③12:00～21:00 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市東区戸島西1丁目23-63 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額186,000円～394,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43010-24359411 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1493-1 週休2日制:その他 経験:不問
栄養士

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:88人 月給制　:月額224,591円～254,591円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1410911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(集
変形（1ヶ月単位）

①8:15～17:30
②7:00～16:00

求人:２人 ③16:00～9:00
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

阿蘇市三久保715番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額188,400円～249,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1434611 就業場所:阿蘇市三久保715番地 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:30～20:00
②6:30～20:30

求人:１人 ③12:00～21:00
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1430511 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1431411 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 介護福祉士
①8:30～18:00 精神保健福祉士
②5:00～14:00 社会福祉士

求人:２人 ③6:00～15:00 あれば尚可
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1432011 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

菊池郡大津町大字引水789番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:345人 月給制　:月額160,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030- 7878511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4507ー7 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

指導員（地域活動

支援センター）

雇用期間の定めなし

(福)立正福祉会

高森寮

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ世話人

・生活支援員

雇用期間の定めなし

(福)立正福祉会

高森寮

一般事務

（阿蘇営業所）

雇用期間の定めなし

(株)中九州クボタ

生活支援員

雇用期間の定めなし

(福)立正福祉会

高森寮

看護業務

／縁がわ小国

雇用期間の定めなし

(特非)

コレクティブ

生活支援員

雇用期間の定めなし

(福)蘇幸会

障害者支援施設

たちばな園

栄養士

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

・介護及び看護業務
・送迎＊送迎エリア：小国町、南小国町
（社用車使用）
※定年年齢以上の方も経験/体力面を確認の
上ではありますが、求人票と同一条件/での
採用が可能です。ご相談ください。

・献立作成・食材発注、食材費管理
・食事管理/栄養管理等日誌/報告書作成
・調理補助業務
＊朝、夕食、各７０食、昼食９０食程度
（職員含む）及び宅配弁当
（１日２０～３０食程度）

・身体に障がいをお持ちの70名の利用者
様の食事/入浴/排泄等のお世話です。

（介護記録等のパソコン入力有り）
・利用者様の買物の代行にて普通車を
使用します。＊パートでの応募も可能
です。ご相談下さい。

・食事作り、食材の購入：施設の車使用
・食事提供・入浴、洗濯支援
・外出(外食/喫茶等/買い物)の付き添い
＊利用されている方は、男女共に年齢
３０歳～６０歳位迄の方です
身体的な介護業務はありません。

・朝・夕の送迎・日中活動（クッキング
・ウォーキング・生け花等）
・昼食・間食の提供支援
・後片付け・入浴介助支援
＊利用される方の地域生活支援や相談に
応じてｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞや助言を行います。

・入浴、食事等の介助
・外出（買い物、ドライブ等）への同行
・歩行訓練リハビリ、音楽活動等の支援
＊夜勤(月/3回程度)＊深夜勤(月/1～2回)
夜勤の仕事：緊急時の対応/排せつ介助等
３名体制で１８０分の休憩あり。

・伝票処理（起票、入力、その他）
・電話応対、来客対応・小口現金管理
・営業サポートシステム入力
・銀行業務⇒外出有り
（自家用車：ガソリン代別途支給）
・その他、上記に付随する業務

・部品材料の受注、発注業務
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:15～17:15

求人:１人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森2141-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額147,408円～147,408円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 1479111 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-4 週休2日制:毎週 経験:必須(基本的な
変形（1ヶ月単位）

①8:15～17:15 普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:44歳以下

阿蘇郡高森町高森　1978-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 月給制　:月額145,000円～155,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1452111 就業場所:阿蘇郡高森町高森　1978-2 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川1488-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:14人 月給制　:月額135,000円～155,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1451911 就業場所:阿蘇市黒川1488-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:57人 月給制　:月額163,000円～210,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1473511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(・
日商簿記２級

①8:30～17:00 日商簿記３級
②8:30～12:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地1452-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額160,000円～190,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1421211 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1452-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2141-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:120人 時給制　:月額159,650円～159,650円 休日:土日他 学歴:高校以上
正社員以外 43090- 1475011 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-3 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①8:00～17:00
②11:00～20:00

求人:１人 ③9:00～18:00
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市東区御領2丁目27-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:180人 月給制　:月額146,000円～146,000円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 43010-23810711 就業場所:阿蘇市黒川1478番地1 週休2日制:その他 経験:必須(基本的な

営業事務

／阿蘇駅前店

(株)トヨタ

レンタリース熊本

営業事務

（内勤）

(株)伊澤製作所

資格:不問

税務会計事務

雇用期間の定めなし

渡邉澄雄

税理士事務所

一般事務

雇用期間の定めなし

協同組合　高森

ショッピングセン

ター

事務職

雇用期間の定めなし

(株)九州トリック

ス　高森工場

経理事務

／一般事務

雇用期間の定めなし

(株)藤本建設工業

医療事務

（調剤薬局）

雇用期間の定めなし

(株)アスリード

資格:不問

・部品材料の受注、発注業務
・台帳入力業務・在庫管理
・部品の梱包/出荷業務・来客/電話応対
・事務所内外の清掃等
＊山鹿、大津方面へ納品をお願いする事
もあります。（社用車を使用）

＊経理事務業務
会計ｿﾌﾄを使用した売上金の伝票処理
各種預かり金の現金管理

＊書類作成
パソコン操作、ワード/エクセルを使用

・調剤薬局においての受付
・患者様への対応
・処方によるﾊﾟｿｺﾝ入力・データ管理
・レセプト管理、納品書、請求書の整理
・現金管理・薬剤師の補助業務
・薬局内外の清掃

・書類整理・電話対応・来客対応
・支払業務・経営審査の書類作成
・その他の書類作成・整理等
・会計ソフト入力/エクセル使用
・社用車での外出（郵便局、銀行等）が
たまにあります。

・レンタカーの貸出や返却応対の接客
・電話応対
・予約のﾊﾟｿｺﾝ入力等のｶｳﾝﾀｰ業務
・車両の洗車、回送、配集車
・その他、付随する業務

・取引先との電話の応対
・得意先からの受注処理/納品の回答業務
・仕入れ先からの発注及び納期確認業務
・社内製造、外注製造品への手配作成
及び送付

・得意先への納品準備業務

＊顧客（１００件程度）の毎月の経理を
会計専用パソコン等でまとめ試算表を
作成し決算期に決算を行って頂きます

・通帳等からの振替伝票作成
・振替伝票から会計ソフトへの入力
・書類作成等

○金融事業（窓口業務）

3



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00
②8:30～12:00

求人:５人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:457人 月給制　:月額146,880円～182,580円 休日:日祝 学歴:高校以上

正社員 43090- 1450611 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地387-5 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:３人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市三久保47-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:40人 月給制　:月額170,000円～220,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1411111 就業場所:阿蘇市小里781番地（旧はな阿蘇美） 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:30～16:00
②9:30～18:00

求人:１人 ③10:30～19:00
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額140,906円～140,906円 休日:日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43090- 1462811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1808-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～15:30
②9:00～17:30

求人:２人 ③10:30～19:00
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額140,906円～140,906円 休日:日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43090- 1463211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石2642-2週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:30～16:00
②9:30～18:00

求人:１人 ③10:30～19:00
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額140,906円～140,906円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1464511 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1969-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00
②8:30～12:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:457人 時給制　:月額140,906円～140,906円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1459311 就業場所:阿蘇郡　小国町大字宮原2300 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原1754-17 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額142,100円～142,100円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1444111 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1754-17 週休2日制:その他 経験:不問

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

給油所スタッフ

（久木野給油所）

阿蘇農業協同組合

給油所スタッフ

（高森給油所）

阿蘇農業協同組合

雇用期間の定めなし

(株)ゆうステー

ションカンパニー

購買店舗スタッフ

（小国郷中央支

所）

阿蘇農業協同組合

販売員

ASO　MILK

FACTORY店員

総合職《令和４年

４月１日採用》

雇用期間の定めなし

(有)阿部牧場

給油所スタッフ

（一の宮給油所）

阿蘇農業協同組合

雇用期間の定めなし

阿蘇農業協同組合 ○金融事業（窓口業務）
○共済事業○購買事業
○指導・販売事業
○利用事業○特殊事業
＊本人の適性や業務上、部署の異動が
ある場合があります。

「ＡＳＯ ＭＩＬＫ ＦＡＣＴＯＲＹ」
（旧はな阿蘇美）での接客業務です。
・店内レジ打ち・品出し
・カフェでの飲食提供
・レストランでの接客・商品提供 等

＊給油所での接客をして頂きます。
・給油、窓ふき等
・電話応対
＊車の好きな方大歓迎。
また、経験の無い方でも親切・丁寧に
指導します。

＊接客・販売業務
・車種によっての給油業務
・タイヤ交換
・オイル交換
・電話応対
・車の移動等

＊給油所での接客
・給油、窓ふき、洗車等
・電話対応
・ピット内での作業
（タイヤ交換、オイル交換）
・事業所、個人宅への燃料の配達業務

・肥料、農薬、資材等の販売及び接客
・レジ業務・パソコンによる伝票入力
・電話応対・各種商品の整理整頓
・お客様の注文により配達をお願いする
事もあります。

・地元小国町の特産品やお土産/飲み物等
を販売。お客様の応対やレジなど

・店内外の清掃
・業務(ｺﾞﾐ出し等)での運転があります。
・観光などに関するお尋ねがある場合は
2Fの観光案内所をご案内お願いします

〇農業用機械の販売及び修理

4



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

菊池郡大津町大字引水789番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:345人 月給制　:月額155,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030- 7799411 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1810 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(整
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

菊池郡大津町大字引水789番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:345人 月給制　:月額150,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030- 7800711 就業場所:阿蘇市内牧1507-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

菊池郡大津町大字引水789番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:345人 月給制　:月額155,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030- 7801811 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2187 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(整

変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

①8:30～17:30
②16:00～1:00

求人:１人 ③0:30～9:30
年齢:18歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市小池9番地 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:57人 月給制　:月額150,000円～160,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1470711 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

①8:30～17:30
②16:00～1:00

求人:１人 ③0:30～9:30
年齢:18歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市小池9番地 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:57人 月給制　:月額150,000円～160,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1471811 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30
②11:30～20:30

求人:２人 ③14:00～0:00
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市東区戸島西1丁目23-63 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額153,000円～397,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-24354111 就業場所:阿蘇郡小国町宮原1493-1 週休2日制:その他 経験:不問
介護職員初任者研修修了者

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:8人 月給制　:月額143,000円～165,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1454811 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 週休2日制:毎週 経験:不問

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

介護職

／縁がわ小国

雇用期間の定めなし

(株)中九州クボタ

介護職（特定施設

入居者生活介護）

(有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい

雇用期間の定めなし

(特非)

コレクティブ

介護職員 (株)BEST REVE

リハビリ特化型

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ リスタ

雇用期間の定めなし

(株)中九州クボタ

ルート営業

（高森営業所）

雇用期間の定めなし

(株)中九州クボタ

ルート営業

（阿蘇営業所）

介護職（小規模多

機能型居宅介護）

(有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい

ルート営業

（小国営業所）

〇農業用機械の販売及び修理
・基本は既存顧客への営業訪問
・その他、調子伺い訪問、点検訪問
・上記に付随する業務
※社用車貸与（ＭＴ車）

〇農業用機械の販売及び修理
・基本は既存顧客への営業訪問
・その他、調子伺い訪問、点検訪問
・上記に付随する業務
※社用車貸与（ＭＴ車）

〇農業用機械の販売及び修理
・基本は既存顧客への営業訪問
・その他、調子伺い訪問、点検訪問
・上記に付随する業務
※社用車貸与（ＭＴ車）

・身体介護
（食事介助、入浴介助、排泄介助）
・生活援助・レクリエーション
＊週に２～３回程度夜勤があります。
（業務に慣れた後の勤務となります）

・身体介護
（食事介助、入浴介助、排泄介助）
・訪問（生活支援）・送迎業務
・レクリエーション
＊週に２～３回程度夜勤があります。
（業務に慣れた後の勤務となります）

・食事、入浴、トイレ介助
・身の回りのお世話・送迎（添乗）等
＊利用者：２８名＊日勤のみの勤務も可
※定年年齢以上の方も経験/体力面を確認
の上ではありますが、同一条件での
採用が可能です。ご相談ください。

認知症対応型共同生活住居の入居者に

＊デイサービスでの介護業務全般
・利用者の入浴、食事、排泄介助及び
支援等

・リハビリ、体操の補助
・利用者の送迎（片道３０分圏内）

5



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級
①8:30～17:30 介護職員初任者研修修了者

②10:00～19:00
求人:１人 ③6:30～15:30 上記のいずれか
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原741-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:200人 日給制　:月額192,800円～192,800円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1416411 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原425-8 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(介

①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市三久保47-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:40人 月給制　:月額190,000円～320,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1412711 就業場所:阿蘇市小里781番地（はな阿蘇美） 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調
交替制あり
①7:00～15:45
②7:30～16:15

求人:２人 ③13:15～22:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地5936 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:2,039人 時給制　:月額173,600円～208,320円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1480211 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5936 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:30～16:45 普通自動車免許
②13:00～21:30 あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市小里834-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額180,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1467311 就業場所:阿蘇市小里834-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(英
交替制あり
①6:00～15:30
②8:00～17:30

求人:１人 ③12:00～21:30
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:177人 時給制　:月額159,600円～201,600円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 43090- 1419611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(接

変形（1ヶ月単位）

①7:00～21:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺6700番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 時給制　:月額167,400円～186,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1409011 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6700番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市赤水1815-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:298人 月給制　:月額160,000円～160,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1457411 就業場所:阿蘇市赤水1815-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(接

(有)旅館 湯本荘

資格:不問

フロント業務 東急リゾーツ&スティ

(株)阿蘇東急ゴルフク

ラブ『阿蘇キャニオン

テラス＆ロッジ』

接客及び清掃

（旅館）

フロントスタッフ

雇用期間の定めなし

(株)あつまるホール

ディングス阿蘇ｺﾞﾙﾌ場

事業部あつまる阿蘇赤

水ｺﾞﾙﾌ倶楽部

資格:不問

雇用期間の定めなし

フロント・接客

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)湯の宿 入船

雇用期間の定めなし

(有)阿部牧場

フロント

（ホテル）

日本郵政(株)

かんぽの宿 阿蘇 資格:不問

介護職員 (福)小国町

社会福祉協議会

悠和の里
又は16:30～10:30

の間の8時間程度

はな阿蘇美

ﾚｽﾄﾗﾝ調理人

資格:不問

１０月１日より開業予定の阿蘇市
はな阿蘇美内のレストランの調理人
・調理・料理の提供
・テイクアウト料理の提供
◎ｵｰﾌﾟﾝまではｶﾌｪでの飲食提供業務や
ﾚｽﾄﾗﾝ開店準備業務に従事。

認知症対応型共同生活住居の入居者に
対する下記のような日常生活の支援を
行って頂きます。
・食事の介助・入浴の介助
・排泄の介助 等

・チェックイン/アウト時のお客様対応
・フロントにおける収納業務
・チェックアウトの対応及び精算業務
・お客様利用予約管理
・電話対応
・パソコンによる予約入力等

・お客様のチェックインによる受付
・ﾁｪｯｸｱｳﾄ時の対応（会計、お見送り等）
・パソコン入力
・予約受付、顧客管理
・お食事提供、及び片付け等
＊未経験者の方も丁寧に指導致します。

・ゴルフ/宿泊のお客様のチェックイン
・アウト業務
・各種サポート
・電話予約対応
・インターネット予約管理等

＊旅館業務全般（客室１２部屋）
・ご宿泊のお客様のお迎え及びお見送り
・電話応対
・お食事処の準備、提供、後片付け
・布団敷き
・チェックアウト後の客室清掃等

・来場者受付
（簡単なＰＣ入力、ロッカーカード渡し）
・精算業務
・フロント周りの整理整頓等
・スタート業務手伝い
（ＰＣシステム運行管理等）
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①22:00～7:00

求人:１人
年齢:18歳以上

阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:130人 月給制　:月額170,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1485611 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①6:45～15:45
②8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

菊池市大平509 保険:雇･労･健･厚
従業員数:20人 月給制　:月額210,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43030- 7786111 就業場所:阿蘇市波野大字小地野油出1662週休2日制:その他 経験:不問

①6:45～15:45
②8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 菊池市大平509 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:20人 時給制　:月額288,000円～288,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43030- 7804411 就業場所:阿蘇市波野大字小地野油出1662週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町上色見755 保険:健･厚
従業員数:0人 日給制　:月額196,350円～254,100円 休日:日 学歴:不問

正社員 43090- 1468611 就業場所:阿蘇郡高森町上色見755 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(樹

①8:15～17:15

求人:１人
年齢:44歳以下

阿蘇郡高森町大字高森2141-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額147,408円～147,408円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 1482411 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-4 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①6:00～14:30
②14:20～22:50

求人:５人
年齢:18歳～64歳

宇城市松橋町曲野2163-1　松久本社ビル3-Ａ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1,300人 時給制　:月額189,720円～189,720円 休日:土日 学歴:不問

無期雇用派遣労働 43080- 4817911 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:不問

F　保安の職業（警備員等）

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇緑化

製造作業員

農場作業員

（短期）

(有)ナカムラ

（養豚農場）

樹木管理作業

部品製造に関わる

作業

雇用期間の定めなし

イタックス(株)

熊本サポートオ

フィス

資格:不問

雇用期間の定めなし

(株)九州ﾄﾘｯｸｽ

高森工場 資格:不問

ナイトフロント

雇用期間の定めなし

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

農場作業員

雇用期間の定めなし

(有)ナカムラ

（養豚農場）

・館内外の警備、見回り及び施錠の確認等
＊フロント補助
＊ﾁｪｯｸｲﾝによるお客様のお出迎え、受付
ﾁｪｯｸｱｳﾄ（早朝出発のお客様がある為）

＊夜間のお客様、電話対応及び予約管理
＊共用トイレやロビーなどの清掃作業等

養豚場から出る糞を堆肥化し、堆肥運搬、
堆肥散布、草地の耕耘、収穫、ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞをす
る業務
その他、農耕機等メンテナンス等

養豚場から出る糞を堆肥化し、堆肥運搬、
堆肥散布、草地の耕耘、収穫、ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞをす
る業務
その他、農耕機等メンテナンス等

＊樹木管理作業
・剪定作業、樹木を育てる為の畑の圃場
管理

＊民間の剪定作業、植栽工事も行います

・自動車用板金部分の製造作業
・ﾌﾟﾚｽ/ｽﾎﾟｯﾄ溶接/ﾀｯﾌﾟ加工、ﾚｰｻﾞｰｶｯﾄ
加工、部品の外観検査、その他軽作業。

＊製造業未経験の方でも定められたﾙｰﾙの
中で作業を行って頂きますので、特に
難しい作業ではありません。

＊自動車や産業用機械に使われるオイル
シール（ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝみたいな物）の製造。
・製造機械のオペレーターや成型部品の
洗浄・仕上げ、完成品の検査など。

・作業内容は配属部署により異なります。

＊工作機械（ﾏﾆｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰやNC旋盤）へ
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2141-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:120人 時給制　:月額159,650円～159,650円 休日:土日他 学歴:高校以上
正社員以外 43090- 1440011 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

求人:５人
年齢:44歳以下

上益城郡益城町広崎1630-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:130人 時給制　:月額147,600円～147,600円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43011- 2538011 就業場所:阿蘇市-の宮町宮地4429 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１０人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区中央街3-8　熊本大同生命ビル7Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:910人 時給制　:月額246,000円～307,500円 休日:土日祝 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-24747511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4429　オム 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00
②8:30～12:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額160,000円～160,000円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1461711 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2193-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2141-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:120人 時給制　:月額159,650円～159,650円 休日:土日他 学歴:高校以上
正社員以外 43090- 1441311 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-3 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①9:00～18:00

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川1567-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額180,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1455211 就業場所:阿蘇市黒川1567-2 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①8:00～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原1978 保険:雇･労･健･厚
従業員数:24人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1488711 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1978 週休2日制:その他 経験:不問

I　輸送・機械運転の職業（鉄道・自動車・船舶・建設機械の運転等）

建築技術見習い

雇用期間の定めなし

(株)橋本建設

ロードサービス

作業員

雇用期間の定めなし

(有)総合自動車

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

J　建設・採掘の職業（型枠大工、左官、内装等）

プラスチック製品

の検査/出荷業務

(株)伊澤製作所

資格:不問

組み立て作業 (株)グロップ

熊本オフィス 資格:不問

ソーラー機器の

組立作業他

雇用期間の定めなし

(株)クレストアル

ファ　熊本支社
資格:不問

農機センター

スタッフ

阿蘇農業協同組合

プラスチック

製品の製造

(株)伊澤製作所

資格:不問

＊工作機械（ﾏﾆｼﾝｸﾞｾﾝﾀｰやNC旋盤）へ
工具や治具、材料をｾｯﾄし部品製造。

・工作機械(自動)を操作しﾌﾟﾗｽﾁｯｸ材料を
切削加工し、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ部品を製造。

・出来上がった切削加工品のバリ取り、
及び仕上げ作業・工場内の整理整頓

○組立作業組立台上で電動ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ等を
使用し部品を取り付ける立位作業です。

○組立前の準備
各パーツを必要数量毎に準備する作業。

○梱包作業など※ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを受けて頂き、
適性を見た上で主となる業務を決定。

１、必要な部品を棚からピックアップ。
２、手順通りに組み立て。
３、通電検査：細いｹｰﾌﾞﾙと端子を専用の

ｸﾘｯﾌﾟで繋ぎ、反応を目盛で確認
４、箱詰め、梱包：20キロ以上の重量物

は２人以上で移動させるﾙｰﾙです。

・依頼を受けた農機具車の修理
・部品等の注文、修理
・電話対応
・工場内の清掃/部品等の整理整頓等

＊プラスチック製造品の最終検査業務
・測定器や計測器を使用して良否判定を
行って頂きます

＊倉庫内の整理整頓及び管理
＊お得意様への出荷業務
＊丁寧に指導致します＊

・故障車、事故車の移動・運搬
・ガス欠自動車の給油作業
・タイヤ交換、簡単な整備等
未経験の方でもＯＪＴによる教育制度を
用意。＊研修期間中は、同行による研修
を実施します。

・基礎工事から仕上がりまでの補助
・施工図や工事関係の書類作成補助
・ﾊﾟｿｺﾝによる官公庁や機関提出書類の
作成補助

＊建築工事現場のエリアは熊本市内近郊、
及び阿蘇郡市となります。

＊土木工事の施工管理全般8



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:57人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1469911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(二

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地4709-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 日給制　:月額200,970円～303,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1453711 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨1835-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字一関801-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:34人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1445711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関801-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(土
変形（1年単位）
①8:00～17:00 普通自動車免許

あれば尚可
求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 大阪府吹田市豊津町2-30　江坂ナックビル4Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:90人 月給制　:月額264,000円～450,000円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 27060-23654511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野180-3 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市小倉956-7 保険:雇･労･健･厚
従業員数:20人 月給制　:月額172,500円～230,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1422511 就業場所:阿蘇市小倉956-7 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～16:00

求人:２人
年齢:65歳以下

熊本市東区石原1丁目11番24号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:180人 時給制　:月額135,362円～135,362円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43010-23756711 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額140,906円～140,906円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1458011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地564 週休2日制:その他 経験:不問

農産物

集選果業務

阿蘇農業協同組合

土木エンジニア

（未経験可）

(株)ムツミ

土木作業員

土木作業員

雇用期間の定めなし

(株)丸立

雇用期間の定めなし

熊本綜合管理

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

(株)森本建設

清掃

(阿蘇温泉病院)

K　運搬・清掃・包装等の職業（配達員、倉庫作業員、清掃作業員、軽作業）

造園・庭づくり

雇用期間の定めなし

(株)古閑舎

土木技術者候補

雇用期間の定めなし

(株)藤本建設工業 ＊土木工事の施工管理全般
・土木工事（公共工事）に関する現場
での施工管理補助、及び監督補助

・工事に関する書類作成、及び提出等
・現場監督補助

＊主に店舗や個人宅の庭、空間づくり。
・庭木の剪定/草刈り/掃除/消毒/造園
工事等

＊主に上益城郡/他阿蘇管内他
＊それぞれの就業場所に集合し、現場へ
向かいます。

＊土木、舗装工事作業全般。
・現場内での建設機械の運転、手元作業
＊工事現場は阿蘇管内、大津、菊陽方面、
熊本市内

・コンクリートプラントの運転管理
（ベルトコンベア等の機械部品の点検、
メンテナンス、清掃、修理作業）

・安全管理
（書類作成・現場内パトロール等）
・コンクリート品質管理

・道路補修・道路改良・河川工事等
＊現場への移動は事業所に集合し、
社用車を使用します。

＊車両系建設機械資格等の未取得者は、
取得希望の方は講習費用を会社が負担

・病院での清掃業務全般
外来、病棟、廊下、階段、トイレ、
浴室等（トイレは女性用トイレあり）

＊モップがけ、ゴミ処理などの作業を
それぞれの担当範囲ごとに分かれて

（単独で）清掃を行います。

＊青果物等（アスパラガス・花卉類）の
集荷、荷受け、選果作業、
伝票処理業務等
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり 看護師
准看護師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市東区神園2丁目1番1号 保険:労
(４か月以上) 従業員数:220人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:火水金土日他 学歴:不問
パート労働者 43010-23857011 就業場所:阿蘇郡小国町　　ゆけむり茶屋 週休2日制:毎週 経験:不問

看護師
①8:30～12:00 准看護師
②13:00～17:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市黒川1178 保険:雇･労
従業員数:16人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1413811 就業場所:阿蘇市黒川1178 週休2日制:毎週 経験:不問
理学療法士

①9:00～17:00 作業療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市東区神園2丁目1番1号 保険:労
(４か月以上) 従業員数:220人 時給制　:時給1,300円～1,300円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-23885711 就業場所:阿蘇圏域の公共施設 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①6:30～11:30
②15:00～20:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:67人 時給制　:時給900円～950円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090- 1429711 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調

①9:00～18:00
②8:00～16:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原1567-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:5人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:月土他 学歴:高校以上
パート労働者 43090- 1426611 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1567-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地5816 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:8人 時給制　:時給840円～1,050円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1438811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5816 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

パート

グループホーム

世話人

(福)立正福祉会

高森寮

又は6:30～21:00の

間の5時間程度

ラジオ

パーソナリティ

(株)エフエム小国

一般事務 (特非)九州バイオ

マスフォーラム
8:30～17:00の

間の5時間程度

訪問看護師

雇用期間の定めなし

阿蘇郡医師会立

訪問看護

ステーション

看護師

准看護師

(株)くまもと

健康支援研究所
9:00～16:00の

間の4時間程度

理学療法士・

作業療法士

(株)くまもと

健康支援研究所

又は9:00～17:00の

間の4時間

資格:不問

・参加者の体調管理・運営補助
・入浴見守り
・ストレッチや筋力トレーニングの補助
＊高齢者の介護予防教室での仕事です。
運動ｽﾀｯﾌと一緒に教室が実施される
ため、未経験の方でも安心です。

＊在宅での看護業務・病状や健康生活を
守り、適切なｹｱとｱﾄﾞﾊﾞｲｽで自立した
生活がおくれるよう支援。

・病状、身体状況の観察
・在宅療養の支援及び介助
・在宅ｹｱｻｰﾋﾞｽの紹介、申請の手伝い

・健康教室における高齢者の
アセスメント業務及び運動指導

・訪問アセスメント業務（スポット訪問）
・アセスメントに関わる書類作成

・食事作り、食材購入：施設の車を使用
・食事提供 ・見守り・住居の清掃等
＊主に朝食か夕食の食事提供。
献立は別事業所の栄養士が作成。
身体的な介護業務はありません。

＊ラジオ放送業務
・ラジオ生放送出演
・番組作りの準備（取材依頼・アポ取り）
・簡単なパソコン作業
（ワード・エクセル・音源編集など）

・窓口対応・補助金・助成金申請補助
・注文受付（薪、野草など）
・イベント企画・運営
・環境教育補助・調査補助、資料作成
・データ入力・議事録作成・報告書作成

スーパーの青果部門
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①8:00～13:00

求人:３人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1424011 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問

①8:45～13:00
②12:45～17:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県大牟田市四箇新町1丁目9番　大牟田テクノパーク内 保険:労
(４か月以上) 従業員数:11,740 時給制　:時給867円～1,074円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 6624811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野字山田 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

求人:３人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1408411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1985-2 週休2日制:その他 経験:不問

①8:45～13:00
②12:45～17:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県大牟田市四箇新町1丁目9番　大牟田テクノパーク内 保険:労
(４か月未満) 従業員数:11,740 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 6625211 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1784- 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:45～13:00
②12:45～17:00

求人:３人 ③15:30～19:45
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県大牟田市四箇新町1丁目9番　大牟田テクノパーク内 保険:労
(４か月以上) 従業員数:11,740 時給制　:時給867円～1,074円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 6626511 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場字杉田 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①5:30～10:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給793円～793円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1417011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野135-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～16:45 調理師
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地504番地1 保険:雇･公･健･厚
(４か月未満) 従業員数:391人 時給制　:時給1,029円～1,055円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1490411 就業場所:阿蘇市波野大字波野3748 週休2日制:毎週 経験:不問

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

調理員（教育課） 阿蘇市役所

資格:不問

販売員（ﾊｰﾄﾞｱﾝﾄﾞ

ｸﾞﾘｰﾝ南小国店）

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター
資格:不問

販売職（みやはら

一の宮店レジ係）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

8:30～20:00の

間の5時間程度

お湯はり・

清掃業務

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

 カントリークラブ）
資格:不問

販売員（ﾊｰﾄﾞｱﾝﾄﾞ

ｸﾞﾘｰﾝ南小国店）

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター
資格:不問

販売員（ﾊｰﾄﾞｱﾝﾄﾞ

ｸﾞﾘｰﾝ長陽店）

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター
資格:不問

販売職（みやはら

内牧店青果部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は7:00～18:00の

間の5時間程度

資格:不問

＊波野学校給食センターにおいて、学校
給食の調理業務。

・業務につきましては、所長および担当
職員の指示のもと調理を行っていただ
きます。

＊お風呂の湯はりや施設内清掃作業、
その他付帯作業を行って
いただきます。

＊老若男女問わず募集中です。

○ホームセンターでの商品の陳列・補充
・整理、レジ係、清掃等の作業
＊就業時間：（１）１名

（２）１名
（３）１名

○ホームセンターでの商品の陳列・補充
・レジ係・清掃等の作業に 従事して
いただきます。

＊就業時間：（１）１名
（２）１名

・商品金額の打ち込み（バーコード使用）
・レジ廻り掃除/買い物かごの整理整頓等
・買い物袋の補充・ﾚｼｰﾄ紙の点検と補充
※夏と冬はギフト商品の包装もあります
※立ち仕事になります。

○ホームセンターでの商品の陳列・補充
・整理、レジ係、清掃等の作業
＊就業時間：（１）１名

（２）１名

スーパーの青果部門
－商品づくり、仕入商品のカットや
小分け・パック詰め・ラベル貼り

－商品販売、商品陳列・接客・鮮度確認
－清掃業務、作業場の清掃、店舗の清掃
※立ち仕事になります

（包丁を使うことはありません）
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①7:00～10:30
②7:30～10:30

求人:３人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺6548 保険:労
従業員数:36人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1476311 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6548 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(＊

①16:00～19:30
②16:30～19:30

求人:３人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺6548 保険:労
従業員数:36人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1477611 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6548 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(＊

①17:00～21:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地5936 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:2,039人 時給制　:時給850円～890円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1483011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5936 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①13:15～21:00
②6:00～13:45

求人:１人 ③7:00～14:45
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地5936 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:2,039人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1484311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5936 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①7:30～16:30
②12:00～21:00

求人:５人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:労
(４か月未満) 従業員数:457人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1460111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地542 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1486911 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村立野203-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1427911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野203-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(イ

F　保安の職業（警備員等）

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

献茶サービス 阿蘇農業協同組合

雇用期間の定めなし

(有)いこい旅館

（お宿野の花）

ナイトフロント (有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
19:00～8:00の

間の4時間以上

レストラン業務

（ホテル）

日本郵政(株)

かんぽの宿 阿蘇 資格:不問

資格:不問

イチゴ/トマト

の管理作業

雇用期間の定めなし

(有)木之内農園

又は6:30～10:30の

間の3時間以上

資格:不問

調理補助

レストラン業務

（ホテル）

日本郵政(株)

かんぽの宿 阿蘇 資格:不問

調理補助：午後

の就労時間

雇用期間の定めなし

(有)いこい旅館

（お宿野の花）

又は17:00～20:00

の間の3時間以上

資格:不問

＊ご宿泊のお客様のレストラン等での
料理の配膳・下膳及び接客業務。

・夕食（会席料理）
お客様のご要望による、レストラン
および宴会場での料理の配膳、下膳、
片付け清掃等

＊ご宿泊のお客様のレストラン等での
料理の配膳・下膳及び接客業務。

・夕食（会席料理）
お客様のご要望による、レストラン
および宴会場での料理の配膳、下膳、
片付け清掃等

（包丁を使うことはありません）
・料理の仕込み補助
・盛り付け補助
・調理器具洗浄、片付け
・器の準備など

（包丁を使うことはありません）
・料理の仕込み補助、
・盛り付け補助
・調理器具洗浄、片付け
・器の準備など

＊葬儀の手伝い業務をしていただきます
・通夜、葬儀の準備・清掃
・接客、ご案内、見送り等
＊未経験者には、丁寧に指導したします

・館内外の警備や施錠の確認等
＊風呂：大浴場（２ヶ所）・貸切湯
（１２ヶ所）の清掃作業
・４～６ヶ所（１人）の清掃作業。
＊ﾁｪｯｸｱｳﾄ(早朝出発がある為)業務
＊共用トイレやロビーなどの清掃業務

・ﾊｳｽ内でｲﾁｺﾞやﾄﾏﾄの収穫作業。
・水やり・摘果・葉かぎ・消毒補助
・苗管理・ビニールハウス開閉作業
・パック詰め手伝い
＊運転免許取得の方は苗運び等で軽ﾄﾗｯｸ
での運搬作業がある場合があります。

＊主にﾄﾙｺｷｷｮｳの苗の定植/枝整理/収穫12



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒流395 保険:
(４か月以上) 従業員数:0人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1435911 就業場所:阿蘇市黒流395 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地5816 保険:雇･労
従業員数:8人 時給制　:時給950円～1,050円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1439211 就業場所:阿蘇市波野大字小地野64-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可

①9:00～15:00
②9:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2141-4 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:95人 時給制　:時給888円～888円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1481511 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-4 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村立野203-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 時給制　:時給800円～850円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1428111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野203-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地3092-2 保険:雇･労
従業員数:11人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1474411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3092-2 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①13:00～16:00
②15:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

京都府京都市中京区河原町通二条下る二丁目下丸屋町403番地 保険:労
従業員数:4人 時給制　:時給900円～950円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 26010-20091911 就業場所:阿蘇郡高森町高森3095 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市竹原610-6 保険:雇･労
従業員数:15人 時給制　:時給880円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1456511 就業場所:阿蘇市竹原610-6 週休2日制:毎週 経験:不問

ジャムの製造

雇用期間の定めなし

(有)木之内農園

農作業：花の

生産：短期雇用

橋本園芸

又は8:00～17:00の

間の5時間程度

製造作業員 (株)九州トリック

ス　高森工場
資格:不問

雇用期間の定めなし

(特非)九州バイオ

マスフォーラム
8:30～17:00の

間の5時間以上

プリント加工

雇用期間の定めなし

(有)阿南

オーダーマーク
9:00～18:00の

間の6時間程度

野菜の加工

雇用期間の定めなし

(株)hakken

又は13:00～18:00

の間の3時間程度

資格:不問

食品加工及び

販売

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇とり宮

8:00～19:00の

間の5時間程度

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

薪配達及び製造

＊主にﾄﾙｺｷｷｮｳの苗の定植/枝整理/収穫
・ハウス内作業
＊収穫後の花の選別、袋詰め作業
・屋内選花場での作業
＊畑作り、補助作業・ハウス内作業
＊他に、ヒマワリ・ストックも生産。

＊薪製造補助業務
・油圧薪割機の操作/フォークリフト操作
薪の積込、運搬

・敷地内の清掃 等
＊薪の配達業務：主に熊本県内
まれに福岡県内

・自動車用板金部分の製造作業
・ﾌﾟﾚｽ/ｽﾎﾟｯﾄ溶接/ﾀｯﾌﾟ加工、ﾚｰｻﾞｰｶｯﾄ
加工/部品の外観検査、その他軽作業。

＊製造業未経験の方でも定められたﾙｰﾙの
中で作業を行って頂きますので、特に
難しい作業ではありません。

＊加工場においての苺ジャムの製造業務
・苺のヘタ取り等の原料処理
・原料、資材等の発注
・商品の発注、及び伝票処理
・工場内の整理整頓、及び清掃

＊から揚げ、ｺﾛｯｹ、ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ、串焼き等の
食品加工製造、商品の包装、工場内の
清掃等

＊店舗内での調理、接客、販売業務全般
＊道の駅、ホテル、旅館、飲食店への
配達業務

・野菜の選別／洗浄
・野菜を適度な大きさに切断
（包丁／切断機で）
・乾燥機への野菜の投入
・乾燥野菜の梱包（工場へ出荷用）
出荷作業はありません。

○プリント原板に液を流し込み、ハケで
プリントする仕事です。

＊イベント用のＴシャツ、他スポーツ
用品等のゼッケン等のプリント加工

＊工場内の整理整頓及び清掃等
＊まれに配送業務あり

13



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～11:00
②15:30～18:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 保険:雇･労
従業員数:22人 時給制　:時給795円～800円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1437711 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給793円～793円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1418311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野135-1 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①6:30～9:30
②16:00～21:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧145-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:25人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1442611 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市乙姫1776番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:100人 月給制　:月額139,925円～168,075円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090- 1220211 就業場所:阿蘇市乙姫1776番地 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(簿
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市蔵原955-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:18人 月給制　:月額140,000円～200,000円 休日:土日祝 学歴:不問

正社員 43090- 1159511 就業場所:阿蘇市蔵原955-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地5816 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額150,000円～250,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1338311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5816 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(・

I　輸送・機械運転の職業（鉄道・自動車・船舶・建設機械の運転等）

洗い場スタッフ (資)蘇山郷

資格:不問

施設内レストラン

業務・清掃業務

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇カント

リークラブ） 8:00～23:00の

間の3時間以上

資格:不問

ドライバー

雇用期間の定めなし

(株)翔祐（デイサー

ビス　みなみだ祥

苑・デイサービス

みなみだ荘）

事務 (福)世和会

乙姫荘

雇用期間の定めなし

一般事務 (株)森企業

雇用期間の定めなし

フルタイム

一般事務 (特非)九州バイオ

マスフォーラム

雇用期間の定めなし

デイサービスの契約利用者様の送迎に
係るドライバー業務：
・朝のお迎え
・夕方のお送り
・洗車等付帯業務

＊レストラン接客業務全般
・テーブル等のセッティング
・お客様のご案内
・後片付けや清掃
＊施設内の清掃業務（どんどこ湯等）

・厨房内での食器洗い（食洗機使用）
・お客様に提供する料理の盛り付け
・食器や調理器具の片づけ及び整理整頓
・厨房内の清掃等
＊洗い場は４人体制で従事しております

事務･販売特集

・家族、業者、来客の対応、電話対応
・利用料金/預かり金/銀行等の金銭管理
・郵送物/FAX/提出書類等の管理、作成
・物品の発注・管理、車両の管理、在庫
管理等

・経理業務、事務所の清掃 等

・勤怠管理、社会保険関係書類の作成
・車両関係の燃料、備品の管理
・土木関係書類（一部）の作成
※ﾜｰﾄﾞ、ｴｸｾﾙを主に使用、定型ﾌｫｰﾑへの
簡単な入力作業です。操作・入力等に
自信がない方でも応募可能です。

・窓口対応・補助金・助成金申請補助
・注文受付（薪、野草など）
・イベント企画・運営・環境教育補助
・調査補助、資料作成・データ入力
・議事録作成・報告書作成

＊本社にて現場関係書類の作成業務

14



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市小倉956-7 保険:雇･労･健･厚
従業員数:20人 月給制　:月額140,000円～160,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1271411 就業場所:阿蘇市小倉956-7 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2042 保険:雇･労･健･厚
従業員数:56人 月給制　:月額144,461円～155,520円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1180811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(簿

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村田尻618番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額155,000円～190,000円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090- 1191411 就業場所:阿蘇郡産山村田尻618番地2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:440人 月給制　:月額140,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1318211 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(医

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･雇･厚
従業員数:6人 月給制　:月額174,600円～189,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1280011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:なし 経験:必須(医療事務

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市中央区花畑町1-7　ＭＹ熊本ビル5Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:87,237 月給制　:月額136,650円～139,830円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-20636111 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡小国町大字宮原1719 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:土日 学歴:高校以上

正社員 43090- 1329011 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1719 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(Ｌ

一般事務 (株)白水

ディエイチシー

雇用期間の定めなし

一般事務

（介護施設）

(福)やまなみ会

なでしこの里

雇用期間の定めなし

現場関係

書類作成事務

(株)森本建設

雇用期間の定めなし

医療事務／阿蘇

医療センター

(株)ニチイ学館

熊本支店 資格:不問

雇用期間の定めなし

店内販売／ガス

販売、配管工事等

(同)大友商店

雇用期間の定めなし

医療事務

（病院）

(医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）
資格:不問

雇用期間の定めなし

受付・医療事務 松見内科

クリニック 資格:不問

雇用期間の定めなし

＊本社にて現場関係書類の作成業務
・現場からあがってきたﾃﾞｰﾀをもとに、
発注者に提出する書類を作成します。

・勤怠管理・給与計算
・社会保険、雇用保険の手続き
・来客、電話応対
・会計伝票の起票
・請求書、領収書の確認作業
・小口現金管理・その他、付随する業務

・出勤簿の管理・給料計算
・経理事務及び決算処理業務
・各種書類作成（パソコン入力）
・金融機関への手続
・郵便物の受付及び発送業務
・事務所内の整理整頓や清掃

・受付・レセプト入力
・請求業務、及び会計業務
・カルテの整理および管理
・電話応対
・その他付随する業務

＊受付、窓口会計事務、パソコンによる
保険請求事務

・患者様のカルテの整理及び管理
・診察室への案内
・院内備品の整理等

・患者対応・診療料金計算
・コンピュータ入力・電話対応
※未経験/無資格の方もご応募ください！
ＯＪＴ制度・研修制度があり、ニチイ
の先輩達も多数いるので、安心して
お仕事できます。

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ／農機具部品／陶磁器等販売店に
おける下記業務：
・店内でのお客様対応
・店内等の清掃
・ガス料金等の受領
・ＬＰガスの検針、点検、配管工事等

商品管理（食品/生活必需品等）、販売、お
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②9:00～18:00

求人:８人 ③13:00～22:00
年齢:59歳以下

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10,400 月給制　:月額145,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 41010- 9751311 就業場所:●阿蘇店●高森店●小国店 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～16:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森1652-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:110人 月給制　:月額160,000円～160,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1235111 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1978-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(販
変形（1年単位）
①8:30～17:00

求人:１人
年齢:45歳以下 自動車免許(AT不可)

上益城郡益城町平田2550番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:495人 月給制　:月額170,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43011- 2150311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3365-4 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:00

求人:１人
年齢:45歳以下 自動車免許(AT不可)

上益城郡益城町平田2550番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:495人 月給制　:月額170,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43011- 2151611 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1404-6 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

①9:30～18:00 中型自動車免許

求人:１人 上記のいずれか
年齢:35歳以下 普通自動車免許

熊本市東区新南部6丁目3-125 保険:雇･労･健･厚
従業員数:318人 月給制　:月額180,000円～205,000円 休日:火他 学歴:高校以上

正社員 43010-22019111 就業場所:阿蘇市黒川33-3 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①9:30～18:30

求人:１人
年齢:35歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区西原一丁目2番15号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:276人 月給制　:月額182,800円～285,700円 休日:火他 学歴:高校以上

正社員 43010-21539911 就業場所:阿蘇市黒川145番地1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字上田838番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:19人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1222411 就業場所:阿蘇郡小国町大字上田838番地 週休2日制:その他 経験:不問

営業職 (株)ヰセキ九州

雇用期間の定めなし

営業職 (株)ヰセキ九州

雇用期間の定めなし

店舗社員（熊本

中エリア）

ダイレックス

(株) 資格:不問

又は7:00～22:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

販売係

（スーパー）

(有)

スーパーみつい 資格:不問

雇用期間の定めなし

営業 小国ウッディ協同

組合

雇用期間の定めなし

営業スタッフ／

ﾈｯﾂﾜｰﾙﾄﾞ阿蘇店

ネッツトヨタ熊本

(株)

雇用期間の定めなし

営業職／阿蘇店 日産プリンス熊本

販売(株)

雇用期間の定めなし

商品管理（食品/生活必需品等）、販売、お
客様対応、棚卸業務等店舗の運営に
かかわるお仕事です。
＜転勤＞初任地は自宅から通える店舗と
なりますが、その後は全国転勤の可能性
があります。特記事項をご参照ください。

・品出し、整理、賞味期限等の確認
・発注業務
・チラシ原稿作成
・レジ打ち
・その他付随する業務

農業機械の販売及び納品、ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ、
事前点検、展示会等のご案内、会社から
の提案説明などを行っていただきます。
・事業所出勤後営業、社用車（軽ﾄﾗｯｸ）
使用。・３tﾄﾗｯｸでの納品、引取り等の
運搬作業あり。・その他、付随業務。

○営業
農業機械の新規販売・買い替えのご提案
現場での簡単な修理・メンテナンス
栽培技術や行政による支援など最新の
営農情報の提供等

トヨタ車の販売
プリウス・ＲＡＶ４・ヤリス・アクア・
Ｃ－ＨＲ・シエンタ・
ＶＯＸＹ・ヴェルファイア等の営業販売
※２０１９年度「熊本県ブライト企業」
に認定されました。

販売/販売後の顧客管理、ｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰ
・車検、点検、その他ﾒﾝﾃﾅﾝｽの案内/獲得
・自動車保険の案内・獲得
・その他、自動車関連商品の販売 など
＊エリア ：阿蘇市内がメイン
移動手段：自家用車(手当有)、ｶﾞｿﾘﾝ支給

＊九州管内の建築会社や材木店などを
訪問し、販売や促進をする。

・原則、日帰り出張(営業車使用)となり
ますが状況によっては泊りになる場合
もあります。その場合の宿泊代

（会社規定あり）は会社負担です。

・九州全域での営業になります。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市永草1318 保険:雇･労･健･厚
従業員数:60人 月給制　:月額260,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1224311 就業場所:阿蘇市永草1318 週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:134人 時給制　:時給950円～950円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1176411 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村田尻618番地2 保険:雇･労
従業員数:140人 時給制　:時給900円～1,100円 休日:土日 学歴:不問

パート労働者 43090- 1192011 就業場所:阿蘇郡産山村田尻618番地2 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～12:30
②14:00～18:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労
従業員数:6人 時給制　:時給970円～1,050円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1281311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(医

①10:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村河陰3232-61　グランドーマ南阿蘇 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:39人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1217611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰3232-61 週休2日制:毎週 経験:必須(Ｗｉｎｄ

交替制あり
①9:00～15:30
②9:30～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目29-20 保険:労
(４か月以上) 従業員数:1,448人 時給制　:時給890円～930円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-19512711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1871-5 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(銀

交替制あり
①6:00～9:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:労
従業員数:308人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1273311 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問

営業 日本興商(株)

熊本支店

雇用期間の定めなし

受付　医療事務 松見内科

クリニック 資格:不問

雇用期間の定めなし

データ入力 (株)カーネル

南阿蘇オフィス 資格:不問

パート
一般事務

（介護施設）

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑

資格:不問9:00～18:00の

間の6時間程度

一般事務

（介護施設）

(福)やまなみ会

なでしこの里
9:00～17:30の

間の4時間程度

雇用期間の定めなし

銀行店頭業務／

宮地支店

(株)熊本銀行

資格:不問

販売職（みやはら

内牧店フロア係）

(株)みやはら

資格:不問

雇用期間の定めなし

・九州全域での営業になります。
・月曜日に会社に出勤し営業内容を報告
・他の日は基本家からお客様の企業まで
の直行直帰がほとんどになります。

・泊まる必要があればホテル代は支給

・介護保険請求に関する補助業務
介護保険サービス等の予定、実績管理

・経理事務に関する補助業務
会計伝票のﾊﾟｿｺﾝ入力、各種帳簿の記入

・来客の接客、及び電話応対
・各部署への取り継ぎ・事務所内清掃等

・店内販売商品の陳列
・早朝の商品出し
・開店準備
・店内及び作業場の清掃・買い物かごの
整理整頓等
※立ち仕事になります

営業店後方での伝票の仕訳・集計や端末
機操作による事務処理
営業店窓口での預金受入・支払、振込、
税金払込等の事務処理
ロビー案内

＊ＧＩＳと呼ばれる地理情報システムを
使用したデータ入力業務を行っていた
だきます。

＊受付、窓口会計事務、パソコンによる
保険請求事務

・患者様のカルテの整理、及び管理
・診察室への案内・院内、備品の整理等
＊医療事務の経験者又は医療事務有資格
あれば尚可

・出勤簿の管理・給料計算
・経理事務及び決算処理業務
・各種書類作成（パソコン入力）
・金融機関への手続
・郵便物の受付及び発送業務
・事務所内の整理整頓や清掃

＊スーパーの惣菜部門
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①6:00～11:00
②9:00～14:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1241611 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1985-2 週休2日制:その他 経験:不問

①11:00～15:00
②10:00～14:00

求人:５人
年齢:59歳以下

阿蘇市三久保47-1 保険:雇･労
従業員数:40人 時給制　:時給880円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1243111 就業場所:阿蘇市小里781 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:00～17:30

求人:２人 ③9:30～18:30
年齢:18歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:80人 日給制　:月額158,880円～184,920円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1312311 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 週休2日制:その他 経験:不問

理学療法士
①8:30～17:30 作業療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額228,000円～298,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1292111 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(業
交替制あり
①8:30～17:00
②16:30～9:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳

阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:265人 月給制　:月額145,000円～187,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1255511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:265人 日給制　:月額143,600円～143,600円 休日:土日祝 学歴:不問
正社員以外 43090- 1256411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:毎週 経験:不問

販売職（みやはら

一の宮店惣菜部）

(株)みやはら

資格:不問

雇用期間の定めなし

ASO　MILK

FACTORY店員

(有)阿部牧場

資格:不問

雇用期間の定めなし

介護職（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

資格:不問

雇用期間の定めなし

介護職（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

資格:不問

フルタイム
介護職員

（介護施設）

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）

リハビリ職員 (株)BEST REVE

リハビリ特化型

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ リスタ

雇用期間の定めなし

ＡＳＯ ＭＩＬＫ ＦＡＣＴＯＲＹでの
接客業務に従事していただきます。
・レストランでの調理品の給仕
・カフェでの飲料提供・軽食の提供
・レジ接客業務
などを予定しています。

＊スーパーの惣菜部門
・商品づくり、お弁当や焼き物・フライ
・和え物・寿司など
・商品販売、商品陳列・接客・鮮度確認
・清掃業務、作業場の清掃、店舗の清掃
※立ち仕事になります。

サービス特集

＊入所者の方の身の回りのお世話及び
介護全般

・食事介助
・入浴介助
・着替えの介助
・トイレ介助等

デイサービス施設内での次のような業務
・リハビリ業務
・利用者の送迎業務
・各種書類作成 等

・入浴（衣服の脱着・洗身・洗髪）
・食事（ｾｯﾃｨﾝｸﾞ・介助・後片づけ）
・排泄（トイレ誘導・オムツ交換等）
・老人介護や認知症介護
・環境整備・レクレーション補助
★夜勤は月４回程度あります（相談可）

・入浴（衣服の脱着・洗身・洗髪）
・食事（セッティング・介助・後片づけ）
・排泄（トイレ誘導・オムツ交換等）
・老人介護や認知症介護
・環境整備・レクレーション補助
★未経験者の応募歓迎します。

・生活相談員業務・簡単な介護
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額152,000円～195,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1233611 就業場所:阿蘇市小里271-8 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 看護師
①9:00～18:00 准看護師
②10:00～19:00 介護福祉士

求人:１人 ③16:00～10:00 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:88人 月給制　:月額258,759円～303,759円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1202811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:必須(介護業務
交替制あり 看護師
①9:00～18:00 准看護師
②10:00～19:00 介護福祉士

求人:１人 ③16:00～10:00 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:88人 月給制　:月額212,197円～238,759円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1203211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①9:00～18:00
②10:00～19:00

求人:１人 ③16:00～10:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:88人 月給制　:月額163,759円～178,759円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1204511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:不問
介護福祉士

①8:00～17:00 介護職員初任者研修修了者

介護職員実務者研修修了者

求人:２人 あれば尚可
年齢:64歳以下

阿蘇市乙姫1776番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:100人 月給制　:月額154,042円～177,675円 休日:土日 学歴:不問

正社員以外 43090- 1212211 就業場所:阿蘇市乙姫1776番地 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:２人 ③11:30～20:30
年齢:59歳以下

熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額157,500円～216,520円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43010-19367911 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①7:00～16:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③10:00～19:00
年齢:18歳以上

阿蘇市内牧117 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額166,900円～242,400円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1173811 就業場所:阿蘇市内牧117 週休2日制:その他 経験:不問

介護職員【有資格

者大募集！】

(株)南阿蘇

ケアサービス

雇用期間の定めなし

介護職員

（介護施設）

(株)南阿蘇

ケアサービス 資格:不問

雇用期間の定めなし

介護福祉士

（阿蘇山荘）

(医)坂梨ハート会

坂梨ハート

クリニック

雇用期間の定めなし

介護職員

リーダー候補

(株)南阿蘇

ケアサービス

雇用期間の定めなし

介護福祉士 (医社)問端会

グル－プホーム

といはた
又は16:00～10:00

の間の8時間
雇用期間の定めなし

介護職

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

(福)世和会

乙姫荘

雇用期間の定めなし

介護職／乙姫の家 (株)

かいごのみらい 資格:不問

雇用期間の定めなし

・生活相談員業務・簡単な介護
・マカン食の簡単な調理（月に２～３回）
・デイサービスでの体操、機能訓練補助
・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ・起床、就寝の介助
＊訪問介護事業所との兼務有り
（入所者様の訪問介護）

グループホームや小規模多機能といった
小規模施設での管理業務
・介護業務全般
・管理業務
（人材育成、チーム作り、労務管理等）

・食事介助、お食事の配膳、下膳
・入浴、清拭、着替の介助
・排泄介助 ・ケアプラン作成
・機能訓練、健康管理相談等の業務
・新人教育
（令和３年度外国人雇用します）

・老人福祉施設（２９名）

・食事介助・入浴介助・排泄介助
・認知症の進行を遅くする為の援助
例：レクレーション（折り紙・歌・外出

会話・調理・その他）
＊夜勤が出来ない方、パート希望の方の
相談も可能です。

認知症対応型ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑは要介護者であり認
知症高齢者の利用者に家庭的な環境と
地域住民との交流の下で日常のお世話/
機能訓練を行うことにより、有する能力
に応じ自立した日常生活を営むことが
出来る様支援するものです。

・デイサービスにおいての利用者の介護
・身の回りの世話/食事/排泄/入浴介助等
の介護業務全般

・利用者の移動介助、居室の清掃等。
＊事業所内の見学は、安定所を通して
随時受付けています

＊要介護高齢者を対象とし、身の回りの
お世話及び介護業務全般に従事します。

・食事介助、お食事の配膳、下膳
・入浴、清拭、着替の介助
・排泄介助
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①6:20～15:20
②8:30～17:30

求人:２人 ③12:30～21:30
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村田尻618番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額155,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1190511 就業場所:阿蘇郡産山村田尻618番地2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(介
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村大利657-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額155,000円～190,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1193311 就業場所:阿蘇郡産山村大利657-2 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市黒川1563-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1248411 就業場所:阿蘇市黒川1563-1 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:40歳以下

阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額140,000円～150,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1167511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 週休2日制:なし 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:30～18:30
②8:30～13:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市小里250-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額140,000円～190,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1293711 就業場所:阿蘇市小里250-4 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(＊
理容師

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県福岡市中央区荒戸2丁目1-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:47人 月給制　:月額180,000円～500,000円 休日:土日祝 学歴:不問

正社員 40010-41100611 就業場所:阿蘇市/阿蘇郡南小国町/小国町/南阿蘇村 週休2日制:毎週 経験:不問
理容師

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県福岡市中央区荒戸2丁目1-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:47人 月給制　:月額180,000円～500,000円 休日:土日祝 学歴:不問

正社員 40010-41101911 就業場所:阿蘇郡高森町、産山村、西原村 週休2日制:毎週 経験:不問

介護職員（介護

老人福祉施設）

(福)やまなみ会

なでしこの里

雇用期間の定めなし

受付・

ｱｼｽﾀﾝﾄ業務

あい歯科

クリニック 資格:不問

雇用期間の定めなし

一般事務職 (有)野の花薬局

雇用期間の定めなし

介護職員

（介護施設）

(福)やまなみ会

ほっと館

雇用期間の定めなし

歯科助手 (医)芳生会

安光歯科医院 資格:不問

雇用期間の定めなし

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

雇用期間の定めなし

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

雇用期間の定めなし

料理長の下での調理補助です。

個人宅・病院・デイサービスセンター・
老人保健施設・福祉施設などに訪問し、
理美容サービスを提供する社会貢献度の
高いお仕事です。

個人宅・病院・デイサービスセンター・
老人保健施設・福祉施設などに訪問し、
理美容サービスを提供する社会貢献度の
高いお仕事です。

＊一般事務：パソコンによる保険請求
事務等

＊調剤補助：薬剤師の指示のもと、薬の
準備等

＊阿蘇市内での薬の配達をして頂く事も
あります。（社用車：ＡＴ車２台）

・受付・会計業務
電話対応、案内

・カルテ整理等
・院内外の清掃
・器具洗浄、片付け
・アシスタント

＊歯科診療の補助業務
・診療準備
・ドクターの診療補助
・使用器具の洗浄や滅菌消毒
・院内清掃等
・その他、補助業務に関する作業

・食事、入浴、排せつ等の介助
・活動中の見守りやﾚｸﾚｰｼｮﾝ等の支援
・利用者の送迎
＊普通乗用車から９人乗り乗用車まで
数種類あります。使用する車は、運転
技能に応じてお願いしています。

・老人福祉施設（２９名）
・認知症デイセンター（１２名）
・有料老人ホーム（１２名）
・各施設において利用者の食事・入浴・
排泄等介助・利用者の送迎（ＡＴ車）
を行う。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①6:00～15:00
②13:00～22:00

求人:１人
年齢:44歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6777-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:20人 月給制　:月額170,000円～350,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1333811 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6777-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 調理師
①9:00～20:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4518-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 月給制　:月額200,000円～300,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1231011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4518-4 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
交替制あり
①6:00～15:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③10:30～19:30
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区辛島町6-7　いちご熊本ビル4階 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:49,852 時給制　:月額172,800円～190,080円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-21668311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:15～18:00
②6:00～15:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:80人 日給制　:月額143,654円～147,560円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1313611 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①6:00～15:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③10:30～19:30
年齢:59歳以下

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:470人 月給制　:月額165,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-21411111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①6:00～15:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③9:30～18:30
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:88人 月給制　:月額162,591円～182,716円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1201711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①5:30～14:30 調理師
②10:00～19:00 あれば尚可

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市乙姫1776番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:100人 月給制　:月額140,700円～154,500円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090- 1213511 就業場所:阿蘇市乙姫1776番地 週休2日制:その他 経験:不問

調理（旅館） (株)黒川温泉御処

月洸樹 資格:不問

雇用期間の定めなし

調理師

（ホテル）

(有)ホテルサンク

ラウン大阿蘇

雇用期間の定めなし

給食調理

（阿蘇立野病院）

(株)九州フード

サプライセンター 資格:不問

雇用期間の定めなし

調理員

（介護施設）

(株)南阿蘇

ケアサービス 資格:不問

雇用期間の定めなし

調理員／阿蘇

グリーンヒル

日清医療食品

(株)南九州支店 資格:不問

調理員

（介護施設）

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）

資格:不問

調理員

（福祉施設）

(福)世和会

乙姫荘

雇用期間の定めなし

白水給食センター

・利用者に提供する給食の調理
・食材の切り込み（体調や状況に応じて
切り込み方法も異なります）

・調理、盛付け・食器等の洗浄
（洗浄機を使用）・厨房内の清掃
朝・昼・夕食：各２０食＊４名で従事。

＊朝・夕食各７０食、昼食１００食程度
（職員含む）及び宅配弁当（１日２０～
３０食程度）を４～５名体制で調理。

・身体状況により調理方法が異なります。
・食材の洗い、切込み・調理・調理器具、
器等の洗浄、整理整頓/厨房内の清掃等

病院での給食調理業務
・調理全般、配膳、洗浄 など

＊提供食数：各３５食程度

・栄養士の指導の下で朝食、夕食、
おやつ作り

・配食サービス用弁当作り
・調理
・調理器具、器等の洗浄、及び整理整頓
・厨房内の清掃等

・施設内での給食業務全般
（調理・配膳・洗浄・切込等）
朝・昼・夕 各食６０食程度

・仕込み
（野菜等の洗い、食材の切込み等）
・調理、及び盛り付け
・厨房の整理整頓

料理長の下での調理補助です。
・食材の洗い、及び切込み
・仕込み作業・調理
・盛り付け
・調理器具、皿等の洗い
・厨房の清掃他
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:30～16:00

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:470人 日給制　:月額108,500円～108,500円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-19492211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田1488-2週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～16:00

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:470人 日給制　:月額108,500円～108,500円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-19494411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3566-4週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①6:15～15:15
②9:45～18:45

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:470人 時給制　:月額154,800円～163,400円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43010-19504711 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1743 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①5:30～14:30 調理師
②7:30～16:30 あれば尚可

求人:２人 ③10:00～19:00
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額147,000円～150,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1153611 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
交替制あり
①6:00～15:00 調理師
②8:30～17:30 あれば尚可

求人:２人 ③10:00～19:00
年齢:64歳以下

阿蘇市黒川431 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額155,000円～170,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1183411 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:30～20:30 製菓衛生士
②8:00～20:30 あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺5965 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額162,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1258311 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5965 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:00～15:00
②10:00～19:00

求人:１人 ③11:00～20:00
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:150人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1340811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業

給食調理 (株)九州フード

サプライセンター 資格:不問

雇用期間の定めなし

給食調理

（小国公立病院）

(株)九州フード

サプライセンター 資格:不問

雇用期間の定めなし

給食調理 (株)九州フード

サプライセンター 資格:不問

雇用期間の定めなし

パティシエ

（菓子調理）

(有)離れ宿 山崎

雇用期間の定めなし

料飲部門ｽﾀｯﾌ

（ホテル）

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

 カントリークラブ）
資格:不問

雇用期間の定めなし

調理

（病院内厨房）

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

雇用期間の定めなし

調理員 (福)やまなみ会

阿蘇くんわの里

雇用期間の定めなし

白水給食センター
学校給食調理業務：食数５４０名分を
１１名で作業します
・食材の切込み
・調理
・食器洗浄 他

南阿蘇中学校給食センター
学校給食調理業務：食数３００名分を
６名で作業します
・食材の切込み
・調理
・食器洗浄 他

病院での給食調理業務
・給食調理全般、配膳、洗浄、片づけ
＊５０～６０食程度（４名体制）

＊病院内厨房での調理業務全般
・調理食材の下処理、及び切り込み。
・調理、盛り付け、配膳等のお仕事が
中心になります。

・その他、食器の洗浄、厨房内の整理等。

＊食材の下処理、切込み、調理、盛付、
配膳、下膳、食器洗浄、厨房内整理、
食品等管理等

＊朝食４０食・昼食９０食・夕食４０食
程度をｽﾀｯﾌ４人の交替制で対応して
います。

【幅広い年齢層で募集しています】
旅館「離れ宿 山咲）のラウンジでの
菓子製造業務をお願いします。
＊お客様の車での送迎（黒川温泉～旅館）
をお願いする事もあります。

（自動車免許有りの方）

・テーブル等のセッティング
・テーブル席へのご案内
・お料理、飲み物の提供及び接客
・下膳
・後片付け及び清掃等

・調理補助：洗い物、盛りつけ補助
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①9:00～18:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5277 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:水他 学歴:不問

正社員 43090- 1305611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5277 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①12:00～21:30 普通自動車免許

あれば尚可
求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:177人 月給制　:月額181,000円～211,400円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1230411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(レ

交替制あり
①7:00～19:00
②12:00～21:00

求人:１人 ③14:00～23:00
年齢:18歳以上

阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:150人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1341211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
交替制あり
①7:30～16:30
②13:00～22:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺6777-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:20人 日給制　:月額183,000円～244,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1336411 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6777-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可
交替制あり
①8:00～18:00
②9:30～19:30

求人:２人 ③11:00～21:00
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1328411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(フ
交替制あり
①7:00～17:45
②12:00～20:45

求人:１人 ③14:00～22:45
年齢:18歳以上

阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 保険:雇･労･健･厚
従業員数:125人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1316711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
交替制あり

求人:２人
年齢:44歳以下

阿蘇郡南小国町満願寺6346 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額200,000円～350,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1321611 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6346 週休2日制:その他 経験:不問

フロント

（ホテル）

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

 カントリークラブ）
資格:不問

雇用期間の定めなし

フロント、及び

接客（旅館）

(株)黒川温泉御処

月洸樹

雇用期間の定めなし

接客及び調理補

助：レストラン

(有)Minaaso

雇用期間の定めなし

レストラン

ホールスタッフ

東急リゾーツ&ス

ティ(株)阿蘇東急ゴ

ルフクラブ『阿蘇

キャニオンテラス＆

ロッジ』

接客サービス係

（旅館）

(株)帆山亭

資格:不問6:30～20:00の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

フロント係 (株)和夢

雇用期間の定めなし

フロント

（ホテル）

ホテルグリーンピア

南阿蘇（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

雇用期間の定めなし

・調理補助：洗い物、盛りつけ補助
・料理提供：赤牛ステーキ、ハンバーグ、
カレー等

・店内清掃・屋外フィールド作業
経験不問。
明るく楽しい仕事としたいです。

・ホテルご利用のレストランのサービス
スタッフ

・ホール環境設備・清掃

・ﾁｪｯｸｲﾝ受付・ｱｳﾄ時の精算業務
・電話応対
・宿泊予約の受付（電話、ネット）及び
管理

・顧客管理
・その他ホテル、各セクションとの連携

・ﾁｪｯｸｲﾝ受付・客室案内/館内のご説明
・ﾊﾟｿｺﾝ入力（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ含む）
・ﾁｪｯｸｱｳﾄ時の精算業務
・予約等の電話応対及び予約、顧客管理
・最寄りのバス停等の送迎あり
・ﾚｽﾄﾗﾝ接客補助・ﾌﾛﾝﾄ周辺の清掃等

夢しずく／別邸蘇庵 兼任
・チェックイン/アウト時のフロント業務
・パソコンでの予約管理
・電話応対・朝食/夕食時の配膳の手伝い
＊お客様の「離れ」への移動や駅までの
送迎の為に車を運転する事があります

＊フロントでの接客業務
・お客様のチェックインの受付
・パソコン入力
・チェックアウト時の精算業務
・その他ホテル各セクションとの連携

・お客様のチェックイン時のお出迎え
及びお見送り

・お部屋へのご案内、及び館内のご説明
・お食事処の準備
・お料理、お飲物等の提供
・下膳・後片づけ・布団の敷き、上げ等

・宿泊・ゴルフのお客様のチェックイン
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①6:00～15:30
②10:00～19:30

求人:１人 ③12:00～21:30
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:177人 月給制　:月額181,000円～211,400円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1229811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(レ

変形（1ヶ月単位）

求人:２人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字立野461-94 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額163,000円～300,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1237811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野461-94週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～21:00
②8:00～21:00

求人:２人 ③10:00～21:00
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6548 保険:雇･労･健･厚
従業員数:36人 時給制　:月額164,400円～174,675円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1226911 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6548 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①6:30～16:00
②8:00～17:30

求人:１人 ③10:30～20:00
年齢:不問

阿蘇郡産山村大字田尻254-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額160,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1323111 就業場所:阿蘇郡産山村大字田尻254-3 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:30～20:30 普通自動車免許
②8:00～20:30 あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺5965 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額162,000円～400,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1260811 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5965 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

求人:３人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字立野461-94 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額163,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1238211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野461-94週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～21:00
②8:00～21:00

求人:３人 ③10:00～21:00
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺6548 保険:雇･労･健･厚
従業員数:36人 時給制　:月額184,950円～184,950円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1227111 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6548 週休2日制:その他 経験:不問

フロント・レスト

ランサービス

東急リゾーツ&ス

ティ(株)阿蘇東急ゴ

ルフクラブ『阿蘇

キャニオンテラス＆

ロッジ』

接客・調理補助

・清掃（旅館）

(有)奥阿蘇の宿

やまなみ 資格:不問

雇用期間の定めなし

配膳係（接客） (有)離れ宿 山崎

雇用期間の定めなし

フロント（旅館

業務全般）

(株)栄輝

阿蘇支店
8:00～21:00の

間の7時間以上

雇用期間の定めなし

フロント

（旅館）

(有)いこい旅館

（お宿野の花） 資格:不問

雇用期間の定めなし

おもてなし係

（旅館業）

(株)栄輝

阿蘇支店
8:00～21:00の

間の7時間以上

雇用期間の定めなし

接客係（旅館） (有)いこい旅館

（お宿野の花） 資格:不問

雇用期間の定めなし

・宿泊・ゴルフのお客様のチェックイン
・アウト業務
・客室・外線電話対応
・御食事のオーダー・配膳・片付け、
洗い物

・チェックイン・アウトの対応
・その他業務として、精算書作成、貸切
風呂の予約管理、電話対応

・予約受付管理
（インターネット受付含む）

・宿泊予約等の電話対応
・事務：ﾁｪｯｸｲﾝ入力（ﾊﾟｿｺﾝ操作あり）
・宿泊のお客様のお部屋案内及び対応
＊お風呂の受付やご案内
＊庭の掃除や布団の上げ敷き等
※住み込み可

・お食事処の準備
・お料理、飲料水の提供及び後片付け
・簡単な調理補助（盛り付け・配膳等）
・館内のフロント、食事処、客室の清掃

・ﾁｪｯｸｲﾝ時の客室案内/ｱｳﾄ時のお見送り
・お客様への配膳、下膳
・電話の応対（主に予約内容の確認）等
・皿洗いをお願いすることもあります。
※送迎（黒川温泉～旅館）をお願いする
こともあります。（自動車免許有りの方）

・旅館における接客業務全般
（お出迎え、客室案内、お食事の配膳）
・客室準備、点検、清掃
・レストランでの配膳 等

・宿泊のお客様をお部屋へご案内
・食事処の準備及び食事提供
・お客様のお出迎え、お見送り
・布団の上げ敷き
・器の洗浄等
※住込み可

＊阿蘇ファームランド内
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①9:00～17:00

求人:３人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大 保険:雇･労
従業員数:1人 時給制　:月額136,080円～151,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1239511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-1週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:77人 時給制　:月額137,600円～137,600円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1317811 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業

介護職員初任者研修修了者

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

大分県日田市上城内町1-25 保険:労
従業員数:46人 時給制　:時給1,200円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44040- 2901911 就業場所:阿蘇郡小国町北里1908-1 週休2日制:毎週 経験:必須(施設での

①8:30～17:00 介護初任者研修修了者

ホームヘルパー2級
求人:２人 あれば尚可
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地1902-1 保険:雇･労
従業員数:300人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1262511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①9:30～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町坂梨2365 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:46人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:火土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1259611 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2365 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労
従業員数:88人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1206011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労
従業員数:88人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1208611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:毎週 経験:不問

接客スタッフ

（体験型施設）

手づくり体験館

（(有)

    ヒーリング）

資格:不問

雇用期間の定めなし

施設管理 阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

入浴介助員

（介護施設）

(福)治誠会

資格:不問

介護職

（介護施設）

(株)南阿蘇

ケアサービス
7:30～19:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

パート
施設介護員

（ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ）

(同)ネオ

8:00～18:00の

間の3時間以上

雇用期間の定めなし

介護職 (同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

雇用期間の定めなし

介護職

（介護施設）

(株)南阿蘇

ケアサービス
7:30～19:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

＊阿蘇ファームランド内
体験型施設での接客全般

・ｶﾌｪｺｰﾅｰの調理補助、接客、レジ等
・制作体験の補助
（ｵﾙｺﾞｰﾙ、ｷｬﾝﾄﾞﾙ、ﾌﾞﾚｽﾚｯﾄ等）

・ボイラー設備、空調設備、電気設備の
運転及び監視業務

・給排水衛生設備の管理、点検
・消防設備の管理、点検
・館内設備の修理、営繕
・外注作業の管理/監督・築設備の清掃等

・食事、排せつ、入浴介助等の介護業務
＊勤務時間、日数相談に応じます
＊就業場所：ケアホーム ネオ
（阿蘇郡小国町）

＊住宅型有料老人ﾎｰﾑ入居者のﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
利用者・入所者の入浴介助、食事介助、
生活援助（清掃、洗濯、買い物）等の
介護職全般。

・他に外出時の介助やﾚｸﾚｰｼｮﾝの補助など

・入所者の入浴介助が主になります。
排泄・移動の介助もあります。

・衣類の準備・管理
＊１日の入浴人数は３０名程度ですが、
５名のスタッフで入浴介助します。

・身体介護（食事、入浴、排泄介助、
レクレーション、体操）

・日々の記録・送迎業務
・訪問介護
（送迎準備、服薬確認、安否確認等）

・身体介護（食事、入浴、排泄介助、
レクレーション、体操）

・日々の記録・送迎業務
・訪問介護
（送迎準備、服薬確認、安否確認等）

直接介護に該当しない業務
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森993-8 保険:雇･労
従業員数:134人 時給制　:時給800円～800円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1178311 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森993-8 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡産山村大利657-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 時給制　:時給900円～1,100円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1194611 就業場所:阿蘇郡産山村大利657-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 時給制　:時給800円～900円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1169011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 週休2日制:その他 経験:不問
理容師

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県福岡市中央区荒戸2丁目1-1 保険:労
従業員数:47人 時給制　:時給1,300円～2,500円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 40010-41021911 就業場所:阿蘇市/阿蘇郡南小国町/小国町/南阿蘇村 週休2日制:毎週 経験:不問
理容師

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県福岡市中央区荒戸2丁目1-1 保険:労
従業員数:47人 時給制　:時給1,300円～2,500円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 40010-41022111 就業場所:阿蘇郡高森町/産山村/西原村 週休2日制:毎週 経験:不問

①22:00～0:00

求人:４人
年齢:18歳以上

阿蘇市内牧1126-1 保険:
従業員数: 時給制　:時給2,000円～2,500円 休日:火他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1299311 就業場所:阿蘇市内牧1126-1 週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:59歳以下

大分県日田市上城内町1-25 保険:労
従業員数:46人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44040- 3000911 就業場所:阿蘇郡小国町北里1908-1 週休2日制:毎週 経験:必須(調理業務

介護職員

（介護施設）

(福)やまなみ会

ほっと館

雇用期間の定めなし

受付・

ｱｼｽﾀﾝﾄ業務

あい歯科

クリニック 資格:不問

雇用期間の定めなし

介護助手

（介護施設）

(福)岳寿会

特別養護老人

ホーム ひめゆり

資格:不問8:30～17:30の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

清掃員

（温泉施設）

阿蘇内牧音泉

湯楽 資格:不問

雇用期間の定めなし

調理スタッフ

（ｹｱﾎｰﾑﾈｵ）

(同)ネオ

資格:不問6:00～18:00の

間の4時間以上

雇用期間の定めなし

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

又は9:00～18:00の

間の2時間以上
雇用期間の定めなし

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

又は9:00～18:00の

間の2時間以上
雇用期間の定めなし

直接介護に該当しない業務
・食事の配膳、下膳
・シーツ交換等のベッドメイク、洗濯
・居室、食堂、浴室、トイレ等の清掃
・フロアの換気塔の環境整備
・創作活動、趣味の活動の補助等

・食事、入浴、排せつ等の介助
・活動中の見守りやﾚｸﾚｰｼｮﾝ等の支援
・利用者の送迎
※普通乗用車から９人乗り乗用車まで
数種類あります。使用する車は、運転
技能に応じてお願いしています。

・受付・会計業務
電話対応、案内

・カルテ整理等
・院内外の清掃
・器具洗浄、片付け
・アシスタント

個人宅・病院・デイサービスセンター・
老人保健施設・福祉施設などに訪問し、
理美容サービスを提供する社会貢献度の
高いお仕事です。

個人宅・病院・デイサービスセンター・
老人保健施設・福祉施設などに訪問し、
理美容サービスを提供する社会貢献度の
高いお仕事です。

＊業務終了後、男湯・女湯各々大・小の
内湯各１、ｻｳﾅ室１、半露天風呂１、
洗い場、洗面器、風呂イスの清掃
※高圧洗浄機、ホース（水）、スポンジ
等を使用した清掃業務

○有料老人ホームにおける調理業務
・盛り付け
・配膳
・食器洗浄（食洗機へセットする）
・片付け、清掃等
＊利用者４５名分の３食分の食事の準備

企業食堂で朝食・昼食・夕食の提供
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①9:00～13:30
②15:00～19:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市東区小山2- 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:5,400人 時給制　:時給850円～900円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-21845911 就業場所:阿蘇市一の宮町中通703 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①14:00～19:30

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労
従業員数:470人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43010-21122811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～14:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市西区城山下代2丁目7番11号 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:240人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-21143011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字両併2385 週休2日制:その他 経験:不問

①6:00～12:00
②9:00～16:00

求人:２人 ③13:00～19:00
年齢:64歳以下

阿蘇市黒川431 保険:雇･労
従業員数:140人 時給制　:時給800円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1185311 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市赤水1930-1　阿蘇火山博物館内 保険:雇･労
従業員数:4人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1374811 就業場所:阿蘇市赤水1930-1　阿蘇火山博物館内 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
交替制あり
①9:00～13:30
②16:00～19:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 福岡県福岡市博 保険:労
(４か月未満) 従業員数:6,000人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 40010-39110811 就業場所:阿蘇市一の宮町中通703 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫1776番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:100人 時給制　:時給800円～820円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1221511 就業場所:阿蘇市乙姫1776番地 週休2日制:毎週 経験:不問

調理補助業務

／湯の里荘

(株)

南九州ニチダン 資格:不問

調理員 (福)やまなみ会

阿蘇くんわの里 資格:不問

雇用期間の定めなし

盛付・提供・

洗浄・配送

(株)レパスト

九州支店

給食調理

（阿蘇立野病院）

(株)九州フード

サプライセンター
資格:不問

雇用期間の定めなし

調理補助 (福)世和会

乙姫荘
8:00～17:00の

間の5時間程度

調理補助 カフェ＆ショップ

グラスランド

(草千里観光開発)
9:00～17:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

調理補助 (株)レパスト福岡

営業所

企業食堂で朝食・昼食・夕食の提供
・朝食：１０食
・昼食：６０食
・夕食：１０食
車で１５分程度の本社工場への配送あり
＊当社従業員が親切に指導いたします

病院での給食調理業務
・調理全般、配膳、洗浄 など

＊提供食数：３５食程度

・補助業務全般
・盛り付け
・配膳、下膳
・洗浄、清掃等
＊朝夕５０食、昼４０食程度

＊障害者施設内での調理全般
（５０食～９０食程度）
＊献立作成の補助＊調理全般（切込み、
盛り付け、配膳、食器洗い等）

＊食材の発注、検品の補助
＊厨房内の清掃及び整理整頓

＊カフェで提供する食事の調理補助担当
・野菜切り込み/簡単な盛り付け/皿洗い
＊通勤方法について基本的にはﾏｲｶｰ通勤
になりますが、送迎については相談に
応じます。詳細は面接時に説明。

大手社員食堂の調理業務

・食材の切り込み、食器洗い
・厨房内の清掃
・小鉢づくり等の調理補助
・食事の配膳 等

＊洗い物（皿洗い、器等）
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～11:00
②18:00～20:30

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市小里834-2 保険:労
従業員数:9人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1327511 就業場所:阿蘇市小里834-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～15:30

求人:３人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5277 保険:雇･労
従業員数:4人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:水他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1303011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5277 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1635-5 保険:雇･労
従業員数:2人 時給制　:時給800円～1,000円 休日:月他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1332711 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1635-5 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～12:00
②17:00～22:00

求人:７人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 保険:雇･労
従業員数:35人 時給制　:時給850円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1287211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:30 普通自動車免許
②10:00～16:30 あれば尚可

求人:３人 ③11:00～17:30
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森2685-2 保険:雇･労
従業員数:15人 時給制　:時給900円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1263411 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2685-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①16:30～23:00
②18:00～23:00

求人:２人
年齢:18歳以上

阿蘇市一の宮町宮地2276-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1347911 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2276-3 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺3951 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:木他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1297411 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺3951 週休2日制:毎週 経験:不問

皿洗い (有)湯の宿 入船

資格:不問

雇用期間の定めなし

配膳係 (株)和夢

資格:不問

雇用期間の定めなし

接客・調理補助

及びレジ業務

(有)乙寿屋観光

高森田楽の里

雇用期間の定めなし

接客 (有)Minaaso

雇用期間の定めなし

配膳・調理・

接客

手打そば優心

資格:不問

又は9:00～17:00の

間の6時間程度
雇用期間の定めなし

ホールスタッフ (株)輝コーポレー

ション

（居酒屋もり蔵）

資格:不問

又は18:00～23:00

の間の3時間以上
雇用期間の定めなし

ホール・厨房係 (有)八菜家

資格:不問

又は12:00～15:00

の間の3時間程度
雇用期間の定めなし

＊洗い物（皿洗い、器等）
【原則：土・日・祝日勤務可能な方】

あか牛ステーキ/カレー/ハンバーグなど
を提供する洋食レストランでの接客業務
全般。

＊調理(主に天ぷら)接客業務はもちろん
のこと、食材の発注業務や仕込みなど、
飲食店業務全般。

＊希望があれば、蕎麦打ちの習得も並行
して可能。

・ﾚｽﾄﾗﾝ/部屋食の準備（お客様のご宿泊
状況によって準備の変動があります）

・料理、お飲物の提供及び下膳
・レストラン等の後片づけ
＊土、日、祝日のみの勤務も可能です。

・食材の調理準備、野菜の洗い物、
切り込み・盛り付け

・料理、飲料等の注文受付
・精算、レジ業務・後片付け
・洗い場作業及び清掃等
・売店業務（レジ業務）

＊居酒屋での接客全般
・簡単な盛り付け・皿洗い・配膳・下膳
・オーダー取り：昨年８月からオーダー
タブレットを導入の為、ｵｰﾀﾞｰ取りが
簡素化されました。

・清掃 等

＊ホール係・接客、料理の提供
・会計（レジはタッチパネルで簡単です）
・ホール、トイレの清掃等
＊厨房係・材料の切り込み
・食器洗い（洗浄機使用）
・厨房の清掃等

・ﾁｪｯｸｲﾝ、ｱｳﾄ時のフロント業務の補助
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①7:00～13:00
②13:00～19:00

求人:４人 ③15:00～21:00
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1286811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 週休2日制:毎週 経験:不問

①6:30～10:30
②13:00～17:00

求人:１人 ③17:30～21:30
年齢:不問

阿蘇郡産山村大字田尻254-3 保険:雇･労
従業員数:9人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1324711 就業場所:阿蘇郡産山村大字田尻254-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①17:00～20:30
②17:30～20:30

求人:３人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺6548 保険:雇･労
従業員数:36人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1249011 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6548 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(＊
交替制あり

普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市赤水1930-1　阿蘇火山博物館内 保険:雇･労
従業員数:4人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1373711 就業場所:阿蘇市赤水1930-1　阿蘇火山博物館内 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(接

①9:30～17:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字矢津田354-1 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給900円～900円 休日:水他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1307111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松1561-1週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:63人 月給制　:月額161,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1274611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陽5579-3 週休2日制:その他 経験:不問

フロント係 (株)和夢

雇用期間の定めなし

接客・調理補助

・清掃（旅館）

(有)奥阿蘇の宿

やまなみ 資格:不問

雇用期間の定めなし

接客・調理補助 (有)村上養魚場

雇用期間の定めなし

フルタイム
菓子の製造

（製造課）

(株)古今堂

資格:不問

雇用期間の定めなし

接客係（旅館） (有)いこい旅館

（お宿野の花） 資格:不問

又は18:00～21:00

の間の3時間以上
雇用期間の定めなし

接客係 カフェ＆ショップ

グラスランド

(草千里観光開発)
9:00～17:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

・ﾁｪｯｸｲﾝ、ｱｳﾄ時のフロント業務の補助
・パソコンでの予約管理・電話応対
＊お客様の「離れ」への移動や駅までの
送迎の為に車を運転する事があります

・お食事処の準備
・お料理、飲料水の提供及び後片付け
・簡単な調理補助（盛り付け・配膳等）
・館内のフロント、食事処、客室の清掃

・経験者優遇いたします
・食事処の準備及び食事提供
（全てﾃｰﾌﾞﾙ席。部屋食はありません）
・お出迎え/お見送り/片付け/準備など
・宴会業務などはありません。個人の
お客様のみです

・給仕・注文取り・売店レジ
・準備、清掃等
＊通勤方法について基本的にはマイカー
での通勤になりますが、送迎について
は相談に応じます。詳細については
面接時に説明いたします。

＊ﾔﾏﾒ、ﾏｽ、ｲﾜﾅの養殖・加工・販売
・川魚の販売・魚の加工
・加工品の調理補助・加工品のシール貼り
・配達業務：主に南阿蘇村、高森方面
・店舗の清掃等
＊できれば土、日曜日の勤務可能な方

生産工程特集

・材料の計量、生地仕込み等
・包餡機からでる商品の形成及び焼成作業
・目視による検査
・簡単な機械操作
・工場内の清掃等

電子部品・基盤のはんだ付け、組み立て
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:30～17:15

求人:４人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区出水4丁目14-15 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:120人 時給制　:月額195,840円～195,840円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-21518511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1479 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①8:00～17:00
②8:00～15:00

求人:１人 ③6:00～15:00
年齢:44歳以下

熊本市北区龍田3丁目32-18 保険:雇･労･健･厚
従業員数:37人 月給制　:月額153,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43010-19240211 就業場所:阿蘇市狩尾289番地 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村河陰3007番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額170,000円～200,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1216311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰3007番地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(・
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字上田838番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:19人 月給制　:月額140,000円～180,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1223011 就業場所:阿蘇郡小国町大字上田838番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:15

求人:１人
年齢:64歳以下

熊本市北区弓削4丁目1番64号　マルソービル206 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 時給制　:月額168,407円～168,407円 休日:土日他 学歴:高校以上

無期雇用派遣労働 43010-21559811 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-3 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①8:00～17:15
②14:00～23:00

求人:１人 ③23:00～8:00
年齢:18歳～44歳

阿蘇市赤水1127-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:22人 月給制　:月額185,000円～200,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1289411 就業場所:阿蘇市赤水1127-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 菊池市泗水町吉富205番地4 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:170人 時給制　:月額172,200円～172,200円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43030- 6870311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4429 週休2日制:毎週 経験:不問

清涼飲料水の

製造

ジェイウォーター

(株)

雇用期間の定めなし

製材作業員 小国ウッディ協同

組合 資格:不問

雇用期間の定めなし

軽作業 (株)

テクノ・ジャパン 資格:不問

工場勤務

（作業員）

(株)日本リモナイ

ト（熊本営業所）
資格:不問

雇用期間の定めなし

電子部品の組立 サンワアルティス

(株) 資格:不問

マシン

オペレーター

(株)セレナ

資格:不問

雇用期間の定めなし

製造（ポリ袋） (株)阿蘇ポリ

資格:不問

雇用期間の定めなし

電子部品・基盤のはんだ付け、組み立て
作業です。

＊弱電気部品の組立/配線/ハンダ付けの

太陽光発電に必要な部品の組立をお願い
します。見本を見ながら
・決められた箇所に部品ネジ止めする
・決まった部品を繋ぎ合わせる
手のひらサイズの部品です。
重たい物を持つ作業はありません。

・原料（樹脂）から袋を作る。
原料が製造機の中を通過し機械から出た
時は袋になっている工程をｵﾍﾟﾚｰﾀｰとし
て、調整する。

・印刷 出て来た袋を印刷機に通し、
顧客名等の印刷作業のセット等の作業。

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品加工用の材料をﾏｼﾆﾝｸﾞ機械の治
具にｾｯﾄ、ｽﾀｰﾄを押し加工を開始。
終わったら取り出し、次の材料をｾｯﾄして加
工。加工している間にﾃﾞｼﾞﾀﾙのﾉｷﾞｽや
ﾏｲｸﾛﾒｰﾀｰ等を使い寸法の確認・目視での
外観検査も行い仮容器に入れていく。

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品加工用の材料をﾏｼﾆﾝｸﾞ機械の治
具にｾｯﾄ、ｽﾀｰﾄを押し加工を開始。
終わったら取り出し、次の材料をｾｯﾄして加
工。加工している間にﾃﾞｼﾞﾀﾙのﾉｷﾞｽや
ﾏｲｸﾛﾒｰﾀｰ等を使い寸法の確認・目視での
外観検査も行い仮容器に入れていく。

・自動包装機にてパックされた製品を
検品、殺菌、箱詰め等

・製品をﾊﾟﾚｯﾄに積み上げ倉庫移動、保管
・出荷伝票を商品毎に貼り出荷。
・資材、原材料等の受入作業/移動保管。
・工場内及び倉庫内の整理整頓業務。

＊世界一のカルデラを誇る熊本・阿蘇の
貴重な資源「リモナイト」（黄土）の
採掘、硫化水素を吸着する脱臭剤や
畜産用飼料の製造

＊採掘→乾燥→箱・袋詰め→出荷作業
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:30～17:15

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1479 保険:雇･労･健･厚
従業員数:97人 時給制　:月額132,720円～132,720円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1163111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1479 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1479 保険:雇･労･健･厚
従業員数:97人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1164711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1479 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:２人
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2042 保険:雇･労･健･厚
従業員数:56人 月給制　:月額144,461円～155,520円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1179611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:２人
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2042 保険:雇･労･健･厚
従業員数:56人 月給制　:月額144,461円～155,520円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1181211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(＊
変形（1年単位）
①8:30～17:00

求人:１人
年齢:45歳以下 自動車免許(AT不可)

上益城郡益城町平田2550番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:495人 月給制　:月額170,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43011- 2147811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3365-4 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村河陰3007番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額175,000円～220,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1244711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰3007番地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(・
変形（1年単位）
①8:30～17:15

求人:２人
年齢:64歳以下

熊本市北区弓削4丁目1番64号　マルソービル206 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 時給制　:月額168,407円～168,407円 休日:土日他 学歴:高校以上

無期雇用派遣労働 43010-21562311 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-3 週休2日制:毎週 経験:不問

ライン作業員 タッド　(株)

資格:不問

雇用期間の定めなし

二輪・四輪車

電装部品組立

(株)白水

ディエイチシー 資格:不問

雇用期間の定めなし

整備職 (株)ヰセキ九州

雇用期間の定めなし

ライン管理 タッド　(株)

資格:不問

雇用期間の定めなし

電装部品ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

成形加工ｵﾍﾟﾚｰﾀ

(株)白水

ディエイチシー 資格:不問

雇用期間の定めなし

清涼飲料水の

製品検査

ジェイウォーター

(株)

雇用期間の定めなし

製品検査および

受入業務

(株)セレナ

資格:不問

雇用期間の定めなし

機械加工の済んだﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品の加工跡に

三次元測定計測機械を用いたプラスチック
製品の検査業務
手順書に従った在庫の出庫及び梱包または
入荷業務です。
切削加工のマシン補助業務もあります。

・微生物検査
（一般細菌/ｶﾋﾞ/大腸菌群/従属栄養細菌）
・理化学検査(ｐＨ/導電率/酸化還元電位)
・官能検査（味/臭い）・外観検査
・落袋検査・印字、重量等の確認
・ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ内環境検査・ﾊﾞｲｵﾌﾟﾛｰﾗｰ検査

○整備
工場内での整備・修理作業
現場での簡単な修理・メンテナンス

＊ウィンカーランプ・ヘッドランプ・
テールランプの組立作業

・二輪車は１名～２名編成の組立作業
（完成品の検査業務まで担当）
・四輪車は２名～３名編成の流れ作業
・検査作業

＊プラスチック成形にかかる業務：
・プラスチック製品をニッパーでカット
・外観検査後ラベルを添付し箱詰め作業
・通い箱の清掃作業

＊設備の保全・生産ラインの管理：
・弱電気部品の組立/配線/検査/出荷等に
係る管理業務

・日報の作成・入力
・部品の棚卸 等

＊弱電気部品の組立/配線/ハンダ付けの
作業が主になります。

・実装部品の前加工及び組立、検査等も
あります。

・部品の受け入れ、出荷作業。
・工場内の整理整頓。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:30～17:15

求人:１人
年齢:64歳以下

熊本市北区弓削4丁目1番64号　マルソービル206 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 時給制　:月額168,407円～168,407円 休日:土日他 学歴:高校以上

無期雇用派遣労働 43010-19850811 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-3 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:１人
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2042 保険:雇･労･健･厚
従業員数:56人 月給制　:月額155,520円～172,800円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1182511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(＊

①8:00～13:00
②7:00～15:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2216 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1218911 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2216 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～12:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2216 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1330911 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2216 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県北九州市門司区黄金町6-28 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:350人 時給制　:時給795円～795円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 40062- 3196311 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1978-2 週休2日制:毎週 経験:不問

仕上げ (株)セレナ

資格:不問

雇用期間の定めなし

品質管理 (株)白水

ディエイチシー 資格:不問

雇用期間の定めなし

調理補助 大阪惣菜　(株)

資格:不問7:00～13:00の

間の5時間程度

パート
精肉係 (株)熊本フレイン

高森店 資格:不問

惣菜係 (株)熊本フレイン

高森店 資格:不問

＊商品の前出し、お弁当の盛付け
＊おにぎり、お稲荷の製造
＊和え物などのお惣菜等、
時間帯に合ったお仕事をして頂きます。
＊当社に入社される方は大半が初心者の
方です。

・各種惣菜類の調理・パック詰め作業
・商品の値段打ち・品出し
・陳列の整理・陳列・調理スペースの
後片付け及び清掃作業

＊希望時間、日数、曜日はできる限り
相談に応じます。

・食肉のカット・パック詰め
・値打ち・商品出し
・商品の陳列及び整理
・後片付け及び清掃
＊希望時間、日数、曜日はできる限り
相談に応じます。

＊二輪・四輪車（ヘッド・ウィンカー・
テールランプ・プラスチック形成など）
の検査作業

＊外観検査（変形・ショートの確認）
＊部品検査（欠品等の確認）
＊不具合別データーの集計表の作成

機械加工の済んだﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品の加工跡に
“ﾊﾞﾘ”と呼ばれる削りｶｽが発生するため、
ﾅｲﾌや専用加工器具を使い削り過ぎない
ように取り除いて加工跡を仕上げていく
作業です。作業が済んだら目視確認し、
専用容器へ梱包していきます。
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この求人情報誌は、以下の場所で配布しております。部数に限りがございますのでご了承ください。

阿蘇市役所
阿蘇市

内牧支所

阿蘇市

波野支所

阿蘇市

社会福祉協議会

産山村役場 小国町役場 小国ゆうステーション 南小国町役場

南阿蘇村役場 高森町役場
高森町

観光交流センター

山都町役場

蘇陽支所

山都町役場
南阿蘇村役場

福祉センター

小国暮らしの窓口

（木魂館）

求人情報誌の配布場所

ハローワーク阿蘇のご案内

所在地

〒869-2612

阿蘇市一の宮町宮地2318-3

TEL：0967-22-8609

FAX：0967-22-4775

各種情報

○「月刊 求人情報誌」始めました！

・正社員求人

・学歴、経験、資格不問求人

・宿泊業関係求人

について、毎月1回（おおむね月初め）発行します。

ハローワーク庁舎内で配布しておりますので、ぜひご利用ください。

○「週刊 求人情報誌」も始めました！

毎週火曜日発行。前の週に受理した求人を職種問わずまとめております。

月刊と同じくハローワーク庁舎内で配布しておりますので、ぜひご利用ください。

開庁時間

月曜日～金曜日

（祝日、年末年始を除く）

午前８時３０分～午後５時１５分


