
この求人情報誌はR3.2.22～R3.3.5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

4月1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

！

※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。

3/16 火 ②医療・福祉事業所説明会

17 水 ⑤福祉のお仕事相談会

18 木

19 金

22 月

23 火

24 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ④あそ若者しごと相談会

25 木

26 金

29 月

30 火 ②医療・福祉事業所説明会

31 水

4/1 木

2 金

5 月

6 火

7 水 ③看護のお仕事相談

8 木

9 金

12 月

13 火

14 水

15 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）予定

・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あそ若者しごと相談会
・第2・4水曜日（10：00～15：30）

・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



裁量
①10:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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
従業員数:39人 年俸制　:月額200,000円～300,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  323211 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(ソフト
交替制あり 助産師
①8:30～17:30
②16:00～0:30

求人:２人 ③0:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:440人 月給制　:月額202,000円～232,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  335011 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） 管理栄養士
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:79人 月給制　:月額200,000円～220,000円 休日:他 学歴:短大以上

正社員 43090-  324511 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:あれば尚可(栄
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:65歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町大字高森656-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額205,000円～270,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  449011 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森656-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:30 ２級土木施工管理技士

求人:２人
年齢:69歳以下 普通自動車免許

宮崎県宮崎市高岡町飯田1丁目8番地11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額282,315円～363,015円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 45010- 5086011 就業場所:阿蘇市・熊本市　他 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(発
交替制あり
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧966 保険:雇･労･健･厚
従業員数:308人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  341511 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:あれば尚可
交替制あり 看護師
①8:30～17:30

求人:５人
年齢:18歳以上

阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額191,450円～245,350円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  459611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問

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）

システム運用事務

（内牧本部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

プログラマー (株)カーネル

南阿蘇オフィス 資格:不問

雇用期間の定めなし

助産師【急募】 (医)社団　坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

雇用期間の定めなし

土木技術者

雇用期間の定めなし

(株)ジャスト

エンジニアリング

土木施工管理技

士

雇用期間の定めなし

(株)高梢

管理栄養士 (福)昭寿会（特別

養護老人ホーム

悠清苑）

雇用期間の定めなし

正看護師

（病院）

雇用期間の定めなし

(医)社団　順幸会

阿蘇立野病院

又は17:00～9:00の

間の8時間

職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

＊現場での土木工事においての施工管理
・担当する現場に係る期間や工事に関する
諸々な作業及び工事現場の工程管理

・主に執務室(事務室)で技術支援・施工
管理に必要な資料の作成、工事に関わる
書類の確認など。発注者(官公庁)を技術
支援する業務/工事受注者側の施工管理

・資格取得ｻﾎﾟｰﾄ
※個人車使用（ｶﾞｿﾘﾝ代支給）

・本社内でのシステム運用全般
・各店舗でのＰＣ操作指導
・ＨＰ作成管理・データベース作成管理
・社内ＰＣインフラの整備
・社内事務全般
※繁忙期には店内作業の応援もあります

＊病院の看護業務全般
・病棟の勤務は２交替制です
・夜勤は月４回程度あります。
＊南阿蘇の地域医療継続に力添えいただ
ける方、当院の再出発を共に歩んでい
ただける仲間を歓迎いたします。

○透析室内の看護業務全般に従事していた

＊ＧＩＳと呼ばれる地理情報システムの
開発を行っていただきます。

＊産婦人科外来においての診療の補助、
採血等の検査、点滴業務、患者様の
看護、助産業務

＊夜勤の出来る方が望ましいが日勤のみ
の勤務についても相談に応じます。

＊特別養護老人ホーム内における管理
栄養士業務全般

・栄養ケアマネジメント業務
・ご利用者の身体、栄養状態の管理
・食事管理等
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看護師
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額206,450円～260,350円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  461211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり 看護師
①8:30～17:30 准看護師
②9:00～18:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森993-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:134人 月給制　:月額162,700円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  441611 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森993-8 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:00～17:30
②9:30～18:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:158人 月給制　:月額170,700円～230,700円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  374211 就業場所:＊南阿蘇村大字河陽4463　『特 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 看護師
①8:00～17:00 准看護師
②16:30～9:30

求人:１人
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額172,000円～202,000円 休日:他 学歴:専修学校以上

正社員 43090-  380811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(業
交替制あり 准看護師
①8:30～17:30

求人:５人
年齢:18歳以上

阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額148,000円～210,600円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  460811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり 准看護師
①8:30～17:30
②9:00～18:00

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一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:66人 月給制　:月額185,880円～279,100円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  375511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8:00～17:30
②9:30～18:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:158人 月給制　:月額158,700円～202,700円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  376411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陽4463 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 准看護師
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4463番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:158人 月給制　:月額158,700円～202,700円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  377011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番 週休2日制:その他 経験:不問

准看護師

雇用期間の定めなし

(福)順和会　特別

養護老人ホーム

陽ノ丘荘

准看護師

雇用期間の定めなし

(福)順和会　特別

養護老人ホーム

陽ノ丘荘

看護師（正又は

准看護師）

雇用期間の定めなし

(医)社団　大徳会

介護老人保健施設リ

ハセンターひばり

正看護師

雇用期間の定めなし

(福)順和会　特別

養護老人ホーム

陽ノ丘荘

准看護師

（福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)白久寿会　特

別養護老人ホーム

水生苑

准看護師

（病院）

雇用期間の定めなし

(医)社団　順幸会

阿蘇立野病院

又は17:00～9:00の

間の8時間

看護師

（正/又は准）

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

ひめゆり

正看護師

（透析室）

雇用期間の定めなし

(医)社団　順幸会

阿蘇立野病院

○透析室内の看護業務全般に従事していた
だきます。
※夜間勤務はありません。
＊南阿蘇の地域医療継続に力添えいただけ
る方、当院の再出発を共に歩んでいただけ
る仲間を歓迎いたします。

＊施設ご利用者様の健康管理/日常生活の
介護やレクレーション リハビリ等、
楽しく生活出来る環境作り。

・経管栄養・吸引・処置・服薬の管理・
食事介助等

・利用者の状態観察・吸引、吸入
・回診時の介助
・オンコール対応
・ドクター指示による薬の投与及び管理
・主治医への報告、連絡、相談

・入所者の身体、健康状態の把握
・身の回りのお世話（食事/入浴/排泄等）
・病院の指示による薬の投与及び管理
＊夜勤有、３人体制で勤務者の負担を
軽減する様に配慮しています。
月に４～５回の勤務。

＊病院の看護業務全般
・病棟の勤務は２交替制です
・夜勤は月４回程度あります。
＊南阿蘇の地域医療継続に力添えいただ
ける方、当院の再出発を共に歩んでい
ただける仲間を歓迎いたします。

＊特養入所者様、デイサービス利用者様の
健康管理機能訓練、食事介助、入浴・
着替えの介助、排泄介助

＊宿直 月２回程あり
（就学前児童免除あり）

・利用者の状態観察
・吸引、吸入
・回診時の介助
・オンコール対応
・ドクター指示により薬の投与及び管理
・主治医への報告、連絡、相談

・利用者の状態観察
・利用者の健康管理
・機能訓練
・入浴介助
・食事介助
・看護や看護記録

・運動機能の向上の訓練
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理学療法士
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡高森町高森2151-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 月給制　:月額300,000円～300,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  416311 就業場所:阿蘇郡高森町高森2151-1 週休2日制:毎週 経験:必須(経験者)
理学療法士

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2044番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額233,000円～237,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  383411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 作業療法士
①9:00～18:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労･健･厚
従業員数:134人 月給制　:月額162,700円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  437811 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
作業療法士

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2044番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額233,000円～242,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  384011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 栄養士
①8:30～17:45
②14:38～23:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6,262人 月給制　:月額176,000円～238,000円 休日:他 学歴:専修学校以上

正社員 40150- 1639311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4522番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 管理栄養士
①8:30～17:45
②14:30～23:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6,262人 月給制　:月額204,000円～246,000円 休日:他 学歴:専修学校以上

正社員 40150- 1615911 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4522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

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-  357811 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
①8:30～18:00
②5:00～14:00

求人:２人 ③6:00～15:00
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-  358211 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

生活支援員

雇用期間の定めなし

(福)立正福祉会

高森寮

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

作業療法士

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(医)社団　大徳会

介護老人保健施設

リハセンターひばり

作業療法士

（福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑

管理栄養士（一の

宮店）

雇用期間の定めなし

(株)ドラッグスト

アモリ

又は8:30～23:00の

間の8時間

栄養士（一の宮店

/地域専任職）

雇用期間の定めなし

(株)ドラッグスト

アモリ

又は8:30～23:00の

間の8時間

理学療法士

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(医)社団　大徳会

介護老人保健施設

リハセンターひばり

理学療法士

雇用期間の定めなし

(株)フューチャー

・バンク　デイサー

ビスセンターつくし

・運動機能の向上の訓練
・日常生活動作の訓練
・運動指導
・記録、及び計画書等の作成
・ご利用者の送迎もお願いします。

・運動機能向上訓練
・日常生活動作訓練
・運動指導
・介助方法指導
・記録、及び計画書作成 等

・高齢者と毎日向き合いながら、個別の
能力を持続させる手助けをします。
又、介護職員への技術を教えます。
利用者個々の機能訓練計画の作成。

・食事・着替え・排泄・入浴等の作業活動
を行い日常生活に考慮した治療を行う。

・運動機能向上訓練
・日常生活動作訓練
・運動指導
・介助方法指導
・記録、及び計画書作成 等

○専門知識を活かし、お客様の食生活を
含めた栄養面でのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ。

○商品管理・店舗管理業務（店内ﾚｼﾞ/接客
/販売/商品陳列等の業務）

＊転勤エリア：原則として自宅から通勤
可能な範囲（車で１時間以内）

○専門知識を活かし、お客様の食生活を
含めた栄養面でのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ。

○商品管理・店舗管理業務（店内ﾚｼﾞ/接客
/販売/商品陳列等の業務）

＊転勤エリア：原則として自宅から通勤
可能な範囲（車で１時間以内）

・朝・夕の送迎・日中活動
（ｸｯｷﾝｸﾞ・ｳｫｰｷﾝｸﾞ・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
＊夜勤あり（月／３回程度）
緊急時の対応、排せつ介助等
３名体制で１８０分の休憩あり。

＊定員10名ほどの施設で大自然の中、
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社会福祉士
①9:00～18:00 保育士

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 阿蘇郡高森町大字上色見2746-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:12人 時給制　:月額133,440円～182,240円 休日:月日他 学歴:不問
正社員以外 43090-  448411 就業場所:阿蘇郡高森町大字上色見1388-1週休2日制:毎週 経験:不問

介護支援専門員
①8:30～17:30

求人:２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･健･厚
従業員数:22人 月給制　:月額150,000円～153,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  387911 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 週休2日制:毎週 経験:必須(基本的な

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2044番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額172,000円～182,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  382511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

変形（1年単位）
①8:00～17:45
②8:00～12:00

求人:１人
年齢:59歳以下

大分県日田市本町7-35 保険:雇･労･健･厚
従業員数:52人 月給制　:月額150,000円～180,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 44040-  858311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2217-5 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川1440-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:22人 月給制　:月額160,000円～240,000円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-  455511 就業場所:阿蘇市黒川1440-1 週休2日制:毎週 経験:必須(・英語で

変形（1年単位）
①8:30～17:30
②9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:500人 時給制　:月額190,080円～190,080円 休日:日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010- 7410111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地504-1 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①8:30～17:30
②8:30～12:30

求人:１人 ③13:30～17:30
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額133,000円～181,100円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  458311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(診

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）

医師事務

作業補助者

雇用期間の定めなし

(医)社団　順幸会

阿蘇立野病院

ﾜｸﾁﾝ接種に伴う

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ業務

(株)リフティング

ブレーン 資格:不問

支援相談員

（福祉施設）

児童指導員 (社)ｓｏｌ

介護支援専門員

（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

雇用期間の定めなし

(医)社団　大徳会

介護老人保健施設

リハセンターひばり

案内窓口業務

及び一般事務

NPO法人　ＡＳＯ

田園空間博物館

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）

店頭事務

（阿蘇営業所）

(株)大日機材

資格:不問

雇用期間の定めなし

＊定員10名ほどの施設で大自然の中、
わらべうたを通して関わっていただ
きます。

・支援計画に基づいて子どもの支援/指導
・記録入力・請求業務補助
・契約業務・送迎業務：南阿蘇村/高森町

・主に居宅においての介護支援計画の作成
・要介護認定申請代行
・パソコン入力によるレセプト請求作業等
のケアマネジャー業務

・各種相談業務、自宅訪問（社用車使用）
・地域との連携への取り組み等

＊施設利用にあたってのご利用者様、
ご家族様との相談業務 これに関わる
地域包括センター、居宅事業所、医療
機関との連絡 調整及び、事務業務。

＊ショートステイご利用者様の送迎。
＊介護業務

＊ＪＲ阿蘇駅横（道の駅阿蘇）の総合案内
所における観光案内業務

・観光案内・荷物の梱包
＊パソコンによる資料・報告書作成等
（ワード・エクセル等を使用）
＊道の駅阿蘇ホームページ、ブログの作成

・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ予防接種に関する対応
業務・ﾏﾆｭｱﾙ/FAQ等に沿っての対応

・予約に関する問い合わせへの案内/対応
・接種券の紛失、再交付に関する業務
・内容記録のためのＰＣ入力業務
・定期的な会場内の消毒

・陪席（電子カルテ操作）
・書類作成
・その他、医師事務作業補助業務全般

・パソコン入力作業
（出庫伝票、注文書、見積書等の入力）
・電話応対
・在庫管理
・倉庫内業務 等

＊直販所における野菜・物品販売業務
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交替制あり
①8:00～16:00
②10:00～18:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市波野大字小地野1602 保険:雇･労･健･厚
従業員数:17人 時給制　:月額128,800円～161,000円 休日:水他 学歴:不問

正社員以外 43090-  331811 就業場所:阿蘇市波野大字小地野1602 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～16:00
②12:00～22:00

求人:２人 ③7:00～22:00
年齢:44歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:170人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  408611 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･労･健･厚
従業員数:308人 時給制　:月額147,586円～173,630円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090-  397711 就業場所:阿蘇市内牧966 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:35歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2313 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額170,000円～210,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  419111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4604-13 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～16:30
②11:00～19:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:6,262人 時給制　:月額119,000円～126,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 1881311 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1283- 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:45
②14:30～23:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:6,262人 時給制　:月額148,600円～155,520円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 1687511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4522番地 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:45
②14:30～23:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6,262人 月給制　:月額160,000円～236,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 40150- 1817611 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4522番地 週休2日制:その他 経験:不問

①10:00～19:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市南区近見1丁目4-10　吉田ビル2Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:50人 時給制　:月額205,440円～222,560円 休日:他 学歴:高校以上
有期雇用派遣労働者 43010- 7030411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2406-1 週休2日制:毎週 経験:不問

販売員（阿蘇一の

宮店）

(株)ドラッグスト

アモリ 資格:不問

販売員（小国店） (株)ドラッグスト

アモリ 資格:不問

携帯ショップ

スタッフ

(株)グッドコミュ

ニケーション 資格:不問

販売員（一の宮

店・地域専任職）

雇用期間の定めなし

(株)ドラッグスト

アモリ

又は8:30～23:00の

間の8時間程度

ガソリンスタン

ドスタッフ

雇用期間の定めなし

フルキ石油(株)

販売職（内牧店

惣菜部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

資格:不問

売店係

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル　ひぜんや 資格:不問

販売員(直販所／

ファストフートﾞ)

(株)神楽苑

資格:不問

雇用期間の定めなし

・商品の補充及び陳列・商品の在庫管理
・商品の発注及び仕入・棚卸し
＊フロント補助
・お客様のチェックイン、アウトによる
お出迎え及びお見送り

・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・鮮ど確認
・清掃業務、作業場の清掃・店舗の清掃
・その他これらに付随する業務
※立ち仕事になります。

・ガソリンスタンド内における給油作業
・お客様の車の洗車、清掃、それに伴う
接客

・企業への重油配達
・一般のお客様への灯油配達等

・店舗での販売する商品の商品出し/補充
・陳列棚の整理・在庫商品の管理
（賞味期限のチェック、在庫の確認）
・接客、販売・ﾚｼﾞ業務・ﾌﾛｱ清掃など
＊就業時間(１)(２)のいずれかをお選び頂き
ます。入社後、別時間帯への変更可。

・店舗での販売する商品の商品出し/補充
・陳列棚の整理・在庫商品の管理
（賞味期限のチェック、在庫の確認）
・接客、販売・ﾚｼﾞ業務・ﾌﾛｱ清掃など
＊就業時間(１)(２)のいずれかをお選び頂き
ます。入社後、別時間帯への変更可。

○商品管理・店舗管理業務（店内レジ、接
客、販売、商品陳列等の業務）
＊登録販売者試験対策勉強会を開催。
＊転勤ｴﾘｱ：原則として自宅から通勤可能
エリア内での勤務（車で１時間以内）

最初は来店されたお客様の受付/案内など、
簡単な業務から開始します。その後研修を
受講後、商品の説明や契約の手続きなどを
行って頂きます。
＊ほとんどの方が未経験からスタートして
います。研修もあります。

＊直販所における野菜・物品販売業務
・レジ・野菜等の商品整理、陳列
・野菜の袋詰め・注文品の発送準備
・店内清掃等
・ソフトクリームの販売
・機械の洗浄（ソフトクリーム）等
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変形（1ヶ月単位） 医療事務資格
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～170,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  340211 就業場所:阿蘇市小里250-4 週休2日制:その他 経験:必須(＊医療事
変形（1ヶ月単位）

①7:30～19:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市小里834-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額190,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  321711 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(調
変形（1年単位） 調理師
①8:30～17:30
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧169 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:29人 月給制　:月額160,000円～160,000円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  337611 就業場所:阿蘇市内牧169 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市波野大字小地野1602 保険:雇･労･健･厚
従業員数:17人 時給制　:月額128,800円～161,000円 休日:水他 学歴:不問

正社員以外 43090-  330711 就業場所:阿蘇市波野大字小地野1602 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:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧145-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  327311 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(日
交替制あり 介護福祉士
①8:30～17:30
②17:00～9:00

求人:３人
年齢:18歳以上

阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額148,000円～210,600円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  462511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①8:00～17:30
②8:45～18:15

求人:２人 ③13:00～22:00
年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労･健･厚
従業員数:134人 月給制　:月額148,900円～168,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  436711 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:30～17:30
②12:30～21:30

求人:２人 ③21:30～6:30
年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森993-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:134人 月給制　:月額148,900円～168,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  440311 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森993-8 週休2日制:その他 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

（福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑

介護福祉士

（病院）

雇用期間の定めなし

(医)社団　順幸会

阿蘇立野病院

介護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

ひめゆり

医療事務職 (有)野の花薬局

雇用期間の定めなし

ﾎｰﾙ係及び販売 (株)神楽苑

資格:不問

雇用期間の定めなし

フロント (資)蘇山郷

雇用期間の定めなし

調理人（旅館） (有)湯の宿　入船

雇用期間の定めなし

調理員 (福)竹葉会

内牧保育園

＊入院患者様の介護業務全般
・食事の配膳準備、及び後片付け
・食事介助・入浴介助
・排泄介助等
＊病棟の勤務は２交替制で、
夜勤は月４回程度あります。

・食事介助 ・お食事の配膳、下膳
・入浴介助 ・洗濯物の仕分け
・排泄介助
・利用者の方の外出時の送迎有り
（軽～ワゴン車等）

・食事介助・入浴介助
・排泄介助・食事の配膳、下膳
・洗濯物の仕分け等
・利用者の方の外出時の送迎有り
（軽～ワゴン車等）

・食事介助・お食事の配膳、下膳

＊医療事務：ﾊﾟ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。

（社用車使用：ＡＴ車２台あります）

＊旅館での調理業務全般
・料理の仕込み・提供
・朝食・夕食の料理：最大２０名前後の
人数対応

・仕入れ・発注業務等

＊園児数（０歳～５歳迄）130名の園児
や職員（非常勤、パート含む）２９名
の給食/おやつ作りに付随する調理全般
をおこないます。

＊事務処理もあります。

レストラン（そば処）における接客業務
・注文・配膳・下膳・レジ
・ソフトクリーム製造機械の洗浄等
・商品販売（そば関係商品）
・包装・発送準備
・ホール内清掃

・チェックイン、チェックアウト受付
・宿泊予約・顧客管理
・電話対応・客室案内補助
・パソコン操作（ワード・エクセルを
使って簡単な定型フォームへの入力）

・メールの返信
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変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:２人 ③12:00～21:00
年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額158,000円～183,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  381211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(介

①8:30～17:30

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･健･厚
従業員数:22人 月給制　:月額132,000円～132,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  385311 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:30
②8:30～18:00

求人:１人 ③10:30～20:00
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:158人 月給制　:月額147,500円～166,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  393311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:30
②8:00～17:30

求人:１人 ③9:00～19:00
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:158人 月給制　:月額147,500円～166,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  395911 就業場所:＊南阿蘇村大字河陽4463　『特 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:30～15:15
②10:15～19:00

求人:１人 ③11:15～20:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:500人 月給制　:月額152,000円～180,000円 休日:他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010- 7712511 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介

①9:00～19:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字下野287-4 保険:雇･労
従業員数:1人 月給制　:月額152,000円～180,000円 休日:月他 学歴:不問

正社員 43090-  463411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野287-4 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:170人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  415011 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(責
変形（1ヶ月単位）

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 月給制　:月額150,000円～220,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  420211 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業

資格:不問

調理係（旅館）

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）
6:00～21:00の

間の8時間

美容師

／美容師補助

介護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)順和会　特別

養護老人ホーム

陽ノ丘荘

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

雇用期間の定めなし

美容室　いずみ

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ係（又は

主任）（ホテル）

介護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)順和会　特別

養護老人ホーム

陽ノ丘荘

介護職

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

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）

公立病院での

看護補助

(株)リフティング

ブレーン

介護福祉士

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(医)社団　大徳会

介護老人保健施設リ

ハセンターひばり

・食事介助・お食事の配膳、下膳
・入浴介助・排泄介助
・入所、通所者の介護記録記載
・リハビリ補助
・デイケアの送迎

・デイケアの送迎業務
社用車（軽自動車～普通車）を使用。

・食事の配膳、下膳
・食事介助・入浴介助・排泄介助
・レクレーション参加等
＊１日の利用定員１０名まで

・入浴介助・洗濯物の仕分け
・食事介助・お食事の配膳及び下膳
・排泄介助等・介護記録記載
＊介護職員による調理業務はありません。

・入浴介助・洗濯物の仕分け
・食事介助
・お食事の配膳及び下膳
・排泄介助等
・介護記録記載
○日勤のみの応募も歓迎致します。

食事の配膳・下膳、食事・入浴・トイレの
手助け、車いす利用の患者さんの移動、患
者さんの見守りなど、看護師を補助するお
仕事です。常に複数の看護師がいますので
安心です。研修期間を設けますので未経験
の方でも問題ありません。

美容師もしくは美容師補助。
・パーマ
・カラー
・カット
・シャンプー
・清掃、準備・後片付け等付帯作業

＊ホテルで使用したシーツ・掛けカバー
・浴衣・タオルバスタオル等を回収して
クリーニングを行う業務です。

・各種洗濯物の選別
・専用機械でのクリーニング
・洗濯場の整理整頓等

＊料理の下ごしらえ及び調理業務
・精肉を専用機械や包丁を使用して、
それぞれの料理の材料をカット

・魚を刺身用のネタにさばき寿司造り、
他煮付け

・旬の食材を使用して、惣菜などの調理

「華匠庵」でのお仕事です
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交替制あり

求人:１人
年齢:59歳以下

福岡県大野城市御笠川2丁目12-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額180,000円～350,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 40180- 3623611 就業場所:阿薊郡小国町満願寺5704-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1年単位）
①6:30～15:30
②7:30～16:30

求人:１人 ③9:30～18:30
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 時給制　:月額142,065円～147,263円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43010- 7434311 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141,040円～154,800円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43010- 7435611 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- 7436911 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
変形（1ヶ月単位）

①5:00～9:00
②16:00～20:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3-1-1409 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:10人 月給制　:月額155,000円～200,000円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 28020- 3820311 就業場所:阿蘇市内牧1086-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調

変形（1ヶ月単位）

①6:30～15:30
②8:30～17:30

求人:１人 ③9:30～18:30
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:158人 月給制　:月額155,700円～187,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  379611 就業場所:＊南阿蘇村河陽4463　　　『特 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①6:00～21:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字弐ノ塔5304-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額180,000円～259,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  401711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字弐ノ塔5304-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③10:00～19:00
年齢:64歳以下

阿蘇郡高森町大字高森2685-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 時給制　:月額158,400円～211,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  443111 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

調理・清掃 (株)バンザイエン

タープライズ

給食調理

（阿蘇立野病院）

雇用期間の定めなし

(株)九州フード

サプライセンター 資格:不問

接客・調理補助

及びレジ業務

雇用期間の定めなし

(有)乙寿屋観光

高森田楽の里

又は11:00～20:00

の間の8時間

調理人

（料理長補助）

雇用期間の定めなし

(株)藤江旅館

旅館　心乃間間 資格:不問

調理職員

雇用期間の定めなし

(福)順和会　特別

養護老人ホーム

陽ノ丘荘

資格:不問

旅館の料理人・

調理師

雇用期間の定めなし

九州テクニカル

ディベロップメン

ト　(株)
7:00～21:00の

間の8時間程度

給食調理

（小国公立病院）

雇用期間の定めなし

(株)九州フード

サプライセンター 資格:不問

給食調理/おぐに

老人保健施設

雇用期間の定めなし

(株)九州フード

サプライセンター 資格:不問

「華匠庵」でのお仕事です
・調理、盛り付け
・調理場の掃除と道具の手入れ、
食材の管理

・メニューの考案

給食調理
・調理
・配膳
・洗浄
＊朝・昼・夕 各５０食程度（５人体制）

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

●現場作業宿舎での調理及び清掃。
１５～２０名程度の食事の用意をしていた
だきます。
※現場近くの方は、通勤も可能です。
夫婦でも可。

・調理業務全般・食事の盛り付け
・食器洗浄機を使用した食器洗い
・食器類の準備や片付け
・厨房の清掃業務による衛生管理
・調理業務に関する記録等
◆毎食47名分に対応していただきます。

・料理長の元での調理補助のお仕事です。
１０室(２０名)程度の調理となります。
夕食：イタリアン朝食：和食

・調理、盛り付け
・調理器具等の洗い
・厨房の清掃等

・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）

・テーブル等のセッティング
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交替制あり
①5:30～14:30
②10:00～19:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 保険:雇･労･健･厚
従業員数:150人 月給制　:月額190,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  344311 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(同
変形（1ヶ月単位）

①5:00～15:00
②14:00～22:00

求人:２人
年齢:44歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:170人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  406011 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問

①23:00～8:00

求人:２人
年齢:18歳以上

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:91人 時給制　:月額163,400円～163,400円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  402811 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①22:00～8:00

求人:３人
年齢:18歳以上

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:170人 日給制　:月額170,800円～170,800円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  407311 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①14:00～21:00

求人:２人
年齢:44歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:170人 月給制　:月額150,000円～220,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  411811 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～20:00

求人:２人
年齢:35歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:170人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  412211 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:３人
年齢:不問

阿蘇郡産山村大字大利630 保険:雇･労･健･厚
従業員数:63人 月給制　:月額170,000円～210,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  361611 就業場所:阿蘇郡産山村大字大利630　 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(韓
交替制あり
①6:30～14:45
②12:45～21:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字弐ノ塔5304-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額180,000円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  399211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字弐ノ塔5304-1 週休2日制:その他 経験:不問

ﾌﾛﾝﾄ・接客・

清掃（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)藤江旅館

旅館　心乃間間 資格:不問

フロント係

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや

ナイトフロント

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

予約・

フロント係

雇用期間の定めなし

(株)Ｔ＆Ｇ

ＮＥＴＷＯＲＫＳ

ＪＡＰＡＮ

資格:不問

予約係

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

ナイトフロント 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

資格:不問

ﾚｽﾄﾗﾝｽﾀｯﾌ

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

料飲部門ｽﾀｯﾌ

雇用期間の定めなし

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

・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

＊（１）朝食/団体様の昼食のﾚｽﾄﾗﾝ業務
＊（２）夕食(会席料理のみ)のﾚｽﾄﾗﾝ業務
・レストランでの配膳の準備
・料理、飲み物の提供・後片付け
・ホールの清掃等

＊お客様対応を主にしていただきます。
・ﾎﾃﾙ/ｺﾞﾙﾌ場のチェックイン/アウト対応
・ｼｽﾃﾑｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰを使用した日付更新業務
＊慣れるまで丁寧に指導いたします。

・夜間においてお客様への対応
・付随する業務として館内の見回り
・施錠確認等の夜警業務・電話応対
＊スタッフ２～３人で対応しています。
＊初心者の方でもｽﾀｯﾌが指導致します。

・チェックイン時の受付
・チェックアウト精算・見送り
・お部屋までのご案内及び館内等のご説明
・チェックイン前のお部屋等のチェック
・館内の見廻り
・来客の車の駐車場へ移動等（案内）

＊予約システム導入による業務
宿泊予約受付、旅行会社・個人客との
打合せ・受付

＊インターネット業務
宿泊予約の管理（じゃらん・楽天等）

＊ﾊﾟｿｺﾝによる顧客管理等＊住込みも可＊

＊ゴルフ場／ホテルの次のような業務：
・受付、精算対応
・予約電話対応
・予約帳への入力及び予約状況の把握

・チェックインにおいての受付、
・客室への案内及び館内のご説明
・お食事処での準備、配膳、後片付け
（３名で１０室を担当）
・チェックアウト時の精算、及びお見送り
・お部屋、及び外廻りの清掃もあります。

・チェックイン対応・ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾃｨﾝｸﾞ
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①14:00～22:00

求人:１人
年齢:40歳以下

阿蘇市乙姫1952-18 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額180,000円～220,000円 休日:水日他 学歴:不問

正社員 43090-  446211 就業場所:阿蘇市乙姫1952-18 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①7:00～16:00
②13:00～22:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧145-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額170,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  418911 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～22:00

求人:５人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:170人 月給制　:月額250,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  409911 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:30
②16:00～23:30

求人:２人
年齢:18歳以上

熊本市西区花園1丁目3-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額190,000円～190,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員以外 43010- 7231411 就業場所:阿蘇市内牧1038-1　 週休2日制:なし 経験:不問
交替制あり
①8:00～17:00
②14:00～23:00

求人:２人
年齢:18歳以上 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:170人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  414411 就業場所:阿蘇郡小国町下城4132-4 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:５人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市東区戸島3丁目8-30 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:45人 日給制　:月額187,200円～187,200円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43010- 6364111 就業場所:熊本市東区戸島3丁目8-30 週休2日制:毎週 経験:不問

原動機付自転車免許
①8:00～17:00
②21:00～6:00

求人:５人
年齢:18歳以上

熊本市東区戸島3丁目8-30 保険:雇･労･健･厚
従業員数:45人 日給制　:月額156,000円～249,600円 休日:日他 学歴:不問

正社員以外 43010- 6365711 就業場所:熊本市東区戸島3丁目8-30 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30
②17:30～8:30

求人:１人
年齢:20歳～40歳 普通自動車免許

熊本市中央区帯山4丁目18-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:940人 月給制　:月額180,510円～180,510円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43010- 6511311 就業場所:阿蘇地区の契約先 週休2日制:その他 経験:不問

F　保安の職業（警備員等）

受付、清掃

（吉祥の湯）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや

ホール係

雇用期間の定めなし

(株)富士千

資格:不問

交通誘導員

（短期）

(株)トラスト熊本

接客スタッフ

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)関屋

「お宿あそ兵衛」 資格:不問

接客係及び清掃

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光ホテ

ル　ひぜんや 資格:不問

接客（旅館）

雇用期間の定めなし

(資)蘇山郷

資格:不問

交通誘導員 (株)トラスト熊本

雇用期間の定めなし

機動隊員（警備

員）阿蘇地区

雇用期間の定めなし

(株)キューネット

・チェックイン対応・ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾃｨﾝｸﾞ
・料理出し、それに伴う説明
・ドリンク出し
・下げ膳、皿洗い、片付け
・お客様を笑顔にするﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの思考と
実践

・チェックイン前のお部屋の点検
・チェックイン後のお部屋へのご案内
・夕食の準備
・夕食の提供、及び接客
・食事処の後片づけ、及び清掃
・翌朝の朝食の準備等

・お部屋へのご案内/館内施設等のご説明
・お食事、お飲み物の提供及び下膳
（夕食）・布団敷き、布団上げ
・チェックアウト後のお部屋の清掃
・お茶ｾｯﾄの入れ込み・ｱﾒﾆﾃｨｰ等の補充
＊午前中は清掃、午後は接客業務。

店内での接客
機械等の保守点検

・日帰り温泉の受付・精算業務
・風呂、脱衣場等の清掃
・使用済みのタオル、バスタオル等を
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ（ひぜんや）へ持って行き、
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ済のタオル等を持って来ます。

当社契約先のお客様へ、「安心・安全」を
お届けする社会貢献度の高い仕事です。
社用車でお客様先へ急行し、適切な対処を
行います。
・緊急対処、巡回、警備機器の保守点検、
ＡＴＭ障害対応等

＊工事現場における車両・歩行者誘導
＊各種イベント警備等
＊巡回・保安業務等
※２ヶ月間の短期雇用です
※活動エリア：熊本市内を中心とする
県内一円（主に熊本市内）阿蘇エリア

・工事現場における車両、歩行者誘導
・各種イベント警備・巡回、保安業務等
＊活動エリア：熊本市内を中心とする
県内一円、阿蘇エリア（主に熊本市内）
社用車又はマイカー使用（マイカー
の場合は運行手当あり）
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①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町坂梨2764 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額200,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  328611 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡　高森町大字上色見2299 保険:労
従業員数:3人 日給制　:月額212,500円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  421511 就業場所:阿蘇郡　高森町大字上色見2299 週休2日制:なし 経験:あれば尚可(刈
変形（1ヶ月単位）

①7:30～17:00

求人:２人
年齢:45歳以下 自動車免許(AT不可)

大分県竹田市荻町馬場487-7 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額162,000円～233,500円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 44080-  632511 就業場所:阿蘇市/大分県竹田市 週休2日制:なし 経験:不問

交替制あり
①8:00～17:00
②15:00～0:00

求人:１人
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 保険:雇･労･健･厚
従業員数:37人 月給制　:月額194,000円～335,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  338911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①5:20～13:50
②13:30～22:00

求人:２人 ③21:10～5:40
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町坂梨2449番地1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:443人 月給制　:月額154,000円～154,000円 休日:日他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-  325411 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2449番地1 週休2日制:その他 経験:必須(＊矯正視

①8:30～17:15

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区長嶺東8丁目1-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:450人 時給制　:月額160,000円～192,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010- 6287211 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

変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰4496-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額150,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  333511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰4496-2 週休2日制:その他 経験:不問

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）

資格:不問

樹木の生産販売

雇用期間の定めなし

竹内緑地

豚舎の清掃

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇高原

ファーム

森林作業員

雇用期間の定めなし

(株)堀木材

加硫工・

検査作業工

熊本ＮＯＫ(株)

資格:不問

電気部品の組立 アビリティ　(株)

自動車整備 (株)オートリファ

インショウジ

雇用期間の定めなし

水質検査業務 ﾊｲｺﾑｳｫｰﾀｰ(株)

南阿蘇村工場 資格:不問

雇用期間の定めなし

＊酪農業務全般を行っていただきます。
・搾乳作業・給餌作業
・哺乳作業
・牛舎等の清掃など

＊主な仕事として、樹木の苗木の裁植、
栽培を行います。

・苗木を畑に植え、２年～３年生育させて
出荷及び販売を行います。

＊個人宅での庭園の剪定作業もあります。

・山林現場での立木伐採や運搬作業
・重機オペレーター業務
・造林作業（所有者に代わって植え付けや
草刈り、間伐などの山の手入れ）
※採用後、必要な資格を取得していただき
ます。（会社負担）

自動車用部品：ボルトのメッキ加工

＊豚舎の清掃全般
・豚を出荷した後の豚舎の清掃作業
（高圧洗浄機を使用しての水洗い作業）
・除糞作業・通路・エサ箱の水洗い等
・農場内の清掃美化活動

・最終出荷前の水質検査
・製造現場の環境検査
・品質保証に関する業務
・製造ラインの補助業務
・備品管理及び発注業務

◎主に車輌用Ｏﾘﾝｸﾞ等のｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ製品の
製造。複数台の加硫成型機を担当し
生地込め/離型及び製品の仕上げ/外観
検査/計数。若しくは検査全般と製品
包装。＊複数の機械の間移動が多く体
力が必要です。＊矯正視力１．０以上

太陽光発電ｼｽﾃﾑに使われる電気に変換され
るﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞﾝｻｰの組立のお仕事です。
担当する工程でねじを締めたり部品を取り
付けたりする作業になり一つ一つのお仕事
は簡単な作業になります。未経験の方でも
親切丁寧な作業研修があるので安心です。

・車の定期点検、車検の整備
・部品の交換、オイル交換、洗車
・車の故障修理 ・板金、塗装作業
・中古車/新車の整備/納車
・工場内の整理整頓＊その他、ﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ
の作業に従事する事もあります。
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交替制あり
①8:00～16:45
②20:00～5:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:500人 時給制　:月額177,120円～177,120円 休日:土日他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010- 7722011 就業場所:阿蘇郡高森町高森2141-5 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3968-6 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額156,000円～156,000円 休日:木他 学歴:高校以上

正社員 43090-  366211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3968-6 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:00～15:00
②8:00～17:00

求人:２人 ③18:30～3:30
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 保険:雇･労･健･厚
従業員数:37人 月給制　:月額212,000円～355,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  356711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位） 大型自動車免許
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市竹原390 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 日給制　:月額184,800円～207,900円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  342411 就業場所:阿蘇市竹原390 週休2日制:その他 経験:不問
大型自動車免許

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市的石字端辺775番地の32 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 日給制　:月額172,800円～280,800円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  353611 就業場所:阿蘇市的石字端辺775番地の32 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①8:00～17:00
②7:00～16:00

求人:３人 ③6:00～15:00
年齢:59歳以下 普通自動車免許

兵庫県姫路市北今宿2丁目347-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:100人 日給制　:月額458,000円～572,500円 休日:日他 学歴:不問

正社員 28050- 5612311 就業場所:熊本県阿蘇市 週休2日制:その他 経験:必須(トンネル
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:65歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町大字高森656-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 日給制　:月額163,100円～233,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  450911 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森656-1 週休2日制:その他 経験:不問

J　建設・採掘の職業（型枠大工、左官、内装等）

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）

土木作業員

雇用期間の定めなし

(株)高梢

土木作業員

（トンネル工事）

雇用期間の定めなし

(株)三坂工業

大型運転手

雇用期間の定めなし

(有)栄産業

資格:不問

製造　検査（管

理者候補）

雇用期間の定めなし

ハイコムウォー

ター(株)南阿蘇村

工場

資格:不問

パン製造と販売

雇用期間の定めなし

(有)みなつき（め

るころパン工房）
5:00～17:00の

間の8時間

大型ダンプ・ト

ラック運転手

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇ファーム

自動車部品メッキ

加工スタッフ

(株)リフティング

ブレーン 資格:不問

自動車用部品：ボルトのメッキ加工
ボルトをメッキ加工機へ投入、メッキ後の
ボルトを検査工程へまわします。

○パン製造
・仕込み、成形、焼成等
＊主に立ち仕事となります。
○パンの販売
・袋詰めやレジ打ち・喫茶店での補助
・ｻﾝﾄﾞの仕込み/準備・清掃・包材の補充

・製造/出荷や資材発注管理/資材搬入業務
・商品検査/ﾎﾞﾄﾙ投入/製品梱包/ﾊﾟﾚﾀｲｽﾞ
（出荷商品の保管の為ﾊﾟﾚｯﾄに積み付け）
・出荷手配、積み込み作業・商品在庫管理
・設備管理、メンテナンス
・工場内の整理整頓

＊重機、各種砂石等の運搬
（主として阿蘇市～南阿蘇村）
産業廃棄物、収集運搬、農機具運搬等

＊道路・河川等の土木作業、家屋解体の
現場作業＊重機オペレーター等

＊運転前後の大型車の点検、整備

＊牧草収穫・運転業務
＊堆肥の施肥：堆肥をダンプで運び
トラクターで散布

＊農作業全般：肉牛乳用牛等への餌やり等

・公共事業（トンネル工事）
（覆工・防水工・インバート工）
・出張のみ
＊トンネル工事経験者は６０歳以上の
応募も可。

＊就業開始はＧＷ明け頃になります。

＊災害復興等に伴う土木工事及び公共工事
・道路補修工事・道路改善工事
・その他作業に伴う各種工事
・現場で使用した道具などの整理整頓

＊造園・土木業務全般
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①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡　高森町大字色見2554 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額192,000円～220,000円 休日:日祝 学歴:不問

正社員 43090-  456411 就業場所:阿蘇郡　高森町大字色見2554 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①7:30～16:30
②13:00～22:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 保険:雇･労･健･厚
従業員数:37人 月給制　:月額207,000円～350,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  339111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:45
②8:00～12:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

大分県日田市本町7-35 保険:雇･労･健･厚
従業員数:52人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 44040-  856411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2217-5 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:45
②8:00～12:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

大分県日田市本町7-35 保険:雇･労･健･厚
従業員数:52人 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 44040-  857011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2217-5 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:00～16:00
②9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市波野大字小地野1602 保険:雇･労･健･厚
従業員数:17人 時給制　:月額128,800円～161,000円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090-  332211 就業場所:阿蘇市波野大字小地野1602 週休2日制:その他 経験:不問
自動二輪車免許

①8:30～17:15 原動機付自転車免許

求人:２人 上記のいずれか
年齢:59歳以下

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地2300 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:193,000 時給制　:月額155,520円～155,520円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  457011 就業場所:阿蘇市波野大字滝水142-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:00～16:45
②20:00～5:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:500人 時給制　:月額177,120円～177,120円 休日:土日他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010- 7733911 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-5 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3215-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 日給制　:月額198,900円～234,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  390511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3215-2 週休2日制:なし 経験:不問

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）

造園土木作業員

雇用期間の定めなし

(株)岩下りんどう

園　阿蘇支店

工場内作業

雇用期間の定めなし

(有)藤田製材所

資格:不問

郵便外務員 日本郵便(株)

一の宮郵便局

工場内での入集荷

および運搬業務

(株)リフティング

ブレーン 資格:不問

ルート配送業務 ﾊｲｺﾑｳｫｰﾀｰ(株)

南阿蘇村工場

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

ルート営業

（阿蘇営業所）

(株)大日機材

雇用期間の定めなし

ルート配送

（阿蘇営業所）

(株)大日機材

雇用期間の定めなし

製造業及び配送 (株)神楽苑

＊造園・土木業務全般
・樹木・剪定・消毒・除草
・造園工事（個人・事業所）
・露天風呂工事等
※熊本方面での公共作業もあります。

・バイクでの郵便物の配達
主に、はがき・封書の配達となります。

・波野郵便局エリア：１名
・阿蘇郵便局エリア ：１名

自動車用部品の入集荷業務、資材の確認
および工場内運搬業務

・鋸くず製造業務（機械の中に材木投入）
・機械操作による結束及び梱包作業
・製品の手作業による仕分け作業を２人組
で行います（体力を要します）

・製品の天然乾燥による手作業有り
・工場内の片付け、清掃・機材の管理他

＊ご宿泊のお客様のチェックアウト後の

・各契約家庭への製品配送
（１日２５～３０件、熊本市方面）
・トラックによる資材移動
（製品配送、資材の搬入と移動）
・出荷手配、積み込み作業
・商品在庫管理・工場内の整理整頓

・水道資材/住宅機器等のルートセールス
及び配送

＊軽トラック～２ｔ車等を使用しての配送
＊営業エリアは日田、玖珠、阿蘇

○水道資材、住宅機器等の配送
・軽トラック～２ｔ車等を使用しての
配送

＊配送エリアは、日田、玖珠、阿蘇

・そば粉の製粉、麺の製造・商品の袋詰め
・商品の発送・配達準備
・加工場内他の清掃
配達ルート先：福岡県/大分県/熊本県内の
道の駅等配達時は２トン車を使用する場合
があります。
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変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:３人
年齢:不問

阿蘇郡産山村大字大利630 保険:雇･労･健･厚
従業員数:63人 月給制　:月額170,000円～210,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  360311 就業場所:阿蘇郡産山村大字大利630　 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①6:30～17:00
②7:00～17:00

求人:４人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:91人 時給制　:月額137,600円～154,800円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  403211 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

変形（1年単位）
①7:00～16:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:150人 月給制　:月額190,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  350411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:00～15:00
②7:00～16:00

求人:３人 ③8:00～17:00
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡産山村大字大利630 保険:雇･労･健･厚
従業員数:63人 月給制　:月額170,000円～210,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  362911 就業場所:阿蘇郡産山村大字大利630　 週休2日制:その他 経験:あれば尚可

看護師
准看護師

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労
従業員数:134人 時給制　:時給1,020円～1,220円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  435111 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
看護師
准看護師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:59歳以下

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1,020円～1,220円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  438211 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

①22:00～7:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:67人 日給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  359511 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

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

パート

コース管理

雇用期間の定めなし

(株)Ｔ＆Ｇ

ＮＥＴＷＯＲＫＳ

ＪＡＰＡＮ

夜勤員（夜勤

専門支援員）

(福)立正福祉会

高森寮 資格:不問

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

客室清掃

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)Ｔ＆Ｇ

ＮＥＴＷＯＲＫＳ

ＪＡＰＡＮ

資格:不問

看護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

ひめゆり
8:30～17:30の

間の5時間程度

看護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑
9:00～18:00の

間の5時間程度

コース管理

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇カント

リークラブ

コース管理

＊ご宿泊のお客様のチェックアウト後の
お部屋の清掃業務全般

・ベッドメイク及びお部屋の清掃
・部屋着、アメニティの入れ込み
・清掃後のお部屋のチェック

・専用機械を使用しての芝の刈込み
・グリーンのカップ切り
・周辺の草刈り
・ゴルフ場内は車で移動します。
◆お客様が快適にプレーできるよう、
コース内の整備をします。

＊ほとんどが屋外での作業となります。
・グリーン刈りフェアウェイの刈り込み
薬剤散布

・機械整備
・機械、備品等の整理整頓等

＊ゴルフ場コース内の整備及び管理業務
・コース内において、専用機械、車両を
使用しての芝刈り、樹木の剪定、周辺
の草刈り

・グリーン、バンカーの整備
・清掃等

・利用者の方の健康状態の観察及び把握
・疾病の予防、及び管理
・早期発見治療に努める
・病院との連絡、連携
・医師の指示による服薬の管理等

・利用者の方の健康状態の観察、及び把握
・疾病の予防、及び管理
・早期発見治療に努める
・病院との連絡、連携
・医師の指示による服薬の管理等

＊障害をお持ちの方の夜間の支援と巡回
が主な仕事になります。

・起床準備（着替え、排泄、洗面、ひげ
剃り、検温、布団の片付け等）

・定時の施設内外の巡回

・子ども達やｽﾀｯﾌと学びつつ、保育業務に
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保育士
①9:00～18:00 幼稚園教諭免許

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 阿蘇郡高森町大字上色見2746-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:12人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:月土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  452711 就業場所:阿蘇郡高森町大字上色見1388-1週休2日制:毎週 経験:不問

介護支援専門員
①9:00～17:00

求人:２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･健･厚
従業員数:22人 時給制　:時給795円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  388111 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 週休2日制:毎週 経験:必須(基本的な
キャリアコンサルタント

①10:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市中央区帯山2丁目13番34-2号 保険:健･厚
(４か月以上) 従業員数:0人 時給制　:時給1,500円～1,500円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010- 8022511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2402 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(人

求人:２人
年齢:不問

福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3　福岡フジランドビル2Ｆ 保険:労
従業員数:300人 時給制　:時給1,500円～3,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

パート労働者 40010-13059111 就業場所:阿蘇郡内の生徒宅 週休2日制:毎週 経験:不問

①16:00～19:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地2417-1 保険:労
従業員数:2人 時給制　:時給850円～900円 休日:水土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  464011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2417-1 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

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川1440-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:22人 時給制　:時給1,100円～1,500円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43090-  453811 就業場所:阿蘇市黒川1440-1 週休2日制:毎週 経験:必須(英語での

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡高森町高森1231 保険:雇･労
従業員数:16人 時給制　:時給800円～800円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  343011 就業場所:阿蘇郡高森町高森1231 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(販

①8:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下

八代市日奈久中西町新12-1 保険:雇･労
従業員数:18人 時給制　:時給800円～900円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43020- 1296811 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2022-1　週休2日制:その他 経験:あれば尚可(パ

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

資格:不問

調剤事務

〈急募〉

雇用期間の定めなし

ヤマトファルマ

(有)

事務補助/販売

雇用期間の定めなし

(名)豊前屋本店

（阿蘇ﾏﾙｷﾁ醤油）
8:10～17:20の

間の5時間程度

就労支援員

／阿蘇ブランチ

(株)Ｆｉｎｅ

プロデュース

案内窓口業務

及び一般事務

NPO法人　ＡＳＯ

田園空間博物館
9:00～18:00の

間の5時間

受付事務及び

治療補助

雇用期間の定めなし

暁山整骨院

資格:不問

家庭教師

雇用期間の定めなし

志成教育グループ

(株)
16:00～22:00の

間の2時間程度

保育士 (社)ｓｏｌ

又は9:00～18:00の

間の6時間以上

介護支援専門員

（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

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）

・子ども達やｽﾀｯﾌと学びつつ、保育業務に
従事していただきます。

・野外活動が中心なので森へも行きます。
・送迎業務：高森町・南阿蘇村
未就学のお子さんをお持ちの方は、
一緒に通勤、勤務可能です。

・主に居宅においての介護支援計画の作成
・要介護認定申請代行
・パソコン入力によるレセプト請求作業等
のケアマネージャー業務

・各種相談業務、自宅訪問（社用車使用）
・地域との連携への取り組み等

熊本県地域無料就労相談窓口対応
・就労相談・キャリアコンサルティング/
適性検査の実施

・求職者への適切な支援機関へのつなぎ/
情報提供

・キャリア教育への支援、助言

小・中学生を対象に当社のカリキュラムに
て学習指導を行なう

＊整骨院の受付業務及び治療補助
・受付事務、電話予約
・パソコンでの保険関係の入力、レジ操作
・電気治療器の操作補助 診療室等の清掃

・日本人及び外国人への観光案内
・荷物の梱包
＊ブログ作成やパソコンによる資料・
報告書作成等
（ワード・エクセル等を使用）

・事務補助
・売店（併設）での接客・販売業務
・電話対応・商品包装等
＊できれば、土日就労可能な方を希望
します。毎週でなくても隔週でも就労
可能な方、ご相談ください。

・患者さまの受付・接客
・処方せんの入力・データ処理
・レセプト処理
・調剤補助（分包機作業含む） 等

＊処方せん受付
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①8:30～12:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市内牧103 保険:雇･労
従業員数:4人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:日祝 学歴:短大以上

パート労働者 43090-  363111 就業場所:阿蘇市内牧103 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(簿

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 阿蘇市一の宮町宮地504番地1 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:391人 時給制　:時給952円～1,028円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  425611 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地504番地1 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-  322811 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
交替制あり
①6:00～11:00

求人:１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-  422411 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

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3968-6 保険:雇･労
従業員数:8人 時給制　:時給800円～800円 休日:木他 学歴:不問

パート労働者 43090-  365811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3968-6 週休2日制:なし 経験:不問

①9:30～17:00

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 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  336311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松1561-1週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

菊池郡大津町大字室975-2 保険:雇･労
従業員数:3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 43030- 2075111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石844-1 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）

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

宮下総合企画

10:00～21:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は6:00～15:00の

間の5時間程度

資格:不問

介護保険認定訪問

調査員(ほけん課)

阿蘇市役所

販売職（一の宮店

鮮魚部）

資格:不問

パン販売

雇用期間の定めなし

(有)みなつき

(めるころ

　　　ﾊﾟﾝ工房)
9:00～18:00の

間の6時間程度

接客・調理補助 (有)村上養魚場

雇用期間の定めなし

貸別荘管理

（１）

調剤事務

雇用期間の定めなし

(有)レーベン調剤

薬局　内牧みなみ

調剤薬局

販売職（一の宮店

レジ係）

(株)みやはら

資格:不問8:30～20:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

＊処方せん受付
＊電話応対
＊調剤事務全般
＊調剤助手
＊不足薬剤の買い継ぎ：社用車使用

※介護保険認定訪問調査
・自宅・病院等を訪問し、申請者の調査票
作成及び調査に関するパソコン入力

・自宅訪問地域：主に阿蘇市内
・病院等の訪問地域：阿蘇市内外
・公用車使用：単独での訪問調査。

・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。

・焼き上がったパンの仕上げをし、
店頭に並べます。

・袋詰めやレジ打ち・喫茶店での補助
・サンドの仕込み、準備
・清掃・包材の補充

・商品金額の打ち込み（バーコード使用）
・ﾚｼﾞ廻りの掃除/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。

＊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
勤務可能な方を希望します。

・お客様の受入、受付業務
・チェックアウト時の対応、電話受け
・メールのチェック
・その他上記に付随する業務
＊未経験の方も丁寧に指導いたします

・お客様の受入、受付業務
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求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

菊池郡大津町大字室975-2 保険:雇･労
従業員数:3人 月給制　:時給921円～1,152円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43030- 2076711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石844-1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労
従業員数:134人 時給制　:時給850円～1,020円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  432311 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:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労･健･厚
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-  434911 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:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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850円～1,020円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  439511 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

①16:00～18:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:労
(４か月以上) 従業員数:66人 時給制　:時給1,100円～1,200円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  373811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(介

①9:30～14:30
②1:00～6:00

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:90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-  424311 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①7:00～11:00

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-  349811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）

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900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  347111 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:必須(調理経験)

調理師

（ホテル）

アーデンホテル

阿蘇((株)南阿蘇

カントリークラブ)
5:30～20:30の

間の5時間程度

資格:不問

清掃（風呂） 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

介護職員 (福)白久寿会　特

別養護老人ホーム

水生苑

温泉清掃

（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

資格:不問

介護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

ひめゆり
8:30～17:30の

間の5時間程度

介護助手

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑
8:00～17:30の

間の6時間程度

介護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑
8:30～17:30の

間の5時間程度

貸別荘管理

（２）

宮下総合企画

10:00～21:00の

間の6時間

雇用期間の定めなし

・食事介助・お食事の配膳、下膳
・入浴介助・洗濯物の仕分け・排泄介助
・利用者の方の外出時の送迎有り
（軽～ワゴン車等）
＊施設内研修により未経験者も安心して
ご応募ください。

・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、トイレ等の掃除
・ポータブルトイレ、尿器等の回収・洗浄
・フロアの換気等の環境整備
・創作活動、趣味活動の補助等

・食事介助・入浴介助
・排泄介助・食事の配膳、下膳
・洗濯物の仕分け等
・利用者の方の外出時の送迎有り
（軽～ワゴン車等）

特別養護老人ホーム水生苑（定員・入所
３０人、短期入所１０人）で、夕食前後
の介護サービスを提供いただきます。
・入所食堂への移動
・配膳、食事介助、下膳、口腔ケア等
食事前後の業務など

・塩素系洗剤を使用してﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼで磨き
高圧洗浄機【重さ：７キロ前後）で洗
い流し、温泉を溜めて温度調節。
※経験にも選りますが、５時間程度で
約５～６ヵ所の清掃を行います。

「どんどこ湯」施設の清掃関連業務：
・脱衣場、浴場等の清掃
・タオル・ゴミの回収
・脱衣カゴ等の整理整頓

調理長の指導・指示のもとでの仕事です。
・宿泊のお客様への料理提供
・立ち寄りのお客様へのランチの提供
・宴会（婚礼/法事/忘年会等）料理の提供
・厨房での後片付け、整理整頓、清掃等

病院での給食調理業務

・お客様の受入、受付業務
・チェックアウト時の対応、電話受け
・メールのチェック
・その他上記に付随する業務
＊未経験の方も丁寧に指導いたします
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交替制あり
①6:00～12:00
②14:00～19:30

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- 7354311 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

①5:30～10:30
②7:00～12:00

求人:２人 ③9:00～14:00
年齢:不問

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:90人 時給制　:時給800円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  429811 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(精

①6:00～14:30

求人:１人
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800円～820円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  378311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:その他 経験:不問

①6:00～10:00
②17:00～21:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字弐ノ塔5304-1 保険:労
従業員数:8人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  391411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字弐ノ塔5304-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市乙姫1952-18 保険:雇･労
従業員数:9人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:土日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  447511 就業場所:阿蘇市乙姫1952-18 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調

①9:00～15:30
②10:00～16:30

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-  442911 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
交替制あり
①5:30～10:30
②17:00～22:00

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久石4411-9 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給793円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  345611 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:不問

①17:00～22:00

求人:３人
年齢:不問

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:90人 時給制　:時給1,000円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  427111 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

夕食バイキング

スタッフ（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
又は17:00～22:00

の間の2時間以上

資格:不問

料飲部門ｽﾀｯﾌ ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ

南阿蘇（(株)

南阿蘇ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ)
資格:不問

調理補助及び

接客（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)藤江旅館

旅館　心乃間間 資格:不問

調理スタッフ

雇用期間の定めなし

(同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

資格:不問

接客・調理補助

及びレジ業務

雇用期間の定めなし

(有)乙寿屋観光

高森田楽の里

食品製造ｽﾀｯﾌ

雇用期間の定めなし

(有)関屋

「お宿あそ兵衛」 資格:不問

調理補助

（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
又は5:30～20:30の

間の2時間以上

資格:不問

給食調理

（阿蘇立野病院）

雇用期間の定めなし

(株)九州フード

サプライセンター 資格:不問

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

・食材の洗い
・野菜の切り込み、簡単な盛り付け
・バイキングの対面調理
（オープンキッチンでの調理、接客）

・料理の差し替え
・調理道具、食器等の洗浄・厨房内の清掃

住宅型有料老人ホーム（定員３０名）の
朝食・昼食の調理（平常は一汁三菜程度、
行事食時には献立に変更有）
後片付け、食材の買い物等。
５名体制で従事。

（１）朝食の調理補助業務
（２）夕食の調理補助業務
・食材の洗い、及び切り込み
・調理に関連する調理補助・盛り付け
・配膳等・下膳後の皿等の洗浄/整理整頓
・厨房内の清掃等

＊旅館内で提供し道の駅でも販売している
食品の調理と関連業務

・食材の準備、切り込み、下処理等
・調理（例：ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ、ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ等）
・食品の真空パック等付帯作業

・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）

＊ご宿泊のお客様のレストラン、宴会場
ご利用においての接客業務全般。

・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

＊旅館内にあるレストランにて、料理・
配膳・接客・皿洗いなどの業務全般。

＊ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾃｨﾝｸﾞ、簡単な盛り付け補助、
配膳及び下膳、ホールの清掃等。
※入社後、導入研修を実施しますので、
初めての方も大歓迎です。

＊朝食の提供：当館はバイキング形式の
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①5:00～10:00
②7:00～12:00

求人:２人 ③6:00～14:00
年齢:不問

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:90人 時給制　:時給900円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  428711 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(接

①5:30～10:30
②6:30～14:30

求人:２人 ③17:00～22:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:91人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  404511 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 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 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～800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  348711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～11:00
②9:00～13:00

求人:３人 ③9:00～17:00
年齢:不問

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:90人 時給制　:時給900円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  426911 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①21:00～8:00

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧99 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:37人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  368411 就業場所:阿蘇市内牧99 週休2日制:毎週 経験:不問

①5:30～10:00
②7:00～11:30

求人:２人 ③16:00～20:30
年齢:不問

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:90人 時給制　:時給900円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  430411 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～10:00
②16:00～22:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市内牧145-1 保険:雇･労
従業員数:25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-  417611 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①6:00～9:00
②16:30～22:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧99 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:37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-  371111 就業場所:阿蘇市内牧99 週休2日制:毎週 経験:不問

オープンキッチン

スタッフ（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

レストラン、

宴会接客係

接客係

（ホテル）

(株)阿蘇ホテル

又は6:00～22:00の

間の6時間

資格:不問

接客（旅館）

雇用期間の定めなし

(資)蘇山郷

資格:不問

ナイトフロント

（ホテル）

(株)阿蘇ホテル

資格:不問

予約フロントス

タッフ（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
又は7:00～22:00の

間の2時間以上

資格:不問

レストラン業務

（ホテル）

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇カント

リークラブ）
6:00～22:00の

間の3時間以上

資格:不問

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 又は5:30～22:00の

間の4時間以上

資格:不問

朝食バイキング

スタッフ（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
又は5:00～14:00の

間の2時間以上

資格:不問

＊朝食の提供：当館はバイキング形式の
提供となっております。

・お客様へお席のご案内
・提供するお料理の補充
・簡単なパンケーキなどの調理
・食後の後かたづけ

・オープン前の準備からオーダー取り、
料理提供、後片づけ
ｸﾛｰｽﾞ後の片づけ/宴会場設営。朝食、
夕食はﾊﾞｲｷﾝｸﾞﾚｽﾄﾗﾝでの配膳となり、
不定期で宴会会場の対応もあります。

＊土、日、祝日の勤務が可能な方を希望

・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

・ﾁｪｯｸｲﾝ時のお客様のお出迎え、受付
・ﾁｪｯｸｱｳﾄによる精算、お見送り
・お客様滞在のサポート接客
・娯楽設備の提供
・予約電話等の対応等
・簡単なパソコン入力による業務

・２４頃よりホテル内の施錠
・売店販売補助、接客補助
・夜間警備、見回り（３回）
・電話応対・緊急時の対応
・朝、フロントへの連絡、及び引き継ぎ
・館内外清掃等

≪担当場≫＊ 揚 場
＊ 焼き場
＊ 鉄板コーナー
＊ オーブン場
＊ 寿司・刺身場 など

※入社後に導入研修を実施します。

・チェックイン前のお部屋の点検
・お部屋へのご案内
・夕食の準備・夕食の提供、及び接客
・食事処の後片づけ、及び清掃
・翌朝の朝食の準備等

・お客様のお出迎え・お見送り
・食事会場設営、ﾃｰﾌﾞﾙ等のセッティング
・ﾚｽﾄﾗﾝ・宴会場での料理の配膳・ｾｯﾃｨﾝｸﾞ
・料理、飲み物等の提供
・後片づけ、及び清掃等

「かんぽの宿阿蘇」施設の夜間管理業務

19



交替制あり
①21:30～7:30

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市北区大窪4丁目1番35号 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:2,700人 時給制　:時給800円～800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010- 7551211 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

①9:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧99 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:37人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  369011 就業場所:阿蘇市内牧99 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市小里281-3 保険:雇･労
従業員数:6人 時給制　:時給800円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  454211 就業場所:阿蘇市小里281-3 週休2日制:毎週 経験:不問
大型自動車免許

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 阿蘇市的石字端辺775番地の32 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:11人 日給制　:時給1,250円～1,250円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  352311 就業場所:阿蘇市的石字端辺775番地の32 週休2日制:なし 経験:不問

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市東区神園2丁目1番1号 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:220人 時給制　:時給850円～900円 休日:水金土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010- 6123211 就業場所:小国町、南小国町、阿蘇圏域 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～10:00
②15:30～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:労
従業員数:134人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  433611 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

①7:30～10:00
②15:00～17:30

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2044番地2 保険:雇･労
従業員数:364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-  386611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:毎週 経験:不問

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

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）

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）

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑

施設管理

（ホテル）

(株)阿蘇ホテル

資格:不問

送迎運転手

養畜作業員 (株)阿蘇ファーム

送迎運転手

（介護施設）

農作業員

雇用期間の定めなし

日本花商　(株)

又は6:00～17:00の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

(医)社団　大徳会

介護老人保健施設

リハセンターひばり

夜間

施設管理業務

日本郵便オフィス

サポート(株)

九州支社

資格:不問

送迎運転手 (株)くまもと

健康支援研究所
9:00～17:00の

間の7時間程度

「かんぽの宿阿蘇」施設の夜間管理業務
お客様対応・巡視
・浴槽水等の湯量/湯温/残留塩素測定、
空調設備等の簡易な操作等

・電気・水道などのﾒｰﾀｰ管理/点検修理
・施設のメンテナンスや修理
・浴室管理（温度調整やボイラーの点検
及び蛇口やシャワー等の点検修理）

・外回りの清掃及び草取り作業
・清掃業務の応援があります

＊農作業全般
・主にハウス内でのトルコギキョウ・
バラ・ストック・サカキ等の栽培、
室内での撰花作業

・その他、植付・収穫・出荷作業 等

牧場内で次のような牛の育成関連作業を
行っていただきます。
・給餌作業
・牛舎等の清掃
・牛舎等の保全作業等

・自動車の乗り降りの際の介助等
・自動車使用前の安全点検
・送迎自動車の清掃、及び洗車
＊入所者様の病院、通院の運転
（１０時頃より週２回程度）

・通所（デイケア）利用者の送迎運転業務
・自動車への乗り降りの際の介助等の補助
・送迎用自動車の洗車
＊送迎車は４人～６人乗りの乗用車を使用
＊大型自動車免許取得者はマイクロバスの
運転がある場合あり

・健康教室に参加する高齢者の送迎業務
・ルート作成等の事務作業
・利用者様への電話かけ
・車両の点検、整備

・別荘施設管理（温泉源、水源）
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①8:30～17:30

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 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4657-4 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:3人 時給制　:時給800円～800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  334411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4657-4 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-  326011 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:その他 経験:不問

①7:00～10:00
②16:00～19:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市小池9番地 保険:労
従業員数:57人 時給制　:時給820円～910円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  320111 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:その他 経験:不問

①10:00～15:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市乙姫1952-18 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-  445811 就業場所:阿蘇市乙姫1952-18 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(業

①9:30～14:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町黒渕530-14 保険:雇･労
従業員数:10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-  451111 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6608週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～14:30

求人:２人
年齢:不問

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:90人 時給制　:時給800円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  431011 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:91人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  405411 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～15:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:労
従業員数:170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 43090-  410711 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:毎週 経験:不問

清掃（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

客室清掃係 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

資格:不問

館内清掃

（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
又は9:30～14:30の

間の2時間以上

資格:不問

清掃

雇用期間の定めなし

九州環境美装

資格:不問

雇用期間の定めなし

(有)関屋

「お宿あそ兵衛」 資格:不問

客室清掃ｽﾀｯﾌ

（旅館）

別荘地内の

環境整備等

(株)ＡプラスＢリ

ゾート

洗い場スタッフ (資)蘇山郷

資格:不問

食堂の補助業務 (有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい

資格:不問

雇用期間の定めなし

・布団上げ・ﾁｪｯｸｱｳﾄ後の客室・浴室
（家族風呂６ヶ所）清掃
・ｱﾒﾆﾃｨｰやﾀｵﾙ/ﾊﾞｽﾀｵﾙ/浴衣等の入れ込み
・お茶セットの入れ込み
・共用部（トイレや通路など）の清掃等
＊閑散期等には、布団等の修理や補修等。

掃除機/拭き掃除/洗面台やﾄｲﾚ等の清掃/ｱﾒﾆ
ﾃｨの準備/ﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｷﾝｸﾞなどの作業がありま
すが相談の上決定します。また勤務時間延
長希望の方には、ゆうｽﾃｰｼｮﾝのﾄｲﾚ清掃もあ
りますのでお気軽にご相談ください。
部屋の浴室清掃はありません。

・共用部（トイレ、廊下、ロビー等）の
清掃、客室の清掃

・備品の入れ込み
・清掃後のチェック

＊客室全体のお掃除・ベッドメイク・
ユニットバス清掃、備品補充など。

＊掃除機かけや拭き掃除、シーツ交換
などご家庭での掃除と同様です。

＊慣れるまでは丁寧に指導いたします。

・主にホール、レストラン等の共用部の
窓ガラス拭き作業です。

（客室の窓拭きは有りません）
・廊下の掃除機掛け
・掃除道具、洗剤等の管理

・客室清掃及びベットメイキング

・別荘施設管理（温泉源、水源）
・機具等の整理整頓・ｵｰﾅｰ様対応
・清掃。草取り。掃き掃除、樹木の剪定等
・場合により、別荘利用後の部屋の清掃を
お願いする事もあります。※土木・建築
等の知識・経験のある方は優遇します。

・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。

「サービス付高齢者向け住宅」における
食堂の補助業務。

・食堂でのお茶配り・食事の配膳/片づけ
・コップ洗い、テーブル整理
・食堂の清掃
・食事中の見守り

21



①10:00～14:00

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久石4411-9 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給793円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  346911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～14:00

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～800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  354911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:30

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧99 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:37人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  367511 就業場所:阿蘇市内牧99 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～14:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧99 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:37人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  370911 就業場所:阿蘇市内牧99 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～15:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字弐ノ塔5304-1 保険:労
従業員数:8人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  400111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字弐ノ塔5304-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:30～12:00
②8:00～12:00

求人:４人 ③19:00～22:00
年齢:不問

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:90人 時給制　:時給800円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  423011 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～12:00
②19:00～22:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労
従業員数:170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-  413511 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問

①18:00～20:00

求人:１人
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:労
(４か月以上) 従業員数:48,608 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010- 7176511 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

洗浄業務（阿蘇

医療センター）

日清医療食品

(株)南九州支店 資格:不問

営繕係

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

大浴場清掃 (株)阿蘇ホテル

資格:不問

清掃 (株)阿蘇ホテル

資格:不問

洗い場係

（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

清掃係（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)藤江旅館

旅館　心乃間間 資格:不問

客室清掃

（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

客室清掃

（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

・客室清掃及びベットメイキング
・バス、洗面の清掃
・ｱﾒﾆﾃｨｰの補助（歯ブラシ、タオル等）
・部屋着の入れ込み
・湯呑みセット、ポットの入れ込み
・共用部(ﾎｰﾙ/廊下/トイレ等)の清掃等

・客室の清掃及びベットメイキング
・バス、洗面の清掃
・ｱﾒﾆﾃｨｰの補充（歯ブラシ、タオル等）
・部屋着の入れ込み
・湯のみセット、ポットの入れ込み
・共用部（ホール/廊下/トイレ等）の清掃

・布団敷き、ごみの回収、掃除機かけ
・客室・トイレ・お風呂の清掃
・ﾀｵﾙ・ｼｰﾂ・浴衣・ｱﾒﾆﾃｨｰｾｯﾄの補充
・ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ室の清掃及び整理整頓
＊共用スペースの清掃
・ロビーやトイレ階段等の清掃

・お湯を抜いて大浴場内の清掃
・鏡拭き、カランみがき、壁の汚れ取り
・シャンプー等の補充、整理整頓
・脱衣所のごみ回収、鏡拭き、ｶｺﾞﾁｪｯｸ
・備品補充、床、洗面所の清掃
・浴場内のトイレ・大浴場ロビーの清掃

・客室清掃・ベッドメイク
・トイレ、洗面所
・ｱﾒﾆﾃｨｰ等、お茶セットの入れ込み
・風呂：一部露天もあります。
・その他付随する業務
＊土、日、祝日のみの就労も可能です。

・旅館内にあるレストランにて、下膳
された食器の洗浄

・調理道具の洗浄
・食器のふき上げ、タオルの洗濯
・食器の片づけ

＊厨房内の洗い場に於いて使用した器を
洗い（洗浄機使用）、乾いたら所定の
場所に整理整頓する作業です。

・器の種類によっては、手洗いする場合も
あります。

食器洗浄業務
・夕食約９０食分の食器を２名体制で
洗浄します。

（下洗い後、食器洗浄機で洗浄）
・その他付随する業務
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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。

ハローワーク阿蘇

玄関前
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


