
この求人情報誌はR4.7.26～R4.8.8までにハローワークで受け付けた求人で、

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

●仕事内容の欄は、文字数の関係ですべて表示されていないものもあります。

詳細はハローワーク求人票をご確認下さい。

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

しください。

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

ので、あらかじめご了承ください。

●事業所への直接のお問い合わせはご遠慮下さい。

ハローワーク

インターネットサービス
求人情報誌PDF版を

公開してます↓

■新着求人（フルタイム・パート）

■医療・福祉事業所説明会の開催について

■生産工程／事務･販売／輸送･機械運転／運搬･清掃(軽作業)

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

ハローワークの紹介で就職したことになりませんので、ご注意ください。

8月16日号

※土日祝日と重なる場合は、
ずれこむことがあります。

次回発行予定日

9月1日（木）



＊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。
8/16 火 ②医療・福祉事業所説明会

17 水

18 木

19 金

22 月

23 火 ②医療・福祉事業所説明会

24 水 ④あそサポステ就労相談会

25 木

26 金

29 月

30 火 ②医療・福祉事業所説明会

31 水

9/1 木

2 金 ①就職支援セミナー

5 月

6 火

7 水 ③看護のお仕事相談

8 木

9 金

12 月

13 火

14 水 ④あそサポステ就労相談会

15 木

ハローワーク阿蘇　相談会などの予定

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

☆内容☆仕事探しのポイント。
応募書類作成・面接の事前準備・
想定問答など

☆雇用保険受給者の方は、
求職活動にカウントされます。

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

☆雇用保険受給者の方は、
求職活動にカウントされます。

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

【熊本県看護協会熊本県ﾅｰｽｾﾝﾀｰ】

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

熊本県社会福祉協議会
熊本県福祉人材・研修センター

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

お問い合わせ0967-
22-8609

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



変形（1年単位） １級電気工事施工管理技士

①8:00～17:00 第一種電気工事士

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2-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:41人 月給制　:月額200,000円～350,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43010-26259121 就業場所:阿蘇市湯浦871「阿蘇営業所」 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(電
変形（1ヶ月単位） 一級建築士
①8:00～17:00 二級建築士

１級建築施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:60歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2223 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額300,000円～340,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1533921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2223 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(実
１級土木施工管理技士

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 鹿児島県鹿児島市中央町10番地　キャンセビル6Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:137人 月給制　:月額270,000円～470,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 46010-28401421 就業場所:熊本市/八代市/阿蘇市付内のいずれかの現場 週休2日制:毎週 経験:業務経験

２級土木施工管理技士

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 鹿児島県鹿児島市中央町10番地　キャンセビル6Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:137人 月給制　:月額220,000円～370,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 46010-28433521 就業場所:熊本市/八代市/阿蘇市付内のいずれかの現場 週休2日制:毎週 経験:業務経験

１級土木施工管理技士

①8:00～17:00 ２級土木施工管理技士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川1347 保険:雇･労･健･厚
従業員数:45人 月給制　:月額212,500円～368,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 1577121 就業場所:阿蘇市黒川1347 週休2日制:毎週 経験:施工管理経験
１級土木施工管理技士

①8:00～17:00

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 阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:23人 月給制　:月額210,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1561721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(監

変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:15～17:30 准看護師
②16:00～9:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

阿蘇市三久保715番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:65人 月給制　:月額205,000円～303,100円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1571221 就業場所:阿蘇市三久保715番地 週休2日制:その他 経験:経験５年以上

看護師

雇用期間の定めなし

(福)蘇幸会

障害者支援施設

たちばな園

施工管理者

（建設業）

クマレキ工業

(株)

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）

雇用期間の定めなし

土木技術者

〔１級〕

(株)コバルト技建

鹿児島支店

電気施工

管理技術者

(株)昭電社

雇用期間の定めなし

建築現場監督 (株)熊本紅屋

雇用期間の定めなし

土木技術者

〔２級〕

(株)コバルト技建

鹿児島支店

土木施工管理技

士

(株)森工業

屋内、道路照明、交通信号等に伴う
電気工事の現場管理又は現場作業員

エリア：熊本県内（社用車使用）

＊公共施設、商業施設、医療・福祉施設
住宅等の建築工事現場の 施工管理
現場監督。

＊パソコンによる施工管理、見積書
写真管理、図面作成等。

＊主として阿蘇郡市内及び熊本市内

○公共工事の土木施工管理業務
○発注者サイドの支援をする業務
＊年度更新

○公共工事の土木施工管理業務
○発注者サイドの支援をする業務
＊年度更新

＊土木工事現場管理業務です。
・現場管理・工程管理・品質管理・安全
管理等の一般的施工管理/工事関連の
書類作成が主な仕事内容になります。

・人員調整・工程管理・安全管理
・書類作成：エクセル・ワードを使用
・役所対応等
現場管理に勤めて頂きます。

＊若手技術者の指導/教育もお願いします

・利用者の健康管理、治療及び看護業務
・看護記録等のパソコン入力
・生活支援３名と共に夜勤があります。
・利用者様の通院の付き添い業務
（阿蘇市内、及び熊本市内方面）
・服薬管理等

要介護者であって認知症高齢者の利用者
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 看護師
①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:１人 ③11:30～20:30
年齢:59歳以下

熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額215,800円～279,970円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-25654221 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:１人 ③11:30～20:30
年齢:60歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:95人 月給制　:月額215,800円～279,970円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-25656421 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問

看護師
①8:30～17:15 准看護師

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167,000円～171,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1521521 就業場所:阿蘇市波野大字波野2703 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位） 社会福祉士
①8:30～18:00 精神保健福祉士
②5:00～14:00 介護福祉士

求人:２人 ③6:00～15:00 何れかあれば尚可
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額195,000円～215,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1508621 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
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1509921 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
変形（1ヶ月単位）

①8:15～17:30
②7:00～16:00

求人:２人 ③16:00～9:00
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

阿蘇市三久保715番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:65人 月給制　:月額188,400円～249,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1502721 就業場所:阿蘇市三久保715番地 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:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:69人 月給制　:月額211,080円～229,700円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1542921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:その他 経験:不問

生活支援員 (福)立正福祉会

高森寮

雇用期間の定めなし

生活支援員

看護職/乙姫の家 (株)

かいごのみらい

看護職/乙姫の家 (株)

かいごのみらい

雇用期間の定めなし

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

雇用期間の定めなし

地域活動支援

センター支援員

(福)立正福祉会

高森寮

雇用期間の定めなし

介護支援専門員

（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

(福)蘇幸会

障害者支援施設

たちばな園

雇用期間の定めなし

看護職員 (福)阿蘇市

社会福祉協議会

＊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・入浴介助・着替え等の介助
・レクレーションの指導等
・利用者の方のバイタルチェック

＊利用者（知的障害者）の生活全般支援
・入浴、食事等の介助
・外出（買い物、ドライブ等）への同行
・歩行訓練リハビリ、音楽活動等の支援
＊夜勤(月/3回程度)＊深夜勤(月/1～2回)
緊急時の対応、排せつ介助等

・朝・夕の送迎
・日中活動（ｸｯｷﾝｸﾞ/ｳｫｰｷﾝｸﾞ/生け花等）
・昼食・間食の提供支援・後片付け
・入浴介助支援
＊利用される方の地域生活支援や相談に
応じてｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞや助言を行います。

＊利用者の介護全般に従事。
・身体に障がいをお持ちの70名の利用者
様の食事/入浴/排泄等のお世話。

（介護記録等のﾊﾟｿｺﾝ入力有り）
・利用者様の買物の代行にて普通車を
使用します。

要介護者であって認知症高齢者の利用者
に入浴/排せつ/食事等の介護/その他の
日常のお世話機能訓練を行うことにより
自立した日常生活が出来る様支援する。
介護/生活支援業務に加え健康管理・服薬管
理・看護処置・協力機関との連携等。

要介護者であって認知症高齢者のご利用
者への看護職として介護/生活支援業務に
加え入所者の健康管理・服薬管理・看護
処置・協力機関との連携等に携わってい
ただきます。
＊６０歳以上の方専用求人です

・居宅介護支援事業所でのｹｱﾌﾟﾗﾝ作成
・サービス事業所との調整
・ご利用者やご家族の相談対応
・介護給付費の管理（給付管理）
・宿直が月３回程度あります
未就学児がいれば宿直は免除です。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①7:00～22:00

求人:２人
年齢:40歳以下

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

正社員 43090- 1547221 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:10

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原1657―1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額155,000円～175,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1585121 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:必須(パソコン
変形（1年単位）
①8:15～17:30

求人:１人
年齢:40歳以下 普通自動車免許

阿蘇市三久保715番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:65人 月給制　:月額174,900円～211,800円 休日:土日祝 学歴:高校以上

正社員 43090- 1570821 就業場所:阿蘇市三久保715番地 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:59歳以下

上益城郡益城町田原2081-28（熊本ソフトウエア株式会社内） 保険:雇･労･健･厚
従業員数:24人 月給制　:月額143,000円～160,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43011- 3013721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30
②9:00～18:00

求人:２人 ③9:30～18:30
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧161-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 月給制　:月額151,300円～167,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1575621 就業場所:阿蘇市内牧161-8 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調

変形（1年単位）
①8:30～17:00

求人:３人
年齢:64歳以下

阿蘇市山田2090-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額150,000円～156,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1589221 就業場所:阿蘇市山田2090-8 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南小国町大字赤馬場1789-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:40人 月給制　:月額164,154円～164,154円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1505521 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1789- 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(接

販売 大観峯観光(株)

資格:不問

資格:不問

一般事務 (株)秋吉

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

雇用期間の定めなし

事務職 (福)蘇幸会

障害者支援施設

たちばな園

雇用期間の定めなし

事務係

（精算業務等）

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

調剤事務 (有)内牧中央薬局

雇用期間の定めなし

医療事務［阿蘇

立野病院］

(株)

産業開発研究所 資格:不問

雇用期間の定めなし

物産館スタッフ (株)ＳＭＯ南小国 ＊物産館「きよらカァサ」に関わる
業務です。

・販売商品の管理
・移動販売
・電話対応
・レジなど

○商品管理・店舗管理業務

＊ﾁｪｯｸｲﾝ、ｱｳﾄの請求書、領収書発行
＊日計表、統計表、税務関連申告書の
作成、精算業務 等

＊クレジットカードの取扱い、及び集計
＊フロント業務補助。
・車移動・お部屋へのご案内/施設説明等

・パソコンを使用してのデーター入力
・電話や来客対応
・郵便物の発送や収受
・事務用品の管理
・事務所内の清掃など

電話応対、来客接待（お茶だし等）
利用者様の医療費助成申請に係る事務
その他事務雑務全般
・文書の作成や整理（ワード/エクセル）
・医療費の支払い
書類提出等の外出時の運転

★就業場所（阿蘇立野病院）における
医療事務
※受付・案内を中心としたお仕事です。
※慣れてこられたら電子カルテの入力・
会計等の作業も有ります。

＊医療事務全般及び調剤事務補助
・レセプトコンピューター入力
・処方箋受付・会計、窓口業務
・保険請求業務・その他付随する業務
・医薬品の購入等の為、薬局間の移動に
自家用車を使用します。

＊ソフトクリームやお土産の販売
＊食堂（うどん、そば、カレー）の販売
＊揚げ物の販売＊飲み物の補充等
＊食堂はセルフサービスのため主として
販売をしていただきます。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 登録販売者（一般医薬品）

①8:30～17:45
②15:30～0:00

求人:１人
年齢:59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181,000円～287,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 40150- 6999821 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場1283-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 登録販売者（一般医薬品）

①8:30～17:45
②15:30～0:00

求人:１人
年齢:59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181,000円～287,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 40150- 7000221 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
交替制あり 危険物取扱者（丙種）

①7:00～16:00
②8:00～17:00

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

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

正社員 43090- 1580521 就業場所:阿蘇市黒川1807 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1566321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2873 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①9:00～17:40

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

福岡県筑後市大字一条535番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3,984人 月給制　:月額151,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140- 3980721 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森字市下 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①9:00～17:40

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

福岡県筑後市大字一条535番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3,984人 月給制　:月額151,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140- 3962121 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場141-1 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地4549-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額165,000円～265,000円 休日:水他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1598421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4549-1 週休2日制:毎週 経験:不問

営業/ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

・工事

雇用期間の定めなし

(有)ウエダ電器

ガソリンスタンド

スタッフ

(株)森工業

雇用期間の定めなし

登録販売者

（阿蘇一の宮店）

(株)ドラッグストア

モリ

営業

雇用期間の定めなし

(株)ホンダ中九州

登録販売者

（小国店）

(株)ドラッグストア

モリ

又は8:30～0:00の間

の8時間程度

又は8:30～0:00の間

の8時間程度
雇用期間の定めなし

営業職

（南小国支店）

ヤンマーアグリ

ジャパン(株)

九州支社

雇用期間の定めなし

営業職

（高森支店）

雇用期間の定めなし

ヤンマーアグリ

ジャパン(株)

九州支社

雇用期間の定めなし

○商品管理・店舗管理業務
（レジ、接客、販売、商品陳列等の業務）
＊教育ｼｽﾃﾑも充実してますので知識・
資格を取得し成長して頂けます。

＊転勤：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）

○商品管理・店舗管理業務
（レジ、接客、販売、商品陳列等の業務）
＊教育ｼｽﾃﾑも充実してますので知識・
資格を取得し成長して頂けます。

＊転勤：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）

販売・顧客管理、アフターフォロー

トラクタなどの農業用機械の販売および
アフターサービス。入社後、一定期間は
先輩社員がお客様訪問に同行する等して
指導いたします。機械の取り扱い/ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
技術は、社内研修や先輩社員から指導を
行い資格取得も出来ます。

トラクタなどの農業用機械の販売および
アフターサービス。入社後、一定期間は
先輩社員がお客様訪問に同行する等して
指導いたします。機械の取り扱い/ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
技術は、社内研修や先輩社員から指導を
行い資格取得も出来ます。

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

・家電製品の提案、販売、設置
・定期巡回、修理メンテナンス
・住設機器の設置、保守
・リフォームの提案
＊働きながら電気工事の資格取得を
目指せます。

＊新車販売及び中古車販売
・当社顧客名簿/来社された方や電話に
よる問い合わせ先に訪問営業

・車検/点検/自動車保険（資格取得後）
の案内

・自動車部品や用品の販売・顧客管理
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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 43010-24820821 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ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:40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･健･厚
従業員数:115人 月給制　:月額155,000円～196,800円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 45040- 8611021 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2164番地週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

菊池郡大津町大字引水789番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:345人 月給制　:月額170,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030- 7291021 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2187 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(整
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

菊池郡大津町大字引水789番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:345人 月給制　:月額170,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030- 7292721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4507ー7 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43060- 3280221 就業場所:阿蘇市的石1537 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

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～59歳

阿蘇市一の宮町坂梨2365 保険:雇･労･健･厚
従業員数:40人 月給制　:月額155,000円～210,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1595821 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
介護福祉士

①8:30～17:30

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2151-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 月給制　:月額176,400円～176,400円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1567621 就業場所:阿蘇郡高森町高森2151-1 週休2日制:毎週 経験:相談員経験

営業

（阿蘇出張所）

雇用期間の定めなし

三和コンクリート

工業(株)

介護福祉士 (株)フューチャー・

バンク デイサービス

センターつくし

メンテナンス・

配送

雇用期間の定めなし

(株)宮崎ヒューマン

サービス

介護職員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)治誠会

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

営業職

／阿蘇支店

日産プリンス熊本

販売(株)

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

ルート営業

（阿蘇営業所）

(株)中九州クボタ

雇用期間の定めなし

ルート営業

（高森営業所）

(株)中九州クボタ

販売・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

＊個人宅を訪問し、介護保険貸与品の
清拭やﾒﾝﾃﾅﾝｽ及び使用状況のﾋｱﾘﾝｸﾞ
訪問範囲：熊本県内及び宮崎県の一部

＊施設/病院へ紙おむつや介護用品の配送
範囲：熊本県内/大分県竹田市エリア
※訪問車あり(AT限定可)※携帯電話貸与

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

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

・ご利用者の身の回りのお世話全般
・介護計画書の作成・パソコン入力
・ご利用者の健康チェック
・食事、入浴、排泄の介助
・機能訓練補助
・外出介助・送迎（社用車使用）

要介護者であって認知症高齢者の利用者

・コンクリート二次製品の営業
側溝、ブロックなど

（最初は先輩営業員との同行営業）
・主に業者間の営業
営業エリア：県内一円・社用車を使用

＊未経験者大歓迎（研修制度があります）

＊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
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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
②8:00～17:00

求人:１人 ③11:30～20:30
年齢:60歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:95人 月給制　:月額162,000円～221,020円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 43010-25651021 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

①8:30～17:30
②16:00～1:00

求人:１人 ③0:30～9:30
年齢:18歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市小池9番地 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:56人 月給制　:月額161,000円～177,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1525921 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:30
②8:00～17:30

求人:１人 ③8:00～18:00
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:69人 月給制　:月額170,500円～204,900円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1538221 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:30 介護福祉士

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:19人 月給制　:月額185,000円～255,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1549421 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:15～17:15

求人:１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145,000円～320,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1557421 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 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142,000円～147,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1520221 就業場所:阿蘇市波野大字波野2703 週休2日制:毎週 経験:不問

看護師
①8:30～17:30 准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:22人 月給制　:月額140,000円～162,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1504221 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介

介護職員 (福)阿蘇市

社会福祉協議会

介護職

介護職【高年齢者

専用求人】

(株)ワンバイワン

介護職員

（福祉施設）

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

資格:不問

雇用期間の定めなし

介護職（特定施設

入居者生活介護）

(有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい

介護職

/６０歳以上専用

(株)

かいごのみらい 資格:不問

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

雇用期間の定めなし

(株)翔祐（デイサー

ビス　みなみだ祥

苑・デイサービス

みなみだ荘）

要介護者であって認知症高齢者の利用者
に共同生活住居において入浴、排せつ、
食事等の介護、その他日常のお世話/機能訓
練を行うことで、能力に応じ自立した
日常生活を営むことが出来る様支援する
ものです。

・身体介護（食事、入浴、排泄介助）
・生活援助・レクリエーション
＊週に２～３回程度夜勤があります。
（業務に慣れた後の勤務となります）
＊未経験者、経験の浅い方については、
スタッフが丁寧に指導いたします。

・食事介助・入浴介助及び着替えの介助
・排泄介助等
※夜勤については月に３回～５回程度。
※介護の資格の無い方でも最初から指導
しますので資格取得も可能です。

＊デイサービスでの介護業務全般
・利用者の入浴、食事、排泄介助及び
支援等

・リハビリ、体操の補助
・利用者の送迎（片道３０分圏内）

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ阿蘇ふれあい）・可能な限り
自宅で自立した日常生活を送ることが
出来るよう心身機能の維持回復の為生活
介助。主に食事/入浴/排泄介助
・午前・午後の集団体操、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ。
・送迎/通所介護計画書等の書類作成指導

個人宅・病院・デイサービスセンター・

・デイケアの送迎業務
社用車（軽自動車～普通車）を使用。

・食事の配膳、下膳
・食事介助・入浴介助・排泄介助
・レクレーション参加等
・機能訓練指導員

＊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
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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

理容師
①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県福岡市中央区荒戸2丁目1-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:47人 月給制　:月額180,000円～500,000円 休日:土日祝 学歴:不問

正社員 40010-51013021 就業場所:阿蘇郡高森町、産山村、西原村 週休2日制:毎週 経験:不問
理容師

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県福岡市中央区荒戸2丁目1-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:47人 月給制　:月額180,000円～500,000円 休日:土日祝 学歴:不問

正社員 40010-51014721 就業場所:阿蘇市/阿蘇郡南小国町/小国町/南阿蘇村 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①5:00～14:30
②8:30～18:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区辛島町6-7　いちご熊本ビル4階 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:50,148 時給制　:月額192,800円～244,640円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-26356021 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①6:00～15:30 調理師
②7:00～16:45 あれば尚可

求人:２人 ③8:30～18:00
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:69人 月給制　:月額158,500円～158,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1541621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～12:00
②17:00～20:00

求人:１人
年齢:44歳以下

阿蘇市小里686 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額160,000円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1597521 就業場所:阿蘇市小里686 週休2日制:その他 経験:不問

①6:00～19:00 調理師
あれば尚可

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200,000円～240,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1601521 就業場所:阿蘇市内牧1131 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調
変形（1年単位）

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市西区田崎町430-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:81人 月給制　:月額199,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-26510521 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

福祉理容師

福祉美容師

資格:不問

フロアスタッフ

雇用期間の定めなし

(株)

三協ダイニング
10:00～21:00の

間の8時間程度

調理人（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)日の出観光

旅館金時

調理師見習い

（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

調理員 (福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

雇用期間の定めなし

調理業務／阿蘇

医療センター

日清医療食品

(株)南九州支店 資格:不問

雇用期間の定めなし

(株)シルバー

サポートジャパン

雇用期間の定めなし

(株)シルバー

サポートジャパン

福祉理容師

福祉美容師

料理のチカラで医療・福祉を支える
お仕事です。
病院厨房内での調理業務
＊朝・昼・夕 各９０食
スタッフ体制

（朝３名・昼６名・夕３名）

＊施設内利用者の給食の調理/関連業務
・ご利用者に合う食材の切り込み、調理
盛り付け

・配膳、下膳
・食器洗浄
・厨房内清掃

・チェックイン受付・お部屋へのご案内

個人宅・病院・デイサービスセンター・
老人保健施設・福祉施設などに訪問し、
理美容サービスを提供する社会貢献度の
高いお仕事です。

個人宅・病院・デイサービスセンター・
老人保健施設・福祉施設などに訪問し、
理美容サービスを提供する社会貢献度の
高いお仕事です。

（よかよか亭宮地店）
□店舗における接客業務全般

＊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

＊旬の食材や自家農園で育てた野菜を
使った和食や創作料理を中心とした
調理全般

・食材や食器、器具等の衛生管理
・厨房内の清掃等
・創作料理の新メニュー開発
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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）

①8:00～19:00
②13:00～20:30

求人:１人
年齢:69歳以下

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200,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1555221 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:簡単なPC操作
変形（1ヶ月単位）

①6:30～16:00
②8:00～17:30

求人:２人 ③10:30～20:00
年齢:69歳以下

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180,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1553721 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- 2785321 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） 危険物取扱者（乙種）

①9:00～17:45
②12:00～20:45

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下野147-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:150人 月給制　:月額208,400円～271,700円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1569121 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(機
変形（1年単位） 危険物取扱者（乙種）

①9:00～17:45
②12:00～20:45

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 保険:雇･労･健･厚
従業員数:127人 月給制　:月額208,400円～271,700円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1551121 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(機

①8:00～17:00

求人:２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153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-26466621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２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153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-26517721 就業場所:阿蘇市近郊 週休2日制:毎週 経験:不問

資格:不問

フロント

（旅館）

F　保安の職業（警備員等）

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

接客・調理補助

（旅館）

(有)奥阿蘇の宿

やまなみ 資格:不問

雇用期間の定めなし

(有)奥阿蘇の宿

やまなみ 資格:不問

雇用期間の定めなし

施設管理 ホテルグリーンピア

南阿蘇（(株)南阿蘇

カントリークラブ）

雇用期間の定めなし

施設管理

（ホテル）

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

カントリークラブ）

雇用期間の定めなし

警備係隊長候補

／阿蘇地区

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

警備係

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株)

・チェックイン受付・お部屋へのご案内
・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
・月間の支払い業務等
・電話対応

＊ご宿泊のお客様への接客業務
・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）

・お客様のお出迎えや案内
・食事の配膳業務・館内の掃除
など仲居業務全般をお願いします。

＊しっかりと教育されますので自分自身
のｽｷﾙｱｯﾌﾟに繋がります。寮や食事も無料
ですので経済的にも節約して働けます。

＊空調や電器設備/水道等を安全かつ快適
にご利用頂くために欠かせない設備の
点検やﾒﾝﾃﾅﾝｽを行っていただきます。
各種機器や設備等の点検、検査、清掃
整備及びﾒﾝﾃﾅﾝｽ業者への連絡などが
主な業務になります。

＊空調や電器設備/水道等を安全かつ快適
にご利用頂くために欠かせない設備の
点検やﾒﾝﾃﾅﾝｽを行っていただきます。
各種機器や設備等の点検、検査、清掃
整備及びﾒﾝﾃﾅﾝｽ業者への連絡などが
主な業務になります。

阿蘇郡南阿蘇村立野地区にて土木工事の
警備を行っていただきます。入社後に
新任研修を行いますので、初めての方も
安心して働くことができます。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。

・車両の停止や進行案内を行う
「車両誘導業務」
・来場者の横断案内や駐車場案内を行う
「イベント・スポーツ会場案内業務」
・工事関係者を通行車両から守る
「規制警備業務」

小規模な工事現場やイベント・スポーツ
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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:２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153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-26527521 就業場所:阿蘇郡高森町近郊 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153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-26528421 就業場所:阿蘇郡小国町・南小国町近郊 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり 原動機付自転車免許
①8:00～17:00
②21:00～6:00

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 大分県大分市大字中尾501番地4 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:254人 日給制　:月額181,500円～181,500円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 44010-20572621 就業場所:豊肥地区(竹田/三重/久住)阿蘇地区(阿蘇郡産山村) 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
②6:00～15:00

求人:２人 ③6:00～18:00
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡小国町下城2701 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額160,300円～169,460円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1574321 就業場所:阿蘇郡小国町下城2701 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(＊

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市今町384 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1602421 就業場所:阿蘇市山田345 週休2日制:なし 経験:不問

①8:00～17:00

求人:４人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市蔵原885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 月給制　:月額230,000円～230,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員以外 43090- 1562821 就業場所:阿蘇市蔵原885-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:15～17:15

求人:１人
年齢:44歳以下

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

正社員 43090- 1544021 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-4 週休2日制:毎週 経験:不問

交通警備員（豊肥

地区・阿蘇地区）

大分総合警備管理

(株)

雇用期間の定めなし

(有)やまとん

ファーム

森林整備員 阿蘇森林組合

豚の飼育管理

警備係／小国・

南小国地区

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

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

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）

農作業 (株)下巣畑農産

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

製造作業員 (株)九州トリックス

高森工場
資格:不問

雇用期間の定めなし

・工事現場・イベント会場 他
現場により夜勤や残業があります。

（現場の勤務スケジュールに準じる）
＊夜勤の出来ない方は日勤勤務での
相談に応じます

＊夜勤のみの勤務も可能です

・除草作業・トラクターでの耕運
・収穫作業、配送業務（社用車を使用）
・作業記録等のパソコン入力
＊必要であれば特殊免許取得支援あり。
＊夏季日中の重労働を避けて作業時間、
作業内容を工夫しています。

＊森林整備：立木の枝打、伐採、下草刈
＊測量の補助
＊チェーンソー・刈払機を使用しての
作業となる為、ある程度の体力が必要
です。

電子部品・基盤のはんだ付け、組み立て

・自動車用板金部分の製造作業
・ﾌﾟﾚｽ/ｽﾎﾟｯﾄ溶接/ﾀｯﾌﾟ/ﾚｰｻﾞｰｶｯﾄ加工、
部品の外観検査、その他軽作業。

＊未経験の方でも、定められたルールの
中で作業を行って頂きますので、特に
難しい作業ではありません。

小規模な工事現場やイベント・スポーツ
施設会場の警備係です。
・小規模な工事現場の安全確保を行う
「通行者誘導業務」
・横断案内や駐車場案内を行う
「イベント・スポーツ会場案内業務」

小規模な工事現場やイベント・スポーツ
施設会場の警備係です。
・小規模な工事現場の安全確保を行う
「通行者誘導業務」
・横断案内や駐車場案内を行う
「イベント・スポーツ会場案内業務」

・ＳＰＦ豚の繁殖、餌やり等の飼育管理
及び作業場の洗浄、清掃等の養豚場内
の衛生管理等養豚業務全般。

・約１４００頭
（現在、母豚180頭、肥育豚1200頭）の
飼育を４名体制で従事。
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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: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 43010-25801021 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

①9:00～17:00

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5542-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1503821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5542-1 週休2日制:その他 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- 1506421 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

①8:20～17:30

求人:５人
年齢:35歳以下

菊池郡大津町室1639-2室工業団地内 保険:雇･労･健･厚
従業員数:127人 月給制　:月額170,500円～170,500円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030- 7076521 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1970-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:00

求人:１人
年齢:45歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43011- 2961321 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1849-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:00

求人:１人
年齢:45歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43011- 2962621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3365-4 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～17:00

求人:３人
年齢:20歳～44歳 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町大字高森1537-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額155,000円～200,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1522421 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1537-2 週休2日制:その他 経験:不問

軽作業 (株)

テクノ・ジャパン

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）
運転士 南阿蘇鉄道(株)

雇用期間の定めなし

資格:不問

電子部品製造 サンユー工業(株)

熊本事業所
資格:不問

雇用期間の定めなし

ライン作業員

雇用期間の定めなし

タッド　(株)

資格:不問

農産加工補助兼

ｷｯﾁﾝｶｰ製造・販売

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇健康農園

雇用期間の定めなし

整備職 (株)ヰセキ九州

雇用期間の定めなし

整備職 (株)ヰセキ九州

＊主に運転業務を担当していただきます。
＊６月～１０月迄北九州で動力操縦運転
免許資格取得の為訓練を受けていただき
ます(費用は会社負担)資格取得後は4ヶ月
程度ＪＲ九州管内での見習い実習となり
その後は南阿蘇鉄道勤務となります。

電子部品・基盤のはんだ付け、組み立て
作業です。

○整備
工場内での整備・修理作業
現場での簡単な修理・メンテナンス

○整備
工場内での整備・修理作業
現場での簡単な修理・メンテナンス

ﾘｰﾄﾞﾘﾚｰ（駆動のｺｲﾙに電流を流すことで
作動するﾘﾚｰ）の製造業務。小型電子部品の
組立、部品の樹脂の充填、半田付け、
電子部品の加工。ピンセットや顕微鏡を
活用。※細やかな作業の為、ある程度の
視力を必要とします（ﾒｶﾞﾈ、ｺﾝﾀｸﾄ可）

＊道路、河川、造成工事等の各現場での

＊阿蘇バジルペーストなど製造。
・瓶の洗浄、充填、シール貼り
梱包作業、使用機器の洗浄等

＊苺を使用したｷｯﾁﾝｶｰ。苺のﾄﾞﾘﾝｸや、
削りイチゴなどの製造を行います。

※上記業務を兼務していただきます。

＊弱電気部品の組立、配線、ハンダ付け
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。
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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

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:45人 月給制　:月額175,000円～300,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 1579721 就業場所:阿蘇市黒川1347 週休2日制:毎週 経験:不問
１級建設機械施工技士

①8:00～17:00 ２級建設機械施工技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢: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4367番地1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:23人 月給制　:月額190,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1560021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(監

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市西町744-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:43人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1600221 就業場所:阿蘇市西町744-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1578021 就業場所:阿蘇市黒川1347　 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:23人 月給制　:月額160,000円～190,000円 休日:日祝 学歴:不問
正社員以外 43090- 1559621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 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:60歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2223 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額200,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1529821 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2223 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:３人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町坂梨2018-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 日給制　:月額200,970円～300,300円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1554821 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨1835-2 週休2日制:その他 経験:不問

雇用期間の定めなし

五領建設(株)

阿蘇出張所

一般作業員 クマレキ工業

(株)

土木作業員

雇用期間の定めなし

土木工事作業員 (株)森工業

雇用期間の定めなし

J　建設・採掘の職業（型枠大工、左官、内装等）

重機オペレーター

（建設業）

クマレキ工業

(株)

重機

オペレーター

(株)森工業

造園・庭づくり (株)古閑舎

雇用期間の定めなし

建築工事作業員 (株)熊本紅屋

雇用期間の定めなし

・現場管理・書類の作成・提出等

＊道路、河川、造成工事等の各現場での
土砂の掘削、床堀及びダンプトラック
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判断力を
要します・機械等の安全点検等

＊重機を使用して、土砂の掘削・運搬
＊舗装現場において、敷均し、締め固め
作業等を担当して頂きます。

＊一般土木工事（舗装工事等）における
作業業務を担当して頂きます。

・主に道路維持作業・点検業務
・その他の補助作業
＊冬場は、除雪作業もあります。

＊主に阿蘇郡市内の公共、商業施設、
病院、福祉施設、住宅等の建築工事現場
および自社倉庫での工事作業。
・資材の搬入出（木材、ﾎﾞｰﾄﾞ、ﾋﾞｽ等）
・現場内の後片付け/清掃・廃材の搬出
・トラック、ダンプ等の運転もあります。

＊主に店舗や個人宅の庭づくり
空間づくりです。

・庭木の剪定、草刈り、掃除、消毒、
造園工事等

＊それぞれの就業場所(事務所)に集合し、
現場へ向かいます。

＊道路、河川、造成工事等の様々な工事
の現場で土砂の掘削/運搬作業等。仕事
に慣れたら「手元」という職人さんの
補助をして頂き徐々に難しい仕事へと
技術を習得する事が出来ます

・現場の整理整頓、清掃等

＊国道５７号線の道路維持作業。
・除草作業（歩道部、路肩部等）
・清掃作業（人力で行う清掃等）
・除雪（専用機械による融雪剤散布等）
・緊急作業（災害等による緊急的な作業）
・運搬・機械、備品用具等の整理整頓
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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） １級土木施工管理技士

①8:00～17:00 ２級土木施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市乙姫1617番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 日給制　:月額219,450円～242,550円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1507321 就業場所:阿蘇市乙姫1617番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②22:00～5:00

求人:１人
年齢:18歳～59歳

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

正社員 43090- 1594721 就業場所: 
 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197,000円～213,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1586021 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
変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市蔵原885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 日給制　:月額223,000円～223,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員以外 43090- 1565421 就業場所:阿蘇郡高森町高森2823-2 週休2日制:その他 経験:不問
準中型自動車免許

①6:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 1581421 就業場所:阿蘇市西町927-3 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:60歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2223 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額180,000円～185,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1531321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2223 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～16:00

求人:２人
年齢:65歳以下

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

正社員 43010-26601021 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:不問

雇用期間の定めなし

運搬作業員 阿蘇森林組合

現場管理および

土木作業員

(株)松本組

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

配送 アサヒフーズ

(株)

雇用期間の定めなし

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）
配送・施工 (株)秋吉

軌道工

雇用期間の定めなし

(株)松本組

資格:不問

配送 (株)熊本紅屋

雇用期間の定めなし

清掃（阿蘇温泉

病院他）

雇用期間の定めなし

熊本綜合管理(株)

資格:不問

・現場管理・書類の作成・提出等
・破損した道路や河川などの造成工事
・土砂の掘削や運搬作業
・重機ｵﾍﾟﾚｰﾀｰの補助や重機が入らない
場所の手作業など

・ＪＲ土木工事

・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。

＊軽トラックから3.5tトラックまでを
使用します。

・2～8ｍの針葉樹/広葉樹を、ﾄﾗｯｸに装備
されているｸﾞﾗｯﾌﾟﾙで積み込み/下ろし

・基本的には高森支所ですが組合の指定
により運搬場所が阿蘇郡市や山都町の
場合もあります。また場合によっては
重機を使用することもあります。

＊主に熊本県内、大分市のお得意様の
ｽｰﾊﾟｰ、一般のお店、ﾚｽﾄﾗﾝへの食肉の
配達を行っていただきます（社用車）

＊配達の無い時は工場内で鶏肉、豚肉、
牛肉の仕分け作業を行って頂きます。

＊新建材の配達。阿蘇市内、南阿蘇方面
熊本市内が主になります。

＊配達には社用車使用（軽、１ｔ、２ｔ
ﾄﾗｯｸを使用。３ｔﾀﾞﾝﾌﾟ、ﾕﾆｯｸ車有）

＊荷物の積み下ろし作業
（住建材、ボード板等）

太陽光ﾊﾟﾈﾙの製造部品の品出しをお任せ

○阿蘇管内・大津・菊陽・熊本市に
わたる線路の保線作業

・枕木の交換・レールの交換
・その他保線作業 等
＊現場へは直行直帰も可能
＊土木作業をお願いする場合もあります。

・病院での清掃業務全般
外来、病棟、廊下、階段、トイレ、
浴室等

＊モップがけ、ゴミの回収などの作業を
それぞれの担当範囲ごとに分かれて

（単独で）清掃を行っていただきます。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:00～17:30

求人:７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193,750円～193,750円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1552021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4429 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

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218,540円～218,540円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員以外 43090- 1563221 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
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- 1535021 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ヶ月単位）

①8:00～12:00
②19:00～22:00

求人:１人
年齢:64歳以下

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

正社員 43090- 1546821 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 看護師
准看護師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市東区御領6丁目8-20 保険:労
(４か月以上) 従業員数:220人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:火水金土日他 学歴:不問
パート労働者 43010-25962321 就業場所:阿蘇郡小国町/南小国町/高森町 週休2日制:毎週 経験:不問

看護師

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:95人 時給制　:時給1,175円～1,505円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-25660721 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:毎週 経験:不問

理学療法士
①9:00～17:00 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 熊本市東区御領6丁目8-20 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:220人 時給制　:時給1,300円～1,300円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-25932021 就業場所:阿蘇圏域の公共施設 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

作業員

雇用期間の定めなし

日本興商(株)

熊本支店

木材選別作業員

雇用期間の定めなし

阿蘇森林組合

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

(株)くまもと

健康支援研究所
9:00～16:00の

間の4時間程度

パート
B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）
看護師

准看護師

看護職/乙姫の家 (株)

かいごのみらい
8:00～17:00の

間の6時間以上

理学療法士・作業

療法士／阿蘇圏域

(株)くまもと

健康支援研究所

又は9:00～17:00の

間の4時間

(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

資格:不問

資格:不問

営繕責任者

（ホテル）

太陽光ﾊﾟﾈﾙの製造部品の品出しをお任せ
します。※重さは2～3kg程度
保管部品を専用の台車に乗せて工場ﾗｲﾝ
まで運んでいただきます。取扱品は軽い
物中心で、体に負担なく続けて頂けます。
丁寧な指導＆手厚いｻﾎﾟｰﾄもあります。

・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回の丸太共販市の準備/開催作業
・売れた丸太をトラックに積み込む作業
＊ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ資格取得の支援いたします

＊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

・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。

・器の種類によっては手洗いする場合も
あります。

・参加者の体調管理・運営補助
・入浴見守り・ｽﾄﾚｯﾁや筋力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ補助
＊高齢者の介護予防教室。運動ｽﾀｯﾌと
一緒に教室が実施されるため未経験の
方でも安心して仕事が出来ます。
見学も可能です。

認知症グループホームでの介護及び生活
支援業務に加え、１８名の入所者の健康
管理・服薬管理・看護処置、協力医療機
関との連携等に携わっていただきます。

・健康教室における高齢者の
アセスメント業務及び運動指導

・訪問アセスメント業務（スポット訪問）
・アセスメントに関わる書類作成

＊公立保育園
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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

保育士

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504番地1 保険:公
(４か月以上) 従業員数:391人 時給制　:時給1,019円～1,140円 休日:日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1537821 就業場所:阿蘇市内の公立保育園 週休2日制:毎週 経験:不問

保育士
①8:30～17:15

求人:４人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地504番地1 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:391人 時給制　:時給1,019円～1,140円 休日:日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1539521 就業場所:阿蘇市内の公立保育園 週休2日制:毎週 経験:不問

介護支援専門員

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市小池9番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:56人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:土日 学歴:不問
パート労働者 43090- 1523321 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介

①8:30～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字久石2815番地 保険:雇･労
従業員数:120人 時給制　:時給880円～880円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1591921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石2807 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①6:00～9:00

求人:２人
年齢:64歳以下

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

パート労働者 43090- 1592121 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:00～13:00

求人:３人
年齢:64歳以下

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

パート労働者 43090- 1593021 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

求人:３人
年齢:64歳以下

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

パート労働者 43090- 1572521 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

接客および販売 (株)あそ望の郷

みなみあそ 資格:不問

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 (有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい
8:30～17:30の

間の4時間

保育士補助

【短時間勤務】

阿蘇市役所

8:30～20:00の

間の5時間程度

資格:不問

販売職（一の宮店

青果部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は7:00～18:00の

間の5時間程度

資格:不問

販売職（内牧店

フロア係）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

資格:不問

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

9:00～16:00の

間の3時間程度

保育士補助

（福祉課）

阿蘇市役所

販売職（一の宮店

レジ係）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

＊公立保育園
（坂梨、山田、乙姫、波野保育園）での
保育業務に従事していただきます。

＊公立保育園
（坂梨、山田、乙姫、波野保育園）での
保育業務に従事していただきます。

＊ケアプランの作成・モニタリング
（最大21名程度）介護スタッフとの連携
・病院との連絡、連携、入退院相談
・日常記録の管理
・相談業務
・入居の際の契約相談

＊物産館でのレジおよび接客業務
（物産品の販売）
商品・売り場の在庫管理

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

※立ち仕事になります

○店内で販売するお惣菜を作り、パック

・商品金額の打ち込み（バーコード使用）
・レジ廻りの掃除・かごの整理整頓等
・買い物袋の補充・ﾚｼｰﾄ紙の点検と補充
※夏と冬はギフト商品の包装もあります
※立ち仕事になります。

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

－商品販売、商品陳列・接客・鮮度確認
－清掃業務、作業場の清掃、店舗の清掃
※立ち仕事になります
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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:59歳以下

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

パート労働者 43010-25752421 就業場所:阿蘇市蔵原832-1　えびすばーな 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:00～11:00

求人:２人
年齢:64歳以下

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

パート労働者 43090- 1534121 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 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:40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- 1596221 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

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:95人 時給制　:時給955円～1,275円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-25659921 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:毎週 経験:不問

介護職員初任者研修修了者

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市小池9番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:56人 時給制　:時給860円～910円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1524621 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:69人 時給制　:時給821円～850円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1540321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労
従業員数:69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 43090- 1543121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:毎週 経験:不問

入浴介助員

（介護施設）

(福)治誠会

資格:不問

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

介護職/乙姫の家 (株)

かいごのみらい 資格:不問8:00～17:00の

間の6時間以上

(株)みやはら

資格:不問

又は6:00～17:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

資格:不問

販売職（内牧店

惣菜部）

惣菜部スタッフ

雇用期間の定めなし

(株)丸勢

6:00～17:00の

間の3時間以上

雇用期間の定めなし

介護職員

（福祉施設）

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

資格:不問8:30～17:30の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

介護職（特定施設

入居者生活介護）

(有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい
9:30～17:30の

間の6時間

介護職員

（福祉施設）

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑
又は8:00～17:30の

間の6時間程度

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

認知症グループホームでの介護及び生活
支援。認知症を患った18名の方々の共同
生活を支援。
自分らしく生活して頂くための認知症ｹｱ
・身体介護・ﾒﾝﾀﾙｹｱ・日常生活支援
（炊事・洗濯・掃除等）

＊入所者及び通所者様（デイサ―ビス）
の身の回りのお世話及び介護業務全般

・食事の介助・入浴及び着替えの介助
・排泄介助等
※介護の資格の無い方でも最初から指導
しますので資格取得も可能です。

＊「特定施設入居者生活介護」
・身体介護（食事、入浴、排泄介助）
・生活援助・レクリエーション
＊未経験者、経験の浅い方については、
幅広い年齢層のスタッフが従事している
ため丁寧に指導いたします。

＊入所者及び通所者様(デイサ―ビス)の
身の回りのお世話及び介護業務全般。

・食事・入浴及び着替えの介助
・排泄介助等
※介護の資格の無い方でも最初から指導
しますので資格取得も可能です。

（デイサービス阿蘇ふれあい）

○店内で販売するお惣菜を作り、パック
詰めにして陳列するお仕事です。

・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。
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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

①8:30～16:00

求人:１人
年齢:60歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給821円～1,000円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1556521 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

理容師
①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県福岡市中央区荒戸2丁目1-1 保険:労
従業員数:47人 時給制　:時給1,300円～2,500円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 40010-51030721 就業場所:阿蘇郡高森町、産山村、西原村 週休2日制:毎週 経験:不問
理容師

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県福岡市中央区荒戸2丁目1-1 保険:労
従業員数:47人 時給制　:時給1,300円～2,500円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 40010-51031821 就業場所:阿蘇市/阿蘇郡南小国町/小国町/南阿蘇村 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:３人
年齢:18歳以上

阿蘇市内牧1126-1 保険:
従業員数: 時給制　:時給2,000円～2,500円 休日:火他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1519021 就業場所:阿蘇市内牧1126-1 週休2日制:その他 経験:不問

①6:30～11:00
②16:30～19:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森3219 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:2,113人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1584921 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3219 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①5:30～10:30
②5:30～14:30

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830円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1550921 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

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:82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- 1511821 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

福祉理容師

福祉美容師

雇用期間の定めなし

(株)シルバー

サポートジャパン

又は9:00～18:00の

間の2時間以上

資格:不問

調理補助

（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）

料理補助

（ホテル）

一般(財)

休暇村協会

「休暇村 南阿蘇」

調理補助 阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

5:00～21:00の

間の4時間以上

資格:不問

資格:不問

資格:不問

清掃員

（温泉施設）

介護職【高年齢者

専用求人】

(株)ワンバイワン

雇用期間の定めなし

阿蘇内牧音泉

湯楽
22:00～0:00の

間の1時間

福祉理容師

福祉美容師

雇用期間の定めなし

(株)シルバー

サポートジャパン

又は9:00～18:00の

間の2時間以上

（デイサービス阿蘇ふれあい）
・可能な限り自宅で自立した日常生活を
送ることが出来るよう生活介助をして
頂きます。主に食事・入浴・排泄介助

・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

・レストランでの接客サービス。
・レストラン業務全般（ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ料理の
準備、片付け、食事提供等）

・調理場内の衛生管理（清掃、調理器具
殺菌等）

＊調理長の下で次ぎの業務を行って
いただきます。

・日帰りのお客様、ご宿泊のお客様へ
提供する料理の調理補助業務全般

・朝食の簡単な調理と盛り付け

＊洗い物（皿洗い、器等）に従事して

個人宅・病院・デイサービスセンター・
老人保健施設・福祉施設などに訪問し、
理美容サービスを提供する社会貢献度の
高いお仕事です。

個人宅・病院・デイサービスセンター・
老人保健施設・福祉施設などに訪問し、
理美容サービスを提供する社会貢献度の
高いお仕事です。

＊業務終了後、男湯・女湯各々
大・小の内湯各１、サウナ室１
半露天風呂１、洗い場、洗面器
風呂イスの清掃

※高圧洗浄機、ホース（水）
スポンジ等を使用した清掃業務

＊朝食、昼食、夕食の調理、盛り付け等。
＊調理・調理補助ｽﾀｯﾌは８名、ﾊﾟﾝﾄﾘｰ
（洗い場）ｽﾀｯﾌ４名。ﾊﾟﾝﾄﾘｰ（洗い場）
の補助に入ることもあります。

＊スタッフが丁寧に指導いたします。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～12:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市小里834-2 保険:雇･労
従業員数:9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- 1536721 就業場所:阿蘇市小里834-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①6:30～11:00
②16:30～20:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森3219 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:2,113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- 1583621 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3219 週休2日制:毎週 経験:調理業務経験

①9:00～17:30

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字久石2815番地 保険:雇･労
従業員数:120人 時給制　:時給880円～880円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1590621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石2789 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２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- 1558321 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

①8:00～11:00
②17:30～20:30

求人:３人
年齢:69歳以下

阿蘇郡産山村大字田尻254-3 保険:労
従業員数:9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- 1527021 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
変形（1ヶ月単位）

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市西区花園1丁目3-1 保険:労
従業員数:15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 43010-25271121 就業場所:阿蘇市内牧1038-1　 週休2日制:その他 経験:不問

求人:３人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:82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- 1516621 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:その他 経験:不問

ホール係

雇用期間の定めなし

料理係

マスター室 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

皿洗い (有)湯の宿 入船

資格:不問

8:00～17:00の

間の4時間以上

雇用期間の定めなし

ホールスタッフ (株)輝ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

（居酒屋もり蔵）
資格:不問

一般(財)

休暇村協会

「休暇村 南阿蘇」

資格:不問

接客および

調理補助

(株)あそ望の郷

みなみあそ 資格:不問

(株)富士千

資格:不問9:00～22:00の

間の3時間程度

雇用期間の定めなし

18:00～23:00の

間の4時間程度

雇用期間の定めなし

接客業務 (有)奥阿蘇の宿

やまなみ 資格:不問

雇用期間の定めなし

（ゴルフスタート係）
＊接客が主となる業務です。
・キャディバックの積み下ろし
・ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞの確認、拭き上げ・ｽﾀｰﾄ案内
・ゴルフカート清掃/コース内施設の清掃
・練習場整備（ボール拾い等）

＊洗い物（皿洗い、器等）に従事して
いただきます。

【原則：土・日・祝日勤務可能な方】

＊宿泊のお客様の食事の調理・片付け
・洗い物
＊ビュッフェコーナーでの調理・接客
＊調理場内の清掃・片付け

＊ホールでの接客
・オーダー受け
・食事の提供や片付け
＊厨房での調理補助

＊居酒屋での接客全般
・簡単な盛り付け・皿洗い
・配膳・下膳
・オーダー取り：昨年８月からオーダー
ﾀﾌﾞﾚｯﾄを導入の為、ｵｰﾀﾞｰ取りが簡素化
されました。・清掃 等

・お食事処の準備
・お料理、飲料水の提供及び後片付け
・食事処 配膳・下膳、清掃
・午前中の勤務についてはお客様の送り
出しがあります。
※接客業未経験の方も大歓迎いたします

・店内での接客
・機械等の保守点検
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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
②22:00～7:00

求人:５人
年齢:18歳以上

熊本市東区戸島3丁目8-30 保険:雇･労
従業員数:52人 日給制　:時給1,250円～1,562円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43010-25631421 就業場所:　阿蘇市・阿蘇郡　近郊 週休2日制:毎週 経験:不問

①5:00～9:00
②14:00～18:00

求人:３人 ③6:00～15:00
年齢:18歳以上

阿蘇市一の宮町坂梨2659ー2 保険:採用後加入
従業員数:0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- 1528721 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2659ー2 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 阿蘇郡高森町大字高森2141-4 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:95人 時給制　:時給902円～902円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1545721 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-4 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:00～12:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

パート労働者 43090- 1548521 就業場所:阿蘇郡高森町草部191 週休2日制:毎週 経験:不問

準中型自動車免許
①7:00～13:30

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090- 1582321 就業場所:阿蘇市西町927-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～13:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 菊池郡大津町大字引水751-8 保険:労
(４か月以上) 従業員数:17人 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43030- 7446221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6630番地1 週休2日制:その他 経験:不問

配送 アサヒフーズ

(株)

製造作業員 (株)九州トリックス

高森工場
資格:不問

資格: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）

警備担当 (株)トラスト熊本

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

酪農めん羊作業員

／営繕・清掃員

(有)富安牧場

資格:不問

又は4:00～18:00の

間の1時間以上
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

旅館客室の清掃

（旅館　壱の井）

(株)メンテナンス

サポート熊本
資格:不問

水産食品製造・

加工作業員

(有)川部養魚場

雇用期間の定めなし

ＮＴＴ・九電関連事業の仕事が主です。
電話工事等の現場で歩行者、車両の安全
誘導をするしごとです。常時現場があり
天候による休みがなくなる心配がない。
＊エリア：阿蘇市・阿蘇郡を中心とする
熊本県内（直行直帰）

＊搾乳及び付随する業務、乳牛・めん羊
の飼育管理全般等

（就業時間の（１）（２）に該当）
＊大型機械による管理作業、農場営繕、
清掃等（就業時間の（３）に該当）

・自動車用板金部分の製造作業
・ﾌﾟﾚｽ/ｽﾎﾟｯﾄ溶接/ﾀｯﾌﾟ/ﾚｰｻﾞｰｶｯﾄ加工
部品の外観検査、その他軽作業。

＊定められたﾙｰﾙの中で作業を行って
頂きますので、特に難しい作業では
ありません。

＊養魚場内で魚の加工・製造補充・魚の
カウントが主な仕事です。

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

＊主に熊本県内、大分市のお得意様の
ｽｰﾊﾟｰ、一般のお店、ﾚｽﾄﾗﾝへの食肉の
配達を行っていただきます。

（社用車を使用）
＊配達の無い時は工場内で鶏肉、豚肉、
牛肉の仕分け作業を行って頂きます

※旅館の客室（１４室）の清掃業務
・和室、トイレ、洗面台の清掃
・タタミ、床面の掃除機かけ
・テレビ、座卓などの拭き上げ
・茶器のセット
＊その他、上記に付随する業務

・布団上げ
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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

①10:00～15:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 菊池郡大津町大字引水751-8 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:17人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43030- 7448421 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6704 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00
②10:00～18:00

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･健･厚
従業員数:8人 時給制　:時給1,050円～1,300円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1568921 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

①10:00～15:15

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 菊池郡大津町大字引水751-8 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:17人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43030- 7337621 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6704 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～14:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区渡鹿2丁目11-17 保険:労
(４か月未満) 従業員数:137人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-25287621 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区渡鹿2丁目11-17 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:137人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-25320721 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:その他 経験:不問

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:82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- 1514421 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

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:82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- 1515321 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験: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

清掃員 (株)総美

資格:不問

清掃員 (株)総美

資格:不問

9:00～15:00の

間の4時間以上

資格:不問8:00～15:00の

間の4時間以上

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

旅館客室及び

共用部の清掃

(株)メンテナンス

サポート熊本
資格:不問

旅館客室及び

共用部の清掃

(株)メンテナンス

サポート熊本
資格:不問

コテージ施設の

客室清掃スタッフ

(株)宮下観光

蔵迫温泉さくら 資格:不問

雇用期間の定めなし

資格:不問

＊客室全体のお掃除・ベッドメイク
・ユニットバス清掃、備品補充など。
＊掃除機かけや拭き掃除、シーツ交換等
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。

整備預り車の洗車、付随業務

・布団上げ

・掃除機掛け

＊２～３棟の清掃（１ｽﾀｯﾌ当たり担当）
・客室の清掃（室内の浴室掃除無し）
別途スタッフ担当の為

・アメニティー入れ込み
・食器カトラリー等の洗浄
・ベッドメイキング・他清掃業務全般

○旅館客室及び共用部の清掃業務
・常時４名にて対応
・客室：トイレ、洗面台の清掃、掃除機
かけ

・共用部：トイレ、廊下などの清掃
＊その他、上記に付随する業務

院内の清掃業務
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃
＊土・日・祝日に勤務できる方募集！

院内の清掃作業
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃
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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:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 熊本市東区西原一丁目2番15号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:276人 時給制　:時給920円～920円 休日:火他 学歴:不問
パート労働者 43010-24817621 就業場所:阿蘇市黒川145番地1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区出水4丁目14-15 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:120人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問
有期雇用派遣パー 43010-25809921 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原神ノ木 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡高森町大字高森2294-3 保険:雇･労
従業員数:74人 時給制　:時給830円～870円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1510721 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2294-3 週休2日制:毎週 経験:不問

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:82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- 1512221 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労
従業員数:90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- 1518121 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

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:40歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2313 保険:雇･労･健･厚
従業員数:48人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1427521 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2313 週休2日制:その他 経験:不問

ｶﾞﾗｽ工事等の配送

及び施工ｽﾀｯﾌ

(株)古木常七商店

パントリー

（洗い場）

洗車／阿蘇支店 日産プリンス熊本

販売(株)
9:30～18:30の

間の6時間以上

資格:不問

8:15～17:10の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

仕上検査

（べビー用品）

岩下(株)九州工場

資格:不問

パック詰め・

器具の洗浄業務

(株)

テクノ・ジャパン

👇7/1～7/31の間に受理した求人の特集です。👇

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4時間以上

ゴミ処理

／運搬係

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや
10:00～17:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

整備預り車の洗車、付随業務
・洗車機を通した後の拭き上げ作業
・車内清掃

・ホテル内ゴミ捨て場、調理室等から
各種ゴミの搬出・仕分け（生ｺﾞﾐの場合
10Kg程度の重量になることがあります）

・ホテル所有ゴミ回収車
（２ｔ程度／リフト付）へゴミ積込み、
車輌運転／処理施設への運搬 等

＊厨房内で食器類の洗浄、拭き上げ、
片付けを行う仕事です。

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

＊初心者の方には丁寧に指導いたします。

・仕上げ（ベビー用品・肌着・下着等の
検査後のタグ付け、袋入れ等）。

＊初心者の方には丁寧に指導いたします
ので、安心してご応募ください。

精肉のカットされたものをパック詰めに
したり、室内の器具等の清掃作業

生産工程特集

＊阿蘇バジルペーストなど製造

・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。
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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

①9:00～17:00

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5542-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1503821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5542-1 週休2日制:その他 経験:不問

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 43010-23488521 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） ２級プラスチック成形技能士

①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:１人 ③15:00～0:00
年齢:18歳～59歳

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

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

①8:30～17:15

求人:２人
年齢:64歳以下

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

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

①8:45～17:30

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 菊池市泗水町吉富205番地4 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:225人 時給制　:月額172,200円～172,200円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43030- 6384321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4429 週休2日制:毎週 経験:不問

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- 1506421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1479 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:２人
年齢:18歳～59歳

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

正社員 43090- 1404321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(＊

プラスチック

成形技能士

(株)白水

ディエイチシー

雇用期間の定めなし

マシン

オペレーター

(株)グローリー

資格:不問

雇用期間の定めなし

農産加工補助兼

ｷｯﾁﾝｶｰ製造/販売

(有)阿蘇健康農園

雇用期間の定めなし

ライン作業員 タッド　(株)

資格:不問

雇用期間の定めなし

電子部品の組立 サンワアルティス

(株)
資格:不問

製品の仕上げ (株)グローリー

資格:不問

雇用期間の定めなし

二輪・四輪車

電装部品組立

(株)白水

ディエイチシー 資格:不問

雇用期間の定めなし

＊阿蘇バジルペーストなど製造
・瓶の洗浄、充填、シール貼り
梱包作業、使用機器の洗浄等

＊苺を使用したｷｯﾁﾝｶｰ。簡易な苺のﾄﾞﾘﾝｸ
や、削りイチゴなどの製造を行います。
※上記業務を兼務していただきます。

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品加工用の材料を機械の治具に
セットし、加工。
加工している間にデジタルのノギスや
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。

＊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

＊プラスチック成形にかかる業務：

＊ウィンカーランプ・ヘッドランプ・
テールランプの組立作業

・二輪車は１名～２名編成の組立作業
（完成品の検査業務まで担当）
・四輪車は２名～３名編成の流れ作業
・検査作業

＊弱電気部品の組立、配線、ハンダ付け
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。

◎太陽光発電に必要な部品の組立。
見本を見ながら
・決められた箇所に部品ネジ止めする
・決まった部品を繋ぎ合わせる など。
手のひらサイズの部品です。

＊クリーンスーツ着用しません

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品の加工跡に、ﾊﾞﾘと呼ばれる
削りｶｽが発生する為、ﾅｲﾌや専用加工器具
を使い削りすぎないように取り除いて
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。
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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
②17:00～2:00

求人:２人
年齢:18歳～59歳

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

正社員 43090- 1407121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:15～17:10

求人:１人
年齢:40歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町大字高森2294-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:74人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1477221 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2294-3 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1434221 就業場所:阿蘇市赤水815-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(溶

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 43010-23487221 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- 1405621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(＊
交替制あり
①9:00～14:00 普通自動車免許
②9:00～16:30 あれば尚可

求人:５人 ③15:00～20:00
年齢:不問

阿蘇市一の宮町中通2062 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:日祝他 学歴:不問

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

求人:２人
年齢:不問

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

機械設備

ﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾀｯﾌ

岩下(株)九州工場

雇用期間の定めなし

電装部品ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

成形加工ｵﾍﾟﾚｰﾀ

(株)白水

ディエイチシー 資格:不問

雇用期間の定めなし

品質管理 (株)白水

ディエイチシー 資格:不問

雇用期間の定めなし

製品検査および

受入業務

(株)グローリー

資格:不問

雇用期間の定めなし

整備工・機械工

及び溶接工

(株)ワタナベ

雇用期間の定めなし

調理補助 大阪惣菜(株)

資格:不問7:00～13:00の

間の5時間程度

食品加工・

製造作業員

五島ノースイ(株)

又は9:00～22:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

・各種惣菜類の調理

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

＊入社される方は大半が初心者の方です
＊お客様の笑顔のため仕事が大変でも
皆さん楽しく頑張っています。

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。

＊野菜を専用の機械にて加工、商品化。
・主に野菜チップス・お菓子です。
・加工用機械のボタン操作
・軽易な運搬作業
・製品の袋詰め、梱包作業等

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

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

・エンジン（芝刈機、ゴルフ場機械、
耕作機械等の分解、整備、修理

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

・積載車、ユニック（３ｔ）等の運転他

・縫製設備、その他機械設備のﾒﾝﾃﾅﾝｽ
業務全般。使用する機械の種類、操作
方法等を覚えていただく事から初め、
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務を学んでいただきます。
長期にて技術育成。初心者の方へも
丁寧に指導いたします。

＊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

22



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

求人:３人
年齢:不問

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

変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:30
②8:30～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

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

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:180人 月給制　:月額165,000円～255,000円 休日:他 学歴:高校以上

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

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:61歳以下

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

正社員 43090- 1486521 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2017-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:３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185,000円～185,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 13090-27877221 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

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町坂梨2434-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

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

①8:30～18:00 医療事務資格
②8:30～12:30 あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労･厚
従業員数:7人 月給制　:月額174,600円～189,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1470321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:なし 経験:必須(医療事務

惣菜係 (株)熊本フレイン

高森店 資格:不問

一般事務 (株)グリーンライフ

コガ
資格:不問

雇用期間の定めなし

健康指導員 (株)阿蘇

ファームランド

雇用期間の定めなし

事務員 (社)こども

サポートセンター

あそら

雇用期間の定めなし

受付・医療事務

（経験者）

松見内科

クリニック

雇用期間の定めなし

一般事務及び

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務

ＮＰＯ法人

ふるさと創生

雇用期間の定めなし

廃校を活用したIT

ｻﾎﾟｰﾄの接客･営業

リングロー(株)

雇用期間の定めなし

・各種惣菜類の調理
・パック詰め作業 ・商品の値段打ち
・陳列コーナーへの商品出し・陳列整理
・陳列・調理ｽﾍﾟｰｽの後片付け/清掃作業
＊希望時間、日数、曜日はできる限り
相談に応じます。

事務･販売特集

＊森林育成に伴う、補助金等のｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
（依頼者からの相談/ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ）/申請業務
・現場調査後、所有者と施業内容を相談
の上、申請書類等を作成。契約に伴う
文書整理、ﾃﾞｰﾀ入力、付随する事務。

＊経験のない方は丁寧に指導いたします。

＊受付、窓口会計事務、パソコンによる
保険請求事務

・患者様のカルテの整理及び管理
・診察室への案内
・院内備品の整理等

＊発達障がい児（0才～18才）支援施設
・請求書入力作業・ﾊﾟｿｺﾝでの書類作成
・整理整頓 等
・発達障がい児の見守り/療育支援業務
・利用者の送迎
（阿蘇管内、及び近隣周辺の町村）

・受付、レジ業務
・測定の補助や案内
・測定結果の説明や指導
・施設内及び測定機器の清掃や点検
・備品確認、発注業務
・店舗の開店閉店業務

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

・パソコン/スマートフォンのご相談対応
・中古ﾊﾟｿｺﾝ回収・自社中古ﾊﾟｿｺﾝの販売
・出張ｻﾎﾟｰﾄ・役場や本社とのやりとり
・地域交流イベントの企画・運営
・事務業務（在庫管理、備品発注など）
・集学校の施設管理(校内清掃/環境整備)

阿蘇医療センター【医師事務作業補助】
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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

①8:30～17:30 医療事務資格
医師事務作業補助

求人:１人 あれば尚可
年齢:59歳以下

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

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

①8:30～17:30 診療情報管理士
②8:30～12:30 あれば尚可

求人:１人 ③13:30～17:30
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 1446621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(診
変形（1ヶ月単位）

①8:30～18:00
②8:30～12:00

求人:１人
年齢:65歳以下

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

正社員 43090- 1391621 就業場所:阿蘇市内牧115 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下

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

正社員 43090- 1351021 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(医
変形（1年単位）
①8:45～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 1482021 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(経
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

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

①8:30～17:00
②8:30～12:00

求人:５人
年齢:35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148,980円～182,580円 休日:日祝 学歴:高校以上

正社員 43090- 1455921 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

受付および

医療事務

(医社)問端会

問端内科 資格:不問

雇用期間の定めなし

医師事務作業補

助者

(医)社団　順幸会

阿蘇立野病院

雇用期間の定めなし

医師事務作業補助 (株)ニチイ学館

熊本支店

雇用期間の定めなし

経理事務

／一般事務

(株)藤本建設工業

雇用期間の定めなし

経理職 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

雇用期間の定めなし

医療事務

（病院）

(医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

資格:不問

雇用期間の定めなし

総合職《令和５年

４月１日採用》

阿蘇農業協同組合

雇用期間の定めなし

阿蘇医療センター【医師事務作業補助】
・医師のスケジュール管理
・資料作成・整理
・図書・文献整理
・診療情報のＰＣ入力 等

・陪席（電子カルテ操作）
・書類作成
・その他、医師事務作業補助業務全般

＊窓口業務として患者様の受付、保険証
確認、会計業務

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

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

・伝票仕訳、作成・月次決算業務
・各種管理書類作成・電話/来客対応など
＊南阿蘇ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ（ｺﾞﾙﾌ場：１拠点、
ﾎﾃﾙ：２拠点）の経理。経理担当者が
常駐してますので、みんなと連携して
経理業務を行ってください

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

○金融：貯金貸付等の事務（窓口業務）
○共済：総合生活保障推進事業/事務等
○購買：物資の供給/事務等他
○指導・販売：農産物の販売、営農他
○利用事業：カントリー集荷、他
○特殊：オリジナル商品開発事業 他

商品管理（食品/生活必需品等）、販売
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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
②9:00～18:00

求人:８人 ③13:00～22:00
年齢:59歳以下

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

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

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労･健･厚
従業員数:294人 時給制　:月額147,586円～173,630円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090- 1413621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1985-2 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南小国町大字赤馬場1789-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:40人 月給制　:月額164,154円～164,154円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1505521 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1789- 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(接

変形（1ヶ月単位） 登録販売者(一般医薬品)

①8:30～17:45
②15:30～0:00

求人:１人
年齢:59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181,000円～287,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 40150- 6999821 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場1283-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 登録販売者(一般医薬品)

①8:30～17:45
②15:30～0:00

求人:１人
年齢:59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181,000円～287,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 40150- 7000221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4522番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:35歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1429321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4604-13 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:30～16:00
②9:30～18:00

求人:１人 ③10:30～19:00
年齢:不問 普通自動車免許

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

販売職（一の宮店

惣菜部）

(株)みやはら

資格:不問

又は5:00～17:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

店舗社員

（熊本中エリア）

ダイレックス

(株) 資格:不問

又は7:00～22:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド

スタッフ

フルキ石油(株)

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

登録販売者

（阿蘇一の宮店）

(株)ドラッグストア

モリ

又は8:30～0:00の間

の8時間程度
雇用期間の定めなし

物産館スタッフ (株)ＳＭＯ南小国

登録販売者

（小国店）

(株)ドラッグストア

モリ

又は8:30～0:00の間

の8時間程度

給油所スタッフ

（高森給油所）

阿蘇農業協同組合

・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。

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

＊物産館「きよらカァサ」
・販売商品の管理
・移動販売
・電話対応
・レジなど

○商品管理・店舗管理業務
（レジ、接客、販売、商品陳列等の業務）
＊教育ｼｽﾃﾑも充実。しっかりと知識・
資格を取得し成長して頂けます。

＊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）

○商品管理・店舗管理業務
（レジ、接客、販売、商品陳列等の業務）
＊教育ｼｽﾃﾑも充実。しっかりと知識・
資格を取得し成長して頂けます。

＊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）

・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。

＊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

＊久木野給油所にて接客・販売業務
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①7:00～15:30
②9:00～17:30

求人:２人 ③10:30～19:00
年齢:不問 普通自動車免許

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

変形（1ヶ月単位）

①8:00～16:30
②8:30～17:00

求人:２人 ③9:00～17:30
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字久石2815番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:120人 月給制　:月額158,000円～158,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1488321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石2815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155,520円～155,520円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 6358021 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1283- 週休2日制:その他 経験:不問

①14:30～23:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7,374人 時給制　:月額155,520円～155,520円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 6405721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4522番地 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～17:00

求人:３人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 06060- 2056321 就業場所:菊池市西寺1437-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①9:00～17:40

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

福岡県筑後市大字一条535番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3,984人 月給制　:月額151,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140- 3533021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2407 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:00

求人:１人
年齢:45歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43011- 2565221 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1404-6 週休2日制:その他 経験:不問

販売員

（小国店）

(株)ドラッグストア

モリ
資格:不問

接客および販売 (株)あそ望の郷

みなみあそ

雇用期間の定めなし

給油所スタッフ

（久木野給油所）

阿蘇農業協同組合

営業職

（阿蘇支店）

ヤンマーアグリ

ジャパン(株)

九州支社

雇用期間の定めなし

家庭薬配置員

【熊本営業所】

協同薬品工業(株)

雇用期間の定めなし

販売員

（阿蘇一の宮店）

(株)ドラッグストア

モリ
資格:不問

営業職 (株)ヰセキ九州

雇用期間の定めなし

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

・「道の駅 あそ望の郷くぎの」での
特産品の販売・商品管理・運営

・ファストフードコーナー
（ソフトクリーム・ジェラート等）販売
・商品の運搬（道の駅～村内各施設）

・販売する商品の商品出し、補充
・陳列棚の整理
・在庫商品の管理
（賞味期限のチェック、在庫の確認）
・接客、販売・ﾚｼﾞ業務・ﾌﾛｱ清掃 など

＊ドラッグストア店舗での販売業務
・店舗での販売する商品の品出し、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

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

・自宅からお客様宅への直行直帰の営業
になります。（みなし労働時間制適用）

◆トライアル雇用併用求人◆

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

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

担当地域内のお客様（農家主体）に対し、
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位） 準中型自動車免許
①8:30～17:00

求人:１人
年齢:45歳以下

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

正社員 43011- 2584321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3365-4 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
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 43010-24820821 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） ８トン限定中型自動車免許

①9:30～18:00 中型自動車免許

求人:１人 上記のいずれか
年齢:35歳以下 普通自動車免許

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

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

①9:00～14:00
②13:00～18:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 上益城郡益城町平田字深迫2441-2 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:182,651 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43011- 2560921 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2914-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 上益城郡益城町平田字深迫2441-2 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:182,651 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43011- 2561121 就業場所:阿蘇市黒川2159-4 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

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

交替制あり

求人:１人
年齢:不問

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

営業職

／阿蘇支店

日産プリンス熊本

販売(株)

雇用期間の定めなし

営業職 (株)ヰセキ九州

雇用期間の定めなし

事務

【一の宮ｾﾝﾀｰ】

ヤマト運輸(株)

熊本主管支店 資格:不問

事務

【小国センター】

ヤマト運輸(株)

熊本主管支店 資格:不問

営業スタッフ ネッツトヨタ熊本

(株)

雇用期間の定めなし

9:30～15:00の

間の5時間程度

健康指導員 (株)阿蘇

ファームランド

一般事務

（調剤薬局事務）

(株)ユニスマイル

資格:不問

担当地域内のお客様（農家主体）に対し、
農業機械の販売/納品ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ/事前点検
/展示会等のご案内/提案説明など。
・出勤後営業、社用車（軽ﾄﾗｯｸ）使用。
・３tﾄﾗｯｸでの納品、引取り等の運搬あり
・その他、付随業務。

新車販売・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
移動手段：自家用車（手当有）ｶﾞｿﾘﾝ支給

ネッツワールド阿蘇店トヨタ車の販売
プリウス・ＲＡＶ４・ヤリス・アクア・
Ｃ－ＨＲ・シエンタ・ＶＯＸＹ・ヴェル
ファイア等の営業販売
※２０１９年度「熊本県ブライト企業」
に認定されました。

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

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

＊健康パビリオン内においての健康指導
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

ファーコス薬局ゆう/調剤薬局事務
・受付事務（レセプトコンピューター）
・簡単な在庫管理（ＰＣ）
・簡単な経理（ＰＣ）
・簡単な薬剤師のサポート業務
＊研修制度あり。通信教育講座も充実。

杖立温泉観光旅館協同組合事務局員
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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

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

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

①8:30～12:30 医療事務資格
②14:00～18:00 あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労
従業員数:7人 時給制　:時給970円～1,050円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1471621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:毎週 経験:医療事務経験

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

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

①9:00～15:30
②9:30～16:00

求人:１人
年齢:不問

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

①9:00～15:30
②9:30～16:00

求人:１人
年齢:不問

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

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市蔵原832-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:28,600 時給制　:時給825円～825円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1498921 就業場所:阿蘇市蔵原832-1 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
(４か月未満) 従業員数:58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- 1495421 就業場所:阿蘇市黒川2163 週休2日制:毎週 経験:不問

受付　医療事務 松見内科

クリニック

雇用期間の定めなし

地域おこし協力隊 小国町役場

銀行店頭業務／

宮地支店

(株)熊本銀行

資格:不問

銀行店頭業務／

阿蘇支店

(株)熊本銀行

資格:不問

銀行店頭業務／

阿蘇支店

(株)熊本銀行

資格:不問

売店スタッフ (株)阿蘇熊牧場

（阿蘇カドリード

ミニオン）
資格:不問

レジ業務 イオン九州(株)

ホームワイド阿蘇店
資格:不問8:00～20:30の

間の5時間程度

杖立温泉観光旅館協同組合事務局員
事務経理全般、ＳＮＳによる情報発信、
観光客へのインフォメーションなど。
その他、イベント等の企画・開催、商品
開発など。詳しい業務内容は旅館組合
０９６７－４８－０５０６まで

＊受付、窓口会計事務、パソコンによる
保険請求事務

・患者様のカルテの整理、及び管理
・診察室への案内・院内、備品の整理等
＊医療事務の経験者又は医療事務有資格
あれば尚可

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

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

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

＊売店での販売業務
・販売・レジ・接客・商品だし・清掃等
＊カフェでの接客業務
・注文受付・販売・接客
・調理全般（簡単な調理）、食器片付け
清掃等

・商品の補充、及び商品の陳列

＊レジ業務
・バーコードスキャンレジ操作
・備品の補充・店内での接客業務
・レジ周辺の清掃及び整理整頓
＊経験がない方でも、スタッフが丁寧に
指導いたします。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①17:00～22:00

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1851番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:100人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1476821 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1851番地 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～13:00

求人:２人
年齢:不問

大分県竹田市大字拝田原201番地2 保険:労･労･厚
従業員数:34人 時給制　:時給822円～822円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44080- 1893321 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1851 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:64歳以下

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

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

求人:２人
年齢:64歳以下

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

パート労働者 43090- 1305221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1985-2 週休2日制:その他 経験:不問

求人:２人
年齢:64歳以下

熊本市北区貢町537番地18　フードパル熊本内 保険:雇･労
従業員数:34人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43010-24577621 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～14:30
②17:00～23:00

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:労
(４か月以上) 従業員数:7,374人 時給制　:時給860円～965円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 40150- 6622721 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

①17:00～23:00

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:労
(４か月以上) 従業員数:7,374人 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 40150- 6605121 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

夜間責任者

（ﾅｲﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

(株)熊本フレイン

小国店
資格:不問

販売職（一の宮店

惣菜部）

(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

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

販売店員 (有)ウィル

資格:不問

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
資格:不問

販売員

（阿蘇一の宮店）

(株)ドラッグストア

モリ
資格:不問

販売

（アソフォレ）

清正製菓(株)

資格:不問9:00～18:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

・販売商品の品出し、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

・販売商品の品出し、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

・ご来店いただいたお客様へお席への
ご案内やオーダー受け

・店内でのお召し上がりの他 ﾃｲｸｱｳﾄ対応
・店内外の清掃 など
＊新型コロナウィルス感染症の影響に
よる離職者短時間ﾄﾗｲｱﾙ雇用併用求人

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

（百円ｼｮｯﾌﾟ・楽百市／熊本ﾌﾚｲﾝ小国店）＊
商品の販売に関する業務
・商品の発注
・整理
・補充 等

・商品金額の打ち込み（バーコード使用）
・レジ廻りの掃除・かごの整理整頓等
・買い物袋の補充・レシート紙の点検と
補充
※夏と冬はギフト商品の包装もあります

・商品の補充、及び商品の陳列
・商品の在庫管理
・お客様のご案内、及び問合せの対応
・レジ業務
・店内外の清掃
・閉店時の見回り、及び施錠
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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

①9:00～17:00

求人:３人
年齢:20歳～44歳 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町大字高森1537-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額155,000円～200,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1522421 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1537-2 週休2日制:その他 経験:不問
大型自動車免許

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

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

正社員 24081- 1169721 就業場所:熊本市、上天草市、天草市、益城 週休2日制:その他 経験:ﾀﾞﾝﾌﾟ3年以上

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1329721 就業場所:阿蘇市乙姫50 週休2日制:毎週 経験:不問
車両系建設機械運転技能者

①8:00～17:00 (整地/運搬/積込用及び掘削用)

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

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

①8:00～17:00 ２級建設機械施工技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

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

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

①8:30～17:30
②8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

①9:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

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

パート労働者 43090- 1420621 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺字蔵追2849番地1 週休2日制:毎週 経験:不問

電気・

機械技術員

(株)東工業

九州事務所

雇用期間の定めなし

ダンプ運転手 (株)工藤重機

雇用期間の定めなし

運転士 南阿蘇鉄道(株)

雇用期間の定めなし

送迎運転手 (医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

重機オペレーター (株)北野建設

雇用期間の定めなし

重機オペレーター (株)工藤重機

雇用期間の定めなし

ｷｬﾝﾌﾟｻｲﾄ/ｺﾃｰｼﾞ

施設の管理ｽﾀｯﾌ

(株)宮下観光

蔵迫温泉さくら

雇用期間の定めなし

輸送･機械運転特集

当施設内での整備・点検・管理業務の
営繕スタッフの募集です。
・キャンプサイト場内の整備・点検
・貸コテージ（６棟）の整備・点検
・温泉浴場（露天風呂・内湯）の清掃
・施設内の見回り・点検・草刈り等

・通所ﾘﾊﾋﾞﾘ/外来/透析利用者の送迎運転
・自動車への乗降りの際の介助等の補助
＊送迎車は軽自動車・９人乗りの乗用車
・マイクロバスを使用します。
＊週に２回、入浴介助（１０：３０～
１１：３０）があります。

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

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

＊６月～１０月迄北九州で動力操縦運転
免許資格取得の為訓練を受けていただ
きます。（会社負担）資格取得後は
４ヶ月程度ＪＲ九州管内での見習い
実習となり、その後は南阿蘇鉄道での
勤務となります。

◆熊本県でダンプ（10t/４t/２t）による
土砂及び産業廃棄物
(ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ/ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ等)の運搬作業を
行ないます。

・運転業務の他、多少土木作業もあり。

※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。

バックホー等、重機オペレーター業務

＊エリア：熊本市一円、上益城、阿蘇
＊直行直帰可
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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- 1428421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2313 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:40歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2313 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額195,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

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

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

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

変形（1ヶ月単位）

①7:30～19:15

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

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

①8:00～12:30
②15:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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

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

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

正社員 46120- 1870821 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069- 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(電
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区戸島町2874 保険:雇･労･健･厚
従業員数:280人 月給制　:月額202,200円～245,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43010-24112621 就業場所:阿蘇市跡ケ瀬177 週休2日制:その他 経験:不問

プロパンガスの

充填・配送・検針

フルキ石油(株)

雇用期間の定めなし

配送スタッフ (株)古木常七商店

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

営繕・清掃

（旅館）

(株)夢龍胆

資格:不問

雇用期間の定めなし

食材宅配業務 阿蘇農業協同組合

施設管理

（旅館）

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯）

工場作業員 有価物回収協業組合

石坂グループ

雇用期間の定めなし

施設・管理係 「旅館　藤のや」

準備室

(ふじﾘｿﾞｰﾄ(株)内)

雇用期間の定めなし

運搬･清掃(軽作業)特集

・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・工務店様です。
※先輩スタッフが同行しながら、丁寧に
お教えします。

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

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

・発注作業等の事務、簡単なパソコン
作業、電話対応 等

・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

〇大浴場の集中清掃（日中）
月・木（男性風呂）・火・金（女性風呂）
〇外周り清掃〇客室の清掃
・お部屋の清掃・共用部清掃
・廊下・共用トイレ・ロビー
○修繕・補修

○旅館及び温泉の施設管理と清掃業務。
・温泉施設の管理、清掃。
・施設内設備管理（電気系統、建物補修）
清掃。

＊重機や車輛の運転および
機械オペレーター

＊廃棄物や有価物の選別作業

○搬入商品の受け入れ、仕分け、分解
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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 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能者
あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43011- 2518621 就業場所:阿蘇市黒川1346 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～16:45
②20:00～5:00

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:500人 時給制　:月額172,200円～172,200円 休日:日他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-24341021 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-5 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①9:00～17:30

求人:５人
年齢:不問

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

変形（1ヶ月単位）

①6:30～17:00
②7:00～17:00

求人:４人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:82人 時給制　:月額142,760円～154,800円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1312821 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業

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:82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- 1514421 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

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:82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- 1515321 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:30～14:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区本荘6 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:4,086人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-24567421 就業場所:阿蘇市小里834-2 週休2日制:その他 経験:不問

作業員 (株)東政産業

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

工場内での部品

開封・ピッキング

(株)

日輪　福岡支社 資格:不問

自動車用ボルトの

入庫・出庫業務

(株)リフティング

ブレーン
資格:不問

清掃作業

（旅館）

星光ビル管理

(株)熊本営業所 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4時間以上

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9:00～15:00の

間の4時間以上

○搬入商品の受け入れ、仕分け、分解
作業（不要な部品やｺｰﾄﾞ等を取り除く）
※一部ﾌｫｰｸﾘﾌﾄを使用しての作業がありま
すが資格がなくても応募は可能です。

（後から資格を取得していただきます。）

検査後のﾎﾞﾙﾄが入ったﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製の箱
(縦横25ｃｍ/高さ12ｃｍ)が集荷場に集め
られており伝票と品番を照合し出荷場に
ある専用ｺﾝﾃﾅに収める。更に返却された
空箱に異物が入ってないか確認しｺﾞﾐ等
をｴｱｼｭｰﾀｰで吹き飛ばし布で拭きます。

◎箱に入っている精密部品を開封し、
指定場所に置いて頂く簡単軽作業です。

＊昼間の勤務のみですので、体調管理も
しやすいです。

・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。

＊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。

旅館内清掃、客室清掃
＊シフト制
＊１年毎の更新

・簡易宿泊施設での客室清掃業務
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①10:00～16:00

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5601-16 保険:
(４か月未満) 従業員数:0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- 1491721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5601-16 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～14:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区帯山3丁目8-44 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:436人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-23765621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地6029-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

求人:１人
年齢:不問 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か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給830円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1456121 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:00～13:00
②12:00～17:00

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
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1457021 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～15:00

求人:２人
年齢:69歳以下

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1,000円～1,500円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1459821 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

①8:00～11:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 大阪府大阪市住之江区南加賀屋4丁目6-8 保険:労
(４か月以上) 従業員数:70人 時給制　:時給950円～950円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 27040-16907621 就業場所:阿蘇市内牧字中町148-3 週休2日制:毎週 経験:不問

普通自動車免許
あれば尚可

求人:３人
年齢:不問

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

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

フランピング

清掃スタッフ

阿蘇ハイランド

開発(株)
9:00～15:00の

間の5時間程度

清掃

(ハウスキーパー)

阿蘇ハイランド

開発(株) 資格:不問

清掃及び

ベッドメイク

(株)三勢

資格:不問

清掃 プレミアムス

ウィッチ・プラス
資格:不問

又は10:00～16:00

の間の3時間程度

清掃係 (有)小山旅館

9:00～16:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

清掃 栄家食品　(株)

資格:不問

又は8:00～17:00の

間の7時間程度

清掃業務 (有)奥阿蘇の宿

やまなみ 資格:不問

雇用期間の定めなし

・簡易宿泊施設での客室清掃業務
・雑務（草刈り・草取り等）
＊一般的な自宅清掃が出来れば問題あり
ません。

阿蘇青少年の家にて
・建物共用部分、廊下、階段、トイレの
清掃

・利用があった時に講師宿泊棟（洋室）
のベッドメイキング

（２０分～多い時で１時間程度）

・フランピング施設のキャンピング
トレーラー内の清掃

・フランピング施設のテント内の清掃
・ロッジの清掃
・バーベキュー場の清掃
・宿泊準備等、その付随随する業務

・チェックアウト後の客室清掃
・廊下・ロビー・玄関・共用トイレ清掃
・アメニティ補充、在庫管理
＊お風呂の清掃はありません。
※清掃業務未経験の方も
大歓迎いたします！

＊ゴルフ場クラブハウス内及び各施設の
清掃を行う仕事です。

・ロビー、お風呂場、トイレ等の清掃
・リネン室での洗濯
・その他、付随する業務

宿舎内の共有スペース等々の清掃
（廊下/風呂場/お手洗い/洗濯場/玄関）
＊60歳以上の方もご応募
お待ちしております。

＊未経験の方も丁寧に指導しますので、
安心してご応募ください。

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

・布団上げ、シーツ交換、片付け
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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

①9:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

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

①8:00～12:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区渡鹿2丁目11-17 保険:労
(４か月以上) 従業員数:137人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-21932221 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～14:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区渡鹿2丁目11-17 保険:労
(４か月以上) 従業員数:137人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-21936621 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

求人:２人
年齢:不問

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

①9:00～15:00

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:82人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1315421 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 熊本市東区西原一丁目2番15号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:276人 時給制　:時給920円～920円 休日:火他 学歴:不問
パート労働者 43010-24817621 就業場所:阿蘇市黒川145番地1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡高森町大字高森2294-3 保険:雇･労
従業員数:74人 時給制　:時給830円～870円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1510721 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2294-3 週休2日制:毎週 経験:不問

清掃員 (株)総美

資格:不問

清掃員

／半日勤務

(株)総美

資格:不問

客室清掃員 (株)阿蘇

ファームランド 資格:不問

又は9:00～17:00の

間の5時間程度

洗車／阿蘇支店 日産プリンス熊本

販売(株)
9:30～18:30の

間の6時間以上

仕上検査

（べビー用品）

岩下(株)九州工場

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

8:15～17:10の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

・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

院内の清掃作業
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃

院内の清掃作業
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃

＊ホテル内大浴場及び別棟の温浴施設の
清掃業務です。

＊浴場内、脱衣場、トイレ
整体ルーム等の清掃を行います。

＊客室全体のお掃除・ベッドメイク・
ユニットバス清掃、備品補充などを
お願いします。

＊掃除機かけや拭き掃除、ｼｰﾂ交換など
ご家庭での掃除と同様です。

＊慣れるまでは丁寧に指導いたします。

整備預り車の洗車、付随業務
・洗車機を通した後の拭き上げ作業
・車内清掃

・仕上げ（ベビー用品・肌着・下着等の
検査後のタグ付け、袋入れ等）。

＊初心者の方には丁寧に指導いたします
ので、安心してご応募ください。

＊商品補充＊商品の発注業務
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①7:00～12:00

求人:２人
年齢:不問

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

①18:00～20:30

求人:２人
年齢:64歳以下

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

パート労働者 43090- 1443521 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問

求人: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:82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- 1512221 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 保険:労
(４か月以上) 従業員数:127人 時給制　:時給821円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1396821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:30

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090- 1306521 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:82人 時給制　:時給900円～1,070円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1317621 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:20～16:05

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地2460 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:3,500人 日給制　:時給824円～824円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1467821 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2460 週休2日制:毎週 経験:不問

パントリー

（洗い場）

阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル 阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

資格:不問7:00～22:00の

間の4時間以上

布団敷き

（ホテル）

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

雇用期間の定めなし

グロサリー

（商品補充）

(株)熊本フレイン

高森店
資格:不問

パントリー

（洗い場）

阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル 阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

資格:不問7:00～22:00の

間の4時間以上

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

洗い場スタッフ

（ホテル）

ホテルグリーンピア

南阿蘇（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問9:00～16:00の

間の3時間以上

学校技師（会計

年度任用職員）

熊本県立

阿蘇中央高等学校
資格:不問

＊商品補充＊商品の発注業務
＊空き箱、ダンボールの後片付け
＊倉庫・店内商品の整理整頓や清掃など
◆グロサリーとは、生鮮食品以外の食品
・日配品・雑貨などの事です。
＊時間、日数、曜日は相談に応じます。

＊宿泊のお客様の夕食時（食事処にて
食事）にお部屋にお邪魔させて頂き
お客様の布団敷きをします。

★２人１組での作業になります

＊厨房内で食器類の洗浄、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をして
いただくこともあります。

＊スタッフが丁寧に指導いたします。

＊使用済のお皿やｺｯﾌﾟなどを洗浄、
片づけをします。
私たちは食器も料理の一部だと考えて
います。お客様が気持よく使っていた
だけるよう新品のように洗い上げます。

＊障害者の方の応募も可能です

＊病院内厨房においての食器・調理器具
等の洗浄業務

・厨房内の清掃
・配膳、下膳

＊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をして
いただくこともあります。

＊土、日、祝日の勤務が可能な方を希望

・学校内の環境整備（除草作業・刈払・
小修繕・清掃）

・銀行等への入金、払い出し業務
・その他校長が指示した業務

・ｺｰｽ・ｸﾞﾘｰﾝ整備(草刈り/砂まき/散水等)
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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

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840円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1464121 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:その他 経験:不問

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労
従業員数:90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- 1518121 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

雇用期間の定めなし

ゴルフコース及び

別荘地管理作業員

阿蘇ハイランド

開発(株)
7:00～17:00の

間の7時間程度

ゴミ処理／運搬係

（ホテル）

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや
10:00～17:00の

間の5時間程度

・ｺｰｽ・ｸﾞﾘｰﾝ整備(草刈り/砂まき/散水等)
・ディボット整備＊ｺｽｷﾞﾘｿﾞｰﾄで管理する
別荘地の整備を行います・道路に落下
した枯れ枝、落ち葉、倒木の除去作業

・側溝に溜まった落ち葉、土砂の除去。
・降雪時の融雪剤散布作業。

・ホテル内ゴミ捨て場、調理室等から
各種ｺﾞﾐの搬出・仕分け（生ｺﾞﾐの場合
10Kg程度の重量になることがあります）

・ホテル所有ゴミ回収車(2t程度/ﾘﾌﾄ付)へ
ゴミ積込み、車輌運転／処理施設への
運搬 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

○「月刊 求人情報誌」

・就業地別求人 ・阿蘇市

・小国／南小国

・高森／産山

・南阿蘇

について、毎月1回（おおむね月初め）発行します。

ハローワーク庁舎内で配布しておりますので、ぜひご利用ください。

○「週刊 求人情報誌」

毎週火曜日発行。前の週に受理した求人を職種問わずまとめております。

月刊と同じくハローワーク庁舎内で配布しておりますので、ぜひご利用ください。

開庁時間

月曜日～金曜日

（祝日、年末年始を除く）

午前８時３０分～午後５時１５分


