
この求人情報誌はR4.6.27～R4.7.11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↓

■新着求人（フルタイム・パート）

■医療・福祉事業所説明会の開催について

■生産工程／事務･販売／輸送･機械運転／運搬･清掃(軽作業)

※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。

7月19日号

※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

8月1日（月）



＊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。

7/19 火 ②医療・福祉事業所説明会　

20 水 ⑤福祉のお仕事相談会

21 木

22 金

25 月

26 火 ②医療・福祉事業所説明会　

27 水 ④あそサポステ就労相談会

28 木

29 金

8/1 月

2 火

3 水 ③看護のお仕事相談

4 木

5 金 ①就職支援セミナー

8 月

9 火

10 水 ④あそサポステ就労相談会

12 金

15 月

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】

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

④あそサポステ就労相談会
・第2・第4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

お問い合わせ

0967-22-8609

②医療・福祉事業所説明会については
予定が追加・変更されることがあるので事前
にご確認ください。



変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:45
②15:30～0:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,374人 月給制　:月額214,000円～366,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 40150- 5429821 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
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:45
②15:30～0:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,374人 月給制　:月額214,000円～366,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 40150- 5430421 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

２級土木施工管理技士

①8:30～17:30 土木・測量関係資格
その他　関係資格

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市中央区安政町4-19　ＴＭ10ビル8Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:2,427人 月給制　:月額290,600円～432,500円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43010-23335621 就業場所:国土交通省熊本河川国道事務所/各出張所いずれか 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(土

１級土木施工管理技士

①8:30～17:30 ２級土木施工管理技士

その他　関係資格
求人:２人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市中央区安政町4-19　ＴＭ10ビル8Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2,427人 月給制　:月額214,480円～372,320円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43010-23333421 就業場所:国土交通省熊本河川国道事務所/各出張所いずれか 週休2日制:毎週 経験:必須(土木工事
変形（1年単位） １級土木施工管理技士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:60人 月給制　:月額230,000円～410,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1395721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） １級土木施工管理技士

①8:00～17:00 ２級土木施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区花立6丁目17番8号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額250,000円～280,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43010-22076421 就業場所:熊本市内及び近郊の各現場（直行直帰） 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(現
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:30～17:30

求人:５人
年齢:18歳～59歳

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- 1447921 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

現場監督 (株)北野建設

雇用期間の定めなし

(株)ティーネット

ジャパン

熊本営業所

土木技術者

（ー級）

(株)藤本建設工業

土木施工

管理技術者

(株)ティーネット

ジャパン

熊本営業所

土木設計施工

管理技術者

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

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

（病院）

A　管理的職業（法人・団体の役員、管理職員）

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

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

又は8:30～0:00の間

の8時間程度
雇用期間の定めなし

店長・

マネジメント職

(株)ドラッグストア

モリ

又は8:30～0:00の間

の8時間程度
雇用期間の定めなし

店長・

マネジメント職

(株)ドラッグストア

モリ

○商品陳列・接客・レジ業務を経て、
店舗責任者としてｽﾀｯﾌの教育や売場
管理、勤怠管理などﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ。

＊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。

○商品陳列・接客・レジ業務を経て、
店舗責任者としてｽﾀｯﾌの教育や売場
管理、勤怠管理などﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ。

＊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。

＊検査、手術、ﾘﾊﾋﾞﾘ等への患者の移送

現場監督、現場代理人

＊エリア：熊本市一円、上益城、阿蘇
＊直行直帰可

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

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

＊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。

１）工事の契約履行に必要な資料作成等
２）請負工事の施工状況の照合等
３）協議・調整に必要な資料の作成
４）工事検査等への臨場
５）その他重大事案の報告

災害発生時の対応など

１）工事の契約履行に必要な資料作成等
２）請負工事の施工状況の照合等
３）協議・調整に必要な資料の作成
４）工事検査等への臨場
５）その他重大事案の報告

災害発生時の対応など
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:00～17:00
②10:15~19:15

求人:１人 ③16:30～0:30
年齢:18歳～59歳

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額227,000円～308,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1308321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 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:69人 月給制　:月額197,900円～272,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1322521 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） 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- 1335121 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
①8:30～17:30
②8:30～12:30

求人:１人 ③15:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額192,000円～232,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1347521 就業場所:阿蘇市小里249-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
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200,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1354221 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） 准看護師
①8:30～17:30

求人:５人
年齢:18歳～59歳

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- 1448121 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
変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8:00～17:00
②10:15～19:15

求人:１人 ③16:30～0:30
年齢:18歳～59歳

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額185,000円～245,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1309621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 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
②8:30～12:30

求人:１人 ③15:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額162,000円～202,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1346221 就業場所:阿蘇市小里249-2 週休2日制:その他 経験:不問

看護師 (医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

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

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

看護師（日勤）

看護師（介護

老人福祉施設）

(福)やまなみ会　

なでしこの里

雇用期間の定めなし

看護師（病院） (医)坂梨ハート会　

坂梨ハート

クリニック

准看護師

（病院）

(医)坂梨ハート会　

坂梨ハート

クリニック

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

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

准看護師

（病棟）

准看護師

（病院）

正看護師

（病棟）

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

雇用期間の定めなし

＊検査、手術、ﾘﾊﾋﾞﾘ等への患者の移送
及び誘導＊全身清拭や入浴/食事介助

＊医師の補助業務や病状の観察、報告、
検温、血圧測定、検体検査の介助

＊採血や点滴、ナースコールの対応
※准夜勤・深夜勤は月４～５回程度

・患者の観察、状況の把握・診察の補助
・診察後の注射、採血、検査等の処置
及び準備等

・カルテ、処方箋等の整理
・薬剤等の管理他
※当直（夜勤）が月に２～４回程度あり

＊診療の補助、採血等の検査、点滴業務
患者様の看護、病棟業務

＊月に４回程度の夜勤あり。
（４回未満、希望の方でも可能です）
＊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。

・ご利用者の健康管理、医療処置(軽微）
・職員の健康診断に関する業務
・利用者送迎、お出迎え、ﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸ
・入浴後の処置、昼食時の対応
・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ時の対応・機能訓練の対応
・記録等の作成等 他

・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
入所：29名・ショートステイ：８名
有料：12名・利用者は50名程度です。

＊検査/手術/ﾘﾊﾋﾞﾘ等への患者移送/誘導
＊全身清拭や入浴介助、食事介助
＊医師の補助業務や病状の観察、報告、
検温、血圧測定、身体検査の介助

＊採血や点滴、ナースコールの対応
※准夜勤・深夜勤は月４～５回程度

・患者の観察、状況の把握
・医師診察の補助
・診察後の注射、採血、検査等の準備等
・カルテ、処方箋等の整理
※当直（夜勤）が月に２～４回程度
あります。

・外来及び病棟においての診療の補助、

＊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。
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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） 准看護師
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161,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1353821 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 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

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額242,000円～294,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1422121 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
交替制あり 理学療法士
①8:00～17:00 作業療法士
②8:30～17:30 言語聴覚士

求人:１人 ③9:00～18:00 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 阿蘇市内牧353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額200,000円～330,000円 休日:土日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1383921 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(児

交替制あり 理学療法士
①8:15～17:15 作業療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額195,000円～330,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1385021 就業場所:阿蘇市内牧353 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

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額242,000円～294,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1423021 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
言語聴覚士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額242,000円～294,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1424721 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
歯科衛生士

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 保険:雇･労
従業員数:5人 月給制　:月額285,000円～315,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090- 1300921 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 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
②14:30～23:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,374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- 5895621 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

雇用期間の定めなし

(医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

栄養士

（小国店）

(株)ドラッグストア

モリ

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

作業療法士

理学療法士

又は8:30～23:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

准看護師

歯科衛生士 とらたに歯科

雇用期間の定めなし

リハビリ職員 (株)ワンバイワン

セラピスト (株)ワンバイワン

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

雇用期間の定めなし

言語聴覚士 (医社)大徳会

（大阿蘇病院）

雇用期間の定めなし

・外来及び病棟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、病棟業務。
＊月に４回程度の夜勤有
夜勤のできる方優遇。

＊歯科医師の指導のもと、診療の補助、
患者さまの歯及び口腔予防処置

＊歯の病気にかからないための口腔内の
衛生指導等を担当していただきます。

○栄養士としての専門知識を活かし、
お客様の食生活を含めた栄養面での
アドバ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）

＊教育システムも充実しています。

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ阿蘇ふれあい）＊体の痛みの
原因に適切な処理を施すことで体調を和
らげる。作業療法士/理学療法士等により
機能訓練で維持改善を図り、１人1人の
個別訓練を行い機能低下の予防を図る
役割を担っていただきます。

（こども発達サポートセンターびーぶる）
・障がいのある未就学児に対して日常
生活等の生活支援

・社会性や集団生活への適応
コミュニケーションの形成支援

・送迎業務（社用車（軽/普通車）使用）

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

・中枢疾患に対する言語聴覚療法
・摂食嚥下障害患者に対する間接的
・直接的嚥下訓練
・経口移行に関わる嚥下評価
・記録及び計画書作成 等

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

○栄養士としての専門知識を活かし、
3



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 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

福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,374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- 6107121 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
変形（1年単位） 社会福祉士
①8:30～17:30 精神保健福祉士

公認心理師
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182-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額155,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1343021 就業場所:阿蘇市内牧182-1 週休2日制:その他 経験:１~2年以上
変形（1ヶ月単位） 理学療法士
①8:30～17:30 作業療法士

言語聴覚士
求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市小池9番地 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:56人 月給制　:月額260,000円～260,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1452421 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位） 保育士
①8:00～17:30 作業療法士
②8:30～18:00 社会福祉士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字久石3516 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 月給制　:月額161,000円～186,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1320821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石3516 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:30
②8:30～18:00

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久石3516 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 月給制　:月額227,000円～251,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1321221 就業場所:阿蘇市/阿蘇郡南阿蘇村　他 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
交替制あり
①6:30～20:00

求人:１人
年齢:60歳以上 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:70人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1348421 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
変形（1年単位）
①7:30～16:30
②8:30～17:30

求人:２人 ③9:00～18:00
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧182-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額155,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1344721 就業場所:阿蘇市黒川406 週休2日制:その他 経験:不問
保育士

①9:00～18:00 児童指導員等の資格

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額208,125円～230,000円 休日:水日 学歴:不問

正社員 43090- 1414921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰 週休2日制:毎週 経験:必須 業務経験

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

ケースワーカー

（児童福祉施設）

管理栄養士

（小国店）

児童発達支援管

理責任者

(社)こどもサポー

トセンターあそら

雇用期間の定めなし

指導員 (社)こども

サポートセンター

あそら

雇用期間の定めなし

機能訓練指導員 (有)ふきの企興　

小規模多機能型

居宅介護つどい

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会　

阿蘇総合

支援センター

保育士又は

児童指導員

(福)やまなみ会　

阿蘇総合

支援センター

雇用期間の定めなし

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ世話人・

生活支援員

(福)立正福祉会　

高森寮

雇用期間の定めなし

保育士

児童指導員

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

◎児童家庭支援センター「ふわり」
＊児童に関する家庭等との相談/支援業務
・家庭、学校訪問による面談
・支援計画、報告書の作成
・市町村、児童相談所との連絡・調整
※家庭／学校訪問等で業務車両を使用。

＊施設利用の発達障がい児（0才～18才）
に対する見守り及び療育支援業務
その他、利用者の送迎

（阿蘇管内、及び近隣周辺の町村）
請求書入力作業（パソコン）
書類作成及び整理整頓等

＊児童発達支援の管理業務
＊個別支援計画の作成
＊施設利用の発達障がい児の見守り及び
療育支援業務 その他、利用者送迎
請求書入力作業（パソコン）を使用
しての書類作成及び整理整頓等

・食事作り、食材の購入：施設の車使用
・食事提供・入浴、洗濯支援
・外出(外食/喫茶等/買い物)の付き添い
＊身体的な介護業務はありません。
【高年齢者専用求人】

１．食事・排泄等、身辺自立の発達支援
２．ルールや約束を守れるよう支援。
３．コミュニケーションの発達支援。
４．送迎〈公用車使用（普通車）〉
５．データ入力＊経験や資格のない方は
上記等の補助業務となります。

○栄養士としての専門知識を活かし、
お客様の食生活を含めた栄養面での
アドバ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)

（こども発達サポートセンターびーぶる）

☆令和4年8月新規ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｽﾀｯﾌ大募集☆
少人数のお子様の療育を行う新規開設の
児童サービス！
・療育支援（保育／児童指導）
・着替、排泄の介助
・書類作成 等

・アセスメント、計画作成
機能訓練提供、評価

・集団体操実施
・レクリエーションの起案・実施
・繁忙時のナースコール対応
軽介助など
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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
②8:30～17:30

求人:１人 ③9:00～18:00
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額168,000円～290,000円 休日:土日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1381321 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(児

保育士
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町高森1610 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:22人 日給制　:月額148,608円～148,608円 休日:土日祝他 学歴:短大以上
正社員以外 43090- 1298721 就業場所:阿蘇郡高森町高森1610 週休2日制:その他 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

阿蘇市乙姫1776 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額205,000円～235,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 1332321 就業場所:阿蘇市乙姫1776 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介
変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額180,000円～222,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1345821 就業場所:阿蘇市小里249-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員
①8:00～17:00
②7:30～16:30

求人:１人 ③11:00～20:00
年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額220,000円～245,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1295921 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(介
交替制あり 幼稚園教諭免許
①7:00～16:00 保育士
②8:00～17:00

求人:１人 ③8:30～17:30 上記のいずれか
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町中通302-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:14人 月給制　:月額145,000円～165,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1333621 就業場所:阿蘇市一の宮町中通302-5 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:00～17:00
②8:30～17:30

求人:１人 ③9:00～18:00
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額168,000円～290,000円 休日:土日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1389521 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(児

変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川396 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額155,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1341921 就業場所:阿蘇市黒川396 週休2日制:その他 経験:不問

児童指導員

(CP/PSW/CSW)

(株)ワンバイワン

介護支援専門員

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会　

あその杜

保育士

（有資格者）

(福)みどり福祉会　

高森保育園

児童指導員 (株)ワンバイワン

介護支援専門員 (医)坂梨ハート会　

坂梨ハート

クリニック

雇用期間の定めなし

職業指導員・

生活支援員

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会　

くんわ技研

保育教諭 (学)法輪学園

認定こども園

あそひかり幼稚園

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 (医社)大徳会

（大阿蘇病院）

雇用期間の定めなし

＊０歳から２歳までの保育業務
・担任補助としての業務
・子供の基本的生活習慣の確立支援
・保育に関する事務
（成長記録等に関する簡単な事務）
・環境整備（室内外の清掃等）

＊要介護者への介護サービス利用及び
福祉用具・住宅改修実施等の調整

＊ケアプラン作成、入退院時の情報提供
行政への手続き代行等

＊ケアプランの作成
・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞなど居宅介護支援の一連の業務
＊介護スタッフとの連携
・病院との連絡、連携、入退院相談
・入居の際の契約相談
・他、業務に付随する相談

・ケアプラン原案の作成
・会議を開催、プラン内容を確認・提供
・ケアプランによるサービス状況を把握
・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施、サービス計画の修正
・入退所の契約、解約の説明/入退所の
調整 ・入所者の介護保険の管理

＊幼稚園児及び保育園児の保育業務全般
・学級の担任教諭（０歳から５歳）
・子どもの生活援助・教育や遊びの援助
・行事等の準備・送迎時のバスへの添乗
・預かり保育
・その他教育活動に関する業務全般

＊障がい者の作業指導及び相談業務や
支援業務

・畳やふすま替え、新調
・除草作業や農作業
・清掃作業 等

（こども発達サポートセンターびーぶる）
・障がいのある未就学児に対して日常
生活等の生活支援

・社会性や集団生活への適応
コミュニケーションの形成支援

・送迎業務（社用車（軽/普通車）使用）

（こども発達サポートセンターびーぶる）
・障がいのある未就学児に対して日常
生活等の生活支援

・社会性や集団生活への適応
コミュニケーションの形成支援

・送迎業務（社用車（軽・普通車）使用）
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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）

①8:00～17:30
②8:30～18:00

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久石3516 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 月給制　:月額161,000円～186,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1319121 就業場所:阿蘇市一の宮町中通2177 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00

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河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:180人 月給制　:月額165,000円～255,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1387821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町坂梨2434-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額145,000円～200,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1370221 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2434-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00

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191,000円～197,500円 休日:土日他 学歴:大学以上

正社員 43090- 1294621 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

①8:30～17:30 医療事務
医療事務作業補助

求人:１人 あれば尚可
年齢:59歳以下

熊本市中央区花畑町1-7　ＭＹ熊本ビル5Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:91,184 月給制　:月額144,320円～147,600円 休日:土日祝他 学歴:不問

無期雇用派遣労働 43010-23166321 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30 診察情報管理士
②8:30～12:30 普通自動車免許

求人:１人 ③13:30～17:30 あれば尚可
年齢:59歳以下

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134,080円～181,100円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1446621 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
変形（1ヶ月単位）

①8:30～18:00
②8:30～12:00

求人:１人
年齢:65歳以下

阿蘇市内牧115 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額160,670円～204,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1391621 就業場所:阿蘇市内牧115 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

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

正社員 43090- 1351021 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(医

一般事務及び

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務

ＮＰＯ法人

ふるさと創生

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

ファームランド

健康指導員

事務員 (社)こども

サポートセンター

あそら

雇用期間の定めなし

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

一般事務

（事務系総合職）

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム　

梅香苑

資格:不問

医師事務作業補助

雇用期間の定めなし

(株)ニチイ学館　

熊本支店

雇用期間の定めなし

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

医師事務

作業補助者

資格:不問

受付および

医療事務

(医社)

問端会 問端内科 資格:不問

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

医療事務

（病院）

(医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

・請求書入力作業
・パソコン（簡単なエクセル・ワード）
を使用しての書類作成

・整理整頓 等
・発達障がい児の見守り/療育支援業務
・利用者の送迎（阿蘇管内/近隣周辺）

＊森林育成に伴う、補助金等のｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
（相談/ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ）及び申請業務。
・委託を受け、現場調査を行い所有者と
施業内容を相談、申請書類等を作成。

・契約に伴う文書整理、データ入力、
付随する事務。

・介護保険請求事務・行政事務手続き
・予算管理
・企画立案イベントの実施等
・社会保険事務
・役員会の運営
・勤怠管理

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

＊健康ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ内において健康指導/管理
・受付、レジ業務・測定の補助や案内
・測定結果の説明や指導
・施設内及び測定機器の清掃や点検
・備品確認、発注業務
・店舗の開店閉店業務

・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

＊窓口業務として患者様の受付、保険証
確認、会計業務

＊レセプト請求業務
＊カルテの整理、及び管理
＊電話応対
＊院内の備品の整理等

・書類整理・電話対応・来客対応

阿蘇医療センター
【医師事務作業補助】
・医師のスケジュール管理
・資料作成・整理
・図書・文献整理
・診療情報のＰＣ入力 等
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:60人 月給制　:月額163,000円～210,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1394021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(・
変形（1ヶ月単位）

①5:00～12:55
②8:45～16:40

求人:１人 ③13:15～21:10
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市西区上代4丁目13番34号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:395人 月給制　:月額200,000円～272,500円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43010-21282221 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2232-3 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:８人 ③13:00～22:00
年齢:59歳以下

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10,528 月給制　:月額145,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 41010-10070621 就業場所:（●阿蘇店●高森店●小国店） 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:00～17:00
②6:00～15:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労･健･厚
従業員数:294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- 1413621 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
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- 1429321 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
変形（1ヶ月単位）

①7:30～16:00
②9:30～18:00

求人:１人 ③10:30～19:00
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額143,437円～143,437円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1367921 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1969-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～15:30
②9:00～17:30

求人:２人 ③10:30～19:00
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額143,437円～143,437円 休日:日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43090- 1368121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石2642-2週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:30～16:00
②9:30～18:00

求人:１人 ③10:30～19:00
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額143,437円～143,437円 休日:日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43090- 1369021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1808-1 週休2日制:その他 経験:不問

店舗社員

（熊本中エリア）

ダイレックス　

(株) 資格:不問

経理事務／

一般事務

雇用期間の定めなし

(株)藤本建設工業

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

給油所スタッフ

（一の宮給油所）

阿蘇農業協同組合

又は7:00～22:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

販売職（一の宮店

惣菜部）

(株)みやはら

資格:不問

又は5:00～17:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

事務職

（高森営業所）

産交バス　(株)

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド

スタッフ

フルキ石油(株)

雇用期間の定めなし

給油所スタッフ

（高森給油所）

阿蘇農業協同組合

給油所スタッフ

（久木野給油所）

阿蘇農業協同組合

・乗務員の点呼・運行路線への再編に
関わる業務（時刻・路線変更等）

・窓口対応（定期券・回数券の販売や
お客様対応）・電話対応（時刻や
忘れ物問い合わせ等）※入社後、運行
管理者資格を取得していただきます。

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

＊久木野給油所において接客・販売業務
・車種によっての給油業務
・タイヤ交換・オイル交換
・電話応対
・車の移動等

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

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

・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
＊未経験者の方には、基本的から丁寧に
お教えします。

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

・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。

＊ドラッグストア店舗での販売業務
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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

①14:30～23:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7,374人 時給制　:月額155,520円～155,520円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 6358021 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

①14:30～23:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7,374人 時給制　:月額155,520円～155,520円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 6405721 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

①9:00～17:00

求人:３人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

山形県長井市本町2丁目10-6 保険:雇･労･健･厚
従業員数:400人 月給制　:月額130,000円～130,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 06060- 2056321 就業場所:菊池市西寺1437-2 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:3,984人 月給制　:月額151,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140- 3533021 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
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:3,984人 月給制　:月額151,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140- 3454721 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森字市下 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:00

求人:１人
年齢:45歳以下 自動車免許(AT不可)

上益城郡益城町平田2550番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:508人 月給制　:月額170,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43011- 2565221 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1404-6 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:00

求人:１人
年齢:45歳以下 自動車免許(AT不可)

上益城郡益城町平田2550番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:508人 月給制　:月額170,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43011- 2584321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3365-4 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

①9:30～18:00 中型自動車免許

求人:１人 上記のいずれか
年齢:35歳以下 普通自動車免許

熊本市東区新南部6丁目3-125 保険:雇･労･健･厚
従業員数:315人 月給制　:月額180,000円～205,000円 休日:火他 学歴:高校以上

正社員 43010-22837021 就業場所:阿蘇市黒川33-3 週休2日制:その他 経験:不問

販売員

（小国店）

(株)ドラッグストア

モリ

販売員

（阿蘇一の宮店）

(株)ドラッグストア

モリ

営業スタッフ

雇用期間の定めなし

ネッツトヨタ熊本　

(株)

営業職

（高森支店）

ヤンマーアグリ

ジャパン(株)

九州支社

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

営業職 (株)ヰセキ九州

雇用期間の定めなし

営業職 (株)ヰセキ九州

資格:不問

資格:不問

雇用期間の定めなし

営業職

（阿蘇支店）

ヤンマーアグリ

ジャパン(株)

九州支社

雇用期間の定めなし

家庭薬配置員

【熊本営業所】

協同薬品工業　

(株)

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

農業機械の販売及び納品、ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ、
事前点検、展示会等の案内、会社からの
提案説明などを行っていただきます。
・社用車（軽ﾄﾗｯｸ）使用・３tﾄﾗｯｸでの
納品、引取り等の運搬作業あり。

・その他、付随業務。

・担当エリアのお客様宅を定期巡回し、
補充交換業務、使用代金の回収業務、
商品の普及拡大業務等を行います。

・自宅からお客様宅への直行直帰営業に
なります。（みなし労働時間制適用）

＊ドラッグストア店舗での販売業務
・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

＊ドラッグストア店舗での販売業務
・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

ﾄﾗｸﾀ等の農業用機械の販売/ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ。
入社後、一定期間は先輩社員がお客様
訪問に同行するなどして指導いたします
機械の取り扱い、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ技術は社内研修
や先輩社員から指導を行い、資格取得も
出来ます。

ﾄﾗｸﾀ等の農業用機械の販売/ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ。
入社後、一定期間は先輩社員がお客様
訪問に同行するなどして指導いたします
機械の取り扱い、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ技術は社内研修
や先輩社員から指導を行い、資格取得も
出来ます。

ネッツワールド阿蘇店 トヨタ車の販売
プリウス・ＲＡＶ４・ヤリス・アクア・
Ｃ－ＨＲ・シエンタ・ＶＯＸＹ・ヴェル
ファイア等の営業販売
※２０１９年度「熊本県ブライト企業」
に認定されました。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①8:30～17:30
②17:00～9:00

求人:３人
年齢:18歳～59歳

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- 1449021 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
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:２人 ③11:30～20:30
年齢:59歳以下

熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額162,000円～221,020円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43010-22204321 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問
介護福祉士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額173,000円～178,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1310021 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

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額156,000円～156,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1311721 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
変形（1ヶ月単位）

①6:20～15:20
②8:30～17:30

求人:２人 ③12:30～21:30
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1334921 就業場所:阿蘇郡産山村田尻618番地2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(介
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1340621 就業場所:阿蘇郡産山村大利657-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
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158,000円～158,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1352721 就業場所:阿蘇市内牧1105-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

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140,000円～145,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1355521 就業場所:阿蘇市内牧1105-1 週休2日制:その他 経験:不問

介護職

雇用期間の定めなし

(医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

資格:不問

雇用期間の定めなし

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

雇用期間の定めなし

介護職（通所

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ）

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

雇用期間の定めなし

介護福祉士(通所

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ）

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

介護福祉士

（病院）

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

介護福祉士 (医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

雇用期間の定めなし

介護職員

（介護施設）

(福)やまなみ会　

ほっと館

雇用期間の定めなし

介護職員（介護

老人福祉施設）

(福)やまなみ会　

なでしこの里

雇用期間の定めなし

介護職／乙姫の家 (株)

かいごのみらい 資格:不問

雇用期間の定めなし

＊送迎・入浴・食事介助、
排泄介助、リハビリ補助等の介護業務
全般。

＊通所利用定員６０名に介護スタッフ
１３名、看護スタッフ２名その他
スタッフ１０名の計２５名で対応。

＊送迎・入浴・食事介助、
排泄介助、リハビリ補助等の介護業務
全般。

＊通所利用定員６０名に介護スタッフ
１３名、看護スタッフ２名その他
スタッフ１０名の計２５名で対応。

・老人福祉施設（２９名）
・認知症デイセンター（１２名）
・有料老人ホーム（１２名）
・各施設において食事・入浴・排泄等
介助・利用者の送迎（ＡＴ車）を行う

＊老人介護デイサービスでの介護業務
・食事、入浴、排せつ等の介助
・活動中の見守りやﾚｸﾚｰｼｮﾝ等の支援
・利用者の送迎＊普通乗用車から９人
乗り乗用車まで数種類あります。運転
技能に応じてお願いしています。

・食事、排泄、入浴等の介護業務全般。
・環境整備（清掃、シーツ交換等）
・日常生活における支援
介護記録の記入等

＊身の回りのお世話及び介護業務全般。
・食事介助（食事の配膳、下膳）
・入浴介助（清拭、着替え等）
・排泄介助
・環境整備（清掃、シーツ交換等）
・日常生活における支援等

・入所者の方の簡単な介護

・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。

＊要介護者であり認知症高齢者のご利用
者に共同生活住居において入浴、排せつ
食事等の介護、その他の日常のお世話及
び機能訓練を行うことにより、ご利用者
が有する能力に応じ自立した日常生活を
営むことが出来る様支援するものです。
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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） ホームヘルパー２級
①6:00～15:00 介護職員初任者研修修了者

②8:30～17:30
求人:２人 ③11:00～20:00 上記のいずれか
年齢:18歳～59歳

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額145,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1360721 就業場所:阿蘇市小里271-8 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位） 看護師
①9:00～18:00 准看護師
②10:00～19:00 介護福祉士

求人:１人 ③16:00～10:00 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額266,174円～311,174円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1361821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:介護業務経験
変形（1ヶ月単位） 看護師
①9:00～18:00 准看護師
②10:00～19:00 介護福祉士

求人:１人 ③16:00～10:00 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額224,299円～246,174円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1362221 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～18:00
②10:00～19:00

求人:１人 ③16:00～10:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額171,174円～186,174円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1363521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:30～15:15 介護初任者研修修了者

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157,000円～180,000円 休日:他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-21516621 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

①8:00～17:30
②8:00～12:00

求人:１人 ③8:00～15:30
年齢:59歳以下

阿蘇郡小国町宮原1701 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 月給制　:月額152,000円～152,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1328021 就業場所:阿蘇郡小国町宮原1701 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:30～18:30
②8:30～13:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市小里250-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額146,000円～190,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1415121 就業場所:阿蘇市小里250-4 週休2日制:その他 経験:事務経験
変形（1ヶ月単位） 美容師
①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 神奈川県横浜市青葉区新石川3-15-11　イワサキビルディング 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:3,400人 月給制　:月額200,000円～400,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 14150-11543221 就業場所:【熊本阿蘇店】阿蘇市黒川1407-4 週休2日制:その他 経験:あれば尚可

介護職員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス 資格:不問

介護職員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

介護職

雇用期間の定めなし

(医)坂梨ハート会　

坂梨ハート

クリニック

美容師・

スタイリスト

(株)ハクブン

一般事務職(医療/

薬局事務経験者)

雇用期間の定めなし

(有)野の花薬局

受付および

歯科助手

雇用期間の定めなし

児玉歯科医院

資格:不問

公立病院での

看護補助

(株)リフティング

ブレーン

介護職員【有資格

者大募集！】

(株)南阿蘇

ケアサービス

雇用期間の定めなし

・入所者の方の簡単な介護
・マカン食の簡単な調理（月に２～３回）
・体操、機能訓練補助・レクレーション
・入所者の方の起床、就寝の介助
＊訪問介護事業所との兼務があります。
＊夜勤は月に４～５回（相談に応じます）

□ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑや小規模多機能といった
小規模施設での管理業務

・介護業務全般
・管理業務
（人材育成、チーム作り、労務管理等）

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

＊要介護高齢者を対象とし、身の回りの
お世話及び介護業務全般に従事します。

・食事介助、お食事の配膳、下膳
・入浴、清拭、着替の介助
・排泄介助

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。

・患者様の受付・清算業務
・カルテ等の整理・診療準備
・ドクターの診療補助
（吸引機の操作、セメント練り等）
・使用器具等の洗浄、殺菌消毒、片付け
・院内外の清掃

＊一般事務：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）

＊９月オープン予定！
・カット・カラー・パーマの施術
＊ブランクのある方も歓迎。自分の
ﾍﾟｰｽで安心してｽﾀｲﾘｽﾄになれます。

＊幅広い年齢の社員が活躍しています
＊就業時間は前後することがあります。

温浴施設でのお仕事です。
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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ヶ月単位）

①6:30～14:30
②15:30～23:30

求人:３人
年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:180人 月給制　:月額165,000円～225,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1380421 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）

普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

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 40180-11750721 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ヶ月単位）

①8:00～21:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額200,523円～200,523円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1440721 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 調理師
①7:00～10:00
②15:00～20:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額200,000円～280,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1375921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位） 調理師
①5:30～16:00
②12:00～20:30

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:150人 月給制　:月額208,400円～280,100円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1402521 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:不問
変形（1年単位） 調理師
①6:30～15:30
②12:00～21:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

鹿児島県指宿市湯の浜5丁目26-27 保険:
従業員数:0人 月給制　:月額275,000円～325,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 46120- 1990721 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069- 週休2日制:毎週 経験:必須(調理師経

①7:45～16:30 調理師
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡産山村大字山鹿488-3 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:47人 日給制　:月額141,784円～184,119円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1450221 就業場所:阿蘇郡産山村大字山鹿474-3 週休2日制:毎週 経験:不問

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:28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- 1432721 就業場所:阿蘇市内牧169 週休2日制:その他 経験:不問

調理員：

会計年度職員

産山村役場

調理員 (福)竹葉会

内牧保育園

調理員 (有)小山旅館

雇用期間の定めなし

「旅館　藤のや」

準備室

(ふじﾘｿﾞｰﾄ(株)内)

又は5:00～21:00の

間の8時間程度

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）

旅館の料理人・

調理師

九州テクニカルディ

ベロップメント(株)

温浴施設スタッフ

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

ファームランド

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

7:00～21:00の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

調理補助

（旅館）

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯）
資格:不問

雇用期間の定めなし

調理

温浴施設でのお仕事です。
・主に受付、案内、巡回、清掃業務です
その他、リネン備品（シャンプー類、
タオルなど）の補充

「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

・食材の洗い、切込み・仕込み等の補助
盛り付け・食器/調理器具等の洗い/
整理整頓・厨房の掃除等

＊従業員の食事(10名～20名分)作り
（出勤人数による）昼は11時位・夜は
16時位に準備が完了すれば結構です。

＊旅館業の調理員として下記の業務：
・お客様への食事の調理
（和食を中心とした懐石料理）
・後片付け
・仕込み 等

※調理業務全般
調理長の指導・指示のもと

・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）料理提供
・厨房での後片付け、整理整頓、清掃等

○ふじリゾートグループ「旅館藤のや」
・調理器具の点検
・食材の下ごしらえ
・食器の準備、盛付
・配膳・片付け 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
給食や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。

・学校給食センター

＊産山村学校給食センター調理業務。
・材料の検収・検品
・材料の切り込み
・配缶・食器等の洗浄
・作業台等の拭き上げ、洗浄等
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1,000人 月給制　:月額180,000円～180,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-22164421 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～16:00
②10:00～19:00

求人:３人
年齢:64歳以下

熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1,000人 月給制　:月額150,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-22171521 就業場所:阿蘇市黒川1365 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下

熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1,000人 月給制　:月額140,000円～140,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-22179821 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①6:30～15:30
②8:30～17:30

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196,000円～232,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-21650821 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155,520円～164,160円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43010-21726321 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1743 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①5:30～14:30 調理師
②7:30～16:30 あれば尚可

求人:２人 ③10:00～19:00
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 1307421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30 調理師
あれば尚可

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:440人 月給制　:月額145,000円～160,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1350121 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年単位）
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:127人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1399421 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

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

学校給食調理・

配送/施設管理

雇用期間の定めなし

九州綜合サービス　

(株)

給食調理

（阿蘇立野病院）

(株)九州フード

サプライセンター
資格:不問

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

給食調理

（小国公立病院）

(株)九州フード

サプライセンター
資格:不問

雇用期間の定めなし

料飲部門スタッフ

雇用期間の定めなし

調理業務 九州綜合サービス　

(株)
資格:不問

雇用期間の定めなし

学校給食調理業務 九州綜合サービス　

(株)
資格:不問

雇用期間の定めなし

調理員 (医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

雇用期間の定めなし

調理

（病院内厨房）

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

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

病院での給食調理業務
・給食調理全般、配膳、洗浄、片づけ

＊５０～６０食程度（４名体制）

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

・その他、食器の洗浄、厨房内の整理等

・材料の切り込み
・調理
・食器洗浄
・調理場の清掃
・配膳、下膳（昼食状況による）

・学校給食センター
調理（切り込み等）
配送
ボイラーの管理等の設備管理

調理業務
調理全般、切込み等

朝・昼・夕 各８０食（９人体制）

調理業務
・切り込み等調理全般
・食器洗浄
・調理場内清掃

＊２，０００食程度

＊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

お客様対応やオーダーリングなどの業務
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:40歳以下

阿蘇市赤水1815-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:298人 月給制　:月額165,000円～165,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1416021 就業場所:阿蘇市赤水1815-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～19:45

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額200,523円～200,523円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1439921 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②13:00～22:00

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5956 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 日給制　:月額172,000円～258,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1445321 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～22:00 普通自動車免許
②8:00～14:00 あれば尚可

求人:１人 ③16:00～22:00
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額190,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1378721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①7:00～19:00
②12:00～21:00

求人:１人 ③14:00～23:00
年齢:18歳～59歳

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

正社員 43090- 1400821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
変形（1ヶ月単位）

①22:00～8:00

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:82人 時給制　:月額180,600円～180,600円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1313221 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年単位）
①7:00～16:00
②13:00~22:00

求人:３人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

鹿児島県指宿市湯の浜5丁目26-27 保険:
従業員数:0人 月給制　:月額191,000円～315,000円 休日:他 学歴:短大以上

正社員 46120- 1866321 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069- 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
変形（1年単位）
①19:00～8:00

求人:１人
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

鹿児島県指宿市湯の浜5丁目26-27 保険:
従業員数:0人 月給制　:月額195,000円～225,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 46120- 1867621 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069- 週休2日制:毎週 経験: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

フロント

（ホテル）

雇用期間の定めなし

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

フロント及び

お客様案内係

雇用期間の定めなし

(有)小山旅館

雇用期間の定めなし

資格:不問

フロント・接客 「旅館　藤のや」

準備室


(ふじﾘｿﾞｰﾄ(株)内)

又は6:30～22:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

フロント

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)あらい

（静寂な森の宿　

山しのぶ）

フロント

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯）

レストランホール

フロントサポート

雇用期間の定めなし

(株)あつまるﾎｰﾙﾃﾞｨ

ﾝｸﾞｽ　阿蘇ｺﾞﾙﾌ場事

業部あつまる阿蘇赤

水ｺﾞﾙﾌ倶楽部

資格:不問

ナイトフロント 「旅館　藤のや」

準備室


(ふじﾘｿﾞｰﾄ(株)内)

＊お客様対応を主にしていただきます。
・ホテル、ゴルフ場のチェックイン、
チェックアウト対応

・システムコンピ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。

（１）朝食に係わる準備・給仕・片付け
お客様のお見送り・部屋の点検
館内業務及びフロント業務

（２）夕食に係わる準備・給仕・片付け
客室の点検、部屋への案内・説明
配膳及びフロント業務

・館内見回り
・夜間のフロント係としてお客様の対応
・浴場の温度管理や片付け
・精算業務（チェックアウト）
・その他業務

（１）朝食に係わる準備・給仕・片付け

お客様対応やオーダーリングなどの業務
・簡単なポータブル操作
・機械で注文を取り込み、厨房へデータ
送信する

・接客・配膳・下膳・清掃・洗い場作業
4～5名でフロントサポート(受付)対応

・宿泊客等の受付及び案内
・チェックイン、アウト出迎え見送り
・電話対応・顧客管理
・予約受付管理
（インターネット受付含む）

・宿泊予約（ﾈｯﾄを含む）の受付と管理
・接客（宿泊客及び入浴客）
・資料の作成と管理・精算業務
・送迎（小国ゆうｽﾃｰｼｮﾝ、黒川温泉
バス停迄）・館内清掃

・営繕（布団の上げ下げの手伝いあり）

＊旅館業のフロント及びお客様案内係
・チェックイン・チェックアウト
・電話対応・予約対応
・宿泊客の案内
・お客様対応
・システムの説明

・お客様のチェックインによる受付
・チェックアウトによる精算業務
・電話応対・宿泊予約の受付
（電話、ネット）及び管理
・顧客管理
・その他ホテル、各セクションとの連携
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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）
①7:00～16:00
②13:00~22:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

鹿児島県指宿市湯の浜5丁目26-27 保険:
従業員数:0人 月給制　:月額164,800円～181,600円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 46120- 1871221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069- 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
変形（1年単位）

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

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170,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 40180-11748621 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5704- 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位）

①7:30～19:15

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額200,523円～200,523円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1437321 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～22:00 普通自動車免許
②7:00～13:00 あれば尚可

求人:２人 ③16:00～22:00
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額205,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1374621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00

求人:３人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:180人 月給制　:月額165,000円～225,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1403421 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 1419221 就業場所:阿蘇市赤水1815-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(接
変形（1ヶ月単位）

①8:30～21:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 日給制　:月額161,250円～215,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1444421 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①9:00～8:59 普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:18歳～59歳

熊本市中央区紺屋今町9番地6号　熊本紺屋今町ビル5階 保険:雇･労･健･厚
従業員数:130人 月給制　:月額152,000円～152,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-22797121 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:その他 経験:不問

接客業

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

施設警備 ALSOK熊本(株)

営繕（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)あらい

（静寂な森の宿

　山しのぶ）

仲居（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)小山旅館

客室係（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯）
資格:不問

フロントスタッフ (株)あつまるﾎｰﾙﾃﾞｨ

ﾝｸﾞｽ　阿蘇ｺﾞﾙﾌ場事

業部あつまる阿蘇赤

水ｺﾞﾙﾌ倶楽部

資格:不問

雇用期間の定めなし

体験施設

運営スタッフ

(株)阿蘇

ファームランド

F　保安の職業（警備員等）

又は8:30～21:00の

間の7時間
雇用期間の定めなし

フロント・接客 「旅館　藤のや」

準備室


(ふじﾘｿﾞｰﾄ(株)内)

又は6:30～22:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

（１）朝食に係わる準備・給仕・片付け
お客様のお見送り・部屋の点検
館内業務及びフロント業務

（２）夕食に係わる準備・給仕・片付け
客室の点検、部屋への案内・説明
配膳及びフロント業務

・工事現場等における交通誘導

部屋掃除、お風呂掃除、布団敷き
接客、送迎

温泉宿「華匠庵」客室数９室での業務

＊お客様をお部屋にご案内して頂きます。
食事は部屋食となっておりますので、
食事の配膳/片づけ等をお願いします。
又布団の敷き・上げやチェックイン後の
部屋清掃もあります。

＊旅館業の仲居として下記の業務：
・お客様対応／ご案内
・客室布団敷き
・お食事出し／下膳
・簡単な清掃など

・入場受付、お客様への施設利用案内
（遊び方・注意事項）
・施設内での接客、商品販売、レジ・
券売機業務

・施設内を巡回しながらの安全管理
・施設内の清掃

・来場者受付（簡単なＰＣ入力、
ロッカーカード渡し）

・精算業務
・フロント周りの整理整頓等
・スタート業務手伝い
（ＰＣシステム運行管理等）

・外回りの清掃及び草刈、樹木の剪定等
・防虫等の散布・設備、造作物の修理等
＊風呂設備の管理
・浴槽等の清掃・ﾎﾟﾝﾌﾟ等、機器類の管理
・温度管理
＊布団の上げ敷き＊皿洗い補助等

熊本県阿蘇市永草にある工場にて従業員、
業者に対する受付/出入管理を行うとともに
工場敷地内を巡回し設備の異常の有無
の確認、後始末点検等を行う勤務になり
ます。週に2～3回の夜勤があります。
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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

交替制あり
①8:00～17:00
②21:00～6:00

求人:１０人
年齢:18歳以上

熊本市北区龍田2丁目19番1号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:33人 日給制　:月額177,620円～214,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員以外 43010-21630921 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1481-6 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②21:00～6:00

求人:１０人
年齢:18歳以上

熊本市南区平田2丁目4番8号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:120人 日給制　:月額194,400円～194,400円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43010-23280121 就業場所:　熊本市、宇城市、八代市、阿蘇市 週休2日制:その他 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166,400円～252,845円 休日:日他 学歴:不問

正社員以外 43010-22658121 就業場所:熊本県阿蘇郡市　他 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00 原動機付自転車免許

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 43010-22661521 就業場所:熊本県阿蘇郡市　他 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:30～17:30

求人:１人
年齢:50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:土日祝他 学歴:不問

正社員 44080- 1654021 就業場所:大分県竹田市 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:40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:48人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1427521 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2313 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） ２級プラスチック成形技能士

①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:１人 ③15:00～0:00
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2042 保険:雇･労･健･厚
従業員数:56人 月給制　:月額186,600円～258,278円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1406921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(＊

雇用期間の定めなし

(株)堀木材

プラスチック

成形技能士

(株)白水

ディエイチシー

林業作業員

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）

警備／小国町 (有)アイシー企画

資格:不問

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

ｶﾞﾗｽ工事等の

配送及び施工ｽﾀｯﾌ

(株)古木常七商店

雇用期間の定めなし

交通誘導員 (株)トラスト熊本

雇用期間の定めなし

警備員

雇用期間の定めなし

ブルーウイング　

(株) 資格:不問

交通誘導員

（短期）

(株)トラスト熊本

・工事現場等における交通誘導
・駐車場等の交通誘導
・イベント警備
・施設等における室内管理及び案内等
＊直行直帰（定期的に出退勤の書類を
提出していただきます。）

＊工事現場における車両・歩行者誘導
＊各種ｲﾍﾞﾝﾄ警備等＊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、八代エリア

・工事現場における車両、歩行者誘導
・各種ｲﾍﾞﾝﾄ警備・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・八代エリア
(主として熊本市内）社用車又はﾏｲｶｰ
使用(ﾏｲｶｰ使用の場合は運行手当あり)

・新築のガラスサッシの搬入・施工
・ガラスの割れ替え・鍵の取り替え
・窓や玄関ﾄﾞｱのﾘﾌｫｰﾑ等に係る搬入/施工
・軽ﾄﾗｯｸ（又は２ｔﾄﾗｯｸ）での配送
＊未経験者の方には、基本的なところ
から丁寧にお教えします。

＊プラスチック成形にかかる業務：
・金型交換作業及び成形条件調整
・進捗管理／品質管理

＊加工の済んだﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品にﾊﾞﾘと呼ば

＊施設警備 出入管理や巡回。
＊交通誘導警備 道路工事現場や商業
施設の駐車場で車や歩行者等の誘導。

＊希望の現場や場所を相談しながら
配置を行います。

＊ご自宅から現場まで直行直帰です。

・所有者に代わって植え付けや草刈り、
間伐など山の手入れを行います。

※面接時に現場を見ていただき、詳しく
仕事の内容を説明します。

※入社後、各種機械等の運転免許取得を
支援します（費用全額を当社で負担）
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:30～17:15

求人:２人
年齢:64歳以下

熊本市北区弓削4丁目1番64号　マルソービル401 保険:雇･労･健･厚
従業員数:29人 時給制　:月額168,407円～168,407円 休日:土日他 学歴:高校以上

無期雇用派遣労働 43010-22276821 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:45～17:30

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 菊池市泗水町吉富205番地4 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:225人 時給制　:月額172,200円～172,200円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43030- 6384321 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年単位）
①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:２人
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2042 保険:雇･労･健･厚
従業員数:56人 月給制　:月額149,127円～155,520円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1404321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(＊
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:２人
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2042 保険:雇･労･健･厚
従業員数:56人 月給制　:月額149,127円～155,520円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1407121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市赤水815-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 日給制　:月額152,250円～182,700円 休日:土日祝 学歴:不問

正社員 43090- 1434221 就業場所:阿蘇市赤水815-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(溶
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:１人
年齢:18歳～59歳

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

正社員 43090- 1405621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(＊

大型自動車免許
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

三重県南牟婁郡御浜町阿田和4911番地9 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 日給制　:月額216,000円～280,800円 休日:日他 学歴:不問

正社員 24081- 1169721 就業場所:阿蘇市、南阿蘇村　他 週休2日制:その他 経験:ﾀﾞﾝﾌﾟ3年以上

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

阿蘇市乙姫50 保険:雇･労･健･厚
従業員数:49人 月給制　:月額253,000円～420,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1329721 就業場所:阿蘇市乙姫50 週休2日制:毎週 経験:不問

雇用期間の定めなし

(株)白水

ディエイチシー

整備工・機械工

及び溶接工

資格:不問

雇用期間の定めなし

(株)ワタナベ

品質管理

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）

雇用期間の定めなし

電気・

機械技術員

(株)東工業

九州連絡所

雇用期間の定めなし

ダンプ運転手 (株)工藤重機

成形加工

オペレータ
資格:不問

雇用期間の定めなし

(株)白水

ディエイチシー 資格:不問

製品の仕上げ (株)グローリー

二輪・四輪車

電装部品組立

(株)白水

ディエイチシー 資格:不問

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

電子部品の組立 サンワアルティス

(株)
資格:不問

◆熊本県でダンプ（１０ｔ/４ｔ/２ｔ）
による土砂及び産業

・廃棄物（ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ、ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ等）の
運搬作業を行ないます。

・運転業務の他
多少土木作業もあります。

＊発電所(風力/火力/原子力)における電気
機械設備に関する保守点検ｻｰﾋﾞｽ業務

・設備の定期検査・ﾁｪｯｸｼｰﾄに従って点検
・不具合対応・設備修理
＊入社後資格取得等の研修を行います。
茨城県日立市(本社)を拠点（1~2年間）

＊加工の済んだﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品にﾊﾞﾘと呼ば
れる削りカスが発生する為、ナイフや
専用加工器具を使い削りすぎないよう
取り除いて加工跡を仕上げていく。
作業が済んだら目視確認し専用容器へ
梱包していく。

＊ウィンカーランプ・ヘッドランプ
・テールランプの組立作業
・二輪車は1名～2名編成の組立作業
（完成品の検査業務まで担当）
・四輪車は２名～３名編成の流れ作業
・検査作業

見本を見ながら
・決められた箇所に部品ネジ止めする
・決まった部品を繋ぎ合わせる
などの組立てをするお仕事です。
手のひらサイズの部品です。

＊クリーンスーツ着用しません

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

・ｴﾝｼﾞﾝ（芝刈機/ｺﾞﾙﾌ場機械 その他
ｶﾞｿﾘﾝ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙの分解/整備/修理

・ｺﾞﾙﾌｶｰﾄの整備・その他産業機械の整備
・溶接全般（アーク、ガス等、簡単な
溶接・加工の業務を要します

・積載車、ﾕﾆｯｸ(3t)等の運転を要します。

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

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

○重機オペレーター業務
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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

車両系建設機械運転技能者

①8:00～17:00 (整地/運搬/積込用及び掘削用)

求人:２人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

青森県つがる市木造菰槌江野島14-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:19人 日給制　:月額270,400円～353,600円 休日:日他 学歴:不問

正社員 02060- 2437521 就業場所:熊本県阿蘇郡 週休2日制:毎週 経験:不問
車両系建設機械運転技能者

①8:00～17:00 (整地/運搬/積込用及び掘削用)

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

三重県南牟婁郡御浜町阿田和4911番地9 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 日給制　:月額259,200円～345,600円 休日:日他 学歴:不問

正社員 24081- 1170521 就業場所:　阿蘇市、南阿蘇村　他 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） １級建設機械施工技士

①8:00～17:00 ２級建設機械施工技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区花立6丁目17番8号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 日給制　:月額183,200円～229,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員以外 43010-22074221 就業場所:熊本市内及び近郊の各現場（直行直帰） 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(重
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能者
②13:00～22:00 ｸﾚｰﾝ・ﾃﾞﾘｯｸ

求人:１人 あれば尚可
年齢:59歳以下

神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2,216人 月給制　:月額168,290円～238,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 14040-11756121 就業場所:阿蘇市跡ケ瀬177 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:40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:48人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1426221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2313 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町大字赤馬場1279 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額195,500円～345,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1296121 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1279 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(土

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:40歳以下 普通自動車免許

大阪府大阪市中央区本町4-8-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:50人 月給制　:月額201,000円～304,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 27010-33594621 就業場所:阿蘇郡小国町大字西里2053-399週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:５人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

青森県つがる市木造菰槌江野島14-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:19人 日給制　:月額208,000円～312,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 02060- 2438421 就業場所:熊本県阿蘇郡 週休2日制:毎週 経験:不問

重機

オペレーター

雇用期間の定めなし

(有)長谷川興業

(株)北野建設

雇用期間の定めなし

環境プラントの

運転・維持管理

雇用期間の定めなし

JFE環境サービス　

(株)

重機

オペレーター

雇用期間の定めなし

(株)工藤重機

土木作業員

雇用期間の定めなし

(有)長谷川興業

水道メンテナンス

・修繕スタッフ

(株)古木常七商店

雇用期間の定めなし

J　建設・採掘の職業（型枠大工、左官、内装等）

作業員（管・

水道施設工事）

北里電業水道設備

(有)

雇用期間の定めなし

現場管理 スズカ電工(株)

雇用期間の定めなし

重機

オペレーター

※主に建設機械（ﾊﾞｯｸﾎｳ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ等）
の運転作業を行ないます。

・公共工事を主とした耕地、道路河川等
の土木、掘削、埋め戻し、整地、整形
ﾄﾗｯｸへの土砂等の積み込み等の作業。

バックホー等、重機オペレーター業務

＊エリア：熊本市一円、上益城、阿蘇
＊直行直帰可

＊管工事・水道施設工事が主になります。
・配管工事及び建設一般作業
・資材運搬 等
＊現場は主に小国郷管内になります。
＊経験のない方も丁寧に指導いたします

地熱発電所の開発業務になります。
開発に必要な書類の作成業務や工事での
管理業務等。経験者はもちろんですが、
未経験の方でもしっかりとﾌｫﾛｰしながら
業務を覚えて頂くので大歓迎です
※入社後は大阪本社で２～３ヵ月研修。

○重機オペレーター業務
・掘削等
○廃棄物の積み下ろし等の作業
＊現場への移動で社用車（ＡＴ／ＭＴ）
を使用します。

ごみのﾘｻｲｸﾙ施設（ごみ燃料化施設）
・中央操作室でのモニター、データ監視
・プラント設備の日常点検、整備業務
＊ｸﾚｰﾝ・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄの運転業務あり
免許をお持ちでない方は入社後に
取得支援します。

＊水道のメンテナンス・修繕業務
・新築・リフォームの際の水回りの
設備工事

・新築・リフォームに伴う給排水工事
＊未経験者の方には、基本的なところ
から丁寧にお教えします。

○一般土木工作業を行っていただきます
・プラント構内、道路の掘削等の作業
・道路の舗装工事・構造物の設置/取付け
・重機誘導等
＊現場への移動で社用車（ＡＴ・ＭＴ）
を使用します。

公共工事、民間工事の土木作業、
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町坂梨2449-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 日給制　:月額184,800円～207,900円 休日:日 学歴:不問

正社員 43090- 1421921 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2449-4 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:60人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1392921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(二
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区花立6丁目17番8号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 日給制　:月額183,200円～206,100円 休日:日他 学歴:不問

正社員以外 43010-22072721 就業場所:熊本市内及び近郊の各現場（直行直帰） 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市乙姫1617番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 日給制　:月額207,900円～231,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1359921 就業場所:阿蘇市乙姫1617番地 週休2日制:その他 経験:不問
１級土木施工管理技士

①8:00～17:00 ２級土木施工管理技士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

鹿児島県薩摩川内市里町里2587番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 日給制　:月額198,000円～330,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 46020- 4083721 就業場所:　阿蘇郡南阿蘇 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(土

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:40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:48人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1428421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2313 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:40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195,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1430121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4732ー1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:457人 時給制　:月額142,162円～142,162円 休日:日祝 学歴:不問
正社員以外 43090- 1371521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1302-1週休2日制:その他 経験:不問

雇用期間の定めなし

土木作業員 三友建設(株)

雇用期間の定めなし

(株)北野建設

土木作業員

雇用期間の定めなし

(株)佐藤建設

食材宅配業務 阿蘇農業協同組合

配送スタッフ (株)古木常七商店

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）

作業員

雇用期間の定めなし

土木作業員 (株)松本組

土木技術者候補 (株)藤本建設工業

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

プロパンガスの

充填・配送・検針

フルキ石油(株)

雇用期間の定めなし

土木手元（土木補助）
床掘り 埋め戻し
生コン打設

＊エリア：熊本市一円、上益城、阿蘇
＊直行直帰可

○災害復旧のための土木作業です。
・破損した道路や河川などの造成工事
・土砂の掘削や運搬作業
・重機オペレーターの補助や重機が
入らない場所の手作業など

・ＪＲ土木工事

※港湾工事・舗装工事・綱構造物・
管工事などの現場での土木作業

※阿蘇の現場に従事中は寮があります。
（３食付・家賃なし）

・食材センター内で配達する食材の準備
（袋詰め等）をして
利用者宅への配達。

・発注作業等の事務
・簡単なパソコン作業、電話対応 等

公共工事、民間工事の土木作業、
産廃中間処理業に関する作業
＊現場移動は事業所に集合し、社用車を
使用（主な現場は、阿蘇市と竹田市）

＊資格等の取得希望者については
講習費用を会社が負担します。

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

・工事に関する書類作成、及び提出等
・現場監督補助

＊お得意先への配送業務
・商品の積み込み・荷下ろし
・住宅設備機器・建築資材など施工に
必要な材料等の配送業務
※お得意先は地元大工様・工務店様
※配送先は建築現場又は事業所事務所

・ガス器具の取り付け及び説明
・ガスの検針・集金等
・宿直業務：月５回程度
＊業務エリアは主に阿蘇郡市になります
＊未経験者の方には基本的なところから
丁寧にお教えします。

・大浴場、露天風呂、各２ヶ所の清掃
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①7:30～19:15

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額200,523円～200,523円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1438621 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～12:30
②15:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:31人 月給制　:月額172,000円～240,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1397221 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(修
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

鹿児島県指宿市湯の浜5丁目26-27 保険:
従業員数:0人 月給制　:月額215,000円～235,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 46120- 1870821 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069- 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(電

①8:00～17:00 フォークリフト運転技能者

求人:１人
年齢:59歳以下

上益城郡益城町宮園794番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:26人 日給制　:月額183,600円～183,600円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43011- 2518621 就業場所:阿蘇市黒川1346 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①9:00～17:30

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県宗像市日の里1丁目3-3　中村ビル 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:2,000人 時給制　:月額221,340円～221,340円 休日:土日他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 40120-15224321 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）

①7:00～16:00

求人:３人
年齢:59歳以下

阿蘇市赤水1815-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:298人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1418821 就業場所:阿蘇市赤水1815-1 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:82人 時給制　:月額142,760円～154,800円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1312821 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

施設管理

（旅館）

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯）

資格:不問

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

「旅館　藤のや」

準備室


(ふじﾘｿﾞｰﾄ(株)内)

A　管理的職業（法人・団体の役員、管理職員）

パート

作業員 (株)東政産業

雇用期間の定めなし

営繕・清掃

（旅館）

(株)夢龍胆

コース管理 阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

部品開封・

ピッキング

(株)日輪

福岡支社 資格:不問

施設・管理係

雇用期間の定めなし

コース

作業スタッフ

(株)あつまるﾎｰﾙﾃﾞｨ

ﾝｸﾞｽ　阿蘇ｺﾞﾙﾌ場事

業部あつまる阿蘇赤

水ｺﾞﾙﾌ倶楽部

資格:不問

雇用期間の定めなし

○搬入商品の受け入れ/仕分け/分解作業
（不要な部品やコードなどを取り除く）
※一部ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ作業がありますが資格が
なくても応募は可能です。（後から
資格を取得していただきます。）

＊ゴルフ場内での芝・草など、コース
メンテナンスを行う仕事です。

・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。

・大浴場、露天風呂、各２ヶ所の清掃
及び脱衣場の清掃・温泉の温度管理

・外廻りの清掃（掃き掃除、及び剪定、
草取り等）

・館内の簡単な修理・照明灯等の交換
・洗った器の収納、及び整理整頓

〇大浴場の集中清掃（日中）
月・木曜(男性風呂) 火・金曜(女性風呂)
〇外周り清掃
〇客室の清掃・共用部清掃
・廊下・共用トイレ・ロビー
○修繕・補修

◎箱に入っている精密部品を開封し
指定場所に置いて頂く簡単軽作業です

＊昼間の勤務のみですので、体調管理も
しやすいです。

ゴルフ場コース作業スタッフ
・芝刈り、草刈り
・肥料散布
・排水工事
・剪定 等

＊食品加工場

○ふじリゾートグループ「旅館 藤のや」
・温泉施設の管理、清掃。
・施設内設備管理
（電気系統、建物補修）清掃
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

求人:１人
年齢:60歳以上 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺6020-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 時給制　:時給1,000円～1,300円 休日:土日祝 学歴:不問

パート労働者 43090- 1393121 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6020-4 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(工

看護師

求人:１人
年齢:不問 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:69人 時給制　:時給1,050円～1,050円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1324321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師
准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:60歳以上 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:69人 時給制　:時給1,000円～1,050円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1327121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:毎週 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- 1336021 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
准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川431 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- 1339221 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師

①9:00～18:00 准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労
従業員数:95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- 1364421 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師

①8:30～16:30 准看護師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 時給制　:時給1,100円～1,350円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1366621 就業場所:阿蘇市小里249-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
准看護師

求人:１人
年齢:不問 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:69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- 1325621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:毎週 経験:不問

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
8:30～17:30の

間の6時間程度

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

（介護施設）

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑
8:30～17:30の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

管理業務

（食品加工業）

キングフーズ　

(有)

雇用期間の定めなし

看護師

（正、准）

(株)南阿蘇

ケアサービス

雇用期間の定めなし

看護師

（正・准）

(福)やまなみ会　

阿蘇くんわの里
8:30～17:30の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

8:30～17:30の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

看護師（介護

老人福祉施設）

(福)やまなみ会　

なでしこの里
8:30～17:30の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

看護師／准看護師

【高年齢者専用】

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

8:00～17:00の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

正又は准看護師 (医)坂梨ハート会　

坂梨ハート

クリニック

・ご利用者の健康管理、医療処置（軽微）
・職員の健康診断に関する業務
・利用者送迎、お出迎え、ﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸ
・入浴後の処置、昼食時の対応
・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ時の対応・機能訓練の対応
・記録等の作成等

・ご利用者の健康管理、医療処置（軽微）
・職員の健康診断に関する業務
・利用者送迎、お出迎え、ﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸ
・入浴後の処置、昼食時の対応
・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ時の対応・機能訓練の対応
・記録等の作成等

＊老人介護施設における看護業務。
・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

＊障害者の健康管理・服薬管理
日常の機能回復訓練

＊職員に対する入浴・食事介助の指導
＊利用者さまの、病院受診同行時の
運転もあります。

＊(24時間介護看護ｻｰﾋﾞｽはな)において
在宅の要介護高齢者及び入所者の
要介護高齢者の支援を行います。

・看護業務（病院対応/処置/服薬管理等）
・介護業務（食事、入浴、排泄等）

・患者の観察、状態の把握
・医師診察の補助
・診察後の注射、採血、検査等の処置
及び準備等

・カルテ、処方箋等の整理
・薬剤等の管理他

・利用者送迎、お出迎え、ﾊﾞｲﾀﾙﾁｪｯｸ
・入浴後の処置、昼食事の対応
・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ時・機能訓練の対応
・記録等の作成
・ご利用者の健康管理、医療処置（軽微）
・職員の健康診断に関する業務

＊食品加工場
・衛生管理
・在庫管理
・その他付帯的管理業務
【高年齢者専用求人】

（こども発達サポートセンターびーぶる）
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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 理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

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 阿蘇市内牧353 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給1,000円～2,000円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1384121 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(児

理学療法士
①8:15～17:15 作業療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給1,000円～2,000円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1386721 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

言語聴覚士
①8:30～17:30 作業療法士

求人:３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 阿蘇郡南阿蘇村大字久石3516 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:35人 日給制　:時給1,000円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1323421 就業場所:阿蘇市/阿蘇郡南阿蘇村　他 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

歯科衛生士
①8:30～13:00
②14:30~18:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給1,200円～1,500円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1301121 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 週休2日制:その他 経験:不問
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市小池9番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:56人 時給制　:時給1,500円～1,500円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1451521 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:毎週 経験:不問

保育士

求人:３人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字久石3516 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:35人 時給制　:時給875円～937円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1326921 就業場所:阿蘇市/阿蘇郡南阿蘇村　他 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①11:00~15:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市黒川431 保険:労
従業員数:140人 時給制　:時給900円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1338821 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給821円～1,200円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1382621 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(児

セラピスト (株)ワンバイワン

作業療法士・

言語聴覚士

(社)こども

サポートセンター

あそら

機能訓練指導員 (有)ふきの企興　

小規模多機能型

居宅介護つどい
8:30～17:30の

間の6時間程度

保育士

（直接支援員）

(社)こども

サポートセンター

あそら
8:30～17:30の

間の5時間以上

リハビリ職員 (株)ワンバイワン

生活支援員

（短時間）

(福)やまなみ会　

阿蘇くんわの里 資格:不問

雇用期間の定めなし

児童指導員 (株)ワンバイワン

8:30～17:30の

間の4時間以上

8:30～17:30の

間の4時間以上

歯科衛生士 とらたに歯科

雇用期間の定めなし

＊施設利用の発達障がい児（0才～18才）
に対する見守り及び療育支援業務
その他、利用者の送迎（近隣周辺）
請求書入力作業 パソコンを使用して
書類作成及び整理整頓等

＊歯科医師の指導のもと、診療の補助、
歯および口腔疾患の予防処置

・歯の病気にかからないための口腔内の
衛生指導などを担当して頂きます。

＊施設利用の発達障がい児（0～18才）
に対する見守り及び支援業務補助
その他、利用者の送迎

（就業場所近隣周辺）
書類作成等の事務補助

＊障がい者支援全般。
・主に入浴介助、洗濯、食事の介助等

・子供達の生活の援助

（こども発達サポートセンターびーぶる）
・障がいのある未就学児に対して
日常生活等の生活支援

・社会性や集団生活への適応、
コミュニケーションの形成支援

・送迎業務（社用車（軽/普通車）使用）

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ阿蘇ふれあい）＊体の痛みの
原因に適切な処理を施すことで体調を和
らげる。作業療法士/理学療法士等により
機能訓練で維持改善を図り、１人1人の
個別訓練を行い機能低下の予防を図る
役割を担っていただきます。

・アセスメント、計画作成
機能訓練提供、評価

・集団体操実施
・レクレーションの起案、実施
・繁忙時のナースコール対応や軽介助等

（こども発達サポートセンターびーぶる）
・障がいのある未就学児に対して
日常生活等の生活支援

・社会性や集団生活への適応
コミュニケーションの形成支援

・送迎業務（社用車（軽/普通車）使用）
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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

幼稚園教諭免許
保育士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町中通302-5 保険:雇･労
従業員数:14人 時給制　:時給900円～950円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1337721 就業場所:阿蘇市一の宮町中通302-5 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給821円～1,200円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1388221 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(児

①9:00～14:00
②13:00~18:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 上益城郡益城町平田字深迫2441-2 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:190,000 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43011- 2560921 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2914-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 上益城郡益城町平田字深迫2441-2 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:190,000 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43011- 2561121 就業場所:阿蘇市黒川2159-4 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:180人 時給制　:時給850円～1,250円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43090- 1390321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 東京都千代田区神田練塀町68-1　ムラタヤビル3Ｆ 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:2,622人 時給制　:時給860円～860円 休日:日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 13010-69093221 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1748-5 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調

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 阿蘇郡小国町宮原1567-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:217人 月給制　:時給1,855円～1,855円 休日:木土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1425821 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4173-5 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目29-20 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:1,337人 時給制　:時給890円～930円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-21918421 就業場所:阿蘇市内牧258 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(銀

雇用期間の定めなし

(学)法輪学園

認定こども園

あそひかり幼稚園

一般事務

ﾌｧｰｺｽ薬局ゆう

(株)ユニスマイル

資格:不問

健康指導員 (株)阿蘇

ファームランド

資格:不問

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

資格:不問

事務

【一の宮ｾﾝﾀｰ】

ヤマト運輸(株)

熊本主管支店 資格:不問

事務

【小国センター】

ヤマト運輸(株)

熊本主管支店

児童指導員

(CP/PSW/CSW)

(株)ワンバイワン

8:30～17:30の

間の4時間以上

7:00～18:00の

間の5時間以上

幼稚園教諭・

保育士

9:30～15:00の

間の5時間程度

地域おこし協力隊 小国町役場

銀行店頭業務／

阿蘇支店

(株)熊本銀行

・子供達の生活の援助
・園での教育や遊びの指導
・行事等の準備・預かり保育あり
・送迎時のバスへの添乗
・担任教諭の補佐
・その他教育活動に関する業務全般

受付・荷受け業務、電話受付
伝票作成等の事務処理（タブレット使用）
荷物破損等の事故処理として書類の作成
ダンボール等の資材在庫管理
＊タブレット等の入力や操作方法は
社内で指導します。

受付・荷受け業務、電話受付
伝票作成等の事務処理（タブレット使用）
荷物破損等の事故処理として書類の作成
ダンボール等の資材在庫管理
＊タブレット等の入力や操作方法は
社内で指導します。

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

営業店後方での伝票の仕訳・集計や

（こども発達サポートセンターびーぶる）
・障がいのある未就学児に対して日常
生活等の生活支援

・社会性や集団生活への適応
コミュニケーションの形成支援

・送迎業務（社用車（軽・普通車）使用）

調剤薬局事務
・受付事務（ﾚｾﾌﾟﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ）
・簡単な在庫管理（ＰＣ）
・簡単な経理（ＰＣ）
・簡単な薬剤師のサポート業務
＊研修制度あり。通信教育講座も充実。

＊健康ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ内にて健康指導及び管理
・受付、レジ業務
・測定の補助や案内
・測定結果の説明や指導
・施設内及び測定機器の清掃や点検
・備品確認

杖立温泉観光旅館協同組合の事務局員と
して業務を行う。事務経理全般、ＳＮＳ
による情報発信。
観光客へのインフォメーションなど。
その他、イベント等の企画・開催、商品
開発など。
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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

①9:00～15:30
②9:30～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目29-20 保険:労
(４か月以上) 従業員数:1,337人 時給制　:時給890円～930円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-21919321 就業場所:阿蘇市内牧258 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(銀

①9:00～15:30
②9:30～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目29-20 保険:労
(４か月以上) 従業員数:1,337人 時給制　:時給890円～930円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-21924221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1871-5 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(銀

交替制あり
①9:00～14:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:294人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1441821 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:00～11:00
②9:00～14:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:294人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1305221 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:１人
年齢:60歳以上

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828円～828円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1410521 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:60歳以上

阿蘇郡高森町大字高森993-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:134人 時給制　:時給828円～828円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1411421 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
ホームヘルパー２級

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
従業員数:10人 時給制　:時給1,150円～1,200円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1398521 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

販売職（一の宮店

惣菜部）

(株)みやはら

雇用期間の定めなし

介護助手

【高年齢者専用】

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム　

ひめゆり

資格:不問

又は6:00～15:00の

間の5時間程度

又は7:30～21:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

介護助手

【高年齢者専用】

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム　

梅香苑

資格:不問8:00～17:30の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）
販売職（内牧店

レジ係）

(株)みやはら

資格:不問

銀行店頭業務／

宮地支店

(株)熊本銀行

資格:不問

銀行店頭業務／

阿蘇支店

(株)熊本銀行

資格:不問

雇用期間の定めなし

資格:不問8:30～17:30の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

介護職

（介護施設）

(株)泰星会

（喜笑楽）
7:00～18:30の

間の4時間以上

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

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

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

＊「ｻｰﾋﾞｽ付高齢者向け住宅阿蘇山荘」

＊スーパーのレジ係
・商品金額の打ち込み（ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ使用）
・レジ廻りの掃除・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

＊直接介護に該当しない業務
・配膳/下膳・ｼｰﾂ交換等のﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｸ/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

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

＊身の回りのお世話、及び介護業務。
・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
・入居者の居室の清掃
＊土日勤務可能な方歓迎します。
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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

介護職員初任者研修修了者

①6:00～15:00 ホームヘルパー２級
②11:00~20:00

求人:２人 ③9:00～16:30 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70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- 1357321 就業場所:阿蘇市小里271-8 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労
従業員数:95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- 1365321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり 美容師

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 神奈川県横浜市青葉区新石川3-15-11　イワサキビルディング 保険:労
(４か月以上) 従業員数:3,400人 時給制　:時給1,000円～1,600円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 14150-11538321 就業場所:【熊本阿蘇店】阿蘇市黒川1497-4 週休2日制:その他 経験:あれば尚可

①9:00～16:00 調理師
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧169 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:28人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1433821 就業場所:阿蘇市内牧169 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:60歳以上

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～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1409721 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

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:1,000人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-22167921 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問

①12:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:1,000人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-22169021 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問

①14:00~19:30

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労
従業員数:470人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43010-21645421 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

給食調理

（阿蘇立野病院）

(株)九州フード

サプライセンター
資格:不問

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

介護職

（介護施設）

(株)南阿蘇

ケアサービス
7:30～19:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

学校給食調理

業務

九州綜合サービス　

(株)

調理員

調理（福祉施設）

【高年齢者専用】

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム　

梅香苑

資格:不問

雇用期間の定めなし

(福)竹葉会

内牧保育園

美容師・

スタイリスト

(株)ハクブン

介護職 (医)坂梨ハート会　

坂梨ハート

クリニック

9:00～18:00の

間の3時間以上

資格:不問

又は8:00～17:00の

間の5時間程度

学校給食調理業務

【午後勤務】

九州綜合サービス　

(株)
資格:不問

＊「ｻｰﾋﾞｽ付高齢者向け住宅阿蘇山荘」
・入所者様の起床の介助
・マカン食の簡単な調理（月２回～３回）
・簡単な介護
・体操、機能訓練、レクレーション等
＊訪問介護事業所との兼務があります。

＊小規模多機能型居宅介護
・身体介護（食事、入浴、排泄介助
レクレーション、体操）

・日々の記録・送迎業務
・訪問介護
（送迎準備、服薬確認、安否確認等）

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

９月新規開店予定！
カット・カラー・パーマの施術
◆ブランクや年齢を気にされている方、
子育て中の方も大歓迎です。
週１日、３ｈ～の勤務可
研修もあるので無理なく復職可能です

＊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
給食や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。

・調理/後片付け/食器洗い
・厨房内の清掃等
・週3回、配食ｻｰﾋﾞｽ(高森町の居宅者15名
程度)や行事が行われる際の食事の調理
をして頂きます。

・作業は分担制により行います。

阿蘇市阿蘇給食センター 調理業務
・切り込み等調理全般
・食器洗浄
・調理場内清掃

＊２，０００食程度

阿蘇市阿蘇給食センター 調理業務
・切り込み等調理全般
・食器洗浄
・調理場内清掃

＊２，０００食程度

大手社員食堂の調理業務補助
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①5:45～13:15 調理師
②8:15～13:15 栄養士

求人:２人 ③15:15～19:15 あれば尚可
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県福岡市博 保険:労
(４か月以上) 従業員数:5,230人 時給制　:時給1,050円～1,150円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 40010-44773921 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

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:82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- 1318921 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①7:00～11:00
②13:00~20:00

求人:２人 ③10:00~17:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 東京都渋谷区神宮前1-5-1 保険:労
(４か月以上) 従業員数:16,279 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 13070-40054321 就業場所:阿蘇市竹原765　セコムＨＤセン 週休2日制:毎週 経験:不問

①15:00～21:30
②17:30～21:30

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 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:不問

パート労働者 43090- 1436421 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～15:00

求人:３人
年齢:59歳以下

阿蘇市赤水1815-1 保険:労
従業員数:298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- 1417721 就業場所:阿蘇市赤水1815-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～15:00
②16:00~20:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市西区田崎町430-11 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:81人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-21599321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2395-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:労
(４か月以上) 従業員数:82人 時給制　:時給1,050円～1,150円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1316321 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①16:00～21:00
②7:00～12:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

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 時給制　:時給850円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 40180-11749921 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺5704-1 週休2日制:なし 経験:あれば尚可(経

雇用期間の定めなし

接客 九州テクニカル

ディベロップメント　

(株)

レストランホール

スタッフ

(株)あつまるﾎｰﾙﾃﾞｨ

ﾝｸﾞｽ　阿蘇ｺﾞﾙﾌ場事

業部あつまる阿蘇赤

水ｺﾞﾙﾌ倶楽部

資格:不問

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

接客・レストラン

（旅館）

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯）
資格:不問

又は7:00～20:00の

間の4時間以上

調理補助 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

調理員 (株)レパスト福岡

営業所

レストラン

宴会接客係

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

リオホテルゴルフ場

資格:不問6:00～21:00の

間の4時間以上

フロアスタッフ (株)

三協ダイニング 資格:不問

又は10:00～21:00

の間の4時間以上

5:00～21:00の

間の4時間以上

調理補助スタッフ セコム(株)

資格:不問

＊朝食、昼食、夕食の調理、盛り付け等
＊調理・調理補助８名・ﾊﾟﾝﾄﾘｰ(洗い場)
４名の職場です。パントリーの補助に
入ることもあります。

＊スタッフが丁寧に指導いたします。
＊土、日、祝日の勤務が可能な方希望

【社員の研修・保養施設内食堂】
■専用シェフの調理サポート業務です。
料理のコツが学べます。

■未経験者も歓迎です。
※土・日を含む、週2、3日勤務可能な方
※勤務時間帯によっては賄付です。

（よかよか亭宮地店）
□店舗における接客業務全般
＊アルバイト等を希望される方も
大歓迎します！

・ｵｰﾌﾟﾝ前準備～ｵｰﾀﾞｰ取り、料理提供、
片づけ・クローズ後の片づけ及び、
宴会場設営も行っていただきます。

・朝食、夕食はバイキングレストラン
での配膳となり、不定期で宴会会場の
対応もあります。

大手社員食堂の調理業務補助

＊チェックイン時、お部屋へのご案内
及び館内のご説明等

＊レストランご利用時の接客業務
・テーブルセッティング
・会席料理、お飲み物の提供、及び接客
・下膳・レストラン内の清掃等

お客様対応やオーダーリングなどの業務
・簡単なポータブル操作
・端末で注文を入力、厨房へﾃﾞｰﾀ送信
・接客・配膳・下膳
・清掃・洗い場作業
・スタッフは４～５名で対応します

＊部屋掃除・お風呂掃除・布団敷き
＊温泉宿「華匠庵」（客室数：９室）
での業務です。

＊金曜日（夕方）、土・日・月曜日
（朝）勤務出来る方

＊旅館業の仲居として下記の業務：
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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

普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 保険:雇･労
従業員数:11人 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1376121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 週休2日制:毎週 経験:不問

①18:00～8:00

求人:２人
年齢:60歳以上

阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 保険:雇･労
従業員数:25人 日給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1435521 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～8:59 普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市中央区紺屋今町9番地6号　熊本紺屋今町ビル5階 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-22795621 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～12:00
②10:00~14:00

求人:３人 ③12:00~17:00
年齢:59歳以下

阿蘇市三久保47-1 保険:雇･労
従業員数:74人 時給制　:時給880円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1297021 就業場所:阿蘇市三久保47-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①9:00～15:00 普通自動車免許
②15:00～20:00 あれば尚可

求人:３人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町中通2062 保険:雇･労･健･厚
従業員数:0人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:日祝 学歴:不問

パート労働者 43090- 1431021 就業場所:阿蘇市一の宮町中通2062 週休2日制:その他 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県北九州市門司区黄金町6-28 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:350人 時給制　:時給825円～825円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 40062- 2956721 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1978-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～12:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2216 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:100人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1330521 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2216 週休2日制:毎週 経験:不問

雇用期間の定めなし

仲居（旅館） (有)小山旅館

7:00～22:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

五島ノースイ(株)

F　保安の職業（警備員等）

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

惣菜係 (株)熊本フレイン　

高森店
資格:不問

雇用期間の定めなし

調理補助 大阪惣菜(株)

資格:不問7:00～13:00の

間の5時間程度

食品加工・

製造作業員

菓子及び乳製品

製造に関わる作業

(有)阿部牧場

資格:不問

夜警（旅館） (有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯） 資格:不問

雇用期間の定めなし

施設警備 ＡＬＳＯＫ熊本

(株)

ｸｯｷｰの製造やｹｰｷ、ﾊﾞｳﾑｸｰﾍﾝの製造作業。
生地を伸ばしたり、ｵｰﾌﾞﾝで焼成したりする
作業を行います。出来上がった商品の
箱詰め・発送作業などがあります。
重いものを持ち上げたりする作業はあり
ません。専用の制服を支給します。

＊商品の前出し、お弁当の盛付け
＊おにぎり、お稲荷の製造
＊和え物などのお惣菜等、
時間帯に合ったお仕事をして頂きます

＊当社に入社される方は大半が初心者の
方です。

・各種惣菜類の調理
・パック詰め作業・商品の値段打ち
・陳列コーナーへの商品出し
・商品の整理
・陳列・調理スペースの後片付け及び
清掃作業

＊旅館業の仲居として下記の業務：
・お客様対応／ご案内
・客室布団敷き
・お食事出し／下膳
・簡単な清掃など

＊旅館の夜警として下記の業務：
・布団の上げ下ろし
・皿洗い後の片付け
・夜間の見回り
※深夜仮眠中のお客様対応はありません
【高年齢者専用求人】

熊本県阿蘇市永草にある工場にて従業員
業者に対する受付・出入管理。
工場敷地内を巡回し、設備の異常の有無
確認、後始末点検等を行う勤務。
週に２～３回の夜勤があります。

＊主に野菜を使用し、専用の機械にて
加工を行い商品化します。

・商品は主に野菜チップス・お菓子です
・加工用機械のボタン操作
・軽易な運搬作業
・製品の袋詰め、梱包作業 等
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:30～17:30
②8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:440人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1356421 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺字蔵追2849番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 時給制　:時給1,050円～1,300円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1420621 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

①8:00～11:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 大阪府大阪市住之江区南加賀屋4丁目6-8 保険:労
(４か月以上) 従業員数:70人 時給制　:時給950円～950円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 27040-16907621 就業場所:阿蘇市内牧字中町148-3 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:３人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 保険:雇･労
従業員数:11人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1377021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:180人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1379821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～15:00

求人:２人
年齢:65歳以上

阿蘇市内牧1354 保険:雇･労
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- 1401221 就業場所:阿蘇市内牧1354 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～12:00

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:136人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-21932221 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

ｷｬﾝﾌﾟｻｲﾄ/ｺﾃｰｼﾞ

施設の管理ｽﾀｯﾌ

(株)宮下観光

蔵迫温泉さくら

送迎運転手 (医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

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）

清掃員

／半日勤務

(株)総美

資格:不問

雇用期間の定めなし

清掃

雇用期間の定めなし

客室清掃員 (株)阿蘇

ファームランド 資格:不問

又は9:00～17:00の

間の5時間程度

栄家食品　(株)

資格:不問

清掃係 (有)小山旅館

9:00～16:00の

間の5時間程度

客室清掃【高年

齢者専用求人】

(有)親和苑

資格:不問

雇用期間の定めなし

・通所リハビリ・外来・透析利用者の
送迎運転

・自動車への乗降りの際の介助等の補助
＊送迎車は軽自動車・９人乗りの乗用車
マイクロバスを使用します。

＊週2回、入浴介助(10：30～11：30)あり

院内の清掃作業
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃

院内の清掃作業

＊キャンプサイト及び貸コテージ施設内
業務

・キャンプサイト場内の整備・点検
・貸コテージ（６棟）の整備・点検
・温泉浴場（露天風呂・内湯）の清掃
・施設内の見回り・点検・草刈り等

宿舎内の共有スペース等々の清掃
（廊下、風呂場、お手洗い、洗濯場、
玄関）

＊60歳以上もご応募お待ちしております
＊未経験の方も丁寧に指導しますので、
安心してご応募ください。

＊客室２１部屋及び大浴場２カ所の清掃
・布団上げ及びベッドメイク
・お部屋及びユニットバスの清掃
・お茶セット、アメニティの入れ込み
・脱衣所の掃除及び整頓 等

・布団上げ、シーツ交換、片付け
・客室、お風呂やトイレ、洗面所の
水回りの清掃

・ｱﾒﾆﾃｨｰ、ﾀｵﾙ等の入れ込み及び補充
・リネン室の整理整頓
・ゴミの回収・玄関、外回りの清掃等

・客室（離れ）の清掃
・お風呂の清掃
・お布団・お茶の準備
＊経験のない方の応募も歓迎いたします。
【高年齢者専用求人】
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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

①8:00～14:00

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:136人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-21936621 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

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:労
(４か月以上) 従業員数:82人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1314521 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:５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:82人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1315421 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 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 阿蘇市一の宮町宮地2005番地 保険:採用後加入
(４か月未満) 従業員数:0人 時給制　:時給890円～900円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090- 1303721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2005番地 週休2日制:毎週 経験:草刈り機扱い

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 保険:労
(４か月未満) 従業員数:165人 時給制　:時給1,300円～1,300円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 13070-39883221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6843- 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(清

①7:00～12:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2216 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:100人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1331421 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2216 週休2日制:毎週 経験:不問

①18:00～20:30

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:労
従業員数:90人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1443521 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

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久石4411-9 保険:労
(４か月以上) 従業員数:127人 時給制　:時給821円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1396821 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

グロサリー

（商品補充）

(株)熊本フレイン　

高森店 資格:不問

洗い場スタッフ

（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9:00～16:00の

間の3時間以上

布団敷き

（ホテル）

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

清掃員 (株)総美

資格:不問

資格:不問

温浴清掃係 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

リオホテルゴルフ場

資格:不問8:00～15:00の

間の3時間以上

雇用期間の定めなし

清掃／草刈り (有)フォース

9:00～17:00の

間の5時間以上

宿泊清掃 楽天ステイ

クリーニング

サービス(株)

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

リオホテルゴルフ場

10:00～15:00の

間の3時間程度

院内の清掃作業
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃

＊ホテル内大浴場及び別棟の温浴施設の
清掃業務です。

＊浴場内、脱衣場、トイレ
整体ルーム等の清掃を行います。

＊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
などをお願いします。

＊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。

・空き地の草刈り、草取り、処分

・貸家・アパート共用部部の清掃

・ﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｸ/ﾊﾞｽﾙｰﾑ/ﾄｲﾚの掃除・拭き上げ
・備品のチェック・施設品質維持業務
（機器動作確認や除雪・ 枯葉除去等）
・飲料サービス提供業務
その他、付帯、関連する一切の業務
※ひとりで数部屋を清掃いただきます

＊店内商品を確認、不足商品を補充。
＊商品の発注業務
＊空き箱、ダンボールの後片付け
＊倉庫・店内商品の整理整頓や清掃など
＊希望時間、日数、曜日はできる限り
相談に応じます。

＊病院内厨房において食器・調理器具等

＊宿泊のお客様の夕食時
（食事処にて食事）にお部屋にお邪魔
させて頂きお客様の布団敷きをします。
★２人１組での作業になります

＊厨房内での洗い場のお仕事です。
お皿やコップなどの洗浄、片づけ。

：私たちは食器も料理の一部だと考えて
います。お客様が気持よく使っていた
だけるよう新品のように洗い上げます

＊障害者の方の応募も可能です
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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

①9:00～14:30

求人:１人
年齢:59歳以下

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900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1306521 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
交替制あり

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:82人 時給制　:時給900円～1,070円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1317621 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①4:00～9:00

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1815-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:298人 日給制　:時給1,500円～1,500円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1302021 就業場所:阿蘇市赤水1815-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:15～17:15

求人:１人
年齢:44歳以下

阿蘇郡高森町大字高森2141-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額149,732円～170,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090-  939721 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-4 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区出水4丁目14-15 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:120人 時給制　:月額195,840円～195,840円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-15009521 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1479 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①8:20～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4613-14 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1,300人 日給制　:月額143,360円～143,360円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  931221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4613-14 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
交替制あり
①6:00～14:30
②14:20～22:50

求人:６人
年齢:18歳～64歳

宇城市松橋町曲野2163-1　松久本社ビル3-Ａ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1,300人 時給制　:月額205,530円～205,530円 休日:土日 学歴:不問

無期雇用派遣労働 43080- 2886021 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:不問

製造作業員 (株)九州トリックス　

高森工場
資格:不問

フルタイム

洗浄業務

（病院内厨房）

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

👇5/1～5/31に受理した求人の特集です👇

雇用期間の定めなし

軽作業 (株)

テクノ・ジャパン
資格:不問

資格:不問

部品製造に関わる

作業

イタックス(株)

熊本サポート

オフィス

資格:不問

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

ソーイング

スタッフ

(有)

阿蘇ソーイング 資格:不問

雇用期間の定めなし

7:00～22:00の

間の4時間以上

朝食係 (株)あつまるﾎｰﾙﾃﾞｨ

ﾝｸﾞｽ　阿蘇ｺﾞﾙﾌ場事

業部あつまる阿蘇赤

水ｺﾞﾙﾌ倶楽部

資格:不問

資格:不問

パントリー

（洗い場）

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

＊病院内厨房において食器・調理器具等
の洗浄業務

・厨房内の清掃
・配膳、下膳

＊レストラン厨房内で食器類の洗浄、
拭き上げ、片付けを行う仕事です。

＊２～３名での流れ作業です。
＊厨房の調理スタッフの手伝いをして
いただくこともあります。

＊土、日、祝日の勤務が可能な方を希望

ゴルフ場内のレストラン
・朝食バイキングの準備・片付け
・洗い場のお仕事になります。

生産工程特集

・自動車用板金部分の製造作業
・プレス加工、スポット溶接加工 他
部品の外観検査、その他軽作業。

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

電子部品・基盤のはんだ付け、組み立て
作業です。

＊幼稚園から高校までの制服の縫製及び
下手間作業等。

・縫い上げた物の検査
※未経験の方には丁寧に指導いたします

＊自動車や産業用機械に使われるｵｲﾙｼｰﾙ
（ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝみたいな物）の製造に関わる
作業です。

・製造機械のｵﾍﾟﾚｰﾀｰや成型部品の洗浄
・仕上げ、完成品の検査などを行います
・作業内容は配属部署により異なります

○整備
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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）
①8:30～17:00

求人:１人
年齢:45歳以下 自動車免許(AT不可)

上益城郡益城町平田2550番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:508人 月給制　:月額170,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43011- 1925621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3365-4 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:00

求人:１人
年齢:45歳以下 自動車免許(AT不可)

上益城郡益城町平田2550番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:508人 月給制　:月額170,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43011- 1926921 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1849-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

東京都中央区日本橋3丁目12-2　朝日ビルヂング9Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9,102人 月給制　:月額168,100円～287,990円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 13010-47218921 就業場所:阿蘇市黒川字横井ノ本1536-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町大字赤馬場1277番地の2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:日祝 学歴:不問

正社員 43090- 1027921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1277番地の2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） 二級自動車整備士
①9:30～18:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市中央区十禅寺4丁目1番1号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:529人 月給制　:月額191,100円～194,100円 休日:火他 学歴:専修学校以上

正社員 43010-14954121 就業場所:阿蘇市黒川137-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

①9:00～15:00
②9:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2141-4 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:95人 時給制　:時給902円～902円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090-  940521 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-4 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:00～12:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町草部191 保険:雇･労
従業員数:10人 時給制　:時給900円～900円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  943621 就業場所:阿蘇郡高森町草部191 週休2日制:毎週 経験:不問

機械整備

（阿蘇営業所）

(株)アクティオ

雇用期間の定めなし

整備職 (株)ヰセキ九州

雇用期間の定めなし

整備職 (株)ヰセキ九州

雇用期間の定めなし

パート
製造作業員 (株)九州トリックス　

高森工場
資格:不問

サービススタッフ

（整備士）

ユナイテッド

トヨタ熊本(株)

雇用期間の定めなし

自動車整備士 (株)陣

雇用期間の定めなし

水産食品製造・

加工作業員

(有)川部養魚場

雇用期間の定めなし

○整備
工場内での整備・修理作業
現場での簡単な修理・メンテナンス

○整備
工場内での整備・修理作業
現場での簡単な修理・メンテナンス

建設現場などで使用するレンタル機械を
修理・点検・ﾒﾝﾃﾅﾝｽする仕事です。
機械整備の経験や資格がある方は特技を
活かせる職場です。未経験の方も入社後
の研修で必要なｽｷﾙを身につけることができ
資格取得も会社でﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟしています

＊自動車の修理、車検整備を行います。
・軽乗用車
・普通乗用車
・中型車（～４ｔ程度）
＊未経験者の方でも丁寧に指導します
ので安心してご応募下さい

車両整備（車検、１２ヶ月点検、その他
整備全般）

当社の取扱い車両、国内他社ブランドの
車両の整備も実施しています。

・自動車用板金部分の製造作業
・プレス加工、スポット溶接加工 他
部品の外観検査、その他軽作業。

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

＊養魚場内で魚の加工・製造補充・魚の
カウントが主な仕事です。

＊未経験の方でも三枚卸など丁寧に指導
いたしますので安心して勤務していた
だけます。
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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ヶ月単位）

①7:00～22:00

求人:２人
年齢:40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:90人 月給制　:月額300,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  971821 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

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市黒川1563-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額160,000円～180,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  961021 就業場所:阿蘇市黒川1563-1 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:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地4530-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:32人 月給制　:月額160,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1028121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4530-2 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:45歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労･厚
従業員数:7人 月給制　:月額165,600円～174,600円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1009321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:なし 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～21:00

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北黒川6554 保険:雇･労･健･厚
従業員数:85人 月給制　:月額180,000円～210,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1037021 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 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:64歳以下

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- 1016421 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
変形（1年単位） 危険物取扱者（丙種）

①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:１人 ③11:00～20:00
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川1347 保険:雇･労･健･厚
従業員数:45人 月給制　:月額173,000円～203,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1066521 就業場所:阿蘇市黒川1807 週休2日制:毎週 経験:不問

受付

（歯科医院）

(医)芳生会

安光歯科医院 資格:不問

雇用期間の定めなし

フルタイム
事務係

（精算業務等）

(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

備品管理業務 湯峡の響き　優彩　

((株)瀬の本

　　観光ホテル)

雇用期間の定めなし

受付・事務 松見内科

クリニック 資格:不問

雇用期間の定めなし

一般事務 (株)熊阿建設工業

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド

スタッフ

(株)森工業

雇用期間の定めなし

販売職（一の宮店

鮮魚部）

(株)みやはら

資格:不問

雇用期間の定めなし

事務･販売特集

＊お客様のﾁｪｯｸｲﾝ､ｱｳﾄの請求書、領収書
発行

＊日計表、統計表、税務関連申告書の
作成、精算業務等

＊クレジットカードの取扱い、及び集計
＊フロント業務補助。・車の移動他

・受付窓口にて患者様の受付、予約受付
・診療費の会計業務、事務、電話対応
・簡単なパソコン入力
・院内の清掃等

＊受付、窓口会計事務、パソコンによる
患者情報入力

・患者様のカルテの整理及び管理
・診察室への案内
・院内備品の整理等
・調剤の補助

＊総務部で会計業務（建設業経理）社会
保険関係、パソコンへのデータ入力等。

・会計伝票作成とデータ入力
・社会保険関係の書類作成
・官公庁・銀行等への書類提出
・来客対応、電話対応 等

・ホテル・レストランに係る備品類の
管理・発注（食材・飲料等）

・飲み物等の管理・清掃の補助
・在庫管理（アメニティ等）
・仕入、製品の選定・各種の手配
（清掃員の方の手配・配置を行う）

＊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。

まずはﾎｰﾑｾﾝﾀｰでの接客/販売/売場づくり

車の誘導や給油、車の窓ｶﾞﾗｽ拭き、清算
など、お任せするのはいつも見ている
あの光景。慣れるまで、先輩スタッフが
丁寧にサポートします！
未経験からはじめたスタッフも多数！
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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）

①8:45～18:00
②10:45～20:00

求人:１人 ③12:00～21:15
年齢:35歳以下 普通自動車免許

新潟県新潟市南区清水4501番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11,465 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 6271421 就業場所:阿蘇郡高森町高森字豆前1986-1週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:45～18:00
②10:45～20:00

求人:１人 ③12:00～21:15
年齢:35歳以下 普通自動車免許

新潟県新潟市南区清水4501番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11,465 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 6273621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野字山田 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:45～18:00
②10:45～20:00

求人:１人 ③12:00～21:15
年齢:35歳以下 普通自動車免許

新潟県新潟市南区清水4501番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11,465 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 6274921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1784- 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:45～18:00
②10:45～20:00

求人:１人 ③12:00～21:15
年齢:35歳以下 普通自動車免許

新潟県新潟市南区清水4501番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11,465 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 6275121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地字高田447-1週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2873 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額180,000円～220,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1068321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2873 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:3,984人 月給制　:月額146,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140- 2489221 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場141-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

東京都中央区日本橋3丁目12-2　朝日ビルヂング9Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9,102人 月給制　:月額168,100円～287,990円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 13010-47219121 就業場所:阿蘇市黒川字横井ノ本1536-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1年単位）
①9:30～18:30

求人:１人
年齢:35歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市中央区十禅寺4丁目1番1号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:529人 月給制　:月額197,100円～205,100円 休日:火他 学歴:専修学校以上

正社員 43010-14967221 就業場所:阿蘇市黒川131-5 週休2日制:その他 経験:不問

販売・店舗運営職 (株)コメリ

雇用期間の定めなし

販売・店舗運営職 (株)コメリ

雇用期間の定めなし

販売・店舗運営職 (株)コメリ

雇用期間の定めなし

販売・店舗運営職 (株)コメリ

雇用期間の定めなし

営業

（阿蘇営業所）

(株)アクティオ

雇用期間の定めなし

営業職

（南小国支店）

ヤンマーアグリ

ジャパン(株)

九州支社

雇用期間の定めなし

一般家電の

販売及び設置

(有)ウエダ電器

雇用期間の定めなし

営業スタッフ

（阿蘇店）

ユナイテッド

トヨタ熊本(株)

雇用期間の定めなし

・トヨタの新車、中古車の販売
・顧客管理
・当社車両ユーザーの
アフターメンテナンスと買い替え時期
の最適なご提案をします。

・店頭での接客、お客様宅へ訪問など

〇農業用機械の販売及び修理

まずはﾎｰﾑｾﾝﾀｰでの接客/販売/売場づくり
商品管理/店長代行業務などを通じて知識
と技術を習得。小売業/管理職経験のない方
でも商品知識勉強会や店長候補研修、各種
研修、資格取得支援等でｽｷﾙｱｯﾌﾟの機会を設
けています。

＊家電製品の販売から住宅設備の設置、
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ、入れ替え、ﾘﾌｫｰﾑ等、ﾆｰｽﾞに
合った提案。

・機会あるごとに、研修会等に参加して
いただき、資格取得や技術向上して
いただく事が出来ます。

ﾄﾗｸﾀなどの農業用機械の販売/ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ
入社後、一定期間は先輩社員がお客様
訪問に同行するなどして指導いたします
機械の取り扱い、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ技術は社内研修
や社員から指導、資格取得も出来ます。

ゼネコン・建設会社等に対し現場で使用
するレンタル機械を提案/提供する営業
です。BtoBの営業経験や、機械の知識・
資格がある方は特技を活かせる職場です。
研修で必要なｽｷﾙを身につけることができ
資格取得も会社でﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟしています。

まずはﾎｰﾑｾﾝﾀｰでの接客/販売/売場づくり
商品管理/店長代行業務などを通じて知識
と技術を習得。小売業/管理職経験のない方
でも商品知識勉強会や店長候補研修、各種
研修、資格取得支援等でｽｷﾙｱｯﾌﾟの機会を設
けています。

まずはﾎｰﾑｾﾝﾀｰでの接客/販売/売場づくり
商品管理/店長代行業務などを通じて知識
と技術を習得。小売業/管理職経験のない方
でも商品知識勉強会や店長候補研修、各種
研修、資格取得支援等でｽｷﾙｱｯﾌﾟの機会を設
けています。

まずはﾎｰﾑｾﾝﾀｰでの接客/販売/売場づくり
商品管理/店長代行業務などを通じて知識
と技術を習得。小売業/管理職経験のない方
でも商品知識勉強会や店長候補研修、各種
研修、資格取得支援等でｽｷﾙｱｯﾌﾟの機会を設
けています。
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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:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43030- 4485721 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2187 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(整
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43030- 4486821 就業場所:阿蘇市内牧1507-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43030- 4488521 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1810 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(整
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

天草市港町16-13 保険:雇･労･健･厚
従業員数:157人 月給制　:月額220,000円～350,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43060- 2132621 就業場所:阿蘇市的石1537 週休2日制:その他 経験:不問

①9:30～16:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労
従業員数:26人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1071721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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900円～900円 休日:土日祝 学歴:不問

パート労働者 43090- 1072821 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(事

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市東区健軍本町53-9 保険:雇･労
従業員数:99人 時給制　:時給830円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43010-16823721 就業場所:阿蘇市蔵原832-1　えびすばーな 週休2日制:その他 経験:不問

ルート営業

（阿蘇営業所）

(株)中九州クボタ

雇用期間の定めなし

ルート営業

（高森営業所）

(株)中九州クボタ

雇用期間の定めなし

パート
事務員 東峰クリーン

雇用期間の定めなし

営業

（阿蘇出張所）

三和コンクリート

工業(株)

雇用期間の定めなし

ルート営業

（小国営業所）

(株)中九州クボタ

雇用期間の定めなし

惣菜部スタッフ (株)丸勢

資格:不問6:00～17:00の

間の3時間以上

雇用期間の定めなし

事務 (医社)大徳会

介護老人保健施設

ﾘﾊｾﾝﾀｰひばり

資格:不問

雇用期間の定めなし

〇農業用機械の販売及び修理

・基本は既存顧客への営業訪問
・その他、調子伺い訪問、点検訪問
・上記に付随する業務
※社用車貸与（ＭＴ車）

〇ルート営業
・農業用機械の販売及び修理
・基本は既存顧客への営業、
・その他、調子伺い訪問、点検訪問
・上記に付随する業務
※社用車貸与（ＭＴ車）

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

・コンクリート二次製品の営業
側溝、ブロックなど

（最初は先輩営業員との同行営業）
・主に業者間営業：県内一円/社用車使用
・携帯電話を支給します
＊未経験者大歓迎（研修制度があります）

○店内で販売するお惣菜を作り、パック
詰めにして陳列するお仕事です。

＊スーパーのフロア係

・請求書の作成・備品等の発注/納品受付
・書類等の整理整頓・電話応対
・事務所内の清掃等
＊金融機関等への手続きをお願いする
事もあります。(自家用車)
ガソリン代は別途支給します。

・来客対応・電話対応
・各種書類等の作成
・介護保険請求業務：未経験でも可
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①6:00～9:00

求人:２人
年齢:64歳以下

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

パート労働者 43090- 1022221 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:00～13:00

求人:３人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:294人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  983321 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:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  965521 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり

求人:３人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  930821 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

①9:00～13:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森1978-2 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1025321 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1978-2 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市黒川1440-1 保険:雇･労
従業員数:22人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  993921 就業場所:阿蘇市黒川1440-1 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位） 建設機械の運転関係資格

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川1347 保険:雇･労･健･厚
従業員数:45人 月給制　:月額175,000円～300,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 1065221 就業場所:阿蘇市黒川1347 週休2日制:毎週 経験:不問

販売職（内牧店

フロア係）

(株)みやはら

資格:不問

雇用期間の定めなし

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

販売職（内牧店

惣菜部）

(株)みやはら

資格:不問

又は6:00～17:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

販売職（一の宮店

青果部）

(株)みやはら

資格:不問

又は7:00～18:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

フルタイム
重機

オペレーター

(株)森工業

雇用期間の定めなし

販売（レジ）

業務

NPO法人　ASO

田園空間博物館 資格:不問9:00～18:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

販売員

（衣料品）

(有)色見屋呉服店

雇用期間の定めなし

スーパーの惣菜部門
－商品づくり、お弁当や焼き物・フライ・
和え物・寿司など
－商品販売、商品陳列・接客・鮮度確認
－清掃業務、作業場の清掃、店舗の清掃

＊スーパーのレジ係（バーコード使用）
・レジ廻りの掃除

・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

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

・値段の表示、値札の取り付け
・商品のディスプレイ、整理
・レジ係（レジ打ち・袋詰め）
・商品案内等の接客業務・店内清掃
・近隣の配達をお願いする事もあります
＊スタッフが丁寧に指導致します。

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

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

＊JR阿蘇駅横（道の駅阿蘇）の売店販売
やﾚｼﾞ業務等を担当していただきます。
主に店内の接客業務、レジ業務
他に商品補充/陳列、陳列棚の清掃等

＊土、日、祝日勤務可能な方希望
＊正社員への登用あり

輸送･機械運転特集

＊ホテル施設の修理、補修、整備・清掃

＊道路、河川、造成工事等の各現場での
土砂の掘削、床堀及びﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸへの
積み込み、造成工事での整地等

・現場によって仕事内容が違い、危険な
場所での作業も有りｵﾍﾟﾚｰﾀｰの判断力
を要します。機械等の安全点検等。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字中2885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額180,000円～220,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1018621 就業場所:阿蘇郡高森町大字中2885-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり 中型自動車第二種免許

①6:00～14:00
②16:00～23:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:180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- 1014221 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(マ

大型自動車免許
①7:15～9:15
②16:15～18:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水846-56 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:78人 月給制　:時給988円～988円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  938021 就業場所:阿蘇市赤水846-56 週休2日制:毎週 経験:不問

①21:30～7:30

求人:２人
年齢:不問

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:3,056人 時給制　:時給825円～825円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-15870021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5936 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(施

準中型自動車免許
①6:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市西町927-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額170,000円～170,000円 休日:水日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  941421 就業場所:阿蘇市西町927-3 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:60歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2223 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額180,000円～185,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  945121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2223 週休2日制:その他 経験:不問

園バス運転手 (福)熊本YMCA

福祉会

赤水保育園

夜間管理業務 日本郵便

オフィスサポート

(株)九州支社
資格:不問

パート
送迎バス運転手 (株)阿蘇

ファームランド

ホテル施設管理

（リネン）

(株)ノマドジャパン　

阿蘇スカイブルー　

ゴルフリゾート
資格:不問

雇用期間の定めなし

配送 (株)熊本紅屋

雇用期間の定めなし

フルタイム
配送 アサヒフーズ　

(株)

雇用期間の定めなし

・園バスによる当園の登園・降園の運転
に関する業務

・園バスの点検・保守に関する業務
・春、秋、お別れ遠足等の運転に関する
業務（他園の遠足を含む）

＊ホテル施設の修理、補修、整備・清掃
＊ホテルリネン
ランドリーサービス、シャツ/タオル等
リネン類の管理

＊ホテルの清掃
＊ベッドメイキング

＊運転、施設利用案内、乗降補助業務
＊洗車、清掃業務＊予約状況によっては
空港など施設外への送迎もあります。

＊多忙時においては、フロント内にて
お客様のお荷物預かり（クローク）
業務の補助をお願いします。

簡保の宿阿蘇施設内での夜間管理業務
お客様（宿泊者）対応・巡視・浴槽温泉
の温度湯量確認
残留塩素測定
空調設備等の簡易な操作等

運搬･清掃(軽作業)特集

＊新建材の配達の仕事です。
＊配達には社用車使用（軽、１ｔ、２ｔ
トラックを使用。３ｔダンプ/ユニック
車有）

＊荷物の積み下ろし作業
（住建材、ボード板等）

＊主に熊本県内、大分市のお得意様の
スーパー/一般のお店/レストランへの
食肉の配達を行っていただきます。
（社用車を使用）

＊配達の無い時は、工場内で鶏肉、豚肉、
牛肉の仕分け作業を行っていただきます。

・配達/商品入れ替え/在庫管理/棚卸業務
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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

８t限定中型自動車免許

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市蔵原889 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:土日 学歴:高校以上

正社員 43090-  996721 就業場所:阿蘇市蔵原889 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～16:00

求人:２人
年齢:65歳以下

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

正社員 43010-16300321 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年単位）
①9:00～18:30

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:125人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  933421 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

①8:15～17:15

求人:２人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3958-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額170,000円～170,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 1032421 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3958-2 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～12:00
②19:00～22:00

求人:１人
年齢:64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:90人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  970721 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

①10:45～14:30

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 熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:労
(４か月以上) 従業員数:1,000人 時給制　:時給950円～950円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-15434821 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問

準中型自動車免許
①7:00～13:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市西町927-3 保険:雇･労
従業員数:12人 時給制　:時給850円～850円 休日:水日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  942321 就業場所:阿蘇市西町927-3 週休2日制:毎週 経験:不問

自動販売機の

ルートサービス

(株)松尚商店

雇用期間の定めなし

廃棄物収集・

運搬業務

(有)上村商会

雇用期間の定めなし

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

雇用期間の定めなし

清掃

（阿蘇温泉病院）

熊本綜合管理　

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

配送 アサヒフーズ　

(株)

雇用期間の定めなし

パート
学校給食配送業務 九州綜合サービス　

(株)

営繕責任者

（ホテル）

(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

＊清掃業務全般
・客室清掃及びベッドメイキング
・バス、洗面所の清掃
・施設清掃

・厨房内の洗い場に於いて宴会や宿泊の
お客様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。

＊主に熊本県内、大分市のお得意様の
スーパー/一般のお店/レストランへの
食肉の配達を行っていただきます。
（社用車を使用）＊配達の無い時は、
工場内で鶏肉、豚肉、牛肉の仕分け作業
を行っていただきます。

・配達/商品入れ替え/在庫管理/棚卸業務
・保守/点検/整備/盗難予防措置/機械の
簡単な清掃・現金回収/売上日報の記入

・新規得意先の訪問、市場開拓
・空き缶やペットボトル等の回収
＊作業は体力を要します＊

・病院での清掃業務全般
外来、病棟、廊下、階段、トイレ、
浴室等

＊モップがけ、ゴミ処理などの作業を
それぞれの担当範囲ごとに分かれて

（単独で）清掃を行います。

阿蘇市阿蘇給食センター
・学校給食の配送
・調理場内、コンテナ等の洗浄

＊２，０００食程度

＊ごみの集配作業、及び廃品回収等。
・ドライバーの補助作業
・日報の報告等
・集配、回収エリア：阿蘇郡内
＊浄化槽の清掃及び、し尿汲み取り作業

＊阿蘇ファームランド内宿泊施設
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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

①9:00～16:00

求人:５人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:26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- 1069621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～16:00

求人:３人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:26人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1070021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～16:00

求人:３人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 保険:雇･労･健･厚
従業員数:85人 時給制　:時給828円～828円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1054021 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～13:00 普通自動車免許
②10：00～ あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 保険:雇･労
従業員数:85人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1057221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 週休2日制:毎週 経験:不問

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- 1058521 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

①10:00～14:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字西里3006-2 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:水 学歴:不問

パート労働者 43090- 1046721 就業場所:阿蘇郡小国町大字西里3006-2 週休2日制:その他 経験:不問

①6:00～9:00

求人:１人
年齢:59歳以下

大分県大分市大字片島148番地の1 保険:労
従業員数:14人 時給制　:時給880円～880円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44010-13660621 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1851 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～14:30 普通自動車免許
②10:00～15:00 あれば尚可

求人:２人
年齢:65歳以下

阿蘇市黒川2323 保険:雇･労
従業員数:23人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  980221 就業場所:阿蘇市黒川2323 週休2日制:毎週 経験:不問

客室清掃 湯峡の響き 優彩　

（(株)瀬の本

      観光ホテル）

資格:不問

雇用期間の定めなし

清掃補助員 東峰クリーン

資格:不問

雇用期間の定めなし

清掃員 東峰クリーン

雇用期間の定めなし

客室清掃員

（旅館）

湯宿小国の

オーベルジュ

わいた館(株)

雇用期間の定めなし

清掃 九州環境美装

資格:不問

雇用期間の定めなし

客室清掃 湯峡の響き 優彩　

（(株)瀬の本

      観光ホテル）

雇用期間の定めなし

客室清掃

（旅館）

(株)おがさわら

雇用期間の定めなし

（請）清掃員

（ﾌﾚｲﾝ小国店）

九美　(株)

資格:不問

雇用期間の定めなし

院内の清掃業務

＊お部屋の清掃及び洗濯業務全般
・部屋・風呂の清掃
・ﾀｵﾙ/ﾊﾞｽﾀｵﾙ/浴衣及び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。

「フレイン小国店」にて開店前の
スーパーの日常清掃。
主に床やトイレ清掃をお願いします。
＊丁寧に指導いたします
＊初心者の方でも安心して作業できる
お仕事です

チェックアウト後の客室清掃業務全般
・客室・室内の風呂・トイレの掃除
・ｱﾒﾆﾃｨｰの補充（歯ブラシ、タオル等）
・湯呑みセット、ポットの入れ込み
・室内備品のチェック・共用部の清掃
（窓ガラス、廊下の掃除機かけ等）

＊掃除機かけ/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等の
作業がありますが、今回は希望作業を
相談の上決定。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。部屋の浴室清掃はありません。

チェックアウト後の客室清掃全般
お布団上げ、及びベッドメイキング
お部屋内の清掃 お茶のｾｯﾄ、ｱﾒﾆﾃｨｰの
入れ込み 共用部（ﾎｰﾙ、ﾚｽﾄﾗﾝ、廊下、
ﾄｲﾚ等の清掃 リネン類の整理

チェックアウト後の客室清掃全般
お布団上げ、及びベッドメイキング
お部屋内の清掃 お茶のｾｯﾄ、ｱﾒﾆﾃｨｰの
入れ込み 共用部（ﾎｰﾙ、ﾚｽﾄﾗﾝ、廊下、
ﾄｲﾚ等の清掃 リネン類の整理

＊阿蘇ファームランド内宿泊施設
（ファームビレッジ）の客室清掃
・掃除機かけ、拭き掃除
・トイレ、浴室清掃
・ベッドメイキング
・備品の補充等

・阿蘇ファームランド内宿泊施設
（ファームビレッジ）の客室清掃補助。
浴衣入れ、リネン回収、ごみ回収や
分別等

・時期によっては、落ち葉や溝の清掃
・雪かき作業等もあります。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～14:00

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か月未満) 従業員数:140人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-14460421 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区渡鹿2丁目11-17 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:140人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-14461321 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:その他 経験:不問

①8:15～17:15

求人:２人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3958-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 日給制　:時給1,067円～1,067円 休日:土日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1033321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3958-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～18:10

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 熊本市南区日吉2丁目10番1号 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:300人 時給制　:時給840円～840円 休日:火他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-17558521 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4507-7 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区出水4丁目14-15 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:120人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問
有期雇用派遣パー 43010-15185021 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原神ノ木 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①7:00～16:30 普通自動車免許
②12:00～21:30 あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:177人 時給制　:時給890円～1,200円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1050321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①6:00～15:30
②8:00～17:30

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4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:177人 日給制　:時給1,000円～1,500円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1049521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:毎週 経験:不問

清掃員 (株)総美

資格:不問

廃棄物収集・

運搬業務

(有)上村商会

雇用期間の定めなし

清掃員 (株)総美

資格:不問

ゴルフ場

コース管理

東急ﾘｿﾞｰﾂ&ｽﾃｲ(株)

阿蘇東急ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

『阿蘇ｷｬﾆｵﾝﾃﾗｽ

　　　　　＆ﾛｯｼﾞ』

レストラン洗い場 東急ﾘｿﾞｰﾂ&ｽﾃｲ(株)

阿蘇東急ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

『阿蘇ｷｬﾆｵﾝﾃﾗｽ

　　　　　＆ﾛｯｼﾞ』 又は7:00～21:30の

間の4時間以上

洗車（阿蘇店） 熊本トヨタ自動車　

(株)

パック詰め・器具

の洗浄業務

(株)

テクノ・ジャパン
資格:不問

院内の清掃業務
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃

＊土・日・祝日に勤務できる方募集！

院内の清掃作業
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃

精肉のカットされたものをパック詰めに
したり、室内の器具等の清掃作業

＊ごみの集配作業及び廃品回収等。
・ドライバーの補助作業
・日報の報告等
・集配、回収エリア：阿蘇郡内
＊浄化槽の清掃及び、し尿汲み取り作業

・自動車の洗車業務
・自動車の室内クリーニング

＊３ヶ月毎の更新制

・お食事の配膳・片付け、洗い物
・調理補助
・ホール清掃

・ゴルフ場コースの整備及び管理業務
肥料、薬剤、資材散布

・専用管理車両による芝管理、整備
＊屋外作業が主で、車輌での移動と
なります。
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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）

高森町

社会福祉協議会

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」

・就業地別求人 ・阿蘇市

・小国／南小国

・高森／産山

・南阿蘇

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」

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


