
この求人情報誌はR3.5.26～R3.6.9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

7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。

6/16 水

17 木

18 金

21 月

22 火 ②医療・福祉事業所説明会

23 水 ②医療・福祉事業所説明会

24 木

25 金

28 月

29 火 ②医療・福祉事業所説明会

30 水

7/1 木

2 金 ①就職支援セミナー

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 ④あそサポステ就労相談会

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）

・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



１級建築施工管理技士

①7:30～17:30 ２級建築施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧963-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額300,000円～400,000円 休日:土日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  958111 就業場所:阿蘇市内牧963-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(施

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

北海道札幌市中央区北2条東17丁目2番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額400,000円～600,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

無期雇用派遣労働者 01010-18858211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽 週休2日制:毎週 経験:必須(現場経験
１級土木施工管理技士

①8:30～17:30 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 普通自動車免許

福岡県福岡市南 保険:雇･労･健･厚
従業員数:60人 月給制　:月額300,000円～450,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 40180- 7920511 就業場所:内直行直帰 週休2日制:毎週 経験:必須(土木経
１級土木施工管理技士

①8:30～17:15 ２級土木施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市東区西原1丁目13番5号　冨永ビル201号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額268,000円～420,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-17644311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村（熊本復興事務所）など 週休2日制:毎週 経験:必須(官公庁で
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- 1031911 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

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- 1033711 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
准看護師

①8:30～17:30 看護師

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198,000円～222,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1014611 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

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）

看護師

雇用期間の定めなし

(株)BEST　REVE

リハビリ特化型デイ

サービス リスタ

正看護師

（病院）

雇用期間の定めなし

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

又は17:00～9:00の

間の8時間

正看護師

（透析室）

雇用期間の定めなし

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

土木技術者（工事

監督支援業務）

雇用期間の定めなし

ジェイエイシー

エンジニアリング

(株)中九州営業所

土木技術者

雇用期間の定めなし

日栄プランニング

(株)

鉄道復旧工事の発

注者支援業務

雇用期間の定めなし

(株)アイエンジニ

アリングスタッフ

建築施工管理

雇用期間の定めなし

(株)田上建設 ・新築/ﾘﾌｫｰﾑ工事等の現場の施工、現場
監督。

・建築工事に係る見積り、原価管理、
施工計画書等の書類作成。

・設計担当者と連携し施工、予算、品質、
安全工程等各管理業務。

・業者との協議、打ち合わせ
・ＰＣ、ＣＡＤを使用しての資料作成
・調査、設計、積算、現場施工管理業務
他、付随する業務

＊遠方からの就業者の宿舎の手配/赴任/
帰任、帰省費用は会社負担です

工事実施のために監督職員の支援。
１）工事の履行に必要な資料作成等
２）工事の施工状況の照合等
３）地元及び関係機関との協議・調整に

必要な資料作成
４）工事検査・監督への臨場

・土木施工管理
・土木現場技術
・直行直帰が基本（社用車あり）
・不可能な場合は費用全額会社負担の
単身用宿舎あり

○透析室内の看護業務全般。
※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。

＊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。

＊デイサービスでの以下の業務。
・利用者の入浴/食事/排泄介助/支援等
・リハビリ、体操の補助
・利用者の送迎の補助（片道３０分圏内）
・通所介護に必要な書類作成
・利用者の健康管理や急変時の対応

・利用者の方の日々の健康管理
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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
①8:30～17:30 准看護師
②9:30～18:30

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･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額187,000円～225,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1016111 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） 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:159人 月給制　:月額170,700円～230,700円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  942711 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-  975711 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 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-  988011 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
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- 1032111 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
准看護師

①8:45～18:00
②8:45～13:15

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地1801-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 時給制　:月額173,000円～202,000円 休日:日祝 学歴:不問

正社員以外 43090- 1003411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1801-1 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:159人 月給制　:月額158,700円～202,700円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  943811 就業場所:＊南阿蘇村河陽4463　　『特別 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:159人 月給制　:月額158,700円～202,700円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  944211 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

准看護師

雇用期間の定めなし

一の宮整形外科

准看護師

（病院）

雇用期間の定めなし

(医社)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

看護師（正又は

准看護師）

雇用期間の定めなし

(医社)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

看護師（介護

老人福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

なでしこの里

・利用者の方の日々の健康管理
・身体チェック・処置
・服薬管理全般
・日常の機能回復訓練・病院への送迎
・食事介助・衣服の着脱・排泄介助

・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

＊療養棟（５０床）に入所されている
ご利用者様の看護業務全般。

・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。月に4～5回の勤務。

＊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をお手伝い
します。

・経管栄養・吸引・処置・服薬の管理・
食事介助等

＊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。

・採血・検査等の準備
・薬剤の管理業務
＊電子ｶﾙﾃを採用しておりますが、操作
方法等は基本からお教えし、入力は
熟練した職員がお手伝いいたします。

＊看護業務は現在４名で対応しています。

・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

＊特養入所者様、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用者様の
2



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 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:68人 月給制　:月額185,880円～279,100円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  976811 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
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-  972611 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
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-  971311 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-  982111 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
変形（1ヶ月単位） 栄養士
①9:00～18:00

求人:１人
年齢:64歳以下

福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目3番3号　新比恵ビル2階 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4,500人 月給制　:月額172,000円～250,000円 休日:他 学歴:専修学校以上

正社員 40010-32515311 就業場所:阿蘇市内牧1153ー1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 栄養士
①9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目3番3号　新比恵ビル2階 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:4,500人 月給制　:月額172,000円～250,000円 休日:他 学歴:専修学校以上
正社員以外 40010-32519711 就業場所:阿蘇市内牧1153ー1 週休2日制:その他 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:7,361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- 3718311 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: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:7,361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- 3675211 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

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

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

管理栄養士

（阿蘇一の宮店）

栄養士 栄食メディックス

(株)

又は5:00～18:00の

間の8時間程度

栄養士（阿蘇

一の宮店）

栄養士

雇用期間の定めなし

栄食メディックス

(株)

又は5:00～18:00の

間の8時間程度

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

作業療法士

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(医社)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

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

介護老人保健施設

ﾘﾊｾﾝﾀｰひばり

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

＊特養入所者様、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用者様の
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）

・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

・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を作成。

・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。

献立展開、食材発注、事務業務、厨房調理
補助
※朝食１６０食、昼食１８０食、
夕食１６０食 提供

献立展開、食材発注、事務業務、厨房調理
補助

※朝食１６０食、昼食１８０食、夕食
１６０食 提供

○栄養士として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
を行っていきます。

○商品管理・店舗管理業務（レジ/接客/
販売、商品陳列等の業務）

・資格を取得し成長して頂けます。

○栄養士として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
を行っていただきます。

○商品管理・店舗管理業務（レジ/接客/
販売、商品陳列等の業務）

・資格を取得し成長して頂けます。

・介護保険業務手続き代行
3



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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

阿蘇市一の宮町中通220-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額165,000円～175,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  937511 就業場所:阿蘇市一の宮町中通220-3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(未
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145,000円～150,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  938411 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:不問

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-  973911 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

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町坂梨2017-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:18人 月給制　:月額145,000円～170,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1035211 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2017-2 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: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 月給制　:月額140,000円～140,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1015911 就業場所:阿蘇市竹原390 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(土
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字下城400番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額140,000円～160,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  913011 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城400番地2 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区龍田陳内3丁目15-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:103人 月給制　:月額140,000円～140,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43010-15605111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2402　阿蘇 週休2日制:毎週 経験:不問

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

一般事務

／阿蘇分室

(社)熊本県土地改

良事業　団体連合

会

一般事務

雇用期間の定めなし

津埜運送　(株)

資格:不問

一般事務

雇用期間の定めなし

(有)栄産業

雇用期間の定めなし

(株)グリーンライ

フコガ 資格:不問

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

介護老人保健施設

ﾘﾊｾﾝﾀｰひばり

一般事務

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）

支援相談員

（福祉施設）

雇用期間の定めなし

(株)結縁

介護支援専門員

（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

介護支援専門員 ・介護保険業務手続き代行
・ケアプラン作成
・介護給付費の管理（給付管理）
・ご家族様との相談業務等

・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
・ﾊﾟｿｺﾝ入力によるﾚｾﾌﾟﾄ請求作業等の
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

・電話による注文受付・発注
・伝票作成
・伝票・書類等の整理
・パソコンでのデータ入力・書類作成
・お客様対応

＊タイムカードの管理
＊納品書、請求書等の入力・管理
＊各種伝票の整理
＊来客および電話応対
＊事務用品等の購入
＊事務所内の清掃など

・パソコン入力・書類等の郵送準備
・各種書類の整理整頓
・来客応対
・電話応対
・事務所内外の清掃等
・タクシー部門の電話受付

【阿蘇分室での事務業務】
・書類作成、ﾃﾞｰﾀ入力、ファイリング、
コピー、電話対応

・伝票整理、お茶提供などお客様対応、
車での書類提出等

・その他付随する事務業務

・陪席（電子カルテ操作）
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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
①8:30～17:30
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- 1034811 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

①9:00～17:15

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か月未満) 従業員数:500人 時給制　:月額142,056円～142,056円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010-16773811 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:必須(事務経験

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原1736-12 保険:雇･労
従業員数:4人 月給制　:月額160,000円～160,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1021311 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1736-12 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～16:50

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市永草2089 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3,419人 月給制　:月額170,000円～300,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090-  919811 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

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-  955311 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- 1012011 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:7,361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- 4019711 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1283- 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）

販売員（小国店・

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

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

一般事務職

（経理事務）

雇用期間の定めなし

ＮＯＫ(株)

熊本事業場

事務補佐

（新聞販売店）

雇用期間の定めなし

小国新聞販売店

医療機関でのﾜｸﾁﾝ

接種予約受付業務

(株)リフティング

ブレーン 資格:不問

医師事務作業

補助者

雇用期間の定めなし

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

・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

病院事務部でのコロナワクチン接種予約
受付業務および問い合わせ対応。一部、
医療事務のお手伝いをする場合もあり
ます。

＊新聞販売店における次のような業務
・事務補佐
・新聞折込
・新聞代配（月に数回程度）

・固定資産管理・決算
・税務申告・監査対応
・管理会計 等
・銀行、税務署、関連事業所の訪問・
打合せ 等

【障害をお持ちの方もご応募可能です】

＊土産品販売/商品管理等の販売業務全般
・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
・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・鮮度確認
・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。

○商品管理・店舗管理業務（レジ、接客、
販売、商品陳列等の業務）

＊教育システムも充実してますので、
未経験者もしっかりと知識・資格を
取得し成長して頂けます。

・店舗での販売する商品の商品出し、
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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

①8:30～16:30
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:7,361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- 3869511 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

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:7,361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- 3908011 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年単位）
①9:00～17:40

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

福岡県筑後市大字一条535番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4,150人 月給制　:月額146,000円～210,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140- 2582011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2407 週休2日制:その他 経験:不問

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- 1030611 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
ホームヘルパー２級

①7:30～16:30
②9:30～18:30

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1850-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額210,000円～215,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1036511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1850-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介
交替制あり

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市黒川1484 保険:雇･労･健･厚
従業員数:29人 月給制　:月額148,000円～163,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1025711 就業場所:阿蘇市黒川1484 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

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161,900円～237,400円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1010511 就業場所:阿蘇市内牧117 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）

資格:不問

介護職

雇用期間の定めなし

(医社)問端会

グル－プホーム

といはた

資格:不問

介護助手

雇用期間の定めなし

(医社)恒仁会

市原胃腸科外科
7:00～18:00の

間の8時間

介護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)泰星会

（喜笑楽）

介護福祉士

（病院）

雇用期間の定めなし

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

技術職

（阿蘇支店）

雇用期間の定めなし

ヤンマーアグリ

ジャパン(株)

九州支社

販売員（阿蘇一の

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時間程度

販売員（小国店） (株)ドラッグスト

アモリ 資格:不問

＊患者様のお世話/入浴介助/食事介助//
排泄介助、清拭等、介護業務全般を
行います。

＊グループホーム介護士業務
・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/ﾊﾟｰﾄ希望の相談も可

＊デイサービスでの介護業務全般

・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。

・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・レジ業務
・フロア清掃 など

○商品管理・店舗管理業務（レジ、接客、
販売、商品陳列等の業務）

・資格を取得し成長して頂けます。
＊登録販売者試験対策勉強会を社内にて
開催。

工場での農業用機械の修理及び点検整備。
農業用機械の納品、引き取り業務。機械
の取り扱い、メンテナンス技術は社内研
修や先輩社員から指導を行い、資格取得
も出来ます。

・食事の介助
・入浴の介助
・排泄の介助
・モーニングケア
・食事の配膳、及び下膳等
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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

介護職員初任者研修修了者

①8:30～17:30

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2033-4 保険:雇･労･健･厚
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 43090- 1013311 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
介護職員初任者研修修了者

①8:30～17:30

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2033-4 保険:雇･労･健･厚
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 43090- 1007911 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
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:159人 月給制　:月額147,500円～166,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  941111 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
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:159人 月給制　:月額147,500円～166,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  946411 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） 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-  974111 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
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-  981911 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-  989311 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）

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-  948311 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

クリーニング係

（又は主任）

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

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

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

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

介護老人保健施設

ﾘﾊｾﾝﾀｰひばり

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

（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

介護職員

雇用期間の定めなし

(株)BEST　REVE

リハビリ特化型デイ

サービス リスタ

介護職員

雇用期間の定めなし

(株)BEST　REVE

リハビリ特化型デイ

サービス リスタ

＊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）

＊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）

・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。

・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
＊調理業務はありません。

・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

＊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

・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
・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）

・食材の洗い、及び切込み
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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） 調理師
①5:00～20:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧264 保険:雇･労･健･厚
従業員数:18人 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  993211 就業場所:阿蘇市内牧264 週休2日制:その他 経験:必須(和食経験
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180,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  927811 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
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:159人 月給制　:月額155,700円～187,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  945511 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）
①7:00～17:00 調理師免許
②10:00～20:00 あれば尚可

求人:２人 ③11:00～21:00
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字立野461-94 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額200,000円～400,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1009711 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:あれば尚可(調
変形（1ヶ月単位）

①11:00～22:30

求人:１人
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 時給制　:月額154,800円～189,200円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  969211 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:その他 経験:必須(接客経験
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-  957911 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
①7:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺2805-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額210,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  994511 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺2805- 週休2日制:なし 経験:あれば尚可(接
変形（1ヶ月単位）

①22:00～7:00

求人:３人
年齢:44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170,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  925111 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:不問

フロント・

予約スタッフ

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）
又は7:00～22:00の

間の8時間

資格:不問

旅館の接客

雇用期間の定めなし

(有)辰己観光

お宿華坊

又は10:00～21:00

の間の7時間程度

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

バーテンダー

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)樹やしき

調理人

雇用期間の定めなし

(株)栄輝

阿蘇支店

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

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

調理（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)五岳荘 ・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
・厨房の清掃等

・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

・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。

・南阿蘇温泉『癒しの里』
・宿泊客の食事及びレストラン
（洋・和食）の調理業務全般

・ご注文いただいたｶｸﾃﾙやﾄﾞﾘﾝｸの提供
・ラウンジ内の清掃
・酒、ドリンク等の発注及び在庫管理
＊チェックイン時のフロント補助業務も
あります。

＊駐車場でのお客様の車移動もあります。

＊（１）はご宿泊のお客様の朝食及び
団体様の昼食のレストラン業務

＊（２）ご宿泊のお客様の夕食
（会席料理のみ）のレストラン業務

・配膳の準備・料理、飲み物の提供
・後片付け・ホールの清掃等

お客様のお出迎え／ﾁｪｯｸｲﾝ作業／給仕等
旅館のお客様と直接触れ合うこと全般の
お仕事です
※ﾏｽｸ着用・過剰な接客は現在行っておりま
せん。食事提供も簡素化、従業員の方
の安心安全を担保できております

・ﾁｪｯｸｲﾝによるお客様のお出迎え、受付
・ﾁｪｯｸｱｳﾄによる精算及びお見送り
・お客様滞在のサポート接客
・娯楽設備の提供・電話応対/予約管理
＊入社後、導入研修を２日間実施します
ので初めての方も大歓迎で す。

＊予約システム導入による業務
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-  951211 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 普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人 （AT不可）
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-  952511 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）

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195,200円～195,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  956611 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）

①8:00～17:00
②13:00～22:00

求人:２人
年齢:40歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 月給制　:月額188,000円～270,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  963311 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 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:１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6403-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 時給制　:月額154,800円～172,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  967711 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①14:00～22:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字中松2065 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額156,600円～156,600円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  979411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松2065 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～16:00
②10:00～19:00

求人:１０人 ③13:00～22:00
年齢:40歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4388-8 保険:健･厚
従業員数:0人 月給制　:月額160,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  980611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4388-8 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-  954011 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

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

ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ業務

（ｶｽﾀﾏ₋ｻﾎﾟｰﾄ）

雇用期間の定めなし

アコンカグア

リゾート

フロント業務

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)白水温泉

竹の倉山荘 資格:不問

フロント業務

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)樹やしき

フロント

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)黒川荘

資格:不問

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

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

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

・お客様のお出迎え、お見送り

・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/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。

＊宿泊客の案内業務、ﾁｪｯｸｲﾝ・ｱｳﾄｻｰﾋﾞｽ
＊簡単な配膳、カフェサービス
＊レンタサイクル等の貸し出し業務
＊貸し切り風呂の清掃
＊＊雇用開始は、７月１日～を予定。
関連会社：合資会社 蘇山郷にて研修予定

・宿泊客・入湯客の受付
・宿泊客の客室案内
・ﾁｪｯｸｲﾝ・ｱｳﾄの受付及び精算業務
・電話対応/ＰＣでの予約確認/入力作業
・事務所・フロント廻りの清掃
・各部署への伝達・連絡

＊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

＊ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの宿泊予約の管理
（じゃらん・楽天等）
＊ﾊﾟｿｺﾝによる顧客管理等＊住込み可＊

・チェックインによる受付
・チェックアウト精算・見送り
・お部屋までのご案内/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）

・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・ﾁｪｯｸｱｳﾄの受付・精算
・客室、館内のご案内、説明
・予約管理・顧客管理
・電話、インターネットによる予約受付
・電話対応等
＊接客業務全般補助をしていただきます。

・宿泊客の予約状況（ﾈｯﾄ等）の管理
・接客及びお部屋へのご案内
・館内設備等に関する説明（例：非常口）
・ﾁｪｯｸｱｳﾄ時の精算業務・ﾌﾛﾝﾄ周辺の清掃
・売店内の商品補充や商品の発注業務
＊その他付随する業務＊車の移動。
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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）

求人:３人
年齢:44歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 月給制　:月額170,000円～230,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  960511 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～21:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 時給制　:月額154,800円～172,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  966111 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 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～59歳

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 43010-16389311 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-  949611 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
変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00 普通自動車免許
②16:30～0:15 あれば尚可

求人:４人
年齢:18歳～59歳

熊本市中央区水道町4番32号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:77人 月給制　:月額210,000円～210,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-17671111 就業場所:阿蘇市内牧962番地13 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00 警備関係の資格
②21:00～6:00 保持者歓迎

求人:１０人 ③11:00～15:00
年齢:18歳以上

熊本市南区田迎6丁目5-36 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額178,450円～178,450円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-16964111 就業場所:阿蘇市西町86-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00 警備関係の資格
②21:00～6:00 保持者歓迎

求人:１０人
年齢:60歳以上

熊本市南区田迎6丁目5-36 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 日給制　:月額167,200円～167,200円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43010-16966811 就業場所:阿蘇市西町86-1 週休2日制:その他 経験:不問

F　保安の職業（警備員等）

警備員

（阿蘇営業所）

雇用期間の定めなし

(株)

あおい警備保障

警備員

（阿蘇営業所）

雇用期間の定めなし

(株)

あおい警備保障

ﾊﾟﾁﾝｺﾎｰﾙ・

ｶｳﾝﾀｰｽﾀｯﾌ

雇用期間の定めなし

河合興産　(株)

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

接客スタッフ

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)樹やしき

資格:不問

仲居

雇用期間の定めなし

(有)黒川荘

8:00～21:30の

間の8時間

資格:不問

＊現場で事故が起きないよう警備。
＊受付/巡回/防災業務等が主な仕事です
＊工事現場での工事車両/通行車両の誘導
＊人が通過する際に事故が起きないよう

にする警備業務
※自宅からの直行直帰あり

＊現場で事故が起きないよう警備。
＊受付/巡回/防災業務等が主な仕事です
＊工事現場での工事車両/通行車両の誘導
＊人が通過する際に事故が起きないよう

にする警備業務
※自宅からの直行直帰あり

アミューズメントホール（パチンコ店）
の運営業務全般
・接客
・機械の整備
・清掃 等

・日帰り温泉の露天/家族風呂の受付
・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
クリーニング（ひぜんや）へ持って
行き、クリーニング後のタオル等を
持って来ます。

店内での接客
機械等の保守点検

＊は基本的にﾎﾞｯｸｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰと台車を使用
する為、力仕事はありません。

・食事処/お部屋での料理配膳/片づけ
・布団の上げ敷き＊客室清掃は全て委託
していますので、共有ｽﾍﾟｰｽ（ﾛﾋﾞｰ・
ﾄｲﾚ）のみの清掃となります。

・お客様のお出迎え、お見送り
・館内のご案内や説明
・夕食、朝食のセット業務
・配膳、下膳、後片付け等
・客室の備品整理、入れ込み
＊接客業務全般補助をしていただきます。
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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

交替制あり
①8:00～17:00
②5:00～14:00

求人:１人 ③16:00～1:00
年齢:18歳～59歳 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡産山村大字山鹿2097-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額175,000円～222,000円 休日:日 学歴:不問

正社員 43090- 1006611 就業場所:阿蘇郡産山村大字山鹿2097-3 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(酪

①8:00～16:30

求人:１人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺4733番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:21人 月給制　:月額195,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  920411 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺4733番地 週休2日制:その他 経験:不問

①7:45～17:15

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

菊池市旭志麓迎原2105 保険:雇･労･健･厚
従業員数:81人 月給制　:月額215,000円～275,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43030- 4894811 就業場所:阿蘇市波野大字波野字廣木1899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237,500円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  947011 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

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町中原203-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額200,000円～220,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  999911 就業場所:阿蘇郡南小国町中原203-1 週休2日制:なし 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:不問

福岡県北九州市小倉北区三萩野1丁目2-5-202 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額300,000円～450,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 40060-11060511 就業場所:阿蘇市黒川528-17 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-  940911 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

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）

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

一般作業員

（鍛冶工）

雇用期間の定めなし

(株)ＫＯＵ

製材工

雇用期間の定めなし

河津製材所

（河津　新一）

樹木の生産販売

雇用期間の定めなし

竹内緑地

肥育農場スタッフ

（阿蘇肥育農場）

雇用期間の定めなし

セブンフーズ(株)

牧場作業員

雇用期間の定めなし

(有)南牧場

酪農作業員

雇用期間の定めなし

(株)カミチク

ファーム

阿蘇産山農場

＊ミシン縫製

・製造/出荷/資材発注管理/資材搬入業務
・検査/ﾎﾞﾄﾙ投入/梱包/ﾊﾟﾚﾀｲｽﾞ（出荷
商品を保管の為、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

◎某大手プラント工場内でのお仕事です。
★入場教育があるので、未経験者でも安心
して働けます。
★転職者も大歓迎。
★資格支援もあるので、『手に職を』と
いう方にもおすすめです。

製材工として小国杉板建築材の加工・
仕上げ業務：
・建築材の製造
・仕上げ
・管理 等

＊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。

・農場での給餌、給水、清掃等の飼養
管理業務・場内での荷物の運搬

（２ｔﾄﾗｯｸ、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ⇒有資格者は使用）
・その他、上記に付随する業務
＊フォークリフト運転技能講習受講可
（会社負担あり）

・飼育牛への給餌・牛舎の敷物交換
・牛舎間の牛の移動
・肥育牛の出荷（牛を出荷部屋へ移動し、
牛の体を洗う作業等の出荷前準備）

・牧草の荷降ろしなど
＊牧場内の従業員移動は車を使用します

・牛の給餌
・牛舎の環境整備
・搾乳業務（パーラー）
・その他付随する業務
※パーラー班（搾乳業務）のみ就業時間
が5：00～または16：00～となります。
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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

変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町赤馬場1260-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:23人 時給制　:月額138,240円～138,240円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1001211 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場1260-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市内牧1034-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 時給制　:月額138,240円～138,240円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1002511 就業場所:阿蘇市内牧1034-1 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～17:30

求人:６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か月未満) 従業員数:500人 時給制　:月額186,000円～186,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010-16028111 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

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 43010-15538411 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

変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字下城400番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  914311 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城400番地2 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地4149-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  996011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4149-2 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字両併2216番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額180,000円～180,000円 休日:土日祝 学歴:不問

正社員 43090-  915611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字両併2216番地1 週休2日制:毎週 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）

建築作業員

雇用期間の定めなし

(株)興梠建築

瓦ぶき作業員

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇プレス瓦

トラック運転手

雇用期間の定めなし

津埜運送　(株)

自動車用ネジ製造

品質検査

(株)リフティング

ブレーン 資格:不問

電力機器の組立 (株)リフティング

ブレーン 資格:不問

縫製/検査/裁断

雇用期間の定めなし

(株)ベルファム

資格:不問

縫製/検査/裁断

雇用期間の定めなし

(株)

クリーンヒット 資格:不問

・自動車用ネジの目視検査
サイズ違いの混入や変形品を見つける。
立ち仕事で、検査後の製品が入った箱は
7～10㎏程度になります。暫くは日勤で
就業していただき、ネジの不良品を見つ
ける研修と実業務があります。

・電力機器の組立作業になります。
・電動ドライバーで部品などを取付け。
・作業はﾏﾆｭｱﾙ化されており、空調設備の
整った環境でのお仕 事になります。

※視力については仕事内容により０．７
以上が望ましいです。

＊婦人下着（主にショーツ）の縫製
縫製後の検査：ほつれがないか、
糸切り等

＊裁断業務：専用のバンドナイフを使用
しての手裁断

＊ミシン縫製
１時間で約８枚位を縫い上げています

（縫い方の指導は行います。）
＊検査（ほつれが無いか、検針等）
＊裁断業務、延反作業、カット作業及び
裁断業務に付随する管理業務。

＊九州一円の運搬・配送業務
・木材の配達：阿蘇郡市/日田市等の地域
・製材所製品の配送・青果物等（大根/
ほうれん草/きゅうり等）の配達

・阿蘇郡市～福岡県/北九州市等の地域
・就業前の車の整備・点検等

＊屋根瓦の施工
・屋根下地の調整・ﾋﾞｽ止め・ﾓﾙﾀﾙ施工
・古瓦の撤去作業
・荷揚げ作業等
＊現場は、主に阿蘇郡市

＊建築作業員として建築工事・浄化槽
設置工事・管工事。

＊在来工法の木造住宅施工を中心に、
新築工事・リフォーム、増改築工事等
を実施しています。

（主な現場：南阿蘇村、高森町）

12



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1649 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額158,400円～172,800円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  998611 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6392-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業

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135,363円～135,363円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43010-15446711 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）

①8:00～21:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 時給制　:月額154,800円～172,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  968811 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:その他 経験:不問

看護師
准看護師

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡産山村田尻618番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 時給制　:時給1,100円～1,500円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1017711 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
看護師

①8:00～13:00 准看護師
②14:00～18:00

求人:３人 上記のいずれか
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 時給制　:時給1,050円～1,450円 休日:土日 学歴:不問

パート労働者 43090-  934711 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(看
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-  984811 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-  990111 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

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）

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

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

看護師／

准看護師

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

又は8:00～18:00の

間の4時間以上

看護師（介護

老人福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

なでしこの里
8:30～17:30の

間の6時間程度

営膳係（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)樹やしき

資格:不問

清掃（阿蘇温泉

病院）

雇用期間の定めなし

熊本綜合管理

(株) 資格:不問

清掃

雇用期間の定めなし

あすなろ企画

7:30～14:30の

間の6時間

・布団あげ、片づけ・お部屋の清掃
・ベッドメイキング・アメニティの補助
・浴衣やお茶セットの準備
・共有部（ﾎｰﾙやﾄｲﾚ）・客室風呂の清掃
・清掃道具の片づけや整理整頓
＊器の片づけや洗い物はありません。

・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）
＊ﾓｯﾌﾟがけ、ｺﾞ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。

＊温泉の温度管理及び露天浴室清掃
＊館外の草刈り・草取り・清掃を軽ﾄﾗｯｸ
を使用して作業

＊食事後の食器類の片づけ補助

・利用者の方の日々の健康管理
・身体チェック・処置
・服薬管理全般・日常の機能回復訓練
＊介護支援全般
・衣服の着脱・排泄介助・食事介助等

・主に居宅においての介護支援計画の作成

・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

・バイタル測定、記録
・処置（創処置、注射、点滴 等）
・検査準備
・食事、排泄、入浴介助、リネン交換
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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

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-  939011 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原11番の3 週休2日制:毎週 経験:不問

普通自動車免許
あれば尚可

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 40010-31046211 就業場所:阿蘇郡内の生徒宅 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

阿蘇郡小国町大字宮原1736-12 保険:雇･労
従業員数:4人 時給制　:時給800円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1022611 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1736-12 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(Ａ

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-  932911 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

①9:00～18:00
②9:30～17:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 京都府京都市右京区西京極豆田町7番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:200人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 26010-14473011 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6695- 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 時給制　:時給850円～950円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  962011 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 週休2日制:その他 経験:不問

ホームヘルパー２級
①7:00～9:00
②16:30～18:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1850-1 保険:労
従業員数:10人 時給制　:時給1,250円～1,350円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1037411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1850-1 週休2日制:毎週 経験:不問

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）

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

【短時間勤務】

雇用期間の定めなし

(株)泰星会

（喜笑楽）

売店・喫茶業務

雇用期間の定めなし

(有)黒川荘

資格:不問

土産物販売

（黒川温泉）

(株)寺子屋

西日本 資格:不問

販売職（一の宮店

鮮魚部）

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

事務補佐

（新聞販売店)

雇用期間の定めなし

小国新聞販売店

9:00～17:30の

間の4時間程度

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

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）

＊高齢者向け施設において、入居者の

・食事の介助
・入浴の介助
・排泄の介助
・モーニングケア
・食事の配膳、及び下膳等

＊売店業務・接客、商品販売
・仕入れ、在庫管理・商品ｾﾚｸﾄや企画を
ﾁｰﾑで行っていただきます。

＊喫茶業務・接客、飲料、軽食の提供
＊ﾌﾛﾝﾄと隣接していることから接客業務
補助もしていただくことがあります。

観光地・黒川温泉地にある和雑貨・おせん
べいの専門店です。接客や販売をお願いし
ます。難しい作業はありません。初心者の
方も、丁寧に指導いたしますので、興味あ
る方はお気軽にお問い合わせください。

＊食料品スーパーの鮮魚部門
・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。

＊新聞販売店における次のような業務：
・事務所内での補佐
・新聞折込作業
・新聞代配（月に数回）

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

・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
・レセプト請求作業等のｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ業務
・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
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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

ホームヘルパー２級

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1850-1 保険:雇･労
従業員数:10人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1038011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1850-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:50

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
(４か月以上) 従業員数:265人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:水土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090- 1023911 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～15:00

求人:３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
(４か月以上) 従業員数:265人 時給制　:時給910円～910円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090- 1024111 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

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市黒川1484 保険:雇･労
従業員数:29人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1026811 就業場所:阿蘇市黒川1484 週休2日制:毎週 経験:不問

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
(４か月以上) 従業員数:8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- 1019211 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

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-  985211 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-  986511 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-  991711 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

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

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

梅香苑
8:30～17:30の

間の5時間程度

資格:不問

介護職員 (株)BEST　REVE

リハビリ特化型デイ

サービス リスタ

介護助手

雇用期間の定めなし

(医社)恒仁会

市原胃腸科外科
7:00～18:30の

間の5時間程度

ｹｱﾜｰｶｰ（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

資格:不問

入浴介助員（阿蘇

グリーンヒル）

(医)高森会

資格:不問

介護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)泰星会

（喜笑楽）
7:00～18:30の

間の4時間以上

＊介護業務全般：

・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）
＊施設内研修がありますので、未経験者
の方も安心して応募下さい

・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・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。

＊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/支援等
・リハビリ、体操の補助
・利用者の送迎（片道３０分圏内）

＊入院患者の身の回りのお世話/食事介助
着替え等の介助/入浴介助/排泄介助等
の介護業務全般及び清掃。

☆フルタイム勤務をご希望の方もご相談
に応じます☆

＊高齢者向け施設において、入居者の
居室の清掃

＊入浴介助が主になりますが、身の回り
のお世話（食事、排泄、移動の介助）
もあります。

・１日に介護員５名で約30－40名を担当
・洗濯物の管理

・入浴（衣服の着脱・洗身・洗髪）
・環境整備
・食事（介助、後片付け）
・レクレーション補助
・排泄援助（トイレ誘導、オムツ交換）
・老人介護や認知症介護
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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

交替制あり 介護福祉士
①6:00～10:00 介護初任者研修修了
②16:00～20:00 介護職員実務者研修修了

求人:２人 上記　あれば尚可
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795円～870円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  911511 就業場所:阿蘇市乙姫1776番地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介

①8:45～18:00
②8:45～13:15

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地1801-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 時給制　:時給800円～900円 休日:日祝 学歴:不問

パート労働者 43090- 1004011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1801-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①5:30～14:30 調理師免許
②7:30～16:30 あれば尚可

求人:２人 ③10:00～19:00
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 時給制　:時給890円～980円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  936211 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調

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900円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  928211 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

①18:00～22:30

求人:１人
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 保険:雇･労
従業員数:25人 時給制　:時給900円～1,100円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  964611 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:毎週 経験:必須(接客経験

①10:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1693 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:水他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1000811 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6600- 週休2日制:毎週 経験:不問

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-  923611 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

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-  924911 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

夕食ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ調理

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

朝食ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ調理

・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

接客：白玉っ子

甘味茶屋

雇用期間の定めなし

(有)サトーカラー

現像所(白玉っ子

甘味茶屋・ﾄﾚﾊﾟｯｿ)
資格:不問

バーテンダー

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)樹やしき

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

調理

（病院内厨房）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

リハビリ助手

雇用期間の定めなし

一の宮整形外科

介護職 (福)角岳会

乙姫荘

又は6:00～20:00の

間の3時間以上

・チェックイン時のお出迎え、受付

＊料理/配膳/接客/皿洗い等の業務全般。
＊テーブルのセッティング、簡単な盛り
付け補助、配膳/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。

・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

・開店に向けての準備（店内外の清掃）
・団子等の提供及び飲み物の提供
・レジ業務
・下膳、後片づけ
・お土産品の補充、陳列
・厨房での補助・皿洗い等

・ご注文いただいたｶｸﾃﾙやﾄﾞﾘﾝｸの提供
・ラウンジ内の清掃
・お酒、ﾄﾞﾘﾝｸ等の管理/商品の整理整頓
＊お客様の車の移動もあります。

・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

＊病院内厨房での調理業務全般
・食材の下処理及び切り込み
・調理、盛り付け、配膳
・その他、食器の洗浄
・厨房内の整理

１．リハビリ受付
２．物理療法機器操作
３．リハビリ患者の対応・院内の清掃
４．車での送り業務
＊初めての方は、スタッフが丁寧に指導
いたします。

＊介護業務全般：
・利用者の介護
・身の回りのお世話、食事介助、排泄等
・移動介助、居室の清掃、除菌作業等
・お皿洗いや利用者の見守り等
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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

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-  926711 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-  978511 就業場所:阿蘇市内牧99 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①7:00～16:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺2805-3 保険:雇･労
従業員数:8人 時給制　:時給850円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  995411 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺2805- 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(接

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-  922311 就業場所:阿蘇市内牧385-1 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-  977211 就業場所:阿蘇市内牧99 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～12:00
②17:00～21:30

求人:４人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 時給制　:時給900円～950円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  961411 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 週休2日制:その他 経験:不問

①7:00～12:00
②8:00～12:00

求人:２人 ③16:00～21:30
年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 保険:雇･労
従業員数:25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-  965911 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:毎週 経験:不問

F　保安の職業（警備員等）

接客係

（ホテル）

(株)阿蘇ホテル

接客スタッフ

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)樹やしき

資格:不問

仲居

雇用期間の定めなし

(有)黒川荘

資格:不問

又は6:00～22:00の

間の6時間

資格:不問

ｵｰﾌﾟﾝｷｯﾁﾝ調理・

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

旅館の接客

雇用期間の定めなし

(有)辰己観光

お宿華坊

又は13:00～20:00

の間の6時間程度

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

＊警備現場で事故が起きないよう警備。

＊基本的にボックスエレベーターと台車
を使用する為、力仕事はありません。

・食事処/お部屋での料理配膳及び片づけ
・布団の上げ敷き
＊客室清掃はすべて委託していますので、
共有ｽﾍﾟｰｽ（ﾛﾋﾞｰ・ﾄｲﾚ）のみの清掃。

・夕食、朝食のセット業務
・配膳、下膳、後片付け
・客室備品の整理・入れ込み等
＊接客業務全般補助をしていただきます。

＊ホテル内の接客
・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

＊朝食/夕食（ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ形式）のｵｰﾌﾟﾝｷｯﾁﾝ
での調理や接客の仕事です。

≪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

お客様のお迎え、お部屋へのご案内、
お食事の提供等
お客様に関するお仕事全般を行って
いただきます。

・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/引き継ぎ
・館内外清掃等（ﾛﾋﾞｰ周辺/玄関など）

・チェックイン時のお出迎え、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
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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
①8:00～17:00 警備関係の資格
②21:00～6:00 保持者歓迎

求人:１０人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市南区田迎6丁目5-36 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:30人 日給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-16967211 就業場所:阿蘇市西町86-1 週休2日制:毎週 経験:不問

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- 1008111 就業場所:阿蘇市小里281-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5542-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1029411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5542-1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:３人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村河陰4451 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1027211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰4451 週休2日制:毎週 経験:不問

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 保険:
(４か月未満) 従業員数:1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-  933111 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨馬場 週休2日制:なし 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町坂梨968 保険:労
(４か月未満) 従業員数:3人 時給制　:時給1,200円～1,500円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  917111 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨968 週休2日制:その他 経験:不問

①5:30～8:00
②14:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村両併2818-2 保険:
(４か月未満) 従業員数:0人 時給制　:時給800円～800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  912411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村両併2818-2 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）

資格:不問

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇健康農園

資格:不問

農作業

（トマト）

後藤　泰治

資格:不問

農作業員（ﾄﾏﾄ

の収穫作業）

阿蘇斉藤ﾄﾏﾄ塾

5:30～9:00の間

の2時間以上

資格:不問

農作業

（トマト収穫）

秋本農園

6:00～12:00の

間の3時間以上

資格:不問

農作業（いちご・

トルコキキョウ）

雇用期間の定めなし

山中農園

7:00～18:00の

間の4時間以上

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

農作業

警備員

（阿蘇営業所）

(株)

あおい警備保障

農作業員

・搾乳業務・その他付随する業務

＊トマトの収穫作業
・芽かぎ、着果、摘果、下葉かぎ、
・収穫作業（収穫のみでトマトの選別、
箱詰め等は有りません。
直接選果場へ出荷となります）

＊初心者の方でも簡単な作業です。

・夏季限定（７月～９月）の作業員募集
・ハウス作業準備
（ハウス開閉、コンテナの準備等）
・大玉トマトの収穫（コンテナへ収納）
※完熟トマトは持ち帰り自由です。

＊ハウス内での仕事ですので高温のため
体力を必要とします。

＊雇用開始は、６月の下旬から７月上旬
になる予定。
就業時間については、相談に応じます。

＊土、日、祝日就労可能な方希望します。

＊いちご/ﾄﾙｺｷｷｮｳは種まき/定植/手入れ
などがあり作業が重なっているので、
周年（１年中）仕事があります。

＊いちご：収穫作業とパック詰め等
＊ﾄﾙｺｷｷｮｳ：種まき、定植、手入れ、
収穫、選別等

＊ﾘｰﾌﾚﾀｽ、苺、ﾊﾞｼﾞﾙ、ﾄﾏﾄなどの
植え付け・手入れ・収穫作業。

＊ハウス内は高設栽培のため作業性に
優れ、未経験者の方でも気軽に仕事に
従事できます。
主婦の方が多い農園です。

＊農作業全般
・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

＊警備現場で事故が起きないよう警備。
＊受付業務、巡回業務、防災業務など
＊工事現場での工事車両や通行車両の誘導
＊人が通過する際に事故が起きないように
する警備業務＊自宅からの直行直帰あり
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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
①5:00～10:00
②13:00～16:00

求人:２人 ③16:00～19:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡産山村大字山鹿2097-3 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:6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- 1005311 就業場所:阿蘇郡産山村大字山鹿2097-3 週休2日制:その他 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-  970011 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

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-  983711 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

①10:00～17:00

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 熊本市南区平田1丁目1番6号 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:309人 時給制　:時給940円～940円 休日:日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-15520411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4521-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(配

①8:00～10:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区渡鹿2丁目11-17 保険:労
(４か月以上) 従業員数:135人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43010-17613711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2300 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①8:00～12:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 東京都杉並区浜 保険:労
(４か月以上) 従業員数:230人 時給制　:時給793円～793円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 13080-34565811 就業場所:阿蘇市竹原765 週休2日制:毎週 経験:不問

危険物取扱者（乙種）

①8:00～12:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 東京都杉並区浜 保険:労
(４か月以上) 従業員数:230人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 13080-34571111 就業場所:阿蘇市竹原765 週休2日制:毎週 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）

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）

送迎運転手

（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

清掃 (株)世起

清掃 (株)世起

資格:不問

積載にて車輛配送

/車両の洗車

(株)

スズキ自販熊本

清掃員 (株)総美

資格:不問

送迎運転手

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

介護老人保健施設

ﾘﾊｾﾝﾀｰひばり

酪農作業員 (株)カミチク

ファーム

阿蘇産山農場
又は13:00～19:00

の間の6時間程度

資格:不問

・居室・廊下の清掃

研修所内の客室、浴室の日常清掃
植栽の管理（除草、芝刈り他）

研修所内の清掃

郵便局内の清掃業務
・局内のﾌﾛｱ、廊下、トイレ等の日常清掃
・外廻りの清掃（草取り、落ち葉掃き）

販売店（ｽｽﾞｷと契約したお店）へ車輛を
積載車にて配送してもらいます。
（店舗近隣）
ただ、配送がない時間は配送する車輛の
洗車をお願いします。

＊通所（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）送迎運転業務。
・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）

＊送迎運転手として下記の業務を担当
・通所（ﾃﾞｲｹｱ）利用者の送迎運転業務
・自動車への乗降時の際の介助等の補助
・自動車の洗車＊送迎車は4人～6人乗り
の乗用車を使用＊大型免許取得者は
ﾏｲｸﾛﾊﾞｽの運転がある場合あり

・搾乳業務・その他付随する業務
＊牛のﾐﾙｸを絞るﾊﾟｰﾗｰでの仕事です。
手順動画も完備しておりすぐに覚えら
れます。動物好きな方にはぴったりな
お仕事です。※ 未経験者歓迎。

※60代以上の方も活躍中。
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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

①8:30～13:00
②7:30～9:30

求人:１人
年齢:69歳以下

阿蘇市黒川字尾西2138-1 保険:労
従業員数:6,000人 時給制　:時給800円～800円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1028511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陽4463 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1649 保険:雇･労
従業員数:11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-  997311 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6392-2 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-  930311 就業場所:阿蘇市内牧385-1 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-  953411 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

①9:00～15:00
②10:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺字蔵追2849番地1 保険:雇･労
従業員数:4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-  916911 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺字蔵追2849番地1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～14:30

求人:３人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市黒川2323 保険:雇･労
従業員数:21人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  921011 就業場所:阿蘇市黒川2323 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-  929511 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労
従業員数:364人 時給制　:時給870円～870円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  935811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:毎週 経験:不問

洗浄業務

（病院内厨房）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院） 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

客室清掃

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)おがさわら

客室清掃

雇用期間の定めなし

(株)宮下観光

蔵迫温泉 さくら

又は9:00～15:00の

間の3時間以上

資格: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

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

あすなろ企画

9:30～14:30の

間の5時間

雇用期間の定めなし

星光ビル管理(株)

阿蘇事務所 資格:不問

清掃

（陽ノ丘荘）

＊宴会や宿泊時に使用した器を洗い

＊病院内厨房にて食器・調理器具等の
洗浄業務

・厨房内の清掃
・配膳、下膳

・旅館内レストランにて、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

・部屋・風呂の清掃
・ﾀｵﾙ・ﾊﾞｽﾀｵﾙ・浴衣/ｱﾒﾆﾃｨｰの入れ込み
・リネン内の清掃及び整理整頓等
＊客室が離れの為、清掃作業で当社の
車輌を使用することもあります。

・客室の清掃、掃除機かけ
（室内の風呂掃除はありません）
・ｱﾒﾆﾃｨｰの入れ込み(ﾀｵﾙ/歯ﾌﾞﾗｼ/髭剃り)
・食器等の洗浄
・シーツ、オフ、枕カバーの交換
・フェイスタオル、足マット等の洗濯

・主にﾎｰﾙ/ﾚｽﾄﾗﾝ等の共用部の窓ｶﾞﾗｽ拭き
（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

＊館内の清掃業務。
・共用部（ﾄｲﾚ、廊下、ﾛﾋﾞｰ等）の清掃、
客室の清掃

・備品の入れ込み
・清掃後のチェック

・お部屋の清掃
・共用部（ホールやトイレ）
・お風呂の清掃
・掃除道具の片づけ及び整理整頓
＊食事処の清掃（食器等の片付け、
洗い物）はありません。

・居室・廊下の清掃
・洗濯業務
・居室のベッドメイク
・食堂の後片付け
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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

①8:00～12:00
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-  950811 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

①8:00～12:00
②16:30～21:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 時給制　:時給800円～950円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  959711 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 週休2日制:その他 経験:不問

洗い場

雇用期間の定めなし

(有)黒川荘

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

・器、皿洗い
・器の管理
・厨房、盛り込み補助等

＊宴会や宿泊時に使用した器を洗い
（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。
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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


