
●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。

詳細は下部ＱＲコード[ハローワークインターネットサービス]またはハローワークで求人票

をご確認ください。

●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、窓口までお越しく

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ください。

※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ません。

各種給付金や助成金において、ハローワークの紹介による就職が条件となっている場合、

それを満たしたことになりませんので、ご注意ください。

この求人情報誌はR5.1.10～R5.1.25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。

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、
前後することがあります。

次回発行予定日

2月16日（木）

R5.2月1日

■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

■今回の特集は『サービス』です



＊①就職支援セミナーを受講希望の方は
窓口にお尋ね・またはお電話ください。

2/1 水 ③看護のお仕事相談

2 木

3 金 ①就職支援セミナー

6 月

7 火 ②医療・福祉事業所説明会

8 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ④あそサポステ就労相談会

9 木

10 金

13 月

14 火 ②医療・福祉事業所説明会

15 水

16 木

17 金

20 月

21 火 ②医療・福祉事業所説明会

22 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ④あそサポステ就労相談会

24 金

27 月

28 火

 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
◎詳細は巻末の参加予定事業所一覧をご確認
ください。
☆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
・奇数月第３水曜日（10：30～15：00）
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】

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。

お問い合わせ先

0967-22-8609



①8:20～17:30

求人:１０人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 合志市幾久富1758-766 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:200人 時給制　:月額174,400円～174,400円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43030-  703331 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森字豆前 週休2日制:毎週 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:66人 月給制　:月額192,000円～232,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  158931 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） 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:66人 月給制　:月額162,000円～202,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  157631 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） 理学療法士
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:66人 月給制　:月額225,000円～275,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  160831 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） 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:66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-  156331 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） 看護師
①8:30～17:00 准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1902-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:300人 月給制　:月額250,000円～320,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   95931 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(看
看護師

①8:30～16:30 准看護師
②8:30～12:00

求人:２人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1521 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額180,000円～186,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  101031 就業場所:阿蘇市黒川1521 週休2日制:なし 経験:不問

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

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

介護支援専門員

正・准看護師

雇用期間の定めなし

(医)眼科古嶋医院

看護職

雇用期間の定めなし

(同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

看護師（病院）

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

電子部品の

製造業務

(株)ラックプラン

資格:不問

准看護師

（病院）

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

理学療法士

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

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

新設された工場にて、
携帯電話など各種電子機器に使用される
部品の製造業務のお仕事です。
※冷暖房完備の環境での座り作業です。
※職場見学で作業内容や雰囲気を事前に
確認できるので安心です。

・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２～４回程度あります。

・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・入院患者様の理学療法
・訪問リハビリテーション
・心臓リハビリテーション

＊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

＊入居者及びﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用者においての
介護業務全般

＊血圧測定等の健康管理、配薬等の看護
業務

＊食事介助、入浴介助、排泄介助等
＊病院関係の往診立会

＊現在、白内障手術・網膜光凝固・
コンタクト外来等幅広く対応しており
ますが、診療所としての一般的な看護

・介助ができれば可。
＊眼科的な治療に意欲のある方は歓迎
いたします。日勤勤務となります。

＊病院の看護業務全般

1



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:30～17:30

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-   66431 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
①8:30～17:30

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154,480円～210,600円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   63831 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問
准看護師

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:30歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧976番地の2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:132人 月給制　:月額143,800円～180,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-   67731 就業場所:阿蘇市内牧976番地の2 週休2日制:毎週 経験:不問
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199,500円～304,500円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090-   81231 就業場所:阿蘇市内牧353 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204,500円～304,500円 休日:土日他 学歴:不問
正社員以外 43090-   82531 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 保育士
①8:00～17:00 幼稚園教諭
②8:30～17:30 小学校/中学校教諭

求人:１人 ③9:00～18:00 あれば尚可
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172,500円～294,500円 休日:土日他 学歴:不問
正社員以外 43090-   87931 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 臨床心理士
①8:00～17:00 精神保健福祉士
②8:30～17:30 社会福祉士

求人:１人 ③9:00～18:00 あれば尚可
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172,500円～294,500円 休日:土日他 学歴:不問
正社員以外 43090-   80831 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

管理栄養士
①8:30～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町坂梨2365 保険:雇･労･健･厚
従業員数:39人 月給制　:月額207,000円～268,500円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090-   73531 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

管理栄養士

雇用期間の定めなし

(福)治誠会

児童指導員 (株)ワンバイワン

児童指導員(CP/

PSW/CSW)

(株)ワンバイワン

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

准看護師

雇用期間の定めなし

(福)阿蘇市

社会福祉協議会

准看護師

（病院）

雇用期間の定めなし

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

又は17:00～9:00の

間の8時間

正看護師

（病院）

雇用期間の定めなし

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

又は17:00～9:00の

間の8時間

＊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。

＊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）ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽにおける看護/介護業務。
・排泄・食事・入浴・着替え等の介助
・通所者の方の送迎/体操/ﾚｸﾚｰｼｮﾝの指導
２）地域包括支援センターにおける介護

予防・日常生活支援総合業務。
３）訪問入浴介護事業所での看護/介護

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ阿蘇ふれあい）体の痛みの
原因を適切な処理を施すことで体調を
やわらげ、在宅生活の応援を作業療法士
・理学療法士等によりにより機能訓練で
維持改善を図り、１人ひとりの個別訓練
を行い機能低下の予防を図る。

（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）

（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）

・特別養護老人ﾎｰﾑにおける給食の統括
・栄養管理運営委員会の開催と運営
・献立表等の印刷、食数管理
・在庫管理、発注業務
・嗜好調査、喫食調査等の企画、実施
・関係官庁等に提出する書類作成、提出

○お客様の食生活を含めた栄養面での
2



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-  892831 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）

①8:00～17:30
②8:30～18:00

求人:３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200,000円～225,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   64231 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:必須(児童福祉
介護支援専門員

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225,000円～265,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  139731 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） 介護支援専門員
①7:00～16:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③10:00～19:00
年齢:65歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧117 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額176,000円～210,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   60931 就業場所:阿蘇市内牧117 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 熊本市西区春日2丁目10-1　熊本地方合同庁舎Ｂ棟4階 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:2,183人 日給制　:月額143,000円～189,200円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43010- 2563231 就業場所:阿蘇市黒川1180 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:30

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:180人 月給制　:月額175,000円～225,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  117131 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:あれば尚可(簡

①9:00～18:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

東京都豊島区西池袋5-1-3　メトロシティ西池袋4階 保険:雇･労･健･厚
従業員数:200人 月給制　:月額187,000円～187,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 13090- 3234231 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松4212 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）

雇用期間の定めなし

リングロー(株)

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

ファームランド

中古PC販売・

地域ITｻﾎﾟｰﾄ運営

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

事務補佐員（非常

勤国家公務員）

九州

地方環境事務所

予約・営業事務

雇用期間の定めなし

(医社)問端会

グル－プホーム

といはた

ケアマネージャー

介護支援専門員

（介護医療院）

児童指導員

雇用期間の定めなし

(社)こどもサポート

センターあそら

管理栄養士

（小国店）

雇用期間の定めなし

(株)ドラッグストア

モリ

又は8:30～23:00の

間の8時間

○お客様の食生活を含めた栄養面での
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行っていただきます。

○商品管理・店舗管理業務（レジ、接客
販売、商品陳列等の業務）

＊転勤ｴﾘｱ：原則として自宅から通勤可能
なｴﾘｱ内での勤務（車で１時間以内）

＊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、利用者送迎 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及び整理整頓等

＊南阿蘇村と阿蘇市で１名ずつ採用予定。

・ケアプラン原案の作成
・関係者による担当者会議を開催しﾌﾟﾗﾝ
内容を確認・提供・ｻｰﾋﾞｽ状況の把握

・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施、ｻｰﾋﾞｽ計画の修正
・入院、退院時の契約、解約の説明及び
入退院の調整

・ケアプランに必要な業務と書類作成
・入居者の管理
・入退居の支援と書類作成
・職員の業務支援・ご家族の相談
・ホーム運営の様々な業務等
※夜勤の出来ない方でもご応募可能です。

・電話・来客応対、事務所の管理
・郵便等文書の発送/収受/回覧/書類整理
・備品の購入・整理等の各種調整業務
・書類作成/請求書/見積書確認/購入要求
書作成等・官用車点検等の手続及び
運行日誌等とりまとめ 他

＊ﾎﾃﾙ・ﾚｽﾄﾗﾝ・各ｱﾄﾗｸｼｮﾝ、各施設の
お客様/旅行会社会社/WEBからの電話
予約・受付、問い合わせなどの対応、
営業スタッフのサポートなど。

・パソコン入力等の業務（ﾒｰﾙ、専用
ｼｽﾃﾑへの入力等）施設内の簡単な清掃

・中古パソコンの販売・回収・修理
・書類管理・作成・お客様対応
・お客様訪問・自治体や小中学校・法人
向けICT支援ｱｳﾄｿｰｽ・買取、PC導入の
新規開拓営業・空き教室を利用した
ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽの管理・新規営業 他

建設機械のレンタル会社において、電話
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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 普通自動車免許

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165,320円～271,100円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 13010- 3704431 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:不問

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区西原1丁目12-1 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:2,000人 日給制　:月額150,100円～185,200円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43010- 1632231 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2628 週休2日制:毎週 経験:業務PC経験者

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇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150,000円～200,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-   54031 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:あれば尚可(事
変形（1ヶ月単位）

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: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139,480円～181,100円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-   65531 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(診

①9:00～17:30 PC操作
エクセル・ワード

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市東区健軍3丁目50-19　菊乃井ビル3階 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額140,000円～150,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010- 1325931 就業場所:阿蘇市内牧963-11 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(法

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149,322円～173,630円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090-   52931 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ヶ月単位） 危険物取扱者(乙種)
①7:30～16:00 危険物取扱者(乙種以上)

②9:30～18:00 あれば優遇
求人:１人 ③10:30～19:00 普通自動車免許
年齢:不問 （AT不可）

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:457人 時給制　:月額147,656円～147,656円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-   74431 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

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

法律事務

雇用期間の定めなし

(弁)ひのくに

医師事務

作業補助者

雇用期間の定めなし

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

給油所スタッフ

（高森給油所）

阿蘇農業協同組合

販売職（一の宮店

惣菜部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は5:00～17:00の

間の8時間程度

資格:不問

事務／

阿蘇営業所

一般事務

雇用期間の定めなし

(株)陣

雇用期間の定めなし

(株)アクティオ

事務補助 国土交通省　九州

地方整備局　熊本

河川国道事務所
資格:不問

建設機械のレンタル会社において、電話
応対、接客、ＰＣオペレーション、伝票
処理等の仕事を行います。
※一部機械手配の補佐も有り
機械・商品知識は入社後に身につけられ
ますので、業界未経験の方でも安心です。

・請求書作成
・電話対応
・来客対応など

・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

＊来客対応・電話応対・弁護士の
スケジュール管理

＊簡易な法律文書の作成補助
＊裁判所・金融機関等への手続き、書面
提出など＊事務所内の清掃など

＊その他付随する業務

・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。

＊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の接客・販売業務

配属課にて事務補助
・電話交換・書類整理
・文書管理・配車・旅費関係事務
・その他、指示に基づく国土交通行政
事務の補助 データ入力、資料作成

（各種システム入力
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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） 危険物取扱者(乙種)
①7:00～15:30 危険物取扱者(乙種以上)

②9:00～17:30 あれば優遇
求人:１人 ③10:30～19:00 普通自動車免許
年齢:不問 （AT不可）

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:457人 時給制　:月額147,656円～147,656円 休日:日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-   75731 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

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160,380円～160,380円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 1386431 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

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160,380円～160,380円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 1397631 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）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字上田838番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:22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-  126031 就業場所:阿蘇郡小国町大字上田838番地 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1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～64歳

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:66人 月給制　:月額152,000円～202,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  159131 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）

①7:30～16:30 介護福祉士
②8:00～17:30 あれば尚可

求人:１人 ③9:30～18:30
年齢:18歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:83人 日給制　:月額168,081円～184,920円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-   98831 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5861 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
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154,480円～210,600円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   61131 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

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

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

介護職員

（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）

介護福祉士

（病院）

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

給油所スタッフ

（久木野給油所）

阿蘇農業協同組合

販売員

（阿蘇一の宮店）

(株)ドラッグストア

モリ
資格:不問

営業

雇用期間の定めなし

小国ウッディ

協同組合

販売員

（小国店）

(株)ドラッグストア

モリ
資格:不問

＊久木野給油所においての接客・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

・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

・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

＊九州管内の建築会社や材木店などを
訪問し、販売や促進をするお仕事です。

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

（会社規定あり）は会社負担です。

＊「阿蘇山荘」又は「坂梨ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ」
・入所者等の方の簡単な介護
・デイサービスでの体操、機能訓練補助
・レクレーション・起床、就寝の介助
＊訪問介護事業所との兼務があります。
＊夜勤は月に４～５回（相談に応じます）

＊入居者の方の身の回りのお世話
・食事介助
・入浴介助
・着替えの介助
・トイレ介助等

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

・排せつ、清拭、入浴、身体整容、

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）

①8:30～17:30 介護福祉士
あれば尚可

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･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額154,500円～171,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-   77631 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:介護経験
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30 PC操作可能な方
②9:00～18:00 Word/Excel

求人:１人 ③8:30～13:00
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:9人 月給制　:月額148,000円～190,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  162531 就業場所:阿蘇市小里250-4 週休2日制:その他 医療/薬局等事務経験

変形（1ヶ月単位）

調理師
あれば尚可

求人:３人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:180人 月給制　:月額175,000円～225,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  137531 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:あれば尚可(調
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206,150円～206,150円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  106731 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 調理師

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1873 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 時給制　:月額259,200円～302,400円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   86631 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1873 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町高森1652-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:14人 月給制　:月額180,000円～220,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  135831 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2109 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①11:00～22:30

求人:１人
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

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

正社員 43090-  105431 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:その他 経験:必須(接客経験
変形（1ヶ月単位）

①6:00～22:00

求人:３人
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川1230 保険:雇･労･健･厚
従業員数:117人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  165331 就業場所:阿蘇市黒川1230 週休2日制:その他 経験:不問

レストラン係

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇の司

(阿蘇の司ビラパー

クホテル＆スパリ

ゾート）

資格:不問

調理師

（和食・旅館）

雇用期間の定めなし

(有)つるや旅館

7:00～20:00の

間の8時間

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

バーテンダー

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)樹やしき

鮮魚部調理員

雇用期間の定めなし

(株)ミツイ

一般事務職

訪問介護員

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

ファームランド
5:00～22:00の

間の7時間程度

雇用期間の定めなし

(有)野の花薬局

調理スタッフ

雇用期間の定めなし

(同)ラポール

訪問介護事業所

糸

・排せつ、清拭、入浴、身体整容、
更衣、体位変換、食事介助

・移動、移乗介助、外出介助など身体
介護に関する事。

・調理、洗濯、衣類の補修、掃除、整理
整頓、買い物など生活支援に関する事。

（医療／薬局事務経験者）
＊一般事務：PC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。
（社用車使用：ＡＴ車２台あります）

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・食材洗い/切込み/仕込み等補助/盛付
・食器洗い/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名分の昼、夜食)・昼は11時位・夜
は16時位に準備が完了すれば結構です

園内レストランの厨房でのお仕事です。
・仕込み/調理/盛り付け/洗浄/清掃など
・繁忙期にはホールでの料理の提供、
片付けなどがある場合があります。

・経験者や慣れてきたら、食材などの
在庫確認、棚卸、他

・宿泊客、宴会客に提供する料理や弁当
・仕出しの調理
・仕込み・盛り付け
・食材の仕入れ（発注・検品）、管理
・食器等の洗浄、管理
★住込みも可能です★

「ダイレックス高森店」
・鮮魚の仕込み・さばき
・刺身作り・その他調理
・パック詰め 等
＊「スーパーよつかど」との車での
往き来があります。

＊当館内のラウンジにおいて接客販売。
・カクテルやドリンクの提供
・ラウンジ内の清掃
・酒、ドリンク等の発注及び在庫管理
＊チェックイン時のフロント補助業務。
＊駐車場でのお客様の車移動もあります。

＊ご宿泊のお客様のレストラン及び
宴会場ご利用に於いての接客業務
全般をおこないます。

・テーブル、宴会場のセッティング
・お料理、お飲み物の提供及び下膳
・後片付け及び清掃等

・宿泊客の予約状況（ネット等）の管理
6



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）

①8:00～22:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-  102831 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）

①8:00～19:45 PC操作可能な方
Word/Excel/ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

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206,150円～206,150円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  107331 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）

①7:30～19:15

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･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額206,150円～206,150円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  118031 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
①7:00～16:00
②10:00～19:00

求人:２人 ③13:00～22:00
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1873 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 時給制　:月額181,440円～181,440円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-   83431 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1873 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～21:00

求人:２人
年齢:64歳以下

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

正社員 43090-  104531 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）

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:457人 時給制　:月額161,200円～178,000円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-  147731 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地542 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

大阪府大阪市北 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 27020- 2964431 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6323週休2日制:その他 経験:不問

F　保安の職業（警備員等）

キャンプ場

管理業務

雇用期間の定めなし

(株)ファイブエス

コーポレーション

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・配膳

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)つるや旅館

資格:不問

斎場スタッフ

（一の宮）

阿蘇農業協同組合

接客スタッフ

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)樹やしき

資格:不問

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）

フロント業務

（旅館）

雇用期間の定めなし

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

・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）

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
＊ご来館頂いたお客様をお部屋にご案内
して頂きます。食事の配膳/片づけ等。

・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。

※応募までの職場見学もご相談下さい！

・チェックイン、チェックアウト業務
・宿泊のお客様の客室等へのご案内
・宿泊のお客様への食事の提供・片付け
・宴会場の準備(セッティング)・片づけ
・宴会のお客様の接客、配膳・下膳等
・レストランでの接客や料理出し/レジ

＊食事準備や片づけは基本的にｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
と台車を使用、力仕事はありません。

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

・ご遺族様のご要望に添い葬儀の費用や
進行ﾌﾟﾗﾝ等を決定、会場設営、葬儀の
運営、司会進行に携わって頂きます。

・法事等の受付/相談・斎場の管理/清掃
＊研修等に参加し、実践を通してＪＡ
葬祭のﾉｳﾊｳを習得していただきます。

・受付
・場内そうじ
・アウトドア業務のサポート
・レジ業務のサポート
・未経験者歓迎

熊本県阿蘇市永草にある工場にて従業員
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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）

①9:00～8:59 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153,000円～155,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010- 1392031 就業場所:阿蘇市永草2089 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:１０人 ③21:00～6:00
年齢:18歳以上

熊本市中央区帯山5丁目41-47　大恵ビル2Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:63人 日給制　:月額184,500円～229,600円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員以外 43010- 1671931 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2005-8　 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:18歳～64歳

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- 1474231 就業場所:阿蘇市近郊 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～18:00

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 阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:70人 月給制　:月額170,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-   62031 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 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200,000円～280,000円 休日:日祝 学歴:不問

正社員 43090-  119831 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
交替制あり
①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市三久保47-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:74人 月給制　:月額170,000円～220,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  131631 就業場所:阿蘇市小里781 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:15～17:10

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地538-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 時給制　:月額138,000円～138,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  146431 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地538-1 週休2日制:毎週 経験:不問

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

食品加工作業

雇用期間の定めなし

(有)工房

阿蘇ものがたり 資格:不問

自動車

板金塗装工

通信設備警備社

員／阿蘇地区

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

警備業務

／阿蘇出張所

雇用期間の定めなし

(同)トップガード

資格:不問

雇用期間の定めなし

(有)阿部牧場

資格:不問

雇用期間の定めなし

(株)陣

菓子製造/乳製品

製造に関する作業

施設警備

雇用期間の定めなし

ＡＬＳＯＫ熊本

(株)

養鶏作業員 (福)立正福祉会

高森寮

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
内巡回、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。

工事現場における交通誘導
＊現場は主に阿蘇市内中心で県内各地
（直行直帰あり）

平日は『ＮＴＴの通信工事』や
『九州電力の工事』における交通誘導
＊電気通信工事における交通誘導とは、
電柱に登って作業をされているお客様
の安全を守る為に、電柱付近での車の
誘導や歩行者を案内するお仕事です。

＊事業所敷地内にある自家牧場での養鶏
有精卵の販売をしております。

・えさ作り、水やり、鶏舎管理（清掃等）
・飼料に混ぜる草刈り：軽ﾄﾗｯｸを使用
・採卵作業：午前・午後の２回
・鶏卵の配達と代金回収・金銭管理

＊自動車修理に伴う板金塗装作業全般に
従事していただきます。

＊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。

菓子製造や乳製品製造
生地形成及び焼き作業/包装/箱詰めなど
乳製品の製造にかかわる作業、包装、
箱詰めなど
製造時の温度管理や焼成管理、使用した
機器の洗浄などがあります。

・ｹﾁｬｯﾌﾟ、ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ、ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ等を製造
・一次加工：選別、洗浄、カット
・調味、調合等の加工・整理整頓/清掃等
＊製造工程によっては機械作業、手作業
になります。

＊20Kg程度の原料を運ぶ事もあります。

＊オーガニック野菜やハーブの食品加工
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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）
①9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:20人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  134031 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰10 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
②15:00～0:00

求人:１人
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 保険:雇･労･健･厚
従業員数:40人 月給制　:月額194,000円～335,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  140931 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）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡小国町大字上田838番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:22人 月給制　:月額160,000円～180,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  125131 就業場所:阿蘇郡小国町大字上田838番地 週休2日制:その他 経験:不問

①8:15～17:00
②5:30～14:15

求人:２人 ③14:00～22:45
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市東区長嶺東8丁目1-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:450人 時給制　:月額195,408円～207,000円 休日:土日他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010- 3478431 就業場所:阿蘇市役犬原1339 週休2日制:毎週 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-  142031 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154,829円～155,520円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  138431 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154,829円～155,520円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  144231 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

①8:30～17:15

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- 2695731 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

資格:不問

二輪・四輪車

電装部品組立

雇用期間の定めなし

(株)白水

ディエイチシー 資格:不問

プラスチック

成形技能士

雇用期間の定めなし

(株)白水

ディエイチシー

Ｏリングの製造 アビリティ(株)

資格:不問

製品の仕上げ

雇用期間の定めなし

(株)グローリー

資格:不問

プラスチック成形

加工オペレータ

雇用期間の定めなし

(株)白水

ディエイチシー

オーガニック

食品の製造

雇用期間の定めなし

南阿蘇ｵｰｶﾞﾆｯｸ(株)

ＢＩＯ ＢＩＯ工場
資格:不問

製材作業員

雇用期間の定めなし

小国ウッディ

協同組合 資格:不問

水質検査業務

雇用期間の定めなし

ハイコムウォーター

(株)南阿蘇村工場
資格:不問

＊飲料水の製造工場での水質検査業務。
・最終出荷前の水質検査
・製造現場の環境検査
・品質保証に関する業務
・製造ラインの補助業務
・備品管理及び発注業務

＊オーガニック野菜やハーブの食品加工
作業、管理業務を行っていただきます。

・レトルト食品製造（ハンバーグ等）
・飲料製造
・冷凍カット野菜

パソコン入力にて、材木の切断及び製材
構造材から内装材まで取り扱っており、
製材、加工の機械の操作や結束。
＊男性・女性ともに歓迎します。

成型機械で成型されたＯﾘﾝｸﾞを容器に
入れる簡単な作業になります。手のひら
ｻｲｽﾞの大きさになりますので軽量の製品
になります。・丁寧な研修期間もありま
すのでものづくり経験ある方、経験の
ない方でも安心して働けます。

＊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

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

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

加工済のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品に、バリと呼ばれる削
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に取り除いて
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。

材料を機械の治具にｾｯﾄし加工開始。
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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:１人
年齢:64歳以下

熊本市北区弓削4丁目1番64号　マルソービル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- 2702631 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-3 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30 特定自主検査取得者

あれば尚可/優遇
求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区東野3丁目3番5号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:51人 月給制　:月額170,000円～330,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43010- 3166331 就業場所:阿蘇市黒川62-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
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200,000円～280,000円 休日:日祝 学歴:不問

正社員 43090-  120431 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）
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200,000円～280,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  121731 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）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市赤水905 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額150,000円～250,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-   99231 就業場所:阿蘇市赤水905 週休2日制:その他 経験:不問

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- 2704131 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-3 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:１人
年齢:18歳～59歳

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

正社員 43090-  143831 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(＊

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）

生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質管理

（試験室）

雇用期間の定めなし

阿蘇レミコン(株)

ロードサービス

雇用期間の定めなし

(株)陣

品質管理

雇用期間の定めなし

(株)白水

ディエイチシー 資格:不問

製品検査および

受入業務

雇用期間の定めなし

(株)グローリー

資格:不問

自動車整備士

雇用期間の定めなし

(株)陣

整備

（阿蘇営業所）

雇用期間の定めなし

(株)クマケン

マシン

オペレーター

雇用期間の定めなし

(株)グローリー

資格:不問

材料を機械の治具にｾｯﾄし加工開始。
終わったら取り出し次の加工を開始。
加工している間ﾃﾞｼﾞﾀﾙのﾉｷﾞｽやﾏｲｸﾛﾒｰﾀｰ
等を使い、寸法確認・目視での外観検査
も行い、仮容器に入れていく作業です。

・レンタル機械の整備
＊営業エリア：阿蘇市、阿蘇郡
その他周辺

＊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

・ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱは南小国町～20Km程度の圏内
・ロードサービス業務のない日は洗車や
整備補助業務。トラブルに遭った方を
助けるやりがいのある仕事です。

＊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。

・工事現場で使用する生ｺﾝｸﾘｰﾄの試験
（ミキサー車で運搬した生コンクリート
を採取して、その状態を検査します）

・データ入力及び書類作成・材料の検査
＊現場へ同行するので、社用車（軽ﾄﾗｯｸ
・軽ﾜｺﾞﾝ：共にＭＴ車）を運転します。

三次元測定器を用いたﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品の検査業
務と手順書に従った在庫の出庫および
梱包、または入荷業務です。
切削加工のマシン補助業務もあります。

＊二輪・四輪車（ヘッド・ウィンカー
・テールランプ・プラスチック形成など）
の検査作業
＊外観検査（変形・ショートの確認）
＊部品検査（欠品等の確認）
＊不具合別データーの集計表の作成

・高森町の高森中央小学校、中学校の
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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

大型自動車免許
①6:30～18:30 大型1種中型自動車免許

(８t限定可)
求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問

阿蘇郡高森町高森2358-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 日給制　:月額160,000円～200,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  133131 就業場所:阿蘇郡高森町高森2358-1 週休2日制:毎週 経験:不問
大型自動車免許

①6:15～9:00
②15:00～20:00 大型自動車二種免許

求人:１人 ③8:30～17:15 あれば尚可
年齢:不問

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か月未満) 従業員数:65人 月給制　:月額141,000円～141,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  123631 就業場所:阿蘇市内 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位） 大型自動車免許
①8:00～20:00 フォークリフト運転技能者

②8:00～15:00
求人:１人 ③8:00～17:00
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 保険:雇･労･健･厚
従業員数:40人 月給制　:月額228,000円～376,000円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090-  153531 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:長距離実務
変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許
①8:30～17:30 フォークリフト運転技能者

②9:00～18:00
求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 保険:雇･労･健･厚
従業員数:40人 月給制　:月額212,000円～350,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  148331 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:大型実務経験

変形（1年単位） 中型自動車免許
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字上田838番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:22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-   79131 就業場所:阿蘇郡小国町大字上田838番地 週休2日制:その他 経験:運搬業務経験
変形（1年単位） 大型自動車免許
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4671 保険:雇･労･健･厚
従業員数:20人 月給制　:月額180,000円～180,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  124931 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4671 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00 ＊必要な免許資格
は求人票をご確認

求人:１人 ください。
年齢:不問

阿蘇市三久保233-135 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 日給制　:月額207,900円～300,300円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-   50331 就業場所:阿蘇市三久保233-135 週休2日制:その他 経験:経験者

J　建設・採掘の職業（型枠大工、左官、内装等）

雇用期間の定めなし

(有)大友

地下ボーリング

雇用期間の定めなし

ハイコムウォーター

(株)南阿蘇村工場

又は9:00～18:00

雇用期間の定めなし

阿蘇中央

生コンクリート

(株)

さく井・配管工

雇用期間の定めなし

大型ドライバー

兼物流業務

スクールバス

運転手

(株)ＡＳＯ

ワークネット

長距離ドライバー

兼物流業務

小国ウッディ

協同組合

大型ミキサー車

運転手

雇用期間の定めなし

ハイコムウォーター

(株)南阿蘇村工場

運転手及び

製材作業員

スク－ルバス

運転手

雇用期間の定めなし

九州中央観光バス

(有)

・高森町の高森中央小学校、中学校の
生徒の登下校の送迎。車の整備等

・登校時間： ７：００～ ８：００
・下校時間：１５：００～１８：００
・送迎時間以外(休憩を除いた)は車の
整備等の作業をしていただきます。

・通学バス（中型：全長９ｍ）の運転し
小中学生の登校・下校の送迎業務

・洗車、車両メンテナンス
・車庫整備・学校環境美化
＊学校行事によっては授業の一環として
野外活動の為の運転業務もあります。

・月４回 大型トラックで資材を運搬
（熊本県ー山梨県）
・往復移動期間は、４日間を想定
・資材搬入 積み込み作業
・商品在庫管理
・工場内整理整頓

・大型トラックで資材を運搬
（当社工場～熊本県 福岡県 宮崎県）
・資材搬入 積込み作業
・商品在庫管理・工場内整理整頓
＊積込作業はフォークリフトで行ない
手積作業はほぼありません

※九州管内管内の木材市場及び建設現場
へ製品の運搬業務（2t又は4t車を使用）

※運搬業務が無い時は工場内の製材作業
補助をお願いします。（製材、加工の
機械の操作や結束の仕事です。）

＊生コンクリート運搬業務：
大型ミキサー車で土木工事現場、建築
工事現場に生コンクリートを納入して
いただきます。

＊さく井：地下水を取水するため井戸の
掘削、揚水設備の設置ﾒﾝﾃﾅﾝｽ。

＊上下水道工事：道路を掘削し上下水道
管の新設、入替、給水装置等の設置。

＊管工事：給排水設備、浄化槽の設置、
和便器から洋便器への取替等＊その他

＊公共工事及び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:64歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090-  150031 就業場所:阿蘇市小倉956-7 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町上色見　560 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 日給制　:月額221,500円～268,500円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  161231 就業場所:阿蘇郡高森町上色見　560 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

球磨郡あさぎり町上西216 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 日給制　:月額292,800円～488,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43070-  335031 就業場所:現場：阿蘇市波野 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村立野1598-1 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:日他 学歴:不問

正社員 43090-   59731 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野1598-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市永草1291-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額190,000円～230,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-   57531 就業場所:阿蘇市永草1291-2 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 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206,150円～206,150円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  109931 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）

①8:00～21:00

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-  100131 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

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

雇用期間の定めなし

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯）

(株)日山建設

雇用期間の定めなし

(株)Ｋ＆Ｒ

(株)森本建設

営膳係（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)軽トランス

ポート

施設管理（旅館）

雇用期間の定めなし

軽トラック運転手

K　運搬・清掃・包装等の職業（配達員、倉庫作業員、清掃作業員、軽作業）

雇用期間の定めなし

(株)樹やしき

パート

土木作業員

土木作業員

雇用期間の定めなし

(有)富士造園土木

土木作業員

雇用期間の定めなし

土木　造園工事

作業員

＊公共工事及び民間工事の土木作業
・道路補修・道路改良・河川工事等
＊現場への移動は事業所に集合し社用車
を使用。＊車両系建設機械資格等の
未取得者は、取得希望の方については
講習費用を会社が負担します。

＊道路工事・造成工事・造園工事など
現場内での作業

＊左官職人の補助作業
＊樹木の生産・管理（除草・出荷）
＊その他、工事に付随する作業
※現場は大津町、熊本市、高千穂町など

土木工事全般を行っていただきます。
※現地の方の応募も歓迎します！
（その場合は現地集合となります）
※建設関連の有資格者は優遇します。
※建設関連資格は会社負担にて取得する
ことも可能です。・出張面接あり

土木作業及び付帯業務全般：
・道路の舗装
・道路の補修作業
・関連する業務全般

・阿蘇郡市の企業や個人宅へ荷物を
お届けするお仕事です。

・乗務前後の車の点検・配達先の確認等
＊配達物は「電気製品や事務用品」等の
配達です。軽ﾄﾗｯｸで運ぶ商品なので、
個々の大きさや重量は様々です。

（草地畜産研究所）

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・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
・洗った器の収納、及び整理整頓

＊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
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:30～16:45

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 合志市栄3801 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:5,344人 日給制　:時給854円～854円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43030-  916231 就業場所:阿蘇市西湯浦1454番地 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:66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-  155731 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
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-   89031 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

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-   90531 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 保育士
幼稚園教諭
小学校/中学校教諭

求人:１人 あれば尚可
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853円～1,200円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090-   91431 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 臨床心理士
精神保健福祉士
社会福祉士

求人:１人 あれば尚可
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853円～1,200円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090-   88131 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 栄養士

求人:１人
年齢:59歳以下

菊池市旭志川辺字五東沖1163番12 保険:雇･労
従業員数:40人 時給制　:時給900円～1,200円 休日:土日祝 学歴:不問

パート労働者 43030-  741531 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1557 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり 管理栄養士
①8:30～17:15
②9:30～18:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川1266 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:180人 月給制　:時給1,002円～1,002円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-   76331 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

児童指導員 (株)ワンバイワン

8:30～17:30の

間の4時間以上

管理栄養士（会計

年度任用職員）

阿蘇医療センター

栄養士

（高森高等学校）

雇用期間の定めなし

(有)幸

9:00～14:00の

間の5時間程度

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

8:30～17:30の

間の4時間以上

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

正又は准看護師

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

試験研究補助員 熊本県農業研究

センター 資格:不問

（草地畜産研究所）
【熊本県会計年度任用職員】
家畜、試験ほ場の管理補助
調査、分析等研究補助
試験データ入力
物品管理、台帳整理

・患者観察、状態把握・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

(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ阿蘇ふれあい)
痛みの原因に適切な処理を施すことで
体調を和らげ、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
ひとり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）

（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）

【児童発達支援事業（１日１０人程度）】
・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）

学生寮での栄養士及び調理業務
・献立作成、発注・検品業務、調理補助
・食器洗浄、厨房清掃等
＊その他上記に付随する業務
＊令和５年４月より新規オープン

○阿蘇医療センターにおいて管理栄養士
として従事していただきます。

＊障害をお持ちの方の夜間の支援と
13



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①22:00～7:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:70人 日給制　:時給1,400円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  122331 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:その他 経験:不問

保育士

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市西区花園6丁目38番45号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:60人 時給制　:時給880円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010- 3119931 就業場所:阿蘇市内牧1172 週休2日制:毎週 経験:不問

①14:00～19:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧976番地の2 保険:労
(４か月以上) 従業員数:132人 時給制　:時給950円～950円 休日:日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-   68331 就業場所:阿蘇市内牧1376 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市竹原610-6 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 時給制　:時給1,200円～1,500円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-   70031 就業場所:阿蘇市竹原610-6 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～16:00 PCの基本操作技術
②9:00～15:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:5,344人 日給制　:時給925円～1,159円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010- 1522431 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2402 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

愛媛県上浮穴郡久万高原町下畑野川乙488番地 保険:労
従業員数:6人 時給制　:時給880円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 38010- 3187931 就業場所:阿蘇市波野大字小地野663ー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

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1,250円～1,400円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43090-  116931 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

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

健康指導員 (株)阿蘇

ファームランド

グラフィック

デザイン

雇用期間の定めなし

JPT　Tours

JAPAN(株)

愛媛支店
9:00～20:00の

間の4時間程度

文化的景観保存

調査業務嘱託員

熊本県　企画振興部

地域・文化振興局

文化企画・世界遺産

推進課

受付・清掃・

調理補助等

雇用期間の定めなし

(有)阿南

オーダーマーク 資格:不問

保育士 (株)アピカル

熊本オフィス
7:45～18:15の

間の6時間程度

夜勤員（夜勤

専門支援員）

(福)立正福祉会

高森寮 資格:不問

学童支援員 (福)阿蘇市

社会福祉協議会

又は7:30～19:00の

間の8時間程度

＊障害をお持ちの方の夜間の支援と
巡回が主な仕事になります。

・起床準備（着替え、排泄、洗面、
ひげ剃り、検温、布団の片付け等）

・定時の施設内外の巡回

□阿蘇温泉病院事業所内保育園での
保育業務です。

＊内牧小学校及び阿蘇西小学校の放課後
児童クラブの支援業務。

・利用者の出席確認、状況の把握
・基本的な生活習慣の確立に向けた援助
・保護者、家庭、及び学校との日常的な
連絡及び情報交換

＊電話応対・接客

＊文化財保護法に基づく
「重要文化的景観」の「重要な構成要素」
に係る調査個票作成

＊古地図の照合や写真整理
＊電話応対 等

なみの高原やすらぎ交流館は宿泊施設で、
団体の宿泊、ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰの運営等を行なって
います。電話による予約受付、来客時
の応対、施設の清掃、ｶﾌｪｽﾍﾟｰｽでの飲食
物の提供、宿泊時の調理補助等をお願い
します。

＊健康ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ内での健康指導及び管理
・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

・デザイン入力やデザイン起こし、修正
等のデザイン加工

・データーを送りカットする作業
・ミシンを使った簡単な作業
〈例〉ゼッケン縫い・マーク付けなど
・プレス加工
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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

①10:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

宮崎県都城市平江町43-6-1 保険:雇･労
従業員数:118人 時給制　:時給860円～860円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 45040-  990331 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2164-4 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15
②8:30～15:30

求人:１人 ③8:30～14:30
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地2639-1 保険:公
(４か月以上) 従業員数:5,344人 日給制　:時給854円～854円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  128231 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2639-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり 珠算能力検定３級
①9:00～16:00 電卓技能検定試験３級

②9:00～15:00
求人:１人 上記のいずれか
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18-1 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:5,344人 日給制　:時給925円～1,159円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010- 2043331 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2402 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

熊本市東区健軍3丁目50-19　菊乃井ビル3階 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8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 43010- 2739831 就業場所:阿蘇市内牧963-11 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(法

①9:00～14:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原1184-2 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:10,100 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  127831 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1184-2 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市竹原610-6 保険:雇･労
従業員数:15人 時給制　:時給900円～1,100円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-   97031 就業場所:阿蘇市竹原610-6 週休2日制:毎週 経験:不問

①12:00～17:00

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:4人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   69631 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

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

商品管理及び

レジ業務

(株)ホームプラザ

ナフコ小国店
資格:不問

法律事務

雇用期間の定めなし

(弁)ひのくに

9:00～17:00の

間の5時間以上

販売員

（衣料品）

雇用期間の定めなし

(有)色見屋呉服店

又は9:00～19:00の

間の5時間程度

受付事務

雇用期間の定めなし

(有)阿南

オーダーマーク
9:00～17:00の

間の6時間程度

一般事務

熊本県会計年度

任用職員

熊本県　土木部

監理課

雇用期間の定めなし

(株)宮崎ヒューマン

サービス

一般事務（会計

年度任用職員）

熊本県阿蘇

家畜保健衛生所

又は8:30～17:15の

間の5時間以上

資格:不問

来客・電話対応・弁護士のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理
簡易な法律文書の作成補助
裁判所・金融機関等への手続き、
書類提出など
事務所内の清掃など
その他付随する業務

（検算嘱託員）／阿蘇地域振興局土木
設計図書や見積り資料等の数量検算業務

・試験管への記名
・データ整理（パソコンを用いた入力）
・書類作成・整理・来客対応
・検査器具などの洗浄・作業着整理等
※ワード、エクセルの他、専用ソフトを
使用。使用方法は指導いたします。

＊電話応対・接客
＊発注・請求・管理・伝票発行 他
＊備品整理

・商品の在庫管理
・商品の発注業務
・商品の補充、及び陳列
・検品業務
・販売、レジ業務
・店内の清掃等

・来店や電話による受付事務
・注文書・伝票のパソコン入力
・近場への商品の納品
（月に１～２回程度）

・商品の値段の表示、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・近隣のお客様への配達を
お願いする事もあります

＊薬草茶、ハーブティー、ドリンク等の
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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
①9:30～16:30
②10:00～17:00

求人:２人 ③11:30～16:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地3321 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:9人 時給制　:時給860円～1,000円 休日:木他 学歴:不問
パート労働者 43090-  136231 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地162 週休2日制:毎週 経験:不問

①12:00～15:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市三久保47-1 保険:労
従業員数:74人 時給制　:時給880円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  130331 就業場所:阿蘇市小里781 週休2日制:毎週 経験:不問

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:66人 時給制　:時給853円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  154431 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

①6:00～8:00
②17:00～19:00

求人:２人
年齢:64歳以下

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

パート労働者 43090-   94631 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①16:45～9:00 介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級
求人:２人 あれば尚可
年齢:18歳以上

阿蘇市一の宮町宮地1902-1 保険:雇･労
従業員数:300人 日給制　:時給1,387円～1,632円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   96131 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
ホームヘルパー２級

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市波野大字波野3539 保険:労
従業員数:5人 時給制　:時給1,025円～1,425円 休日:土日祝 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  112431 就業場所:阿蘇市波野大字波野3539番地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介
ホームヘルパー２級

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原1834-2 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:9人 時給制　:時給878円～1,480円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-   78931 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

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

接客及び販売 阿蘇薬草園(株)

又は13:00～17:00

の間の4時間

資格:不問

訪問介護員 (同)ラポール

訪問介護事業所

糸
7:00～18:30の

間の6時間程度

訪問介護員

雇用期間の定めなし

(同)ふきのとう

8:00～18:00の

間の2時間以上

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

洗い場・皿洗い

雇用期間の定めなし

(有)阿部牧場

資格:不問

ヘルパー

（夜勤専門）

雇用期間の定めなし

(同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

ヘルパー

（資格不問）

雇用期間の定めなし

(同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

資格:不問

＊ＡＳＯ ＭＩＬＫ ＦＡＣＴＯＲＹ
レストランでの皿洗いを行っていた
だきます。

※週１日からでも勤務可能です。

＊薬草茶、ハーブティー、ドリンク等の
販売及び接客業務

・喫茶コーナーでの注文受け及び提供
・レジ業務、販売・後片付け、食器洗い
・商品陳列/在庫管理・売店内の清掃等
＊土、日、祝日勤務可能な方募集＊

＊「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
・簡単な介護
・デイサービスでの体操、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。

＊住宅型有料老人ホーム入居者の
食事介助等の業務

（資格は不問）

＊住宅型有料老人ホーム入居者の夜間の
巡回・コール対応及び起床・就寝の
軽介助等の介護をおこないます。

＊休憩・仮眠４時間あり
＊勤務は月４回～１２回
（曜日・回数は相談可）

＊利用者様のご自宅を訪問：
・調理
・清掃
・入浴介助 等
※訪問先：波野～産山村

・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。

＊和食の調理
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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

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 阿蘇市一の宮町宮地1873 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7人 時給制　:時給1,200円～1,300円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-   85331 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1873 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①8:30～16:00
②8:30～12:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区貢町780-10 保険:労
(４か月以上) 従業員数:369人 時給制　:時給960円～960円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010- 3153831 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

交替制あり
①10:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目9-9　吉祥寺じぞうビル 保険:労
従業員数:30人 時給制　:時給1,000円～1,500円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 13170- 1379431 就業場所:阿蘇郡高森町大字上色見2803番 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(飲

①7:00～16:30

求人:１人
年齢:64歳以下

大分県日田市上城内町1-25 保険:雇･労･健･厚
従業員数:51人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44040-  261031 就業場所:阿蘇郡小国町北里1908-1 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 東京都港区六本 保険:労
(４か月以上) 従業員数:7,060人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 13040-11706231 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5936 週休2日制:毎週 経験:不問

①18:00～22:30

求人:１人
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

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

パート労働者 43090-  103231 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:毎週 経験:必須(接客経験

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地3075-1 保険:雇･労
従業員数:8人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:金他 学歴:不問

パート労働者 43090-  163431 就業場所:阿蘇市黒川14-3 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地3075-1 保険:雇･労
従業員数:8人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:火他 学歴:不問

パート労働者 43090-  164731 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3075-1 週休2日制:毎週 経験:不問

調理　食堂運営

業務補助

雇用期間の定めなし

(株)じぞう屋

又は12:00～20:00

の間の6時間程度

調理補助 (株)マイステイズ

・ホテル・

マネジメント
10:00～22:00の

間の6時間以上

資格:不問

調理スタッフ

雇用期間の定めなし

(同)ネオ

資格:不問

接客及び

調理補助

雇用期間の定めなし

あか牛丼専門店

ごとう屋
10:00～16:00の

間の4時間程度

資格:不問

接客及び

調理補助

雇用期間の定めなし

あか牛丼専門店

ごとう屋
10:00～16:00の

間の4時間程度

資格:不問

バーテンダー

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)樹やしき

給食調理補助

（学校給食）

(株)九州フード

サプライセンター
資格:不問

調理師

（和食・旅館）

(有)つるや旅館

7:00～20:00の

間の6時間以上

＊和食の調理
・料理や弁当・仕出しの調理
・仕込み・盛り付け
・食材の仕入れ（発注・検品）、管理
・食器等の洗浄、管理

南阿蘇中学校給食センター
学校給食調理業務：食数２６０名分を
７名で作業します
・食材の切込み
・調理
・食器洗浄 他

阿蘇 高森町にある、漫画出版社施設の
食堂で社員/漫画家/劇団員/関係者への
食事の提供を行います。調理、食器洗い、
厨房内清掃などを担当。専門的な知識は
不要ですが、家庭で料理するくらいの
知識や技術があるとより良いです。

（ケアホームネオ）
・盛り付け・配膳・食器洗浄
（食洗機へセット）・片付け、清掃等
＊利用者２０名程度の食事の準備を
１～２名体制で行います

＊定年年齢以上の方について応募相談可

●亀の井ホテル阿蘇のレストラン。
調理に使う食材の下準備や盛り付け、
配膳、片付け、食器類の洗浄や厨房内の
清掃などもお願いします。
未経験から調理をチャレンジしたい方に
オススメのお仕事です。

＊当館内のラウンでの接客販売
・カクテルやドリンクの提供
・ラウンジ内の清掃
・お酒、ﾄﾞﾘﾝｸ等の管理/商品の整理整頓
＊駐車場でのお客様の車移動もあります。

＊お食事処での接客、及び調理補助業務
・メニューの注文受け
・お料理、飲み物等の提供
・レジ業務
・皿洗い、及び厨房の補助
・食事処の清掃等

＊お食事処での接客、及び調理補助業務
・メニューの注文受け
・お料理、飲み物等の提供
・レジ業務
・皿洗い、及び厨房の補助
・食事処の清掃等

＊お客様のチェックイン時、お部屋への
17



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-  111531 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

求人:１人
年齢:18歳以上

阿蘇市一の宮町宮地2276-3 保険:雇･労
従業員数:7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-   55831 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2276-3 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～16:00
②11:00～20:00

求人:２人 ③13:00～22:00
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地1873 保険:雇･労
従業員数:7人 時給制　:時給1,100円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   84731 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1873 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～12:00
②8:00～12:00

求人:２人 ③16:00～21:30
年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 保険:雇･労
従業員数:25人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  108631 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:毎週 経験:不問

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981円～981円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  110231 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

①8:00～17:00

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- 1540331 就業場所:阿蘇・高森近郊 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:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市役犬原49-1-12 保険:なし
(４か月以上) 従業員数:2人 時給制　:時給900円～900円 休日:火木土日 学歴:不問
パート労働者 43090-   51631 就業場所:阿蘇市蔵原大平田50 週休2日制:毎週 経験:不問

F　保安の職業（警備員等）

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）
農業作業員 阿蘇

がっちゃん農園

警備係／阿蘇・

高森地区

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

夜警（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

8:00～17:00の

間の1時間以上

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

ホールスタッフ

雇用期間の定めなし

(株)輝

コーポレーション

（居酒屋もり蔵）
18:00～23:00の

間の4時間程度

資格:不問

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

接客スタッフ

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)樹やしき

資格:不問

接客・配膳

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)つるや旅館

又は7:00～22:00の

間の6時間程度

資格:不問

＊お客様のチェックイン時、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

【高年齢者専用求人】
・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

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

・清掃 等

・宴会場の準備
（テーブル等のセッティング）・片付け
・宴会のお客様の接客、配膳・下膳
・宿泊のお客様への配膳・下膳
＊土・日・祝日勤務が可能な方を希望。

＊食事準備や片づけは基本的にｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
と台車を使用、力仕事はありません。

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

＊道路工事における交通誘導
車線規制をかけたり、車や歩行者誘導

＊イベント会場や店舗などでの誘導
店舗駐車場やドライブスルー、各種
イベント会場での警備をお任せします。

ｸｯｷｰやｹｰｷ/ﾊﾞｳﾑｸｰﾍﾝの製造。生地を伸ば

＊ハウス内での
芽キャベツ・ブロッコリーの収穫

＊夏場はミニトマトの収穫・手入れ・
袋詰め

＊栽培に関わる作業全般
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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

①9:00～12:00
②10:00～14:00

求人:３人 ③13:00～17:00
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-  129531 就業場所:阿蘇市三久保47-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～15:00 ﾀﾌﾞﾚｯﾄやﾊﾟｿｺﾝを
②6:30～14:30 利用します。

求人:１人 普通自動車免許
年齢:不問 あれば尚可

合志市福原3122-8 保険:雇･労
従業員数:90人 時給制　:時給900円～950円 休日:月火水他 学歴:不問

パート労働者 43030-  508431 就業場所:阿蘇市乙姫2083ー113 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰10 保険:雇･労
従業員数:20人 時給制　:時給860円～1,000円 休日:祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  132931 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰10 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①10:00～16:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地166-3 保険:雇･労
従業員数:0人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:土日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  166631 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地166-3 週休2日制:毎週 経験:不問

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:506人 時給制　:時給853円～853円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  152231 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:69歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原1734-4 保険:雇･労
従業員数:4人 時給制　:時給855円～900円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  113731 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1734-4 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930円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  115631 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

(資)七福醤油店

送迎運転手 (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

又は8:30～17:00の

間の5時間程度

客室清掃員 (株)阿蘇

ファームランド

又は9:00～17:00の

間の5時間程度

資格:不問

雇用期間の定めなし

(株)オカザキ

菓子/乳製品製造

に関わる作業

雇用期間の定めなし

(有)阿部牧場

資格:不問

製造と配達

資格:不問

食肉製品製造

補助及び販売

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

クララファーム

オーガニック

食品の製造

雇用期間の定めなし

南阿蘇ｵｰｶﾞﾆｯｸ(株)

ＢＩＯ ＢＩＯ工場
9:00～18:00の

間の5時間程度

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）

パン製造・販売

ｸｯｷｰやｹｰｷ/ﾊﾞｳﾑｸｰﾍﾝの製造。生地を伸ば
したり、ｵｰﾌﾞﾝで焼成作業を行います。
出来上がった商品の箱詰め作業など。
乳製品の製造 機器類の洗浄や製品の箱
詰めや発送作業など。重いものを持ち
上げたりする作業はありません。

パンの製造および販売
仕込から店頭販売業務までの一切を
お願いします。未経験者可能な
オペレーションにしています。

＊オーガニック野菜やハーブの食品加工
作業のサポートを行っていただきます。

・レトルト食品製造（ハンバーグ等）
・飲料製造
・冷凍カット野菜

＊ﾊﾑ・ﾍﾞｰｺﾝ・ｳｲﾝﾅｰ等の製造補助
・包装作業・機械の洗浄、片づけ
・その他の補助業務（軽作業）等
・店内での販売業務・レジ業務
＊可能な方に加工品等の配達をお願い
する場合があります。（社用車使用）

・通所・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。

＊週に２回、入浴介助（１０：３０～
１１：３０）があります。

・業務用・個人宅への配達
・醤油、味噌製造助手
＊製造上必要な機械を扱うことがあります。
＊20㎏程度の重さの物を持ちかかえる
場合があります。

＊製造のみの作業希望の方も相談可能。

・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
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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

①9:30～15:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧1354 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-   56231 就業場所:阿蘇市内牧1354 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

大阪府大阪市北 保険:労
従業員数:70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 27020- 2961831 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6323週休2日制:その他 経験:不問

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 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:62人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090-  145531 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
①10:00～15:00

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:雇･労
(４か月以上) 従業員数:127人 時給制　:時給853円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-   92731 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9週休2日制:なし 経験:不問

交替制あり
①8:30～18:00 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了

求人:１人 あれば尚可
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡高森町大字高森2132番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:45人 月給制　:月額147,500円～212,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2637521 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2132番地1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00
②16:30～9:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳

阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:263人 月給制　:月額145,000円～191,496円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2507221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:その他 経験:不問

商品出荷補助 (株)古今堂

資格:不問

キャンプ場内の

清掃及び受付

雇用期間の定めなし

(株)ファイブエス

コーポレーション
9:00～16:00の

間の3時間以上

洗い場業務 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

雇用期間の定めなし

(有)親和苑

資格:不問

フルタイム
介護職

（介護施設）

介護保険指定事業所

あそ和楽（ティー

ティーシー(有)）

又は17:00～9:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

介護職（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

資格:不問

雇用期間の定めなし

・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。

・キャンプ場内の清掃がﾒｲﾝの仕事です。
・受付業務の補助
・アウトドアライフのサポート
・６０歳以上の方歓迎
・未経験者歓迎
・１日３～４時間ＯＫ・週１日～勤務ＯＫ

・責任票貼り作業
・資材の受け入れ
・出荷作業補助業務
・商品の整理整頓
・出荷周辺の清掃等
・商品箱詰め、箱折

＊当ホテルのレストラン厨房内における
洗いもの業務

・器洗い及び調理器具等の洗い
・器の片付け及び整理整頓
・厨房内の片付け及び清掃等

サービス業特集

1/4～1/31までに受理した求人の特集です。

【未経験者等歓迎求人】
・入浴（衣服の脱着・洗身・洗髪）
・食事（セッティング・介助・後片づけ）
・排泄（トイレ誘導・オムツ交換等）
・老人介護や認知症介護・環境整備
・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ補助★夜勤は月４回程度

利用者の身のまわりの世話、食事、排泄、
入浴介助等の介護全般。
＊夜勤は月５～６回程度です。

・認知症病棟における生活支援
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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
①8:30～17:00
②16:30～9:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳

阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:263人 月給制　:月額188,000円～247,750円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2509421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:263人 日給制　:月額143,600円～143,600円 休日:土日祝 学歴:不問
正社員以外 43090- 2515221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり 介護福祉士
①8:15～17:15

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353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額162,500円～284,500円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 2521721 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:15～17:15

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353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額152,500円～274,500円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 2523221 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:00～17:30

求人:２人 ③9:30～18:30
年齢:18歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:83人 日給制　:月額168,081円～184,920円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 2397521 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30
②12:30～21:30

求人:２人 ③21:30～6:30
年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

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

正社員 43090- 2400221 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森993-8 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:30 介護福祉士
②8:00～17:30 あれば尚可

求人:１人 ③9:00～19:00
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:152人 月給制　:月額153,000円～171,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2408721 就業場所:＊南阿蘇村大字河陽4463　『特 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:30 介護福祉士
②8:30～18:00 あれば尚可

求人:１人 ③10:30～20:00
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:152人 月給制　:月額153,000円～171,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2418221 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番 週休2日制:その他 経験:不問

介護福祉士（阿蘇

グリーンヒル）

(医)高森会

雇用期間の定めなし

介護職（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

資格:不問

介護職員

（介護施設）

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）

介護職

（介護施設）

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

ひめゆり

雇用期間の定めなし

介護職

【有資格者】

(株)ワンバイワン

介護職 (株)ワンバイワン

介護職

（介護施設）

(福)順和会

特別養護老人

ホーム 陽ノ丘荘

雇用期間の定めなし

介護職

（介護施設）

(福)順和会

特別養護老人

ホーム 陽ノ丘荘

雇用期間の定めなし

・認知症病棟における生活支援
（介護支援）
・老人介護、精神介護の補助
・生活全般(入浴/食事/排泄)の介護/支援
・レクレーション補助・ケアプラン作成等
＊夜勤は月４回程度あります。

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

（デイサービス阿蘇ふれあい）
・主に食事・入浴・排泄介助です。
・理学療法士と連携して午前・午後の
集団体操、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ。・利用者の送迎

・通所介護計画書等の書類作成の指導
＊資格取得を応援します。

（デイサービス阿蘇ふれあい）
・主に食事・入浴・排泄介助です。
・理学療法士と連携して、午前・午後の
集団体操、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ。・利用者の送迎

・通所介護計画書等の書類作成の指導
＊資格取得を応援します。

＊入所者の方の身の回りのお世話及び
介護全般

・食事介助
・入浴介助
・着替えの介助
・トイレ介助等

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・食事介助・入浴介助・排泄介助
・食事の配膳、下膳
・洗濯物の仕分け等
・利用者の方の外出時の送迎有り
（軽～ワゴン車等）

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・入浴介助・洗濯物の仕分け
・食事介助
・お食事の配膳及び下膳
・排泄介助等・介護記録記載
○日勤のみの応募も歓迎致します。

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・入浴介助・洗濯物の仕分け
・食事介助・お食事の配膳及び下膳
・排泄介助等・介護記録記載
＊介護職員による調理業務はありません。

＊療養・通所ご利用者様の身の回りの
21



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
②7:00～16:00

求人:１人 ③11:00～20:00
年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額147,000円～177,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2424021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:２人 ③11:00～20:00
年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

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

正社員 43090- 2446321 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(介
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:30
②8:45～18:15

求人:２人 ③13:00～22:00
年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

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

正社員 43090- 2457121 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:30～17:30

求人:１人 ③9:30～18:30
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

大分県日田市上城内町1-25 保険:雇･労･健･厚
従業員数:51人 月給制　:月額180,000円～235,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 44040- 5083921 就業場所:阿蘇郡小国町北里1908-1 週休2日制:毎週 経験:必須(施設介護

①8:20～17:20

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3472-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額136,500円～150,000円 休日:土日祝 学歴:高校以上

正社員 43090- 2624921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3472-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(歯

①9:30～18:00
②9:30～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧1076-13 保険:雇･雇･健
従業員数:5人 月給制　:月額155,000円～195,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2572221 就業場所:阿蘇市内牧1076-13 週休2日制:その他 経験:不問

①9:30～18:30
②9:30～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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～400,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2516521 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:あれば尚可(・

①9:30～18:30
②9:30～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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～400,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2517421 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:不問

介護職

（介護施設）

(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

介護福祉士

（介護施設）

(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

歯科助手 (医社)きずな会

阿蘇きずな

歯科医院

雇用期間の定めなし

歯科助手 そのだ歯科医院

資格:不問

雇用期間の定めなし

介護職

（福祉施設）

(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

施設介護員 (同)ネオ

雇用期間の定めなし

受付事務

（歯科医院）

(医社)健優会

たかもり歯科医院
資格:不問

雇用期間の定めなし

歯科助手 (医社)健優会

たかもり歯科医院
資格:不問

雇用期間の定めなし

＊療養・通所ご利用者様の身の回りの
お世話及び介護業務全般。

・デイケアの送迎 ・食事介助
・お食事の配膳、下膳
・入浴介助・排泄介助等
・リハビリ補助

＊療養・通所ご利用者様の身の回りの
お世話及び介護業務全般。

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

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・食事介助・お食事の配膳、下膳
・入浴介助・洗濯物の仕分け
・排泄介助・利用者の方の外出時の
送迎有り（軽～ワゴン車等）

（ケアホーム ネオ）有料老人ホームに
おける介護業務全般を行って頂きます

・食事、排せつ、入浴介助等の介護業務
・夜勤は、月４～６回程度
＊資格取得制度あり

歯科助手として次ぎの業務：
・受付事務、文書作成
・診療準備、介助、片付け
・滅菌作業
※社用車（軽自動車）の運転がある
場合があります。

・患者さんの誘導
・器具等の準備・片付け
・器具の消毒・滅菌
・備品等の整理整頓
・歯科医師・歯科衛生士のサポート
・院内外の清掃

＊受付業務
・患者様の受付、予約業務
・カルテの整理整頓
・会計業務及び電話対応
☆自動精算機を導入しましたので、
会計業務が軽減されました。

・診療準備・ドクターの診療補助
（吸引機の操作・印象材・ｾﾒﾝﾄ塗り等）
・使用器具の洗浄、殺菌消毒及び片づけ
・院内外の清掃等
＊その他補助業務に関する作業

・クラブハウス内及び各施設の清掃。
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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年単位）
①8:00～17:30 普通自動車免許

あれば尚可
求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:200人 時給制　:月額149,520円～168,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 2548821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(清

変形（1年単位） 調理師
①6:00～20:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:214人 日給制　:月額230,000円～299,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 46010-45982021 就業場所:阿蘇市赤水温泉（無田7-1） 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(ホ

変形（1ヶ月単位）

①6:00～20:00
②6:00～11:00

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:30人 月給制　:月額220,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2403321 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:130人 月給制　:月額180,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2428521 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
変形（1ヶ月単位）

求人:２人
年齢:65歳以上

阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:130人 月給制　:月額180,000円～220,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2440021 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
変形（1ヶ月単位）

①7:30～16:30 調理師
②8:30～17:30 あれば尚可

求人:２人 ③10:00～19:00
年齢:64歳以下

阿蘇郡産山村田尻618番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額155,000円～170,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2632121 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

①7:30～16:30

求人:２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～180,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-41884921 就業場所:阿蘇郡産山村大字山鹿477 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①6:30～15:30
②7:30～16:30

求人:１人 ③9:30～18:30
年齢:不問

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:369人 時給制　:月額155,520円～164,160円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43010-40957021 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

清掃 東急ﾘｿﾞｰﾂ&ｽﾃｲ(株)

阿蘇東急ゴルフクラ

ブ『阿蘇キャニオン

テラス＆ロッジ』

調理 ケービー食品

(株)

調理係（旅館）

【高年齢者専用】

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
資格:不問6:00～21:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

調理員 (福)やまなみ会

なでしこの里

雇用期間の定めなし

調理スタッフ

（旅館）

(資)蘇山郷

資格:不問

雇用期間の定めなし

調理係（旅館） (有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
資格:不問6:00～21:00の

間の8時間

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

給食調理／おぐ

に老人保健施設

(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

・クラブハウス内及び各施設の清掃。
・ロビー、お風呂場、トイレ等の清掃
・その他不随する業務

○ホテル調理全般（準備・調理・片付け）
・バイキング形式の朝食・夕食
・お客様の前で調理実演を行い、料理を
提供します。

◆令和４年７月阿蘇白雲山荘新築ｵｰﾌﾟﾝ
◆面接随時実施しています。

＊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
（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歓迎します≫

＊バイキングレストランに提供する
料理の下ごしらえ及び調理業務

・精肉を専用機械や包丁を使用して、
それぞれの料理の材料をカット

・魚を刺身用のネタにさばき、寿司造り
他煮付け・惣菜などの調理

＊バイキングレストランに提供する
料理の下ごしらえ及び調理業務

・精肉を専用機械や包丁を使用して、
それぞれの料理の材料をカット

・魚を刺身用のネタにさばき、寿司造り
他煮付け・惣菜などの調理

・食材の下処理、切り込み、調理、盛り
付け、配膳、食器洗浄、厨房内の整理
食品管理等

・朝３５食、昼５０食、夕３５食を
ｽﾀｯﾌ３人の交代制で対応しています。

調理業務
調理全般、切込み等

１５０食（４人体制）

病院・小学校・施設等での給食調理全般

給食調理
・調理
・配膳
・洗浄

＊朝・昼・夕 各５０食程度（５人体制）
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

求人:２人
年齢:不問

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:369人 時給制　:月額192,000円～240,000円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43010-41021721 就業場所:大津/阿蘇/小国区域内の事業所(面談時に応相談) 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調

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 43010-39389521 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ヶ月単位）

①8:15～18:00
②6:00～15:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:83人 日給制　:月額148,081円～151,032円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 2396221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①6:30～15:30
②8:30～17:30

求人:１人 ③9:30～18:30
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:152人 月給制　:月額155,700円～187,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2417821 就業場所:＊南阿蘇村河陽4463　　　『特 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 調理師
①5:30～14:30
②8:00～17:00

求人:１人 ③9:00～18:00
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･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額150,000円～151,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2425721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①5:30～14:30
②7:30～16:30

求人:１人 ③8:30～17:30
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･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額147,000円～163,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2442821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00
②12:00～20:00

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:雇･労･健･厚
従業員数:90人 月給制　:月額200,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2456921 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①7:00～19:00
②7:00～20:00

求人:３人 ③6:00～19:00
年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6612-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 月給制　:月額180,000円～260,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2532521 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6612-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調

調理業務他 (株)九州フード

サプライセンター
6:00～19:00の

間の8時間程度

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

調理師

（介護施設）

(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

調理員

（介護施設）

(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

調理員

（介護施設）

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）

資格:不問

調理職員 (福)順和会

特別養護老人

ホーム 陽ノ丘荘

資格:不問

雇用期間の定めなし

調理 (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

調理補助 (株)南城苑

資格:不問

雇用期間の定めなし

病院・小学校・施設等での給食調理全般
有資格者は栄養士業務
＊主に担当区域内の複数の就業地の応援
業務ですが、就業地固定についても
相談に応じます。

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

・栄養士の指導の下で朝食、昼食、
夕食、おやつ作り

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

・材料切込み・仕込み・調理・盛り付け
・調理器具や食器の片づけ
・厨房内の清掃
＊朝・夕：各５０食＊昼：１００食
＊おやつ（１回）：１００食
５～６名のスタッフで調理します

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・調理業務全般・食事の盛り付け
・食器洗い・食器類の準備や片付け
・厨房の清掃業務による衛生管理
・調理業務に関する記録等
◆毎食４７名分に対応していただきます。

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・調理食材の下処理、及び切り込み
・調理、盛りつけ、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
※（社内相談担当者制あり）

＊従業員への食事の調理業務
朝・昼・夕を２人体制(各100食分程度)

・食器洗い、厨房の清掃等
・その他の調理業務全般
＊ホテルレストランでの調理業務
＊ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ会場にてｶｳﾝﾀｰ内での調理/提供

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】

・朝食/夕食作り・仕込み/調理/盛り付け
・皿洗い、調理場の清掃等
＊調理師免許をお持ちの方はもちろん、
経験を積んでからの取得をお考えの方
も同時に募集しています。
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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ヶ月単位）

①7:00～10:30
②17:00～21:30

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162,000円～240,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2469221 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
調理師

①6:00～19:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧1131 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額250,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2576621 就業場所:阿蘇市内牧1131 週休2日制:毎週 経験:必須(調理業務
変形（1ヶ月単位）

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 2437421 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①6:00～10:00
②16:00～20:30

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～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2468821 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(・
変形（1年単位）
①7:00～16:00
②7:30～16:30

求人:３人 ③8:00～17:00
年齢:45歳以下

熊本市東区新生2丁目23-18 保険:雇･労･健･厚
従業員数:85人 月給制　:月額163,000円～272,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-39320821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河湯5992-2週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:130人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2426821 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①5:00～15:00
②14:00～22:00

求人:２人
年齢:44歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2454321 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
①7:00～22:00

求人:１人
年齢:64歳以下

東京都港区六本 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,060人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 13040-51017822 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(◆

調理補助（旅館） (株)夢龍胆

資格:不問

雇用期間の定めなし

調理人（旅館） (株)日の出観光

旅館金時

雇用期間の定めなし

ゴルフ場

幹部社員候補

(株)

ドゥ・ヨネザワ 資格:不問

又は7:00～18:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

レストラン

スタッフ（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問7:00～22:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

衛生管理責任者

（候補／旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問6:00～21:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

調理人（旅館） (株)夢龍胆

資格:不問

雇用期間の定めなし

レストラン

スタッフ（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

フロントスタッフ (株)マイステイズ・

ホテル・

マネジメント
資格:不問

雇用期間の定めなし

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・簡単な食材の洗い、切り込み、下処理
・仕込み、簡単な調理、盛り付け
・調理器具、器の洗いもの
・生ゴミ等の処理
・厨房の清掃等

＊ご宿泊のお客様に提供するお料理の
調理業務全般

・食材の洗い、切込み
・仕込み、調理・盛り付け
・調理器具等の洗い
・厨房の整理整頓、及び清掃等

＊調理長の指導の下での調理
・食材の洗い、切り込み
・夕食・朝食の調理
・食材の発注及び管理
・メニューの作成・サービスの指導
・厨房の清掃等

・消毒・衛生に関する施設内点検
・衛生に関する社員への指示・指導
・衛生関連書類・点検簿等の作成・入力
・その他、衛生管理に付随する業務
※空いた時間は調理補助業務にも
携わっていただきます。

●亀の井ホテル阿蘇
チェックイン、アウト業務、接客、電話
応対、予約受付（電話/インターネット）
館内や周辺施設等をご案内するｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ
業務。その他経理業務、発注業務などの
事務業務もお願いいたします。

１）はご宿泊のお客様の朝食及び団体様
の昼食のレストラン業務

２）ご宿泊のお客様の夕食（会席料理
のみ）のレストラン業務

・配膳の準備・料理、飲み物の提供
・後片付け・ホールの清掃等

１）はご宿泊のお客様の朝食及び団体様
の昼食のレストラン業務

２）ご宿泊のお客様の夕食（会席料理
のみ）のレストラン業務

・配膳の準備・料理、飲み物の提供
・後片付け・ホールの清掃等

ゴルフ場内各部署における責任者候補
・レストランホール責任者
・フロント責任者
・コース管理責任者
・リネン責任者

・宿泊予約(ネットを含む)の受付と管理
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

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:高校以上

正社員 43090- 2608921 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

阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額166,300円～310,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2600021 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位）

①22:00～8:00

求人:１人
年齢:18歳～64歳

阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:92人 月給制　:月額221,500円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2577921 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:00～17:00
②10:00～19:00

求人:３人 ③14:00～23:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡南小国町大字満願寺6612-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 月給制　:月額190,000円～260,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2541421 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6612-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①22:00～7:00

求人:３人
年齢:18歳～44歳

阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:130人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2427221 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～20:00

求人:２人
年齢:35歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2447621 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①22:00～8:00

求人:３人
年齢:18歳～64歳

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 日給制　:月額195,200円～195,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2452521 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①14:00～21:00 普通自動車免許
(AT不可)

求人:２人 あれば尚可
年齢:44歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 月給制　:月額200,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2453421 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

フロント

（旅館）

(有)あらい

（静寂な森の宿

　　山しのぶ）

雇用期間の定めなし

フロント・接客 (有)藤本商事

夫婦露天風呂の宿

藤のや「ふじリゾー

ト(株)グループ」 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・予約又

はナイトフロント

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

又は7:00～22:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

予約係 (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

ナイト

専属フロント

阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

資格:不問

雇用期間の定めなし

フロント (株)南城苑

資格:不問

雇用期間の定めなし

ナイトフロント

（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

フロント係

（ホテル）

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや

雇用期間の定めなし

・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
・お客様の送迎（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）

（１）朝食に係る準備・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

＊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。

・お出迎え、お見送り・ﾁｪｯｸｲﾝ、ｱｳﾄ業務
・お部屋へのご案内及び館内の説明
・ご宿泊やご入浴のお客様の精算業務
・簡単な食事や飲物などの提供
・電話応対、インターネット予約受付
・パソコンでの予約管理等

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

＊宿泊予約受付、旅行会社・個人客との
打合せ・受付

＊インターネットでの宿泊予約の管理
（じゃらん・楽天等）
＊パソコンによる顧客管理等
＊住込みも可能です＊

【未経験者／就職氷河期世代歓迎】
・夜間においてお客様への対応
・付随する業務として館内の見回り
・施錠確認等の夜警業務・電話応対
＊スタッフ２～３人で対応しています。
＊応募前の職場見学もご相談下さい。

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

・チェックイン、アウトなどの受付
26



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）

①7:00～15:00
②9:00～17:00

求人:１人 ③14:00～22:00
年齢:44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162,000円～240,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2471921 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）

①12:00～21:00
②12:30～21:30

求人:２人
年齢:59歳以下

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- 2609121 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年単位）
①8:00～21:00
②11:00～21:00

求人:３人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6612-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 月給制　:月額190,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2539721 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6612-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～21:00
②11:00～21:00

求人:３人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6612-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 月給制　:月額160,000円～220,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2540521 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6612-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①14:30～23:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧145-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30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- 2399321 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可
変形（1ヶ月単位）

①7:00～10:00
②15:00～22:00

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:30人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2404621 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～15:00
②12:00～21:00

求人:２人 ③14:00～23:00
年齢:18歳～59歳 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:55人 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2477521 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
変形（1ヶ月単位）

①6:30～21:00

求人:３人
年齢:59歳以下

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:55人 月給制　:月額190,000円～240,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 2478421 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

フロント (株)夢龍胆

雇用期間の定めなし

客室係（旅館） (有)あらい

（静寂な森の宿

　　山しのぶ）

資格:不問

又は8:30～21:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

バーテンダー・

接客

(資)蘇山郷

雇用期間の定めなし

接客（旅館） (資)蘇山郷

資格:不問

又は7:00～22:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

接客係

（雇用形態Ａ）

(株)南城苑

資格:不問

雇用期間の定めなし

接客係

（雇用形態Ｂ）

(株)南城苑

資格:不問

雇用期間の定めなし

フロント

（ホテル）

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

客室係（ホテル） 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

・チェックイン後、お部屋へのご案内
・お食事の準備
・お料理、飲料水等の提供・後片づけ
・チェックアウト後のお部屋の清掃
・備品等の入れ込み等
＊布団敷きや布団上げはありません。

・チェックイン、アウトなどの受付
・パソコンによる入力
・チェックアウト時の精算業務
・車移動・予約及び顧客管理・電話応対
＊時間帯によっては、お食事処の接客、
布団敷き等の補助もあります。

・お部屋へのご案内及び館内の説明
・お食事の提供
・食事会場の準備や片付け、簡単な清掃
・お出迎え、お見送り・お布団あげ
・掃除機かけ程度の簡単な清掃
・お客様とのコミュニケーション等

・お部屋へのご案内及び館内の説明
・お食事の提供
・食事会場の準備や片付け、簡単な清掃
・お出迎え、お見送り・お布団あげ
・掃除機かけ程度の簡単な清掃
・お客様とのコミュニケーション等

・夕食準備・夕食の提供及び接客
・ﾙｰﾌﾄｯﾌﾟﾊﾞｰでのバーテンダー業務
＊バーテンダーの経験がない方、丁寧に
指導します。

・チェックインによるお部屋へのご案内
・夕食の準備
・朝食・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

・フロント業務全般（ﾁｪｯｸｲﾝ・ｱｳﾄ）
部屋へのご案内等

・お客様の車移動・バーラウンジ業務
・会計業務、簡単なパソコン作業
・宴会場の設営
・電話、インターネットによる予約受付

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・宿泊のお客様をお部屋に案内しお部屋
館内の説明を行う。

・お食事の提供（お部屋または会食場）
・お布団敷・チェックイン、チェック
アウト時のお出迎えとお見送り

・お客様のお出迎えや案内
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 上益城郡益城町大字田原1155-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:1,500人 時給制　:月額206,400円～206,400円 休日:他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43011- 4713921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6392- 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- 2556221 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）

①8:00～22:00

求人:５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280,000円～280,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2449121 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:30～11:30
②17:00～21:00

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162,000円～240,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2470621 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）

①9:00～17:30
②16:00～23:30

求人:２人
年齢:18歳～59歳

熊本市西区花園1丁目3-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額198,000円～198,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員以外 43010-40112621 就業場所:阿蘇市内牧1038-1　 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00
②14:00～23:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2443221 就業場所:阿蘇郡小国町下城4132-4 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①14:30～23:30

求人:１人
年齢:18歳～64歳

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180,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2444521 就業場所:阿蘇郡小国町下城4223 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00
②16:30～0:15

求人:３人
年齢:18歳～59歳

熊本市中央区水道町4番32号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:80人 月給制　:月額210,000円～210,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-41407921 就業場所:阿蘇市内牧962番地13 週休2日制:その他 経験:不問

温泉旅館での

仲居業務

(株)アヴェイル

資格:不問7:00～22:00の

間の8時間

仲居（旅館） (有)小山旅館

雇用期間の定めなし

ホール係 (株)富士千

資格:不問

雇用期間の定めなし

受付、清掃

（吉祥の湯）

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや

雇用期間の定めなし

接客係及び清掃

（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

接客係（旅館） (株)夢龍胆

資格:不問

雇用期間の定めなし

受付、清掃

（豊後の湯）

(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

ホール/カウンター

スタッフ

河合興産(株)

雇用期間の定めなし

・お客様のお出迎えや案内
・食事の配膳業務
・館内の掃除など中居業務全般。
＊寮や食事も無料ですので、経済的にも
節約して働けます。

＊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

【未経験者／就職氷河期世代歓迎】
・お部屋へのご案内/館内施設等のご説明
・お食事、お飲み物の提供/下膳（夕食）
・布団敷き/上げ・ﾁｪｯｸｱｳﾄ後の客室清掃
・お茶ｾｯﾄの入れ込み・ｱﾒﾆﾃｨｰ等の補充
＊午前中は清掃、午後は接客業務。

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・お部屋へのご案内及び館内の説明
・お部屋食、お食事処の準備
・夕食、朝食の提供及び下膳、後片付け
・布団の敷き/上げ・お見送り・客室清掃
・お茶ｾｯﾄ、ｱﾒﾆﾃｨｰ等の入れ込み等

店内での接客
機械等の保守点検

・日帰り温泉の露天風呂、家族風呂の
受付業務

・精算業務・風呂、脱衣場等の清掃
・使用済みのﾀｵﾙ、ﾊﾞｽﾀｵﾙ等をｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
（ひぜんや）へ持って行き、洗濯済みの
タオル等を持って来ます。

ﾌﾞﾛｽ阿蘇内牧店ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾎｰﾙ
（パチンコ店）の運営業務全般
・接客
・機械の整備
・清掃 等

・温泉施設（日帰り・宿泊利用客含む）
の受付業務

・精算業務・風呂、脱衣場等の清掃
・使用済みのタオル、バスタオル等を
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ室へ持って行き、洗濯済みの
タオル等を持って来ます。

・お客様のお車を駐車場へご案内
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許
①15:00～22:00
②13:00～20:00

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:雇･労･健･厚
従業員数:90人 月給制　:月額160,000円～180,000円 休日:月他 学歴:不問

正社員 43090- 2455621 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

①9:30～16:30

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡高森町大字高森2132番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:45人 時給制　:時給860円～900円 休日:水日 学歴:不問

パート労働者 43090- 2635821 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2132番地1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:50

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:263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- 2504021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:毎週 経験:不問

介護福祉士
①9:00～15:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:263人 時給制　:時給1,200円～1,200円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090- 2511121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:263人 時給制　:時給910円～910円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090- 2513721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:毎週 経験:不問

介護福祉士
①8:30～17:30

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:19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- 2520021 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介

①8:30～16:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給853円～1,000円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2522821 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

駐車場係及び

マイクロ運転手

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや

雇用期間の定めなし

パート
介護職

（介護施設）

介護保険指定事業所

あそ和楽（ティー

ティーシー(有)）
資格:不問

雇用期間の定めなし

介護職（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

資格:不問

又は9:00～15:00の

間の3時間程度

介護職員 (株)BEST REVE

リハビリ特化型

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ リスタ

入浴介助員（阿蘇

グリーンヒル）

(医)高森会

資格:不問

介護福祉士（阿蘇

グリーンヒル）

(医)高森会

介護職 (株)ワンバイワン

・お客様のお車を駐車場へご案内
・「吉祥の湯」への送迎（ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ使用）
・送迎車の点検、洗車及び清掃
・環境整備
駐車場周辺他草刈り及び草取り等

グループホーム/デイサービスセンターにお
ける入所者、利用者の生活面を中心と
した身のまわりの世話、介護職全般
・食事の配膳及び下膳、食事介助
・排泄介助、入浴介助
・洗濯物の仕分け、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの準備等

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

・１日に介護員５名で約３０－４０名を
担当

・洗濯物の管理

・認知症病棟における生活支援
（介護支援）
・老人介護、精神介護の補助
・生活全般(入浴/食事/排泄)の介護/支援
・レクレーション補助・ケアプラン作成等

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

＊地域密着型通所介護で定員１８名の
ﾘﾊﾋﾞﾘを中心としたデイサービスです。

・送迎業務・入浴補助・体操指導、
・書類作成・デイサービス内での
介護業務全般 等

（デイサービス阿蘇ふれあい）
・主に食事・入浴・排泄介助
・理学療法士と連携して、午前・午後の
集団体操、レクリエーション。

・利用者の送迎
・通所介護計画書等の書類作成の指導

＊入所者の方の身の回りのお世話
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

求人:２人
年齢:60歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:83人 時給制　:時給900円～1,050円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2394721 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 週休2日制:その他 経験:不問

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森993-8 保険:雇･労
従業員数:134人 時給制　:時給900円～1,020円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2401521 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

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労
従業員数:134人 時給制　:時給900円～1,020円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2459721 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労･健･厚
従業員数:134人 時給制　:時給853円～853円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2461421 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:64歳以下

大分県日田市上城内町1-25 保険:雇･労･健･厚
従業員数:51人 時給制　:時給1,100円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44040- 5082621 就業場所:阿蘇郡小国町北里1908-1 週休2日制:毎週 経験:不問
ホームヘルパー２級
自動車免許(AT不可)

求人:１人 介護福祉士
年齢:不問 あれば尚可

阿蘇市内牧911-8 保険:雇･労
従業員数:14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- 2553021 就業場所:阿蘇市内牧911-8 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～18:30
②9:30～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1963-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58人 時給制　:時給950円～1,500円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 2514821 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1963-5 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

普通自動車免許

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6541 保険:雇･労
従業員数:23人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2575321 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6591-1 週休2日制:毎週 経験:不問

介護職

（介護施設）

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

ひめゆり
8:30～17:30の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

介護職

（介護施設）

(福)岳寿会

特別養護老人

ホーム　梅香苑
8:30～17:30の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

介護職員【高年

齢者専用求人】

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）
7:00～12:00の

間の4時間以上

ホームヘルパー (同)つくし

8:30～17:40の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

歯科助手 (医社)健優会

たかもり歯科医院
資格:不問

雇用期間の定めなし

介護助手

（介護施設）

(福)岳寿会

特別養護老人

ホーム　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

施設介護員 (同)ネオ

8:00～18:00の

間の3時間以上

雇用期間の定めなし

営繕（旅館／

温泉施設）

(有)富士屋

9:00～17:00の

間の5時間以上

雇用期間の定めなし

＊入所者の方の身の回りのお世話
・食事・入浴・排泄・着替等の介助
・環境整備
・配膳・下膳
【高年齢者専用求人】

・食事介助・入浴介助・排泄介助
・食事の配膳、下膳・洗濯物の仕分け等
・利用者の方の外出時の送迎有り
（軽～ワゴン車等）＊施設内研修があり
ますので、未経験者の方も安心して
応募下さい。

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

＊（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

○有料老人ホームにおける介護業務全般
を行って頂きます

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

＊主に阿蘇市内、産山村に居住する
要介護、要支援の高齢者宅を訪問、
食事作り、掃除、洗濯や入浴、食事の
介助等の援助を行う仕事です＊土/日/
祝日勤務可能な方歓迎（月１回程度）

＊訪問移動は個人車を使用します

＊歯科診療の補助業務
・診療準備・ドクターの診療補助
（吸引機の操作、印象材・セメント塗り）
・使用器具の洗浄、殺菌消毒及び片付け
・院内外の清掃
＊その他補助業務に関する業務

＊旅館の温泉施設での管理や清掃業務：
・温泉の温度管理
・外来入浴客の受付
・外周りの清掃 等

＊施設内の温泉『湯ら癒ら』において
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2581521 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2331番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 時給制　:時給900円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2413921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2331番地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可

①9:30～13:30
②13:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2331番地 保険:雇･労
従業員数:8人 時給制　:時給900円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2422921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2331番地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可

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900円～1,200円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2436521 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①12:00～5:00
②1:00～6:00

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給900円～1,200円 休日:月火水木 学歴:不問
パート労働者 43090- 2438321 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2495321 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(調

①9:00～13:00 調理師
あれば尚可

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労
従業員数:66人 時給制　:時給870円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2614321 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(病
交替制あり
①6:00～11:00
②15:30～20:30

求人:４人
年齢:59歳以下

菊池市旭志川辺字五東沖1163番12 保険:雇･労
従業員数:40人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43030-11781721 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1557 週休2日制:毎週 経験:不問

清掃スタッフ

(日帰り温泉施設)

(資)垂玉温泉

山口旅館

（瀧日和）
11:00～18:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

サービス・

清掃スタッフ

(資)垂玉温泉

山口旅館

（瀧日和）
又は10:00～19:00

の間の4時間以上
雇用期間の定めなし

温泉清掃 阿蘇ハイランド

開発(株) 資格:不問9:00～1:00の間

の7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）
資格:不問5:30～20:30の

間の5時間程度

調理業務

（病院・施設）

(医)坂梨ハート会

坂梨ハート

クリニック
又は6:00～19:00の

間の4時間程度
雇用期間の定めなし

温泉清掃

（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

温泉清掃(旅館)

【夜勤】

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

調理員

（高森高等学校）

(有)幸

資格:不問

雇用期間の定めなし

＊施設内の温泉『湯ら癒ら』において

清掃を行う仕事です。

・個室風呂の清掃
・その他、付随する業務

＊垂玉温泉 瀧日和は、熊本地震から
５年の休業を経て、日帰り温泉施設と
して開業しました。ぜひ一緒に働いて
下さる方を募集しています。

・館内清掃：脱衣所、貸切風呂などの
清掃、洗い物

＊垂玉温泉 瀧日和は、熊本地震から
５年の休業を経て、日帰り温泉施設と
して開業しました。ぜひ一緒に働いて
下さる方を募集しています。

・カフェスタッフ：配膳、来店者対応等
・館内清掃：脱衣所/貸切風呂などの清掃

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

・塩素系洗剤を使用してデッキブラシで
磨き、高圧洗浄機(重さ：７キロ前後)
で洗い流す作業です。その後、温泉を
溜めて温度調節を行います。
※経験にも選りますが、５時間程度で
約５～６ヵ所の清掃を行います。

※調理業務全般
・宿泊のお客様への料理提供
・立ち寄りのお客様へのランチの提供
・宴会（婚礼、法事、忘年会等）料理の
提供

・厨房での後片付け、整理整頓、清掃等

＊病院・施設での厨房における給食調理
全般（調理・配膳・下膳・洗浄・切り
込み・盛り付け含む）

＊朝食、夕食は２０食、昼食は５０食
程度を２～３名体制で調理

○学生寮での調理業務
・栄養士の献立に基づいた調理、配膳
（学生寮４０名程度を２名で対応します）
・食器洗浄、厨房清掃等
・その他、上記に付随する業務
＊令和５年４月より新規オープン

・高齢者施設における調理業務全般。
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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
①6:00～12:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区武蔵ケ丘1丁目15-15　2階 保険:労
(４か月以上) 従業員数:33人 時給制　:時給860円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-41381221 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:その他 経験:不問

調理師
栄養士
普通自動車免許

求人:２人 あれば尚可
年齢:不問

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:369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 43010-41020021 就業場所:大津/阿蘇/小国区域内の事業所(面談時に応相談) 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調

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か月未満) 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 43010-40103321 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:２人
年齢:59歳以下

菊池郡大津町大字杉水3021-1 保険:労
従業員数:370人 時給制　:時給853円～900円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43030-11165321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4454-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調

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
従業員数:134人 時給制　:時給880円～880円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2464921 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

①5:30～10:30
②15:30～20:30

求人:４人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:214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 46010-45980921 就業場所:阿蘇市赤水温泉（無田7-1） 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①6:30～15:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 時給制　:時給1,400円～1,400円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2603221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①9:00～13:00
②16:00～20:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給853円～853円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2496621 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

調理業務他 (株)九州フード

サプライセンター
6:00～19:00の

間の5時間程度

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

又は8:00～17:00の

間の5時間程度

調理 九州パートナー

フーズ(株) 資格:不問

又は12:30～19:00

の間の6時間程度

調理補助 ケービー食品

(株) 資格:不問

調理補助 (有)藤本商事

夫婦露天風呂の宿

藤のや「ふじリゾー

ト(株)グループ」

雇用期間の定めなし

調理員 (株)東臣

資格:不問

雇用期間の定めなし

調理

（福祉施設）

(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

厨房の調理補助 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

・高齢者施設における調理業務全般。
・３０食程度の食事を準備して頂きます。
・親切丁寧に教えさせて頂きますので
初心者の方も歓迎致します。

◎希望休制度有

病院・小学校・施設等での給食調理全般
有資格者は栄養士業務
＊主に担当区域内の複数の就業地の応援
業務ですが、就業地固定についても
相談に応じます。

調理業務／阿蘇市阿蘇給食センター
・切り込み等調理全般
・食器洗浄
・調理場内清掃
＊２，０００食程度

（東京応化阿蘇工場 社員食堂）
・栄養士の献立に基づいた調理や配膳
（昼食８５食程度を２～３名で対応）
・食器洗浄、厨房清掃等
・その他、上記に付随する業務
※資格が無くてもＯＫ

＊利用者１００名程度の調理全般
・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
行われる際の食事調理をして頂きます。

・作業は分担制により行います。

○ホテルでの調理補助業務
（準備・調理・片付け）
・バイキング形式の昼食・夕食
◆令和４年７月
阿蘇白雲山荘新築オープン

◆面接随時実施しています。

・お客様の朝食、夕食盛付補助
・従業員のまかない食業務
・調理器具の片付け
☆令和４年８月末 新規オープン施設☆

※料理長の下でお客様へ提供する料理の

調理補助業務

・食材の洗いや簡単な切り込み
・簡単な調理、仕込み、盛り付け
・調理器具などの洗浄

・食材の洗い・野菜の切り込み、簡単な
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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

①5:30～10:30
②7:00～12:00

求人:２人 ③9:00～14:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給1,000円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2433721 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(精

①8:00～15:45 普通自動車免許
②9:00～16:45 あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給1,000円～1,500円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2620521 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:施設調理経験

①10:00～15:00

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
従業員数:35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- 2590421 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:18歳以上

阿蘇市一の宮町宮地2396-1 保険:雇･労
従業員数:2,100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- 2486421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2396-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～13:00

求人:２人
年齢:59歳以下

大分県佐伯市野岡町2丁目1番10号 保険:労
従業員数:87人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44060- 5648221 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原字柿ノ木 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①5:30～10:30
②17:00～22:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:127人 時給制　:時給853円～858円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2493521 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(業

求人:３人
年齢:不問

阿蘇市西町35-1 保険:
従業員数:1人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:水他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2594121 就業場所:阿蘇市西町35-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①17:00～21:30 普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:労
(４か月未満) 従業員数:200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- 2569921 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

レストラン

調理人

阿蘇ハイランド

開発(株)

又は8:00～17:00の

間の7時間程度

まかない係

（旅館）

(有)黒川荘

資格:不問

雇用期間の定めなし

調理補助

（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5:30～20:30の

間の2時間以上

料飲部門スタッフ 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

接客スタッフ

（ラーメン店）

尺間らーめん

資格:不問11:00～16:00の

間の3時間程度

雇用期間の定めなし

調理 (株)ジョイフル

西九州

阿蘇一の宮店

資格:不問9:00～2:00の間

の4時間程度

雇用期間の定めなし

鮮魚担当

（小国店）

(株)マルミヤ水産

資格:不問

雇用期間の定めなし

レストラン

ホールスタッフ

東急ﾘｿﾞｰﾂ＆ｽﾃｲ(株)

阿蘇東急ゴルフクラ

ブ『阿蘇キャニオン

テラス＆ロッジ』

・食材の洗い・野菜の切り込み、簡単な
盛り付け・バイキングの対面調理

（オープンキッチンでの調理、接客）
・料理の差し替え
・調理道具、食器等の洗浄
・厨房内の清掃

＊ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝにおける調理全般
・各種メニューによる仕込み
・ハンバーグ、魚等の焼成・揚げ物
・サラダの盛り付け
・調理器具、皿等の洗い
・厨房内の清掃等

＊一緒に献立を考え、スタッフの昼・
夜の食事を作るお仕事です。

・簡単な調理なので難しくありません。
・在庫管理、食材管理等もあります。

＊調理補助を担当していただきます。
・バイキング料理の調理、仕込み
・食材の切り込み、仕込み盛りつけ
・道の駅販売用の弁当作り
・食器の洗浄、片付け
・その他付随する業務

鮮魚の調理及びパック詰め
寿司の製造
接客、販売、清掃業務
＊定年以上で応募の方は相談に応じます

＊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

店内における接客業務
・オーダー伺い
・料理提供
・テーブル片付け
・清掃
・その他

＊『阿蘇キャニオンテラス＆ロッジ』は
ゴルフ場併設の客室30室のﾎﾃﾙです。
お客様に快適なホテルライフお届け
することを目標にしています。

・レストランのサービススタッフ
・ホール環境設備・清掃

＊ファミリーレストランの接客業務全般
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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:18歳以上

阿蘇市一の宮町宮地2396-1 保険:雇･労
従業員数:2,100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- 2485521 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2396-1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給853円～860円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2497921 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

①5:00～10:00
②7:00～12:00

求人:２人 ③6:00～14:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給1,000円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2430921 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(接

①17:00～22:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給1,000円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2431121 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①20:00～8:00

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:214人 時給制　:時給980円～980円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 46010-45979421 就業場所:阿蘇市赤水温泉（無田7-1） 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 東京都港区六本 保険:労
(４か月以上) 従業員数:7,060人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 13040-49553222 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(◆

①7:00～11:00
②9:00～13:00

求人:３人 ③9:00～17:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給1,000円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2432021 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①6:00～10:00
②16:00～21:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:214人 時給制　:時給980円～1,130円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 46010-45977221 就業場所:阿蘇市赤水温泉（無田7-1） 週休2日制:毎週 経験:不問

レストラン業務

（ホテル）

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇カント

リークラブ）
資格:不問6:00～22:00の

間の3時間以上

朝食バイキング

スタッフ(旅館)

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

又は5:00～14:00の

間の2時間以上

接客係 (株)ｼﾞｮｲﾌﾙ西九州

阿蘇一の宮店 資格:不問9:00～2:00の間

の4時間程度

雇用期間の定めなし

フロント (株)マイステイズ・

ホテル・

マネジメント
資格:不問7:00～22:00の

間の8時間

予約フロント

スタッフ(旅館)

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

又は7:00～22:00の

間の2時間以上

夕食バイキング

スタッフ(旅館)

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

又は17:00～22:00

の間の2時間以上

ナイトフロント・

夜警

ケービー食品

(株) 資格:不問

配膳・接客係 ケービー食品

(株) 資格:不問

＊ファミリーレストランの接客業務全般
・お客様より料理、飲料等の注文受け
・デザート、簡単な料理の盛り付け
・お料理等の提供・精算、レジ業務
・後片付け
・レストラン内の清掃等

＊ご宿泊のお客様のレストランおよび
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

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

＊旅館内レストランにて料理・配膳・
接客・皿洗いなどの業務全般。

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

○夜間・宿泊客のフロント対応
・電話予約・問い合わせ対応
・インターネット予約・システム入力
・メール返信・大浴場片付け/夜間警備
◆令和４年７月阿蘇白雲山荘新築ｵｰﾌﾟﾝ
◆面接随時実施しています。

●亀の井ホテル阿蘇
チェックイン、アウトをはじめとする
接客業務、電話応対、予約受付業務
（電話、インターネット）、館内や周辺
施設などをご案内するｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ業務、
経理業務、発注業務等をお願いします。

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

○レストラン・ホールでの食事配膳
・バイキング料理のセット、片付け等
（朝食・夕食）・接遇サービス全般
・その他付随する業務
◆令和４年７月阿蘇白雲山荘新築ｵｰﾌﾟﾝ
◆面接随時実施しています。

・お部屋へのご案内及び館内のご説明
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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

①7:30～10:30 簡単なパソコン入力
②17:30～21:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字西里3006-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:火水他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2591321 就業場所:阿蘇郡小国町大字西里3006-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①6:30～10:00
②17:00～21:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字午王谷5298番地の1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2538021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字午王谷5298番地の1 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～10:00
②16:00～22:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧145-1 保険:雇･労
従業員数:30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- 2407021 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①5:30～10:00
②7:00～11:30

求人:２人 ③16:00～20:30
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給1,000円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2429421 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～12:00
②17:00～21:30

求人:４人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2588721 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

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1,100円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2557521 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

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川2163 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:58人 時給制　:時給880円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2535621 就業場所:阿蘇市黒川2163 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(同

交替制あり
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2618021 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

接客係 (株)日の出観光

和風旅館

華もみじ

資格:不問

雇用期間の定めなし

接客（旅館） (資)蘇山郷

資格:不問

雇用期間の定めなし

接客全般

（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

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

入園窓口スタッフ (株)阿蘇熊牧場

(阿蘇カドリード

　　　ミニオン)

資格:不問

オープンキッチン

スタッフ(旅館)

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

仲居 (有)黒川荘

資格:不問

雇用期間の定めなし

ゴルフ場

スタート室

阿蘇ハイランド

開発(株)

・お部屋へのご案内及び館内のご説明
・２Ｆ食事処にて朝食/夕食のお料理提供
・下膳及び片付け・予約管理サイトへの
簡単なパソコン入力

＊勤務時間や勤務日数、住居に関しては
相談に応じます。ご相談ください。

＊主としてお客様へお食事等の準備や
接客に関するお仕事です。

・朝食セッティングと提供（宴会場）
・片付け、宴会場の清掃、夕食の
セッティング

＊就業時間、勤務日数は相談に応じます。

・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

＊朝食および夕食（バイキング形式）の
ｵｰﾌﾟﾝｷｯﾁﾝでの調理や接客の仕事です。
≪担当場≫＊ 揚 場＊ 焼き場
＊鉄板コーナー＊オーブン場
＊寿司・刺身場 など
※入社後に導入研修を実施します。

・夕食、朝食のセット業務
・配膳、下膳、後片付け
・客室備品の整理・入れ込み等

＊接客業務全般の補助をして頂きます。

＊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

・入園券販売、簡単な事務作業、清掃等
・レジを使用した簡単な販売業務
＊未経験の方の応募歓迎します。
※基本的に動物を扱う業務はありません

＊お客様のホールアウト後の業務全般に
従事していただきます。

・ラウンド終了後の片づけ
・カートでのコース見回り
・カート等の点検
・その他、付随する業務

○施設管理業務全般
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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
①6:00～13:00
②15:00～22:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:214人 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 46010-45970321 就業場所:阿蘇市赤水温泉（無田7-1） 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町宮原2635-2 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:33人 日給制　:時給859円～1,082円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2606321 就業場所:阿蘇郡小国町宮原2635-2 週休2日制:毎週 経験:不問

特別支援学校

介助員

熊本県立

小国支援学校 資格:不問

又は9:00～14:00

設備 ケービー食品

(株) 資格:不問

○施設管理業務全般
・設備保守・清掃業務
・計器具類確認
・営繕、空調フィルター交換
＊設備にはガス式ボイラー・大浴場ろ過
システムを含む

特別支援学校の介助員
・児童生徒の食事、排泄、教室の
移動補助 等

・学校における日常生活動作の支援 等
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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

《お知らせ》

月刊・週刊の求人情報誌はR5年1月から廃止となります。

今後は月2回発行しております当求人情報誌、「60歳からの就職応援求人」を

ハローワーク庁舎内で配布、「未経験者/就職氷河期世代歓迎求人」を掲示し

ておりますので、ぜひご活用ください。

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


