
この求人情報誌はR3.10.12～R3.10.25までにハローワークで受け付けた求人で、

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

●仕事内容の欄は、文字数の関係ですべて表示されていないものもあります。

詳細はハローワーク求人票をご確認下さい。

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

しください。

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

ので、あらかじめご了承ください。

●事業所への直接のお問い合わせはご遠慮下さい。

ハローワーク

インターネットサービス

求人情報誌PDF版を

公開してます↓

※土日祝日と重なる場合は、
ずれこむことがあります。

次回発行予定日

11月16日（火）

■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

■事務・販売／輸送・機械運転／運搬・清掃(軽作業)特集

！

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

ハローワークの紹介で就職したことになりませんので、ご注意ください。



＊就職支援セミナー受講希望の方は
窓口にお尋ね・またはお電話ください。

11/1 月

2 火

4 木

5 金 ①就職支援セミナー

8 月

9 火 ②医療・福祉事業所説明会

10 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ③看護のお仕事相談

水 ④あそサポステ就労相談会

11 木

12 金

15 月

16 火 ②医療・福祉事業所説明会

17 水 ⑤福祉のお仕事相談会

18 木

19 金

22 月

24 水 ②医療・福祉事業所説明会

25 木

26 金

29 月

30 火 ②医療・福祉事業所説明会

②医療・福祉事業所説明会については予定が

追加されることがあるのでお尋ねください

      

ハローワーク阿蘇　相談会などの予定

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

☆内容☆仕事探しのポイント。
応募書類作成・面接の事前準備・
想定問答など

☆雇用保険受給者の方は、
求職活動にカウントされます。

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

☆雇用保険受給者の方は、
求職活動にカウントされます。

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

仕事の悩み、技術研修等など

【熊本県看護協会 熊本県ﾅｰｽｾﾝﾀｰ】

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

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

資格取得についてなど

熊本県社会福祉協議会
熊本県福祉人材・研修センター



１級建築施工管理技士

①7:30～17:30 ２級建築施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1945211 就業場所:阿蘇市内牧963-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(施
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
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254,100円～300,300円 休日:日 学歴:不問

正社員 43090- 1896911 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:必須(１級／２
１級土木施工管理技士

①8:30～17:15 ２級土木施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市東区西原1丁目13番5号　冨永ビル201号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:178人 月給制　:月額268,000円～420,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43010-30931811 就業場所:（阿蘇砂防事務所）（熊本復興事務所） 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(土
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:30～17:00 准看護師
②8:30～13:00

求人:１人 ③18:00～8:30 上記のいずれか
年齢:18歳以上

阿蘇市内牧115 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額159,000円～243,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1968911 就業場所:阿蘇市内牧115 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 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- 1908311 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
交替制あり 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- 1907011 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
作業療法士

①8:15～17:00 理学療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下

阿蘇郡小国町宮原1743番地 保険:公･公･厚
従業員数:138人 月給制　:月額177,400円～188,400円 休日:土日祝他 学歴:短大以上

正社員 43090- 1950111 就業場所:阿蘇郡小国町宮原1742-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

フルタイム
B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

作業療法士、また

は理学療法士

雇用期間の定めなし

小国町外一ヶ町

公立病院組合

小国公立病院

准看護師

（病棟）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

正看護師

（病棟）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

建築施工管理

雇用期間の定めなし

(株)田上建設

看護師（正又は

准看護師）

雇用期間の定めなし

(医社)問端会

問端内科

土木技術者(行政

事務補助業務)

雇用期間の定めなし

ジェイエイシー

エンジニアリング

(株)中九州営業所

土木施工

管理技術者

雇用期間の定めなし

(株)佐藤建設

・新築及びﾘﾌｫｰﾑ工事等の現場の施工、
現場監督。

・建築工事に係る見積り、原価管理、
施工計画書等の書類作成。

・設計担当者と連携し施工、予算、
品質、安全工程等各管理業務。

「土木監督員」
現場代理人として工事の施工管理等の
業務に従事して頂きます。

国土交通省 阿蘇砂防事務所等の行政
事務補助業務（事業調査業務）において、
発注者の指示に基づき関係機関との協議
や地元説明等の資料作成を行います。
※未経験可※業務場所は阿蘇砂防事務所、
または熊本復興事務所

・血圧測定・体重測定
・採血・医師の指導のもとの注射
・電気治療介助・食事介助
・入浴介助・看護日誌
そのほか看護業務における業務全般

（当直は１週間に１～２回程度）

＊検査、手術、ﾘﾊﾋﾞﾘ等への移送/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/深夜勤については月4～5回程度

＊検査、手術、ﾘﾊﾋﾞﾘ等への移送/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/深夜勤については月4～5回程度

＊おぐに老人保健施設 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ業務。
・運動機能向上訓練
・日常生活動作訓練・運動指導
・介助方法指導
・機械器具、及び装置保全の管理
・記録、及び計画書作成等

＊病院内、通所、訪問リハビリのご利用
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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

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233,000円～285,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1906411 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） 歯科衛生士
①8:30～18:45
②8:30～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森1943-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額180,000円～186,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090- 1952811 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1943-1 週休2日制:その他 経験:不問
管理栄養士

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地1963-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58人 月給制　:月額180,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1954511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1963-5 週休2日制:その他 経験:必須(管理栄養
変形（1ヶ月単位） 保育士

求人:１人
年齢:59歳以下

広島県広島市西区庚午中1-7-24 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4,965人 月給制　:月額213,000円～213,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 34010-42747311 就業場所:阿蘇市黒川1266番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 保育士

求人:３人
年齢:59歳以下

広島県広島市西区庚午中1-7-24 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4,965人 月給制　:月額183,000円～183,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 34010-41964311 就業場所:阿蘇市黒川1266番地 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地5816 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額170,000円～250,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1938511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5816 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(・

①9:00～17:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水道町1-23　加地ビル3Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:1,500人 日給制　:月額150,000円～150,000円 休日:土日祝他 学歴:専修学校以上
正社員以外 43010-31175811 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1609-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(事

①8:00～16:50

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市永草2089 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3,676人 月給制　:月額170,000円～300,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 1902711 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(Ｃ

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

一般事務職（設計

補助／ＣＡＤ）

雇用期間の定めなし

ＮＯＫ(株)

熊本事業場

一般事務（法律

事務を含む）

日本司法支援

センター

熊本地方事務所
資格:不問

一般事務

雇用期間の定めなし

(特非)九州バイオ

マスフォーラム

保育士

雇用期間の定めなし

(株)アイグラン

7:45～18:15の

間の8時間程度

施設長候補

雇用期間の定めなし

(株)アイグラン

7:45～18:15の

間の8時間程度

管理栄養士兼

歯科助手

雇用期間の定めなし

(医社)健優会

たかもり歯科医院

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

片山歯科医院

理学療法士

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

＊病院内、通所、訪問リハビリのご利用
者様に対するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの実施。

・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/計画書作成 等

・除石、ブラッシング指導
・歯のクリーニング、治療補助
・器具などの減菌、消毒等
・診療室内清掃等
＊パートでの応募も可能です。勤務日数
及び勤務時間は相談に応じます。

＊栄養指導
＊小児向けの食育指導
＊歯科診療の補助業務
・診療準備
・ドクターの補助：吸引機の操作・
印象材/セメント塗り等

～２０２２年４月新規開園予定～
●病院内保育園（病院勤務の方のお子様
をお預かりします）

●園の運営管理（食事介助、清掃、
保護者対応、職員指導等）

●専門講師が週１回リトミック実施

～２０２２年４月新規開園予定～
●病院内保育園（病院勤務の方のお子様
をお預かりします）

●園の運営管理（食事介助、清掃、
保護者対応、職員指導等）

●専門講師が週１回リトミック実施

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

・当センターのスタッフ弁護士の業務に
関する事務全般の補助

・裁判所へ提出する書類の作成、提出
・電話対応、来訪者対応
・書類の整理およびファイリング
・文書作成、データ入力、集計業務

＊部品等の設計補助業務
・CADｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ（ｿﾘｯﾄﾞﾜｰｸｽ・３Ｄ等）
（先任者からの指導に基づきます）
＊一般事務業務
（ファイリング、庶務 等）
【障害をお持ちの方も歓迎します】
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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

交替制あり
①8:00～17:00
②10:00～19:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1913411 就業場所:阿蘇市小里781番地 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: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- 1897111 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年単位）
①9:30～18:30

求人:１人
年齢:35歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43010-30785111 就業場所:阿蘇市黒川145番地1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①9:30～18:30

求人:１人
年齢:35歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市中央区世安町183番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:410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 43010-30679911 就業場所:阿蘇市黒川131-5 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:５人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1970211 就業場所:阿蘇市永草1318 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:48人 月給制　:月額200,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1901111 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ヶ月単位） 介護福祉士
①7:00～16:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③10:00～19:00
年齢:18歳以上

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

正社員 43090- 1967611 就業場所:阿蘇市内牧117 週休2日制:その他 経験:不問

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）
介護福祉士

雇用期間の定めなし

(医社)問端会

グル－プホーム

といはた
又は16:00～10:00

の間の8時間

営業

雇用期間の定めなし

(株)古木常七商店

営業

雇用期間の定めなし

日本興商(株)

熊本支店

営業スタッフ

（阿蘇店）

雇用期間の定めなし

ユナイテッド

トヨタ熊本(株)

営業職

／阿蘇支店

雇用期間の定めなし

日産プリンス熊本

販売(株)

ガソリンスタンド

スタッフ

雇用期間の定めなし

フルキ石油(株)

ASO　MILK

FACTORY店員

雇用期間の定めなし

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

・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なところから
丁寧にお教えします。

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

・新車、中古車の販売・顧客管理
・当社車両ﾕｰｻﾞ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。
＊営業エリア：阿蘇地域
自家用車使用（活動手当あり）

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

・泊まる必要があればﾎﾃﾙ代は支給。

・住宅設備：ｷｯﾁﾝ/洗面台/ﾊﾞｽ/ﾄｲﾚなど
・住宅資材：屋根、外壁。床材など
・土木資材：生コン、ｾﾒﾝﾄ、ﾌｪﾝｽなど
・見積や発注業務など
＊営業範囲：主に阿蘇郡市

＊グループホーム介護士業務
・食事介助・入浴介助・排泄介助
・認知症の進行を遅くする為の援助
例：レクレーション（折り紙・歌・外出

会話・調理・その他）
＊夜勤が出来ない方、ﾊﾟｰﾄ希望相談。

＊入所者の生活面を中心とした身の
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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
①7:30～16:00 介護福祉士
②8:30～17:00 あれば尚可

求人:２人 ③12:00～20:30
年齢:18歳以上

阿蘇市一の宮町坂梨2365 保険:雇･労･健･厚
従業員数:46人 月給制　:月額155,000円～210,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1942111 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2365 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧976番地の2 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:120人 月給制　:月額138,000円～143,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1927711 就業場所:阿蘇市一の宮町手野963-1 週休2日制:毎週 経験:不問

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:2人 月給制　:月額137,000円～142,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1922011 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）

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- 1964411 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
交替制あり
①6:00～15:00
②13:00～22:00

求人:１人
年齢:64歳以下

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

正社員 43090- 1928811 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6777-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
変形（1ヶ月単位）

①6:00～20:00
②6:00～10:00

求人:１人
年齢:64歳以下

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

正社員 43090- 1931311 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:その他 経験:和食調理経験
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 40180-15235111 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

調理師
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1850-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額210,000円～220,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1948011 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

調理師

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)泰星会

（喜笑楽）
9:00～18:00の

間の8時間

旅館の料理人・

調理師

雇用期間の定めなし

九州テクニカルディ

ベロップメント

(株)
7:00～21:00の

間の8時間程度

和食調理スタッフ

〔経験者〕

雇用期間の定めなし

(資)蘇山郷

資格:不問

調理（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)黒川温泉御処

月洸樹
資格:不問

調理補助

（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

雇用期間の定めなし

児玉歯科医院

資格:不問

介護職員 (福)阿蘇市

社会福祉協議会

受付および

歯科助手

介護職員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)治誠会

南阿蘇中学校給食センター

＊入所者の生活面を中心とした身の
回りのお世話及び介護業務全般
・食事の介助
・入浴介助、及び着替えの介助
・排泄介助等

＊デイサービス利用者の方の身の
回りのお世話及び介護業務全般。

・通所者の方の送迎・食事介助
・トイレ介助 ・入浴介助
・着替え等の介助
・レクリエーションの指導等

・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

・食材の洗い、切込み
・仕込み等の補助及び料理の盛り付け
・食器、調理器具等の洗い/整理整頓
・厨房の掃除等＊従業員の食事作り
（出勤人数による）昼食は11時位・夜は
16時位に準備が完了すれば結構です。

料理長の下での調理補助です。
・食材の洗い、及び切込み
・仕込み作業・調理
・盛り付け
・調理器具、皿等の洗い
・厨房の清掃他

＊和食調理全般
・調理に関わる作業全般に従事
・宿泊のお客様に提供する食事作り
（宿泊客は満室時には５０名位の人数と
なります）・その他、衛生管理等

≪和食調理の経験のある方を募集≫

「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

＊利用者様の朝食・昼食２０名程度の
調理業務全般
家庭料理が主になります。

・材料の洗い、切込み、仕込み
・調理、配膳・後片づけ、食器等の洗い
・厨房内の清掃、及び衛生管理等
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:30～16:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43010-30160011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3566-4週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1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- 1903811 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）

求人:１人
年齢:不問

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 時給制　:月額172,000円～194,360円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1936811 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
交替制あり
①8:00～18:00
②9:30～19:30

求人:２人 ③11:00～21:00
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1956011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(フ
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- 1962211 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
交替制あり
①7:30～16:30
②13:00～22:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1925911 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6777-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(フ
交替制あり
①7:30～17:00
②12:00～22:00

求人:１人 ③14:00～22:00
年齢:不問 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 月給制　:月額300,000円～350,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1914011 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(旅
交替制あり
①7:00～16:00
②13:00～22:00

求人:２人
年齢:64歳以下

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

正社員 43090- 1932611 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:その他 経験:不問

接客（旅館）

雇用期間の定めなし

(資)蘇山郷

資格:不問

フロント

（支配人）

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、及び

接客（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)黒川温泉御処

月洸樹

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）

資格:不問

フロント係

雇用期間の定めなし

(株)和夢

調理補助

（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）
7:00～21:00の

間の8時間程度

調理

（病院内厨房）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

給食調理

（学校給食）

雇用期間の定めなし

(株)九州フード

サプライセンター
資格:不問

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

＊病院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、食器洗浄、厨房内の整理等。

＊朝・夕食の調理補助
・調理器具やお皿の準備
・野菜の皮むき、魚の三枚おろしなど
下ごしらえ

・簡単な盛り付け
・後片付け、皿洗い 等

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

＊旅館のフロント業務全般
・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）

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

＊フロント業務全般を支配人として統括
・予約受付、管理
・精算業務
・営繕サポート
・お客様の送迎
・その他館内業務全般

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

＊ご宿泊（客室１１部屋）のお客様への
5



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①6:30～16:00
②8:00～17:30

求人:１人 ③10:30～20:00
年齢:不問

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

正社員 43090- 1923311 就業場所:阿蘇郡産山村大字田尻254-3 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1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 40180-15232311 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- 1965011 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

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧267番地7 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:60人 月給制　:月額141,000円～141,000円 休日:月他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1937211 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4796-1 週休2日制:毎週 経験:必須(刈払い機

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:18歳以上

熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:580人 日給制　:月額151,900円～195,300円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-30308811 就業場所:阿蘇市近郊 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

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

正社員 43090- 1971511 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:40歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町草部191 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1946511 就業場所:阿蘇郡高森町草部191 週休2日制:その他 経験:不問

F　保安の職業（警備員等）

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

養殖管理

雇用期間の定めなし

(有)川部養魚場

飼育管理

（肥育課）

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

高原ファーム

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

施設管理（一の

宮運動公園）

(株)ＡＳＯ

ワークネット

通信設備警備社

員／阿蘇地区

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

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

接客・調理補助

・清掃（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)奥阿蘇の宿

やまなみ 資格:不問

＊ご宿泊（客室１１部屋）のお客様への
接客業務全般

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

＊一の宮運動公園の施設管理業務全般
・館内の清掃、グランド整備
・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ：：刈払い機を使用し草刈り等
・電話対応・予約受付、及び予約管理
・利用の申請書作成等
・料金徴収・利用者の接客等

＊ご来館頂いた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、食事の配膳及び片づけ
等をお願いします。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。

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８室での業務
です

・光回線等の接続工事中の安全確保を行う
「通行者誘導業務」
・工事関係者の安全確保を行う
「通信設備警備業務」
ライフラインの設備工事の為、１年間を
通して安定した勤務ができます。

＊豚（肉豚）の飼育管理業務全般
・肉豚へのｴｻ給与、ﾜｸﾁﾝ接種、体重計量
・豚舎内の温度の調整、換気の調整
・除糞作業
・通路、エサ箱の水洗い等
・出荷（トラックへの積込）作業

・魚（ヤマメ、マス）の養殖管理
餌やり・選別・魚卵のふ化作業など

・出荷作業
取引先（飲食店/宿泊施設）等への配達

・水槽などの清掃作業
・施設（水槽・電気設備等）のﾒﾝﾃﾅﾝｽ

・新築のガラスサッシの搬入・施工
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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: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- 1899811 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

①8:30～17:15

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区長嶺東6丁目8-6 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:15人 時給制　:月額188,160円～188,160円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-31347011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4429　オム 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

求人:２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 43010-30504411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1479 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

求人:２人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 1943711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1479 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

求人:２人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 1944811 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

①9:00～17:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県北九州市 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:300人 時給制　:月額232,500円～232,500円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 40060-20999811 就業場所:阿蘇市 週休2日制:毎週 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)

熊本市中央区世安町183番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:410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 43010-30661911 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

車両系建設機械
①8:00～17:00 運転技能者

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280,800円～345,600円 休日:日他 学歴:不問

正社員 24081- 1665511 就業場所:　阿蘇市、南阿蘇村　他 週休2日制:その他 経験:不問

I　輸送・機械運転の職業（鉄道・自動車・船舶・建設機械の運転等）
重機

オペレーター

雇用期間の定めなし

(株)工藤重機

サービススタッフ

（整備士）

雇用期間の定めなし

ユナイテッド

トヨタ熊本(株)

【派】

ｺﾝﾃﾞﾝｻｰの組立

Ｉｃｓｅ(株)

資格:不問

ライン作業員

雇用期間の定めなし

タッド　(株)

資格:不問

ライン管理

雇用期間の定めなし

タッド　(株)

資格:不問

軽作業 (株)

テクノ・ジャパン
資格:不問

太陽光パネルに

関わる製品組立

．

(資)エフピーシー

資格:不問

ガラス工事等の

配送/施工ｽﾀｯﾌ

雇用期間の定めなし

(株)古木常七商店

電子部品・基盤のはんだ付け、
組み立て作業です。

・ソーラー機器の組立・検査・梱包
・太陽光パネルに関わる製品の組立
＊入社後教育指導を実施します。
＊女性・男性問わず多数活躍されてい
ます。

＊簡単に出来る作業です。

・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
・窓や玄関ド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
＊基本的な所から丁寧にお教えします。

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

・日報の作成・入力
・部品の棚卸 等

＊弱電気部品の組立、配線、ﾊﾝﾀﾞ付けの
作業が主になります。

・実装部品の前加工及び組立、検査等も
あります。

・部品の受け入れ、出荷作業。
・工場内の整理整頓。

１．パーツ・部品の準備
２．組み立て作業
３．通電検査（テスター使用）
４．箱詰め梱包作業
１～４まで色んなお仕事あります。
どれか１つをお願いします。

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。

※工事現場において、主に建設機械
（バックホウ、ブルドーザー等）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。
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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: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- 1900911 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）
①8:00～17:10

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡小国町大字宮原1657―1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額212,470円～229,520円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1951711 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城278 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15 フォークリフト
運転技能者

求人:１人 あれば尚可
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地4429 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:860人 時給制　:月額160,000円～160,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1934111 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

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- 1898711 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

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:40歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町草部191 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額160,000円～180,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1955411 就業場所:阿蘇郡高森町草部191 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- 1904211 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

求人:２人
年齢:不問

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

正社員 43090- 1973011 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6392-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業

雇用期間の定めなし

あすなろ企画

7:30～14:30の

間の6時間

資格:不問

雇用期間の定めなし

フルキ石油(株)

清掃

雇用期間の定めなし

(有)川部養魚場

プロパンガスの

充填/配送/検針

雇用期間の定めなし

(株)古木常七商店

配達業務

倉庫内作業員 オーティーティー

ロジスティクス(株)

九州事業部

阿蘇営業所

配送スタッフ

配送・施工

雇用期間の定めなし

(株)秋吉

水道ﾒﾝﾃﾅﾝｽ・

修繕スタッフ

雇用期間の定めなし

(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）

J　建設・採掘の職業（型枠大工、左官、内装等）
＊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

・個人宅やアパート（借家）においての
畳の配送や敷き込み作業。

・工場内で畳の製造
・ご興味がある方は畳製作（機械操作）
にも携わって頂きます。

＊軽ﾄﾗｯｸ～３，５ｔﾄﾗｯｸまでを使用。

◇部品の入庫/出庫作業や梱包/出荷作業
など。(多少の重量物あり：最大20Kg)
また、入出庫作業に基づく簡単なＰＣ
業務。PCｽｷﾙは必要ありません。

＊ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ免許をお持ちでしたら倉庫内の
ﾊﾟﾚｯﾄ部品の搬入・搬出作業。

・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。
※同行しながら、丁寧にお教えします。

＊魚（ヤマメ・マス）の配達業務。
・出荷作業
取引先（飲食店/宿泊施設）等への配達

（南小国町や内牧方面）
・施設（水槽・電気設備等）のﾒﾝﾃﾅﾝｽ
＊ノルマ等はありません。

＊ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞの配達・取り付け業務
・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。
＊基本的な所から丁寧にお教えします。

・布団あげ、片づけ
・お部屋の清掃・ﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｷﾝｸﾞ
・ｱﾒﾆﾃｨの補助・浴衣やお茶ｾｯﾄの準備
・共有部（ﾎｰﾙやﾄｲﾚ）・客室風呂の清掃
・清掃道具の片づけや整理整頓
＊食事処の清掃(洗い物等)はありません。

・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- 1963511 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年単位）
①8:00～17:00

求人:５人
年齢:59歳以下

阿蘇市永草1318 保険:雇･労･健･厚
従業員数:60人 月給制　:月額190,000円～210,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1969111 就業場所:阿蘇市永草1318 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり 保育士
①7:45～13:00
②13:00～18:15

求人:２人
年齢:不問

広島県広島市西区庚午中1-7-24 保険:労
従業員数:4,965人 時給制　:時給900円～1,100円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 34010-41965611 就業場所:阿蘇市黒川1266番地 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:15～16:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市南区八幡5丁目8-19 保険:労
(４か月以上) 従業員数:3人 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:月日他 学歴:不問
パート労働者 43010-31370011 就業場所:菊池郡大津町大字杉水3603-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(接

変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇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～1,000円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43090- 1916611 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(総

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村久石3160 保険:労
従業員数:19人 時給制　:時給821円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1926111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石3160 週休2日制:毎週 経験:不問

①13:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森1879-7 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:2人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43090- 1935711 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1879-7 週休2日制:毎週 経験:不問

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

パート

事務兼管理補助 上村電気　(同)

雇用期間の定めなし

大祥(有)四季の森

6:00～22:00の

間の3時間以上

資格:不問

一般事務

（総務）

(株)阿蘇

ファームランド

又は9:00～17:00の

間の5時間程度

温泉受付：

ホテル

インストラクター

/教室運営補助

(株)ニーズ

資格:不問

保育士

雇用期間の定めなし

(株)アイグラン

作業員

雇用期間の定めなし

日本興商(株)

熊本支店 資格:不問

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

施設管理

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯）

・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/剪定/草取り等)
・館内の簡単な修理・照明灯等の交換
・厨房での朝、夕洗った器の収納及び
整理整頓

＊非鉄金属の収集やリサイクルする
ための選別作業が主になります

・専門機械に、資材を投入していく
作業です。

・構内整理等も行っていただきます

～２０２２年４月開園予定～
●院内保育園
●保育業務全般（主活動、オムツ交換、
食事介助、清掃など）

●専門講師が週１回ﾘﾄﾐｯｸ実施●子育て
世代/未経験者/ﾌﾞﾗﾝｸある方も歓迎！

・ﾊﾟｿｺﾝ教室の運営ｽﾀｯﾌ・教室ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、お話相手、お世話
＊エクセル・ワードの基本操作のできる
方であれば特別な資格は不要です。

＊仕事内容をﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにてご紹介して
おりますのでご覧下さい。

・庶務（来客や電話対応、郵便、
遺失物、慶弔手続きなど）

・社内行事の準備や補佐業務等
・各種社内書類管理(受付/ﾒｰﾙ/ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ)
・その他繁忙期の売り場対応
・事務所内の清掃、他

＊温泉でのチケット受付
＊電話対応等

＊電気店にて下記の業務。
・ホームページ（ueden.com）管理
・ﾊﾟｿｺﾝ事務、ﾁﾗｼ作成、在庫管理 等
・店舗・車輌・備品管理、掃除
・その他補助作業

・信徒・参拝者の受付・事務作業
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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

①10:00～16:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字上色見1037 保険:労
従業員数:0人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1919711 就業場所:阿蘇郡高森町大字上色見1037 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺字蔵追2849番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1912511 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺字蔵追2849番地1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～16:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町坂梨2365 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:46人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:火土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1941911 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2365 週休2日制:毎週 経験:不問

ホームヘルパー２級

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原1834-2 保険:雇･労
従業員数:8人 時給制　:時給850円～1,400円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1911211 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1834-2 週休2日制:毎週 経験:不問
歯科衛生士

①17:00～18:45
②8:30～18:00

求人:１人 ③8:30～13:00
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森1943-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1953211 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1943-1 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:1,028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 43010-30374711 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～15:45 普通自動車免許
②9:00～16:45 あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:65人 時給制　:時給830円～880円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1917911 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～12:00
②17:00～22:00

求人:７人
年齢:不問

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

パート労働者 43090- 1960711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 週休2日制:毎週 経験:不問

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

(株)和夢

資格:不問

レストラン厨房

スタッフ

阿蘇ハイランド

開発(株)

又は8:00～17:00の

間の7時間程度

配膳係

学校給食調理

業務

九州綜合サービス

(株)
資格:不問

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

片山歯科医院

訪問介護員

雇用期間の定めなし

(同)ラポール

訪問介護事業所

糸
7:00～18:30の

間の5時間程度

入浴介助員

（介護施設）

(福)治誠会

資格:不問

雇用期間の定めなし

(株)宮下観光

蔵迫温泉 さくら
9:00～17:00の

間の6時間以上

資格:不問

雇用期間の定めなし

(宗)青龍山

慈恩寺

事務接客

（旅館）

寺院業務従事者

（事務）

・信徒・参拝者の受付・事務作業
・室内外の清掃 等
※毎月４回の法要時出勤出来る方（毎月
１日、２１日、２７日と第１～第３週
いずれかの日曜日：計４回／月）

＊旅館での事務接客関連業務：
・事務全般
・受付
・接客

・入所者の入浴介助が主になります。
排泄・移動の介助もあります。

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

・排せつ、食事介助
・清拭、入浴、身体整容、体位変換
・移動、移乗介助、外出介助など身体
介助に関する事。

・調理、洗濯、衣類などの補修、清掃、
整理整頓など生活支援に関する事。

＊歯科衛生士業務
・除石・ブラッシング指導
・歯のクリーニング、治療補助
・滅菌、消毒・器具の洗浄、消毒
・院内の掃除等

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

＊バイキングレストランで提供する料理
の調理を担当していただきます。

・食材の切り込み、仕込み盛りつけ
・食器の洗浄、片付け
・その他付随する業務
＊田舎料理が得意な方、大歓迎。

・レストラン及び部屋食の準備
（宿泊状況によって準備の変動があり）
・料理、お飲物の提供及び下膳
・レストラン等の後片づけ
＊土、日、祝日のみの勤務も可能です。

＊ﾁｪｯｸｲﾝ時、客室案内/館内説明等
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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

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- 1961811 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

①10:00～15:30
②10:00～16:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:65人 時給制　:時給830円～880円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1939411 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:その他 経験:不問

①10:00～16:00

求人:２人
年齢:不問

熊本市東区上南部3-4-13 保険:労
従業員数:8人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:金 学歴:不問

パート労働者 43010-30166811 就業場所:阿蘇市乙姫2006-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(飲

求人:２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:128人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-30287111 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨産の平1400- 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

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:128人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-30288711 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

①7:00～13:00
②13:00～19:00

求人:２人 ③15:00～21:00
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

パート労働者 43090- 1958611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市小里686 保険:雇･労
従業員数:12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- 1918111 就業場所:阿蘇市小里686 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～10:00
②16:00～22:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市内牧145-1 保険:雇･労
従業員数:25人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1933911 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:毎週 経験:不問

接客（旅館）

雇用期間の定めなし

(資)蘇山郷

資格:不問

フロント

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)鷹匠

（あその旅宿

　　　　鷹の庄）

資格:不問

フロント係

雇用期間の定めなし

(株)和夢

フロアスタッフ (株)

三協ダイニング
10:00～22:00の

間の4時間以上

資格:不問

フロアスタッフ (株)

三協ダイニング
10:00～22:00の

間の4時間以上

資格:不問

飲食店厨房補助・

ホール接客/給仕

雇用期間の定めなし

(株)

アイテム西日本

又は10:00～16:00

の間の3時間程度

資格:不問

レストランホール

スタッフ

阿蘇ハイランド

開発(株)

接客/レストラン

（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

＊ﾁｪｯｸｲﾝ時、客室案内/館内説明等
＊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

＊ﾊﾞｲｷﾝｸﾞﾚｽﾄﾗﾝのﾎｰﾙｽﾀｯﾌの仕事です。
・料理の提供・接客サービス
・調理場での補助
（切りこみ、盛りつけ等）
・食器洗浄・道の駅への配達
（社用車使用）・ホールの清掃など

飲食店厨房補助・ホール接客・給仕
飲食店内の仕込み・配膳・清掃。

よかよか亭坂梨本店
□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！

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！

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

チェックイン、アウト時の受付/清算
ﾊﾟｿｺﾝ入力/電話対応・予約/顧客管理
お客様のお見送り 館内の説明
夕食・朝食時のお料理や飲み物の提供
下膳・後片付など

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

＊ご宿泊（客室１１部屋）のお客様への
11



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①6:30～10:30
②13:00～17:00

求人:１人 ③17:30～21:30
年齢:不問

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

パート労働者 43090- 1924611 就業場所:阿蘇郡産山村大字田尻254-3 週休2日制:毎週 経験:不問

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 40180-15234911 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

①11:00～15:00
②17:00～20:00

求人:３人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市南区田井島2-2-1　301 保険:労
(４か月以上) 従業員数:20人 時給制　:時給1,000円～2,500円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-30440411 就業場所:熊本市・阿蘇市・阿蘇郡・玉名市 週休2日制:毎週 経験:不問

①18:00～8:00

求人:２人
年齢:18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- 1959911 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 43010-30568811 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:18歳以上

熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:580人 日給制　:時給1,000円～1,375円 休日:土日他 学歴:不問

パート労働者 43010-30305911 就業場所:阿蘇・高森近郊 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地504番地1 保険:雇･公･健･厚
(４か月未満) 従業員数:391人 時給制　:時給1,055円～1,055円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090- 1905511 就業場所:阿蘇市内牧1111番地3 週休2日制:毎週 経験:不問

F　保安の職業（警備員等）

施設管理員

（水道水課）

阿蘇市役所

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

施設警備 ＡＬＳＯＫ熊本

(株)

警備係／阿蘇・

高森地区

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

葬祭スタッフ (同)オフィス高野

南部支店

夜警（旅館）

接客

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)

接客・調理補助

清掃（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)奥阿蘇の宿

やまなみ 資格:不問

＊ご宿泊（客室１１部屋）のお客様への
接客業務全般

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

＊部屋掃除・お風呂掃除・布団敷き
＊温泉宿「華匠庵」（客室数：８室）
での業務です。

＊金曜日（夕方）、土・日・月曜日
（朝）勤務出来る方

冠婚葬祭に関する業務及び各種イベント
プロデュース業
・斎場等での通夜・葬儀などのお手伝い
・通夜、葬儀の司会 等
＊社用車有＊エリア：熊本市・阿蘇市・
阿蘇郡・玉名市

＊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

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。
週に２～３回の夜勤があります。

・小規模な工事現場を育成係の先輩と
業務を行う「通行者誘導業務」

・横断案内や駐車場案内補助を行う
「イベント・スポーツ会場案内業務」
九州警備の仕事量は安定していますので、
１年間を通して安定した勤務ができます。

○水道施設管理点検/清掃（草刈作業含）
○簡易水質検査業務
○戸別水道メーター開栓、休止業務
○臨時の戸別水道メーター検診業務
○巡回による施設の点検及び操作業務
＊喘息/気管支/心臓疾患の方は対象外。

＊いちご、ﾄﾙｺｷｷｮｳは種まき、定植、

12



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

求人:３人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村河陰4451 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1921411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰4451 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

求人:１人
年齢:不問

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

パート労働者 43090- 1949311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3092-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺字蔵追2849番地1 保険:雇･労
従業員数:4人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1895611 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

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1649 保険:雇･労
従業員数:11人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1974311 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6392-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:５人
年齢:不問

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

パート労働者 43090- 1957311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧264 保険:雇･労
従業員数:18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- 1947411 就業場所:阿蘇市内牧264 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～14:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺6777-2 保険:雇･労
従業員数:20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- 1929211 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6777-2 週休2日制:毎週 経験:不問

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

I　輸送・機械運転の職業（鉄道・自動車・船舶・建設機械の運転等）

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）

客室清掃

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)黒川温泉御処

月洸樹

清掃（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)五岳荘

資格:不問

資格:不問

清掃係

雇用期間の定めなし

(株)和夢

資格:不問

清掃

雇用期間の定めなし

あすなろ企画

9:30～14:30の

間の5時間

資格:不問

営繕（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)宮下観光

蔵迫温泉 さくら

又は9:00～17:00の

間の5時間程度

食品加工

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇とり宮

8:00～19:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

山中農園

7:00～18:00の

間の4時間以上

資格:不問

農作業（いちご・

トルコキキョウ）

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

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

＊から揚げ、コロッケ、ハンバーグ、
串焼き等の食品加工製造、商品の包装、
工場内の清掃等。

※本人の希望により店舗内調理、接客、
販売業務も担当することができます。

＊コテージ６棟の設備の点検、管理、
整備を行っていただきます。

・風呂・場内および客室の清掃
・コテージ、キャンプ場の見廻り、
草刈など

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

・各客室内の清掃・お茶ｾｯﾄの入れ込み
・アメニテイー、及び備品等の補充
・ベッドメイクやその他付随する業務
・トイレ、廊下の清掃等
・備品等の管理及び整理整頓
＊土、日、祝日の翌日のみの勤務も。

・ﾍﾞｯﾄﾒｲｸ・客室/ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽの清掃
・アメニティー等の補充
・お茶セットの入れ込み
・トイレ、廊下等の共用部の清掃
・リネン室の整理整頓等
・大浴場・家族風呂の清掃

＊ﾁｪｯｸｱｳﾄ後の８棟の客室清掃業務
・ﾍﾞｯﾄﾒｲｷﾝｸﾞ/お部屋内の清掃業務。
＊お部屋の風呂の掃除、ｱﾒﾆﾃｨｰ及び
お茶セットの入れ込みはありません。

＊貸別荘「きんこんかん」の客室清掃/
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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

①10:00～15:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字北里4274-4 保険:労
従業員数:1人 時給制　:時給1,000円～1,050円 休日:月火水木金他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1915311 就業場所:阿蘇郡小国町大字北里1435-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00
②10:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺字蔵追2849番地1 保険:雇･労
従業員数:4人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1894311 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
②8:00～12:00

求人:１人
年齢:60歳以上

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850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1910811 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

求人:１０人
年齢:59歳以下

阿蘇市永草1318 保険:雇･労
従業員数:60人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1972411 就業場所:阿蘇市永草1318 週休2日制:毎週 経験:不問

①18:00～20:30

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:労
従業員数:170人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1940611 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～12:00
②18:00～22:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 保険:雇･労
従業員数:35人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1966311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①9:00～13:00 普通自動車免許
②18:00～22:00 あれば尚可

求人:８人
年齢:不問

熊本市中央区出水7丁目57-3 保険:雇･労
従業員数:15人 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:他 学歴:不問

無期雇用派遣パー 43010-30497211 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
①10:00～15:00 普通自動車免許
②17:00～22:00 あれば尚可

求人:５人
年齢:不問

熊本市中央区出水7丁目57-3 保険:雇･労
従業員数:15人 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:他 学歴:不問

無期雇用派遣パー 43010-30499411 就業場所:阿蘇市黒川1230 週休2日制:毎週 経験:不問

料理の準備・

配膳・片付

雇用期間の定めなし

(株)さと家

雇用期間の定めなし

(株)さと家

洗い場（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)和夢

資格:不問

資格:不問

料理の準備・

配膳・片付

布団敷き

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

作業員

雇用期間の定めなし

日本興商(株)

熊本支店
8:00～17:00の

間の4時間以上

清掃係

【高年齢者専用】

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院） 資格:不問

コテージの客室

清掃

雇用期間の定めなし

(株)宮下観光

蔵迫温泉 さくら

又は9:00～15:00の

間の3時間程度

資格:不問

貸別荘内外の

清掃

雇用期間の定めなし

(有)

ダブル・プラン

＊貸別荘「きんこんかん」の客室清掃/
建物周りの草取り（刈払機使用なし）

敷地が広い為、作業時の移動に自家用車
を使用して頂きます。使用代支給あり。
＊土・日・祝日勤務可能な方

【コテージ６棟の客室清掃】
・客室の清掃、掃除機かけ
（室内の風呂掃除はありません）
・ｱﾒﾆﾃｨｰの入れ込み(ﾀｵﾙ/歯ﾌﾞﾗｼ/髭剃り)
・食器等の洗浄・ｼｰﾂｵﾌ、枕ｶﾊﾞｰの交換
・フェイスタオル、足マット等の洗濯

＊１階の清掃
（廊下、待合室、トイレ、玄関）
＊チリの回収（旧館の廊下）
【高年齢者専用求人】

＊朝食後の器等の洗い物。
・主に機械での洗浄となりますが、
手洗いもあります。

・調理器具等の洗い
・器の収納、及び整理整頓
・生ゴミ等の片付け・厨房の清掃等

＊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

・非鉄金属の収集やﾘｻｲｸﾙ選別作業
・仕分け・加工等の工場内作業
・構内整理等も行っていただきます。
＊一つひとつ丁寧な指導、ﾌｫﾛｰがあり
未経験からでも無理なく始められます。

＊女性の方の応募、歓迎します。

阿蘇リゾートグランヴィリオホテル
◇調理業務はありません。
・コップ、皿、フォーク等の準備配置
・お客さまの誘導、案内
・料理出しの準備、順番・不揃いの品物
がないか再確認・食後の食器片付け

阿蘇の司ビラパークホテル
◇調理業務はありません。
・コップ、皿、フォーク等の準備配置
・お客さまの誘導、案内
・料理出しの準備、順番・不揃いの品物
がないか再確認・食後の食器片付け

＊厨房内での洗い場のお仕事です。
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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

①19:00～22:00

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久石4411-9 保険:労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給821円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1920511 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

①9:00～14:30
②17:00～19:30

求人:２人
年齢:60歳以上

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1909611 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年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地2400 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額158,400円～192,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1696811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2400 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:30～17:30 診療情報管理士
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:不問

阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額134,080円～181,100円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1649511 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

①7:30～17:00
②7:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森2022-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:17人 月給制　:月額152,320円～160,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1590811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰4667 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(医
交替制あり
①8:00～16:00
②9:00～17:00

求人:１人 ③14:00～22:00
年齢:40歳以下 普通自動車免許

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:高校以上

正社員 43090- 1638711 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:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00
②8:30～12:00

求人:５人
年齢:40歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1727811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地387-5 週休2日制:その他 経験:不問

総合職《令和４年

４月１日採用》

阿蘇農業協同組合

雇用期間の定めなし

受付事務

（クリニック）

(医社)清流会

渡邉総合内科

クリニック

雇用期間の定めなし

医師事務作業

補助者

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

雇用期間の定めなし

経理及び事務 (株)夢龍胆

雇用期間の定めなし

一般事務

（土木事務）

(株)春山商会

雇用期間の定めなし

フルタイム

資格:不問

洗浄業務

【高年齢者専用】

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院） 資格:不問

洗い場スタッフ

【夜のみ】

ホテルグリーンピア

南阿蘇（(株)南阿蘇

カントリークラブ）

事務･販売特集

・土木他工事に積算し入札に関する業務
・積算、入札作業・現場毎の仕入れ伝票、
請求書のﾁｪｯｸ・現場毎の工事台帳作成

・電話や来客者の対応
＊業務については基本から指導します。
＊ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙなどの簡単な入力作業です。

・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

＊内科外来における受付業務全般
・患者様の受付、及び予約業務
・電子カルテによるパソコン入力
・会計業務・レセプト請求業務
・電話応対・金融機関/郵便局への手続き
・院内外の清掃等

＊経理、事務業務全般
・未収金、売掛金の管理
・プラン作成・請求業務
・チェックイン、アウトなどの受付
・パソコン入力・ﾁｪｯｸｱｳﾄ時の精算業務
・予約管理及び顧客管理・電話応対

○金融事業：貯金貸付等の事務
○共済事業：推進事業及び事務等
○購買事業：物資の供給及び事務等
○指導・販売事業：農産物の販売等
○利用事業：集荷/選果場/堆肥ｾﾝﾀｰ等
○特殊事業：オリジナル商品開発事業

・商品の補充及び陳列・商品の在庫管理

＊厨房内での洗い場のお仕事です。
【夜のみ】使用済のお皿やコップなどを
洗浄、片づけをします。

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

＊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
【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

交替制あり
①7:00～16:00
②12:00～22:00

求人:２人 ③7:00～22:00
年齢:44歳以下

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

正社員 43090- 1736211 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～16:00
②6:00～15:00

求人:１人
年齢:不問

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

正社員以外 43090- 1524811 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
①7:00～16:00
②6:00～15:00

求人:１人
年齢:不問

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

正社員以外 43090- 1525211 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
①8:00～16:00
②10:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市波野大字小地野1602 保険:雇･労･健･厚
従業員数:17人 時給制　:月額133,630円～161,000円 休日:水他 学歴:不問

正社員以外 43090- 1658411 就業場所:阿蘇市波野大字小地野1602 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～15:30 危険物取扱者(乙種)
②10:00～18:30 あれば尚可

求人:１人 ③15:00～22:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市蔵原820-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:月額151,875円～168,750円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1619911 就業場所:阿蘇市蔵原820-3 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:45
②14:30～23:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,352人 月給制　:月額160,000円～236,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 40150- 6391311 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
②14:30～23:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,352人 月給制　:月額160,000円～236,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 40150- 6420411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4522番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

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～225,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1594011 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:必須(パソコン

販売スタッフ

（通販担当）

(株)阿蘇

ファームランド

雇用期間の定めなし

販売員（直販所／

ファストフード）

(株)神楽苑

資格:不問

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド

スタッフ

(株)九州エナジー

（ｾﾙﾌ阿蘇給油所）

販売員

（阿蘇一の宮店）

(株)ドラッグスト

アモリ

又は8:30～23:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

販売員（小国店） (株)ドラッグスト

アモリ

又は8:30～23:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

売店係

（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

販売職（一の宮店

惣菜部）

(株)みやはら

資格:不問

雇用期間の定めなし

販売職（内牧店

惣菜部）

(株)みやはら

資格:不問

雇用期間の定めなし

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

・商品づくり、お弁当や焼き物・フライ
・和え物・寿司など
・商品販売、商品陳列・接客・鮮ど確認
・清掃業務、作業場の清掃・店舗の清掃
・その他これらに付随する業務
※立ち仕事になります。

・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。

・レジ・野菜等の商品整理、陳列
・野菜の袋詰め
・注文品の発送準備
・店内清掃等
・ソフトクリームの販売
・機械の洗浄（ソフトクリーム）等

・セルフ給油所においての誘導及び
管理業務。

・洗車の管理
・タオル等の洗濯
・コインランドリーの管理等

○商品管理・店舗管理業務（店内レジ、
接客、販売、商品陳列等の業務）

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

○商品管理・店舗管理業務（店内レジ、
接客、販売、商品陳列等の業務）

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

主にネットショップ運営のお仕事です。
・商品の写真撮影、出店、問い合わせ
対応、注文受付 梱包、商品発送

・その他報告書などの書類作成、清掃、
販売スタッフの補助業務等

＊３年間は先輩社員がサポートします

ａｕｼｮｯﾌﾟ阿蘇一の宮
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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）

①9:30～18:30

求人:１人
年齢:34歳以下 普通自動車免許

八代市大手町1丁目6-27　オレンジボックス2Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:79人 月給制　:月額163,000円～180,200円 休日:火金 学歴:高校以上

正社員 43020- 4592311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2397-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～16:30
②11:00～19:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7,352人 時給制　:月額119,000円～126,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 5918811 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1283- 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1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:3,986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- 3901711 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）
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7Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8,393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 13010-63798711 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

①8:45～17:45

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 阿蘇郡小国町宮原2322-1 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:13人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090- 1657511 就業場所:阿蘇郡小国町宮原2322-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(会

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町西里2917 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給830円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1672511 就業場所:阿蘇郡小国町西里2917 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①12:00～15:00
②15:00～18:00

求人:２人 ③12:00～18:00
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1567-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1624411 就業場所:阿蘇市黒川1567-2 週休2日制:その他 経験:不問

営業

（阿蘇営業所）

(株)アクティオ

雇用期間の定めなし

技術職

（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

フロント受付

及び業務事務

(有)総合自動車

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

雇用期間の定めなし

接客及び清掃 (株)豊礼

資格:不問7:30～17:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

パート
一般事務職 ふるさと熱電(株)

販売員（小国店） (株)ドラッグスト

アモリ 資格:不問

携帯電話販売 (株)通信館

雇用期間の定めなし

ａｕｼｮｯﾌﾟ阿蘇一の宮
店内清掃後朝礼で報告事項確認。10時
開店後、携帯電話契約、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ、料金
受付/使用方法のご案内などを行います。閉
店後店内整理整頓、売り上げ管理業務
を行い退社。

＊ドラッグストア店舗での販売業務
・商品の商品出し、補充
・陳列棚の整理
・在庫商品の管理
（賞味期限のチェック、在庫の確認）
・接客、販売・レジ業務・ﾌﾛｱ清掃など

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

ｾﾞﾈｺﾝ・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、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。

・SNSﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ業務：ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ/ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ/
その他Web媒体などを活用した小国町
及び当社事業内容などの紹介

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ活用業務：地域を取材し写真
撮影、記事作成などを行い対外的に
発信する・会社広報補助業務など。

・日帰り温泉、ご宿泊（素泊まり）の
受付、及び精算

・コインの両替（家族風呂使用）
・各アウト後のお部屋、風呂の清掃
・シーツ交換・お茶ｾｯﾄ/ｱﾒﾆﾃｨｰﾉ入れ込み
・共用部の清掃等

・車検、点検、一般整備等、業務受付と
接客が主な仕事です。

・ＤＭ等の書類作成及び発送
・メールにて点検案内
・お客様のお車の引取・納車等
（時々発生）

＊ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽﾄｱでのレジ・商品整理
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①7:00～12:00
②12:00～17:00

求人:３人 ③17:00～22:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930 保険:労
(４か月未満) 従業員数:10,400 時給制　:時給950円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 41010-13097411 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2109-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①12:00～17:30

求人:１人
年齢:不問

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

パート労働者 43090- 1656211 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:２人
年齢:65歳以上

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- 1659011 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:65歳以上

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- 1660911 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

求人:１人
年齢:不問

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

パート労働者 43090- 1641011 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
①9:00～14:00

求人:２人
年齢:不問

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

パート労働者 43090- 1591211 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
①6:00～9:00
②9:00～17:00

求人:５人 ③17:00～22:00
年齢:不問

阿蘇市西町833-1 保険:雇･労
従業員数:13人 時給制　:時給850円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1623511 就業場所:阿蘇市内牧西中無田1675-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①6:00～9:00
②9:00～17:00

求人:２人 ③17:00～22:00
年齢:不問

阿蘇市西町833-1 保険:雇･労
従業員数:13人 時給制　:時給850円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1625011 就業場所:阿蘇市西町833-1 週休2日制:毎週 経験:不問

接客・レジ (有)パパママストア

セブンイレブン阿蘇

西町店
資格:不問

又は9:00～17:00の

間の4時間以上
雇用期間の定めなし

販売職（内牧店

レジ係）

(株)みやはら

資格:不問

又は7:30～21:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

販売職（一の宮店

鮮魚部）

(株)みやはら

資格:不問

又は6:00～15:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

接客・レジ：阿蘇

内牧温泉入口店

(有)パパママストア

セブンイレブン阿蘇

西町店
資格:不問

又は9:00～17:00の

間の4時間以上
雇用期間の定めなし

レジ・商品補充

（高森店）

ダイレックス

(株) 資格:不問

販売職（内牧店

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

販売職（内牧店

レジ係）

(株)みやはら

資格:不問7:00～21:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

販売職（内牧店

精肉部）

(株)みやはら

資格:不問

雇用期間の定めなし

＊ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽﾄｱでのレジ・商品整理
○レジ業務
○商品の整理、補充
○お客様の対応（売り場案内、商品説明）
○棚卸準備作業○店内外清掃
○灯油給油作業（主に冬場）

【高年齢者専用】＊スーパーのレジ係
・お客様がレジに持ってこられた商品
金額の打ち込み（バーコード使用）

・ﾚｼﾞ廻りの掃除/買い物ｶｺﾞの整理整頓等
・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

スーパーの精肉部門
－商品づくり、お肉のカット・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。

ｽｰﾊﾟｰの青果部門【高年齢者専用求人】
－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

－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

＊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。

・お客様がレジに持ってこられた商品
金額の打ち込み（バーコード使用）

・ﾚｼﾞ廻りの掃除・買い物ｶｺﾞの整理整頓等
・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

※セブンイレブン阿蘇内牧温泉入口店
『新規ｵｰﾌﾟﾝ 11月中旬に(11/19予定)』
・レジ業務・商品の補充及び陳列
・厨房、店内清掃等・他に「公共料金や
宅急便の取扱い等」の各種ｻｰﾋﾞｽの受付

＊慣れてきたら商品発注もお願いします。

販売、レジ等の業務全般
・レジ業務・商品の補充及び陳列
・厨房、店内の清掃等
・他に「公共料金や宅急便の取扱い等」
の各種サービスの受付

＊慣れてきたら商品発注もお願いします。

観光地・黒川温泉地にある和雑貨・
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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

①9:00～18:00
②9:30～17:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 京都府京都市右京区西京極豆田町7番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:200人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 26010-21065411 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6695- 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1539911 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字久石2784 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:1,430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- 1697211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石2784 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

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陰381-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額172,900円～321,100円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1528011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰381-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:65歳以下 自動車免許(AT不可)

上益城郡御船町滝川1651-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額242,000円～420,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43011- 2872111 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6834- 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 神奈川県横浜市港北区樽町4-16-21 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:30人 月給制　:月額200,000円～319,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 14150-15931311 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺1982週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森2205-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額174,000円～200,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1706311 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2205-2 週休2日制:その他 経験:不問

土木作業員 (有)古寺工務店

雇用期間の定めなし

施工スタッフ／

南小国町営業所

(株)新日本環境

又は8:00～18:00の

間の7時間以上

アウトドア用品

の販売

(株)ベルカディア

モンベル南阿蘇店
資格:不問

作業員及び

運転手

(有)ウエダホーム

雇用期間の定めなし

フルタイム
型枠作業員 (株)火乃国

雇用期間の定めなし

売店及び

喫茶業務

(有)黒川荘

資格:不問

雇用期間の定めなし

土産物販売

（黒川温泉）

(株)寺子屋

西日本 資格:不問

建設･土木特集

・現場において型枠組み立て作業
住宅基礎工事・道路工事・擁壁工事等

＊エリア：主に阿蘇郡市・熊本市周辺
＊県外出張あります。希望等をご相談
下さい。

○住宅及び店舗の作業員
＜主要な業務＞
・住宅及び店舗の作業員
・３ｔ・４ｔダンプ運転手及び作業員
※未経験の方でも応募可能です。

・初めは大工仕事から覚えていき次第に
水道、電気、ガスなど幅広く自社施工
ができるように準備をしていきます。

・施工現場だけではなく、図面や見積を
作成したり、お客様との打合せやﾒｰｶｰ
との調整などもお願いします。

＊土木工事現場における次のような業務：
・基礎工事
・舗装工事
・草刈り
・その他

・防護柵設置及び撤去

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

＊売店業務
・接客、商品販売
・商品の仕入れ、在庫管理
＊喫茶業務
・接客、飲料、軽食の提供

＊ﾓﾝﾍﾞﾙ南阿蘇店での接客、販売業務全般
・レジ業務・商品の検品、品出し
・売り場の整理整頓、レイアウト作成
・ミシンでのパンツの裾直し・付随業務
◆入社後２か月の試用期間で研修を行い、
業務研修、商品説明、勉強会を行います。
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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

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:不問 普通自動車免許

球磨郡錦町西140-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額206,000円～247,200円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43070- 3513711 就業場所:阿蘇市西湯浦 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(型
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:65歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1676611 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森656-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:30

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原2420-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額187,000円～187,000円 休日:日 学歴:不問

正社員 43090- 1626311 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2420-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(同

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町中通775 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額215,100円～239,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1597911 就業場所:阿蘇市一の宮町中通775 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②7:00～16:00

求人:３人 ③6:00～15:00
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 28050-18139411 就業場所:神奈川県秦野市 週休2日制:その他 経験:必須(トンネル

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町赤馬場3438-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 日給制　:月額171,200円～214,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1568211 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場3438-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森2205-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 時給制　:時給1,500円～2,000円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1707611 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2205-2 週休2日制:その他 経験:不問

パート
土木作業員 (有)古寺工務店

雇用期間の定めなし

法面緑化作業員 (有)小国緑化

雇用期間の定めなし

土木作業員

（トンネル工事）

(株)三坂工業

雇用期間の定めなし

土木作業員 (有)おおの商会

雇用期間の定めなし

土木作業員 (有)時松産業

雇用期間の定めなし

土木作業員 (株)高梢

雇用期間の定めなし

土木作業員 千里工業　(株)

雇用期間の定めなし

・防護柵設置及び撤去
・足場組立及び解体・生コン打設
・躯体（建築物の構造体）のｹﾚﾝ仕上げ（コ
ンクリート枠清掃）
・基礎型枠の組立・基礎掘削及び床付け
・基礎地中梁埋め戻し・その他作業

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

＊建設作業現場における下記の業務：
・土木工事の作業員
（現場での施工・補助）
※建設機械のオペレーターの出来る方
尚可

＊各種工事の現場作業
・家屋の解体工事・コンクリート工事
・新築基礎工事・型枠工事
・石積み工事
・道路改良・舗装工事
・側溝敷設工事

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

・道路の造成/現場内で盛土した部分、
削り取られた斜面や法面の風化による
落石や崩壊を防ぐ為、植物の種や肥料
を木のチップ（基材）に混ぜたものを
吹き付け草木を育成する仕事です。

・現場によっては、現地集合も可能です。

＊土木工事現場における次のような業務：
・基礎工事
・舗装工事
・草刈り
・その他

公共工事、民間工事の土木作業、産廃
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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: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
従業員数:9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- 1675311 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:あれば尚可(経

変形（1年単位） 大型自動車免許
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1701811 就業場所:阿蘇市竹原390 週休2日制:その他 経験:不問
大型自動車免許

①8:00～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川1289 保険:雇･労･健･厚
従業員数:29人 日給制　:月額183,600円～202,500円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090- 1605211 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4454-8 週休2日制:毎週 経験:必須(大型の乗
中型自動車免許

①8:00～17:30 ８トン限定中型自動車免許

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川1289 保険:雇･労･健･厚
従業員数:29人 日給制　:月額183,600円～202,500円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090- 1604811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4454-8 週休2日制:毎週 経験:必須(４トン以
変形（1年単位） その他の定置
①8:00～17:00 建設機械の運転関係資格

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:44人 月給制　:月額175,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1648211 就業場所:阿蘇市黒川1347 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～10:00
②15:30～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

パート労働者 43090- 1714311 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

重機

オペレーター

(株)森工業

雇用期間の定めなし

運転手 (株)環境

雇用期間の定めなし

パート
送迎運転手

（介護施設）

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑

雇用期間の定めなし

フルタイム

土木作業員 (株)佐藤建設

雇用期間の定めなし

運転手（大型） (株)環境

雇用期間の定めなし

大型運転手 (有)栄産業

雇用期間の定めなし

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
＊現場への移動は事業所に集合し、
社用車を使用する。

＊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。

輸送･機械運転特集

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

＊道路・河川等の土木作業、家屋解体の
現場作業＊重機オペレーター等

＊運転前後の大型車の点検、整備

＊運搬業務
・主に阿蘇管内で収集した事業系の一般
廃棄物を１０ｔ車により運搬・荷卸し
を行う。

＊主な運搬地区
・主に九州管内

＊運搬業務
・２ｔ・４ｔ車を使用した事業系の一般
廃棄物の収集、運搬業務

・主な収集先は旅館・事務所・飲食関係
・コンビニ等・阿蘇管内が主ですが、
時々は熊本市内/美里町のもあります。

＊道路工事、河川工事、造成工事等の
各現場での土砂の掘削/床堀/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ます。
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・安全点検等

・通所（ﾃﾞｲｹｱ）利用者の送迎運転業務

・自動車の乗り降りの際の介助等
・自動車使用前の安全点検
・送迎自動車の清掃、及び洗車
＊入所者様の病院、通院の運転
（１０時頃より週２回程度）
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①7:30～10:00
②15:00～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 保険:雇･労
従業員数:364人 時給制　:時給850円～850円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1631511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:毎週 経験:不問
フォークリフト運転技能者

①10:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:39人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1682011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①8:10～17:20

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町高森1231 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額169,461円～194,315円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1684611 就業場所:阿蘇郡高森町高森1231 週休2日制:その他 経験:必須(スマート
８トン限定中型自動車免許

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- 1688811 就業場所:阿蘇市蔵原889 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１０人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地4429 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:860人 時給制　:月額155,000円～155,000円 休日:土日祝 学歴:不問
正社員以外 43090- 1679711 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

①8:00～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川1289 保険:雇･労･健･厚
従業員数:29人 日給制　:月額183,600円～202,500円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090- 1606511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4454-8 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市蔵原885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 日給制　:月額189,550円～200,700円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員以外 43090- 1508811 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺7890週休2日制:その他 経験:不問

作業員 (株)環境

雇用期間の定めなし

木材選別作業員 阿蘇森林組合

雇用期間の定めなし

フルタイム
ルート配送員 (名)豊前屋本店

（阿蘇ﾏﾙｷﾁ醤油）

雇用期間の定めなし

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

倉庫内での部品の

品出しスタッフ

オーティーティー

ロジスティクス(株)

九州事業部

阿蘇営業所

資格:不問

物流業務係

（リフトマン）

ハイコムウォーター

(株)南阿蘇村工場

送迎運転手 (医社)大徳会

介護老人保健施設

リハセンターひばり

雇用期間の定めなし

＊飲料水の製造工場での物流関連業務：
・フォークリフトを使用し、トラック
への商品の積込み、資材搬入、移動等

・商品在庫管理
・工場内の整理整頓

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

運搬･清掃(軽作業)特集

＊味噌・醤油等製品の配送及び関連業務
・得意先（デパート、空港／駅売店）
への商品配送・商品棚への陳列

・得意先へ新商品等のご案内、ご説明
※ノルマ等はありません。

・自動販売機の商品配達、季節毎の商品
入れ替え、在庫管理、棚卸 業務

・自動販売機の保守、点検、整備、盗難
予防措置、機械の簡単な清掃

・自動販売機の現金回収/売上日報の記入
・新規得意先の訪問、市場開拓 他

工場内で製品を造る為に必要な部品を
倉庫からピッキングして生産ラインへ
部品を供給するための準備作業を中心に
お任せします。先輩社員が付いて丁寧に
教えますので倉庫や工場で初めてお仕事
される方でも安心して覚えて頂けます。

・木くず、鉄くず、ビン、缶、
ペットボトル等の分別作業です。

・分別作業がない時は、別の作業
（収集・運搬作業等）がある場合が
あります。

・仕分けされた丸太をﾌｫｰｸﾘﾌﾄで樹種、
直径、長さ、形状毎に木材市場内に
並べる作業です・月２回丸太の共販市
を開催、準備及び開催作業。

・共販市後に売れた丸太をトラックに
積み込む作業もあります。

＊温泉の温度管理及び露天浴室清掃
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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）

①8:00～21:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1551511 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

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か月未満) 従業員数:74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- 1617311 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業

変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00

求人:２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- 1622211 就業場所:阿蘇市赤水1815-1 週休2日制:その他 経験:不問

①10:00～15:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:労
従業員数:170人 時給制　:時給1,200円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1738411 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～15:00

求人:１人
年齢:69歳以下

阿蘇市黒川字尾西2138-1 保険:労
従業員数:6,000人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1724911 就業場所:阿蘇市赤水1815-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～13:00
②7:30～9:30

求人:１人
年齢:69歳以下

阿蘇市黒川字尾西2138-1 保険:労
従業員数:6,000人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1708911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陽4463 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:30～14:30

求人:１人
年齢:69歳以下

阿蘇市黒川字尾西2138-1 保険:雇･労
従業員数:6,000人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1709111 就業場所:阿蘇市小里834-2 週休2日制:毎週 経験:不問

清掃 星光ビル管理(株)

阿蘇事務所
資格:不問

雇用期間の定めなし

清掃

（陽ノ丘荘）

星光ビル管理(株)

阿蘇事務所
資格:不問

雇用期間の定めなし

清掃

（旅館：入船）

星光ビル管理(株)

阿蘇事務所
資格:不問

雇用期間の定めなし

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

コース

作業スタッフ

(株)あつまるホール

ディングス阿蘇ゴルフ

場事業部あつまる

阿蘇赤水ゴルフ倶楽部

資格:不問

雇用期間の定めなし

パート
清掃（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

営膳係（旅館） (株)樹やしき

雇用期間の定めなし

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

＊食事後の食器類の片づけ補助

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

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

・主にホール、レストラン等の共用部の
窓ガラス拭き作業です。

（客室の窓拭きは有りません）
・廊下の掃除機掛け
・掃除道具、洗剤等の管理

・トイレ巡回清掃
・脱衣室清掃
・共用部巡回清掃

・居室・廊下の清掃
・洗濯業務
・居室のベッドメイク
・食堂の後片付け

・客室の清掃
・客室のベッドメイク
・アメニティー等の補充
・廊下・トイレ等の清掃

＊客室全体のお掃除・ベッドメイク・
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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

①9:00～15:00

求人:３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か月未満) 従業員数:74人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1610111 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

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か月未満) 従業員数:74人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1621811 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:なし 経験:不問

①9:30～14:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給830円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1514111 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～14:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給821円～858円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1561011 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

①9:00～14:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給821円～828円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1566711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区本荘5丁目10番26号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:65人 時給制　:時給930円～930円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-27892911 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～12:00
②19:00～22:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労
従業員数:170人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1741111 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり

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か月未満) 従業員数:74人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1618611 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

営繕係

（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

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

資格:不問7:00～22:00の

間の6時間以上

客室清掃

（ホテル）

ホテルグリーンピア

南阿蘇（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

客室清掃

（ホテル）

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

医療材料の小分け

管理/院内ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ

(株)八尾ムトウ

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

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

館内清掃

（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

又は9:30～14:30の

間の2時間以上

＊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。

＊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。

＊館内の清掃業務。
・共用部（トイレ、廊下、ロビー等）の
清掃、客室の清掃

・備品の入れ込み
・清掃後のチェック

・客室清掃/ﾍﾞｯﾄﾒｲｷﾝｸﾞ・ﾊﾞｽ、洗面清掃
・ｱﾒﾆﾃｨｰの補助（歯ブラシ、タオル等）
・部屋着の入れ込み
・湯呑みセット、ポットの入れ込み
・共用部（ホール、廊下、階段、トイレ
等）の清掃等

＊客室５０ルームを８名のｸﾞﾙｰﾌﾟで担当
・客室清掃/ﾍﾞｯﾄﾒｲｷﾝｸﾞ・ﾊﾞｽ、洗面の清掃
・ｱﾒﾆﾃｨｰの補充（歯ブラシ、タオル等）
・部屋着・湯のみｾｯﾄ、ﾎﾟｯﾄの入れ込み
・共用部（ホール、廊下、階段、トイレ
等）の清掃

＊病院で使用する点滴や注射用の医療
材料を必要な数だけ揃えて、院内デリ
バリー等行うお仕事です

＊他、データ入力業務等ＰＣを使用した
付帯業務もあります
※雇用期間：１年毎の年度更新

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

・器の種類によっては、手洗いする
場合もあります。

＊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名で流れ作業。
＊厨房の調理スタッフの手伝い。
＊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を希望

・下膳された食器の洗浄
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①7:30～12:00
②8:00～12:00

求人:４人 ③19:00～22:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給830円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1513911 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労
従業員数:364人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1522111 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

①8:00～12:00
②16:30～21:00

求人:２人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090- 1538611 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 週休2日制:その他 経験:不問

洗浄業務

（病院内厨房）

(医社)大徳会

（大阿蘇病院） 資格:不問

雇用期間の定めなし

洗い場 (有)黒川荘

資格:不問

雇用期間の定めなし

洗い場係

（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

・器、皿洗い
・器の管理
・厨房、盛り込み補助等

・下膳された食器の洗浄
・調理道具の洗浄
・食器のふき上げ、タオルの洗濯
・食器の片づけ

＊病院内厨房にて食器・調理器具等の
洗浄業務

・厨房内の清掃
・配膳、下膳
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この求人情報誌は、以下の場所で配布しております。部数に限りがございますのでご了承ください。

阿蘇市役所
阿蘇市

内牧支所

阿蘇市

波野支所

阿蘇市

社会福祉協議会

産山村役場 小国町役場 小国ゆうステーション 南小国町役場

南阿蘇村役場 高森町役場
高森町

観光交流センター

山都町役場

蘇陽支所

山都町役場
南阿蘇村役場

福祉センター

小国暮らしの窓口

（木魂館）

求人情報誌の配布場所

ハローワーク阿蘇のご案内

所在地

〒869-2612

阿蘇市一の宮町宮地2318-3

TEL：0967-22-8609

FAX：0967-22-4775

各種情報

○「月刊 求人情報誌」始めました！

・正社員求人

・学歴、経験、資格不問求人

・宿泊業関係求人

について、毎月1回（おおむね月初め）発行します。

ハローワーク庁舎内で配布しておりますので、ぜひご利用ください。

○「週刊 求人情報誌」も始めました！

毎週火曜日発行。前の週に受理した求人を職種問わずまとめております。

月刊と同じくハローワーク庁舎内で配布しておりますので、ぜひご利用ください。

開庁時間

月曜日～金曜日

（祝日、年末年始を除く）

午前８時３０分～午後５時１５分


