
この求人情報誌はR4.8.26～R4.9.11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。

9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

10月3日（月）



＊就職支援セミナー受講希望の方は
窓口にお尋ね・またはお電話ください。

9/16 金

20 火 ②医療・福祉事業所説明会

21 水 ⑤福祉のお仕事相談会

22 木

26 月

27 火

28 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

29 木

30 金

10/3 月

4 火

5 水 ③看護のお仕事相談

6 木

7 金

11 火

12 水 ④あそサポステ就労相談会

13 木

14 金

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。



 

熊本県最低賃金 

令和４年１０月１日から！ 

時間額 

年齢に関係なく 

パートやアルバイトなどを含め 

すべての労働者が対象になります。 

円 

が改定されます 

熊本県のこれまでの最低賃金８２１円から３２円アップ 

熊本労働局 労働基準部 賃金室   TEL : 096-355-3202   FAX : 096-353-6621 



熊本県の最低賃金 
必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も。 

熊本県内で事業を営む使用者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。 

派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されます。 

地域別最低賃金と特定（産業別）最低賃金の両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額

以上の賃金を支払わなければなりません。 

 

 

 
熊本県地域別最低賃金 

最低賃金の件名 最低賃金額（時間額） 効 力 発 生 日 適 用 範 囲 

熊本県最低賃金 ８５３円 令和４年１０月１日 

 熊本県内のすべての労働者

に適用されます。 

 

熊本県特定（産業別）最低賃金  ↓令和 4年度改定については現在審議中です。 

産   業 最低賃金額（時間額） 効 力 発 生 日 適 用 除 外 等 

電子部品・デバイ

ス・電子回路、電気

機械器具、情報通

信機械器具製造業 

８６３円 令和３年１２月１５日  

次に掲げる者を除きます。 
○18歳未満又は 65歳以上の者 

○雇入れ後 6 月未満の者であって、

技能習得中のもの（※） 

○清掃又は片付けの業務に主として

従事する者 

○「電子部品・デバイス・電子回路、電

気機械器具、情報通信機械器具製

造業」については、上記の他に、手作

業により又は手工具若しくは小型動

力機を用いて行う巻線、組線、かし

め、洗浄、取付け、はんだ付け、バリ

取り、選別、検査、包装、袋詰め、箱

詰め又はこん包の業務（これらの業

務のうち流れ作業で行う業務を除

く。）に主として従事する者 

 
（※）外国人技能実習生は、この「技能習得中

のもの」には該当しないため、特定（産業別）

最低賃金適用の対象になります。 

自動車・同附属品

製造業､  船舶製

造・修理業，舶用

機関製造業 

９０２円 令和３年１２月１５日  

百貨店， 

総合スーパー 

(７９６円) 
＊最低賃金法第六条により、

令和４年１０月１日からは 

８５３円 
が適用されます。 

(令和２年１２月１５日) 

注１ 最低賃金は、常用・臨時・パート・学生アルバイトなどすべての労働者に適用されます。 

注２ 最低賃金には次の賃金は含まれません。 

①臨時に支払われる賃金（結婚手当など） ②１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 

③時間外割増賃金など ④休日割増賃金など ⑤深夜割増賃金など ⑥精皆勤手当、通勤手当および

家族手当 

注３ 「百貨店，総合スーパー」とは、衣・食・住にわたる各種の商品を販売する百貨店・デパート及び総合スー

パー等であって、従業者が常時５０人以上のものをいいます。 

注４ 特定（産業別）最低賃金の産業の名称は、日本標準産業分類によるものです。 



変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:45
②15:30～0:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

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

正社員 40150- 8348321 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1283- 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:45
②15:30～0:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

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

正社員 40150- 8349621 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） 一級建築士
①8:00～17:30 二級建築士

２級建築施工管理技士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:69歳以下

阿蘇郡小国町大字宮原1978 保険:雇･労･健･厚
従業員数:28人 月給制　:月額286,000円～345,500円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1784621 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1978 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(建
変形（1年単位） １級土木施工管理技士

①8:00～17:00 ２級土木施工管理技士

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町坂梨2449-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 日給制　:月額254,100円～300,300円 休日:日 学歴:不問

正社員 43090- 1833021 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2449-4 週休2日制:その他 経験:必須(１級／２
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:２人 上記のいずれか
年齢:65歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町大字高森656-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額205,000円～300,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1778121 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森656-1 週休2日制:その他 経験:不問
歯科医師

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360,000円～500,000円 休日:土日祝 学歴:大学以上

正社員 43090- 1841021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3472-1 週休2日制:毎週 経験:不問
薬剤師

①8:15～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡小国町宮原1743番地 保険:雇･公･健･厚
従業員数:138人 月給制　:月額288,400円～310,500円 休日:土日祝他 学歴:大学以上

正社員 43090- 1872621 就業場所:阿蘇郡小国町宮原1743番地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(業

フルタイム
A　管理的職業（法人・団体の役員、管理職員）

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

建築技術者

雇用期間の定めなし

薬剤師

（公立病院）

小国郷

公立病院組合

小国公立病院

店長・

マネジメント職

雇用期間の定めなし

(株)ドラッグストア

モリ

又は8:30～0:00の間

の8時間程度

店長・

マネジメント職

雇用期間の定めなし

(株)ドラッグストア

モリ

又は8:30～0:00の間

の8時間程度

歯科医師 (医社)きずな会

阿蘇きずな歯科医院

雇用期間の定めなし

土木施工管理技士

雇用期間の定めなし

(株)高梢

土木施工

管理技術者

雇用期間の定めなし

(株)佐藤建設

(株)橋本建設

雇用期間の定めなし

○店舗管理業務
商品陳列・接客・レジ業務を経て店舗
責任者としてｽﾀｯﾌの教育や売場管理、
勤怠管理等ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを行って頂きます。

＊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。

○店舗管理業務
商品陳列・接客・レジ業務を経て店舗
責任者としてｽﾀｯﾌの教育や売場管理、
勤怠管理等ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを行って頂きます。

＊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。

＊建築工事現場事務所において工事の
管理・基礎～仕上がりまでの管理

＊監督及び施工図や工事関係の書類作成
・官公庁や機関へ提出する建築書類作成
（提出書類等はパソコン使用となります）
＊現場エリアは熊本市近郊及び阿蘇郡市

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

＊現場での土木工事においての施工管理
・担当現場に係る期間や工事に関する
諸々な作業及び工事現場の工程管理

●歯科治療●口腔ケア
●口腔リハビリ
●カルテ入力
●スタッフ教育
※訪問診療時、社用車（軽自動車）の
運転があります。

・調剤に関すること
・医薬品に関すること
・出納業務に関すること
・薬剤室及び薬品庫の管理
・薬剤科に所属する機械器具及び装置の
保全業務

阿蘇を中心とした利用者様宅を訪問し、

1



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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

熊本市北区龍田弓削1丁目16番38号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:100人 月給制　:月額270,000円～300,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43010-30153821 就業場所: 
 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり 看護師
①8:30～18:00 准看護師
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森2022-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:17人 月給制　:月額186,000円～220,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1842721 就業場所:阿蘇郡高森町高森2022-3 週休2日制:なし 経験:看護経験者
看護師

①8:15～17:15 准看護師

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･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額177,000円～325,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1822321 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） 看護師
①8:30～17:30 准看護師
②9:30～18:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市乙姫1776 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額187,000円～225,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1687321 就業場所:阿蘇市乙姫1776 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:00～17:30
②9:30～18:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:152人 月給制　:月額170,700円～230,700円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1696621 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） 看護師
①8:00～17:00 准看護師
②16:30～9:30

求人:１人 上記のいずれか
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額172,000円～202,000円 休日:他 学歴:専修学校以上

正社員 43090- 1701621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(業
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:30～17:30 准看護師
②9:00～18:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢: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163,900円～181,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1753021 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） 看護師
①8:30～17:00
②16:30～9:00

求人:３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197,000円～292,007円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1765521 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

看護師（正又は

准看護師）

(医社)大徳会

介護老人保健施設

ﾘﾊｾﾝﾀｰひばり

看護師 (株)ワンバイワン

看護師（高齢者

介護施設）

(福)やまなみ会

あその杜

雇用期間の定めなし

正看護師 (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

看護職／あーくす (株)グローバル

介護サービス

雇用期間の定めなし

看護師

（正または准）

(医社)清流会

渡邉総合内科

クリニック

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

(医)高森会

看護師

（正、又は准）

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

ひめゆり

看護師（阿蘇

やまなみ病院）

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

阿蘇を中心とした利用者様宅を訪問し、
健康チェックや内服コントロール、入浴
介助等の看護支援を行います。
＊訪問車に関しては要相談
＊訪問エリア：阿蘇エリア
（直行直帰可能）

・医師の指導の下による診療補助
・医療器具のメンテナンスと準備
・患者様の生活改善に関する指導
・患者様の観察と身体状況の把握
・往診、訪問診療の介助等

（デイサービス阿蘇ふれあい）
通所介護での看護業務一般（ﾊﾞｲﾀﾙやお薬の
確認など）看護業務に合わせて、通所
介護で必要となる記録などの事務作業や
介護、送迎業務も兼務してもらいます。
※送迎等、難しい場合はご相談ください。

＊介護施設における看護業務全般
・日々の健康管理・身体チェック・処置
・服薬管理全般・日常の機能回復訓練
・病院への送迎
＊介護業務全般
・食事介助・衣服の着脱・排泄介助

・利用者の状態観察
・吸引、吸入・回診時の介助
・オンコール対応
・ドクター指示による薬の投与及び管理
・主治医への報告、連絡、相談

・入所者の身体、健康状態の把握
・身の回りのお世話（食事/入浴/排泄等）
・病院の指示による薬の投与及び管理
＊夜勤有、３人体制。勤務者の負担を
軽減する様に配慮しています。
月に４～５回の勤務。

＊施設ご利用者様の健康管理及び日常
生活の介護やﾚｸﾚｰｼｮﾝ・ﾘﾊﾋﾞﾘ等楽しく
生活出来る環境作りのお手伝い。

・経管栄養・吸引・処置・服薬の管理
・食事介助等

＊看護業務全般。
・認知症専門介護
・老人看護（身体管理/ターミナル）対応
・精神看護（急性期、慢性期）対応

＊白内障手術・網膜光凝固・ｺﾝﾀｸﾄ外来等
2



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

看護師
①8:30～16:30 准看護師
②8:30～12:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下

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- 1669221 就業場所:阿蘇市黒川1521 週休2日制:なし 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:152人 月給制　:月額158,700円～202,700円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1693521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8:00～17:30
②9:30～18:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:152人 月給制　:月額158,700円～202,700円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1695321 就業場所:＊南阿蘇村河陽4463　　『特別 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8:30～17:00
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185,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1761021 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
変形（1ヶ月単位） 准看護師
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167,000円～238,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1763821 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
変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8:30～17:30
②9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:69人 月給制　:月額185,880円～279,100円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1773521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:その他 経験:不問
理学療法士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額233,000円～237,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1708521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:毎週 経験:不問
作業療法士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額233,000円～242,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1707221 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

(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

准看護師（阿蘇

グリーンヒル）

雇用期間の定めなし

准看護師 (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

(医)高森会

雇用期間の定めなし

准看護師（阿蘇

やまなみ病院）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

介護老人保健施設

ﾘﾊｾﾝﾀｰひばり

雇用期間の定めなし

作業療法士

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

理学療法士

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(医)高森会

准看護師

（福祉施設）

准看護師 (福)順和会　特別

養護老人ホーム

陽ノ丘荘

正・准看護師 (医)眼科古嶋医院 ＊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、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。
日勤のみの勤務となります

＊利用者に対する看護介護業務全般。
・利用者の状態観察・利用者の健康管理
・機能訓練・入浴介助
・食事介助
・看護や看護記録

＊特別養護老人ホームの利用者に対する
看護業務全般。

・利用者の状態観察・吸引、吸入
・回診時の介助・オンコール対応
・ドクター指示により薬の投与及び管理
・主治医への報告、連絡、相談

＊施設における（療養棟）看護職に従事
していただきます。

・夜勤は月に５回程度で３名勤務になり
ます。

＊利用者の身体管理
・健康観察・内服処理・医療措置

＊病棟における看護業務全般
・認知症専門看護
・老人看護（身体管理、ターミナルケア）
・精神看護（急性期、慢性期）

＊利用者様の健康管理
機能訓練、食事介助、入浴・着替えの
介助、排泄介助

＊宿直 月２回程あり
（就学前児童免除あり）

＊入所棟、通所・訪問ﾘﾊﾋﾞﾘご利用者様に
対するリハビリテーションの実施。

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

＊入所棟、通所・訪問ﾘﾊﾋﾞﾘご利用者様に
対するリハビリテーションの実施。

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

・高齢者と毎日向き合いながら、個別の
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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） 作業療法士
①9:00～18:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労･健･厚
従業員数:134人 月給制　:月額162,700円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1751921 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
歯科衛生士

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170,000円～180,000円 休日:土日祝 学歴:専修学校以上

正社員 43090- 1840121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3472-1 週休2日制:毎週 経験:不問
歯科衛生士

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･労･健
従業員数:5人 月給制　:月額180,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1815621 就業場所:阿蘇市内牧1076-13 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(歯
歯科衛生士

①9:00～18:00
②9:00～13:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58人 月給制　:月額250,000円～500,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090- 1714821 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 栄養士
①8:30～17:45
②14:38～23:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,374人 月給制　:月額176,000円～238,000円 休日:他 学歴:専修学校以上

正社員 40150- 8781421 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 栄養士
①6:30～15:30
②8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:470人 月給制　:月額200,000円～226,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-28876021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野185-1 週休2日制:その他 経験:栄養士経験
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- 8838321 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
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- 1683821 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:毎週 経験:不問

歯科衛生士

歯科衛生士

管理栄養士

（阿蘇一の宮店）

(株)ドラッグストア

モリ

又は8:30～23:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

介護支援専門員

（介護医療院）

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

雇用期間の定めなし

栄養士／

阿蘇立野病院

歯科衛生士 (医社)きずな会

阿蘇きずな歯科医院

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

(株)九州フード

サプライセンター

栄養士

（阿蘇一の宮店）

(株)ドラッグストア

モリ

又は8:30～23:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

(医社)健優会

きよら歯科医院

雇用期間の定めなし

そのだ歯科医院

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑

作業療法士

（福祉施設）

●診療介助、滅菌作業
ﾄﾞｸﾀｰのｻﾎﾟｰﾄ/診療補助 使用する器具の準
備や使用後の滅菌消毒、片付けなど
●歯石除去やﾌｯ素塗布、歯磨き指導など
●提供文書作成
※社用車(軽自動車)の運転があります。

○お客様の食生活を含めた栄養面
でのアドバイスを行っていきます。

○商品管理・店舗管理業務（レジ、接客
販売、商品陳列等の業務）

＊教育ｼｽﾃﾑも充実。しっかりと知識・
資格を取得し成長して頂けます。

○お客様の食生活を含めた栄養面
でのアドバイスを行っていきます。

○商品管理・店舗管理業務（レジ、接客
販売、商品陳列等の業務）

＊教育ｼｽﾃﾑも充実。しっかりと知識・
資格を取得し成長して頂けます。

・高齢者と毎日向き合いながら、個別の
能力を持続させる手助け。

・介護職員への技術を教えます。利用者
個々の機能訓練計画を作成します。

・食事/着替え/排泄/入浴等の作業活動を
行い日常生活に考慮した治療を行う。

＊歯科診療の補助業務
ドクターのサポート及び治療補助

＊患者様の歯磨きの指導等の実施
＊患者様の歯石除去やフッ素塗布及び
クリーニング等

＊ドクターのサポート、治療補助
＊患者様の歯磨きの指導等の実施
＊PMTC患者様の歯石除去やｸﾘｰﾆﾝｸﾞ等
＊患者さまの送迎/物品の買い出し業務等
※パートでの応募も可能です。
ご相談下さい。

病院での栄養士及び給食調理業務
・検品
・在庫管理
・発注
・調理 など

・ｹｱﾌﾟﾗﾝ原案作成・関係者による担当者
会議を開催しプラン内容を確認・提供

・ケアプランによるサービス状況を把握
・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施、ｻｰﾋﾞｽ計画の修正
・入院、退院時の契約、解約の説明及び
入退院の調整

・ｹｱﾌﾟﾗﾝ原案作成・関係者による担当者
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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） 介護支援専門員
①8:00～17:00
②7:30～16:30

求人:１人 ③11:00～20:00
年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1698121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介

①8:00～17:00 社会福祉士
あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額172,000円～182,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1709421 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

交替制あり
①8:30～17:30
②9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6594-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額151,200円～151,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1880321 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6594-3 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森1589-16 保険:雇･労･健･厚
従業員数:50人 月給制　:月額180,000円～180,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1882921 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1589-16 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(パ
交替制あり
①8:00～17:00 簡単なｴｸｾﾙ・ﾜｰﾄﾞ
②11:00～20:00 が可能な方

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字中2885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:32人 月給制　:月額200,000円～270,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1681021 就業場所:阿蘇郡高森町大字中2885-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00 ﾊﾟｿｺﾝ操作の可能な方

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1776621 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
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字中松3290-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額158,400円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1848621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松3290-1 週休2日制:その他 経験:不問

(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

事務・

フロント受付

(株)ノマドジャパン

阿蘇スカイブルー

ゴルフリゾート

雇用期間の定めなし

支援相談員

（福祉施設）

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

事務兼巫女業務 (宗)

阿蘇白水龍神權現

雇用期間の定めなし

一般事務 黒川温泉観光旅館

協同組合
資格:不問

雇用期間の定めなし

一般事務 (株)草村企業

雇用期間の定めなし

予約・営業事務 (株)阿蘇

ファームランド

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 (医社)大徳会

（大阿蘇病院）

雇用期間の定めなし

・黒川温泉旅館組合にて観光案内及び
温泉、宿泊案内業務（電話対応含む）

・旅館組合売店/ｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱでの発送業務
・事務作業（簡単なWord，Excel使用）
・旅館組合周辺の清掃作業
※意向/適正を考慮して業務範囲を決定。

・売上計算等（出納帳等への転記作業等）
・金融機関への外出（入金・出金等）
・ｸﾞﾙｰﾌﾟの売上等の回収
・勤怠管理・接客、電話対応など
※仕事の外出は、自家用車。ｶﾞｿﾘﾝ代は
通勤手当と一緒に清算します。

事務及び関連業務：
・パソコン入力（文書作成等）業務
・授与品（お守り・お札）の制作・授与
・境内地及び室内の清掃
・電話応対 その他付随する業務
・祭式補助・参拝者の応対

・ｹｱﾌﾟﾗﾝ原案作成・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

・ケアプランによるサービス状況を把握
・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施、ｻｰﾋﾞｽ計画の修正
・入退所の契約/解約の説明/入退所調整
・入所者の介護保険の管理

＊ご利用者様、ご家族様との相談業務
又、これに関わる地域包括センター、
居宅事業所、医療機関との連絡 調整
及び事務業務。

＊ショートステイご利用者様の送迎。
＊介護業務

＊ホテル・ゴルフ場の事務全般
請求書・伝票整理・振込・支払関係の
管理

＊フロント受付
フロントが多忙時の受付のヘルプ
※銀行等への外出時は社用車を使用。

＊主としてＷＥＢからの電話予約・受付
問い合わせ等の対応、営業スタッフの
サポートなど後方でのお仕事です。

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

・介護保険請求事務
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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

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労･健･厚
従業員数:134人 月給制　:月額191,000円～197,500円 休日:土日他 学歴:大学以上

正社員 43090- 1737121 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
変形（1年単位）
①8:00～17:30 簡単な文書・データ入力

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1978 保険:雇･労･健･厚
従業員数:28人 月給制　:月額155,000円～170,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1679321 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1978 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字中松3290-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額158,400円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1847321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松3290-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15 メディカルクラーク
または同等の資格

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139,920円～143,100円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-29059721 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原1736-12 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7人 時給制　:月額149,296円～173,600円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1886821 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1736-12 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②12:00～22:00

求人:２人 ③7:00～22:00
年齢:44歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90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- 1807621 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～16:00
②6:00～15:00

求人:１人
年齢: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- 1836221 就業場所:阿蘇市内牧966 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）

事務補佐および

軽作業

小国新聞販売店

売店係

（ホテル）

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

雇用期間の定めなし

販売職（内牧店

惣菜部）

(株)みやはら

資格:不問

雇用期間の定めなし

医療事務／阿蘇

医療センター

雇用期間の定めなし

(株)ニチイ学館

熊本支店

一般事務（事務

系総合職）

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑

資格:不問

神職補助業務 (宗)

阿蘇白水龍神權現

雇用期間の定めなし

一般事務 (株)橋本建設

雇用期間の定めなし

＊祭事の斎主業務の補助／手伝い：
・参拝、祈願の受付
・祭式の準備、終了後の整理
・参拝者の応対、（神事の説明）
・本殿境内地の清掃
・その他神社に関する奉仕・電話応対等

・ＰＣ入力
・新聞広告折込機の操作
・午後からのチラシ折込作業
・新聞営業（ノルマなし）
・新聞の代理配達（月に数回程度）
・新聞購読者へ当選品の配達業務

・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。

・パソコン入力による文書、書類作成
・書類、伝票の整理
・現場事務（書類作成）
・銀行等への外出
・電話・来客対応
・事務用品の管理・事務所清掃

・患者対応・診療料金計算
・コンピュータ入力・電話対応 等
※未経験、無資格の方もご応募ください。
ＯＪＴ制度・研修制度がありニチイの
先輩達も多数いるので安心してお仕事
できます。

＊土産品、商品管理等の販売業務全般。
・商品の補充及び陳列
・商品の在庫管理・発注/仕入・棚卸し
＊フロント補助
・チェックイン、チェックアウトによる
お出迎え及びお見送り

・給油所給油業務

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

①8:30～17:00

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 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:55人 時給制　:月額148,912円～164,587円 休日:土日他 学歴:高校以上
有期雇用派遣労働 43010-28896421 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1969-1 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:45
②14:30～23:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,374人 月給制　:月額160,000円～287,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 40150- 7775921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1283- 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:45
②14:30～23:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,374人 月給制　:月額160,000円～287,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 40150- 8204721 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

①8:30～16:30

求人:３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:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7,374人 時給制　:月額119,000円～119,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 7682221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1283- 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①9:30～18:30

求人:１人
年齢:35歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43010-28885821 就業場所:阿蘇市黒川131-5 週休2日制:その他 経験:不問

①9:10～16:50

求人:４人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

菊池市隈府777番地12号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16,851 月給制　:月額117,000円～117,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030- 8695021 就業場所:菊池市隈府777番地12号 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:３人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1700321 就業場所:阿蘇市永草1318 週休2日制:その他 経験:不問

営業

雇用期間の定めなし

日本興商(株)

熊本支店

生命保険営業 朝日生命保険(相)

熊本支社

菊池営業所

雇用期間の定めなし

給油所給油業務 (株)ティツゥ

販売員

（小国店）

(株)ドラッグストア

モリ

又は8:30～23:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

販売員

（阿蘇一の宮店）

(株)ドラッグストア

モリ

又は8:30～23:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

営業スタッフ

（阿蘇店）

雇用期間の定めなし

ユナイテッド

トヨタ熊本(株)

販売員

（小国店）

(株)ドラッグストア

モリ
資格:不問

・当社指定の企業、地域
（菊池郡市・阿蘇郡市・山鹿）での
生命保険募集業務

・契約管理業務等

・給油所給油業務
・給油所業務等に関する一般事務および
関連する業務

○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。

＊登録販売者試験対策勉強会を社内にて
開催。

○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。

＊登録販売者試験対策勉強会を社内にて
開催。

・新車、中古車の販売・顧客管理
・当社車両ﾕｰｻﾞｰのｱﾌﾀｰﾒﾝﾃﾅﾝｽと買い替え
時期の最適なご提案。

・店頭での接客、お客様宅へ訪問など。
＊営業エリア：阿蘇地域
自家用車使用（活動手当あり）

＊総合リサイクル商社での営業業務。
・九州全域での営業になります。
・月曜日に会社に出勤、営業内容を報告
・他の日は基本家～お客様の企業までの
直行直帰がほとんどになります。

・泊まる必要があればﾎﾃﾙ代は支給。

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ阿蘇ふれあい）

・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
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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
①8:15～17:15 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

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～310,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1824921 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）

①7:00～16:30 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147,500円～166,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1689921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

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147,500円～166,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1699021 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） 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- 1702921 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）

①8:00～17:00
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141,000円～171,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1705721 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）

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- 1752121 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）

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- 1757521 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）

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- 1766421 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

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

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

ひめゆり

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

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑

介護職

（介護施設）

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

介護職

（福祉施設）

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

介護職 (株)ワンバイワン

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
＊身の回りのお世話及び介護業務全般。
・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。

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ阿蘇ふれあい）
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
＊資格取得を応援します。

【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
○日勤のみの応募も歓迎致します。

＊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】
・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

【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）
※応募前の職場見学もご相談下さい！

【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）

・入浴（衣服の脱着・洗身・洗髪）
・食事（ｾｯﾃｨﾝｸﾞ・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回程度あります（相談可）

＊入浴、食事のお世話及び介護全般
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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

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- 1767321 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か月以上) 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- 1770721 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
①8:00～17:00 介護職員初任者研修
②8:30～17:30 介護職員実務者研修

求人:２人 ③9:00～18:00 あれば尚可
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市小里271-1 保険:採用後加入
従業員数:0人 月給制　:月額142,000円～170,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1678421 就業場所:阿蘇市小里271-1 週休2日制:毎週 経験:不問

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135,000円～150,000円 休日:土日祝 学歴:高校以上

正社員 43090- 1839321 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･労･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- 1817121 就業場所:阿蘇市内牧1076-13 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00
②9:00～13:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 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- 1719621 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(歯
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 46010-33058521 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

調理師
①6:00～18:00

求人:２人
年齢:61歳以下

阿蘇市乙姫2132-133 保険:雇･労･健･厚
従業員数:80人 月給制　:月額210,200円～259,700円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1787021 就業場所:阿蘇市乙姫2132-133 週休2日制:毎週 経験:調理師経験

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

資格:不問

歯科助手 (医社)健優会

きよら歯科医院

雇用期間の定めなし

調理 ケービー食品

(株)

(医)高森会介護職（阿蘇

やまなみ病院）

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

調理師

／調理補助

雇用期間の定めなし

(株)イー･エス･ピー

阿蘇保養センター

八仙山荘

歯科助手

雇用期間の定めなし

そのだ歯科医院

資格:不問

雇用期間の定めなし

デイサービス

春彩

介護職（通所介護

／デイサービス）

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

○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。

＊入浴、食事のお世話及び介護全般
・認知症病棟における生活支援（介護）
・老人介護、精神介護の補助
・生活全般（入浴/食事/排泄）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。

＊生活全般についての支援・援助
・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

新規ＯＰＥＮ（令和４年９月１日）
『デイサービス 春彩』
・利用者に対しての介護業務全般
（食事、入浴、排泄等）
・デイサービスにかかる利用者の送迎
・機能訓練の補助

・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

・診療準備・ドクターの診療補助
（吸引器の操作・印象材セメント塗り等）
・使用器具の洗浄や片付け
・患者さまの送迎・物品の買い出し
・院内外の清掃等
※パート応募も可能です。ご相談下さい。

＊調理師（１名募集）
・調理（和食を中心とした懐石料理）
・食材の仕入れ（発注・検品・管理）
・調理器具の点検・管理
＊調理補助（１名募集）
・料理の仕込み・調理・料理の盛り付け

＊料理の下ごしらえ及び調理業務
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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）

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- 1712021 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- 1730821 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
変形（1ヶ月単位）

①6:00～20:00
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200,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1777921 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字中2885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:32人 月給制　:月額250,000円～350,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1682721 就業場所:阿蘇郡高森町大字中2885-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 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　:月額192,000円～240,000円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43010-30075521 就業場所:大津/阿蘇/小国区域内の事業所 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調
変形（1ヶ月単位）

①6:00～15:00 調理師
②9:00～18:00 あれば尚可

求人:２人 ③10:00～19:00
年齢:64歳以下

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額150,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1878221 就業場所:阿蘇市小里249-2 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150,000円～170,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1814321 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）
①6:30～15:30
②7:30～16:30

求人:１人 ③9:30～18:30
年齢:59歳以下

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:470人 時給制　:月額155,520円～164,160円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43010-28888421 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

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

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

雇用期間の定めなし

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

調理スタッフ

（旅館）

(資)蘇山郷

資格:不問

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

(株)ノマドジャパン

阿蘇スカイブルー

ゴルフリゾート 8:00～22:00の

間の8時間程度

資格:不問

調理

（社員食堂）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

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

料理長

（洋食・和食）

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。

＊病院の厨房における給食調理全般
（調理/配膳/下膳/洗浄/切り込み含む）
・朝・夕２０食、昼５０食程度を
２～３人で調理

＊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

・旬の食材を使用して、惣菜などの調理

＊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

・旬の食材を使用して、惣菜などの調理

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

・その他、衛生管理等
≪和食調理の経験のある方歓迎します≫

ホテルレストランで料理長として従事。
・仕込み、仕入れ、調理
・シフト作成
・スタッフ管理

給食調理
・調理
・配膳
・洗浄
＊朝・昼・夕 各５０食程度（５人体制）

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】

＊従業員への食事の調理業務
朝・昼・夕食を２人体制で作ります。

（１回が約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
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①6:30～15:30
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- 1691821 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）

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143,000円～159,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1703121 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） 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- 1704021 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
交替制あり
①6:00～14:00
②10:00～18:00

求人:２人 ③13:00～21:00
年齢:61歳以下

阿蘇市乙姫2132-133 保険:雇･労･健･厚
従業員数:80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- 1793921 就業場所:阿蘇市乙姫2132-133 週休2日制:毎週 経験:不問
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～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1828821 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）

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～240,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1826021 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- 1725421 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:30～22:00

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:6,430人 月給制　:月額300,000円～300,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 13040-97778621 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

6:00～21:00の

間の8時間

資格:不問

衛生管理責任者

（候補／旅館）

雇用期間の定めなし

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

調理人

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)夢龍胆

資格:不問

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

配膳・客室清掃 (株)イー･エス･ピー

阿蘇保養センター

八仙山荘
資格:不問

雇用期間の定めなし

レストラン

マネージャー

雇用期間の定めなし

(株)マイステイズ・

ホテル・

マネジメント

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

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・盛り付け・食器洗浄機で食器洗い
・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。

・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
※未経験者の方にも丁寧にアドバイス
します！（社内相談担当者制あり）

・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

・盛り付け・皿洗い・配膳等（注文受け
ﾃﾞｻﾞｰﾄの提供などの接客もあります）

・客室清掃及びシーツ、タオル等の交換
・風呂清掃（男性・女性別の浴場もあり）
＊布団敷きはセルフサービスとなります。
＊時間帯によって業務内容が変わります。

＊調理長の指導の下での調理補助
・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

・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」
通常のレストランホール・料飲サービス
業務に加えスタッフのシフト管理・教育
売上・コスト管理をお願い致します。
これまでの経験を活かしてｷｬﾘｱｱｯﾌﾟする
チャンス！

「亀の井ホテル阿蘇」
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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）

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- 1811221 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）

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170,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1710921 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字中2885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:32人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1675821 就業場所:阿蘇郡高森町大字中2885-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②12:00～21:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

鹿児島県鹿児島 保険:雇･労･健･厚
従業員数:214人 月給制　:月額170,000円～210,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 46010-33060921 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: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186,000円～310,000円 休日:他 学歴:短大以上

正社員 43090- 1849921 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）

①7:00～16:00 ﾊﾟｿｺﾝ操作の可能な方

②13:00～22:00
求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 日給制　:月額172,000円～258,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1786121 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）
①7:00～17:45
②12:00～20:45

求人:１人 ③14:00～22:45
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 保険:雇･労･健･厚
従業員数:127人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1792621 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(経
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- 1804521 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

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

レストラン

スタッフ

(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

7:00～22:00の

間の8時間

ホテルフロント係 ケービー食品

(株)

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

（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

（ホテル）

ホテルグリーンピア

南阿蘇（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

雇用期間の定めなし

レストランホール

（接客）

雇用期間の定めなし

(株)ノマドジャパン

阿蘇スカイブルー

ゴルフリゾート
資格:不問

レストラン

スタッフ

雇用期間の定めなし

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

8:00～22:00の

間の8時間程度

○チェックイン・アウト受付並びに精算
・予約受付や問い合わせ等の電話応対・
インターネット予約のシステム登録・
メール返信・売店レジ等の業務

＊まれに送迎業務あり（社用車、AT車）
＊予約精算システムを使用します

（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

「亀の井ホテル阿蘇」
通常のレストランホール・料飲サービス
業務に加えスタッフのシフト管理・教育
売上・コスト管理をお願い致します。
これまでの経験を活かしてｷｬﾘｱｱｯﾌﾟする
チャンス！

【未経験者／氷河期歓迎求人】
＊バイキングレストランでの接客業務。
・テーブルのセッティング
・簡単な盛付け補助・配膳及び下膳
・飲料水の提供・ホールの清掃等
＊導入研修を２日間実施します。

ホテルレストランホールでの接客
・簡単な調理、調理補助及び盛り付け
・ホール清掃、片付け
・その他の補助業務・洗い物
＊初めての方も丁寧に教えますので、
ご応募下さい。

・宿泊予約（ネット含む）の受付と管理
・接客（宿泊客及び入浴客）
・資料の作成と管理・精算業務
・送迎(小国ゆうｽﾃｰｼｮﾝ/黒川温泉ﾊﾞｽ停)
・館内清掃・営繕（布団の上げ下げの
手伝いもあります）

＊フロントでの接客業務
・お客様のチェックインの受付
・パソコン入力
・チェックアウト時の精算業務
・その他ホテル各セクションとの連携

＊予約システム導入による業務
宿泊予約受付、旅行会社・個人客との
打合せ・受付

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

・夜間においてお客様への対応
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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）

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- 1809121 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- 1810821 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）

①7:00～15:00 ﾊﾟｿｺﾝ操作
②9:00～17:00 専用ｿﾌﾄへの入力

求人:１人 ③14:00～22:00
年齢:59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～230,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1829221 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）

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170,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1711121 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）

①21:00～7:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:18歳～59歳

阿蘇市黒川1230 保険:雇･労･健･厚
従業員数:102人 月給制　:月額180,000円～220,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1762721 就業場所:阿蘇市黒川1230 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:85人 月給制　:月額190,000円～240,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1869821 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）

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:85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- 1870421 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）

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- 1834721 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

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

（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

ナイトフロント

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）

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

バーテンダー・

接客

雇用期間の定めなし

(資)蘇山郷

フロント・

予約スタッフ

雇用期間の定めなし

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
又は7:00～22:00の

間の8時間

資格:不問

フロント

雇用期間の定めなし

(株)夢龍胆

フロント係

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや

・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

・フロント業務全般（チェックイン・
チェックアウト）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

・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。
＊初心者の方でも指導致します。

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

・チェックイン、アウトなどの受付
・パソコンによる入力・精算業務
・車の移動・予約管理及び顧客管理
・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。

〇フロント業務
チェックインからアウトまでの対応
温泉等の受付、客室案内
フロント周辺の清掃、
修学旅行・団体担当業務など

〇深夜時間帯での館内の見回りなど。

【未経験者／氷河期世代歓迎求人】
・ﾁｪｯｸｲﾝによるお客様のお出迎え、受付
・ﾁｪｯｸｱｳﾄによる精算及びお見送り
・滞在のサポート接客・娯楽設備の提供
・電話応対及び予約管理
＊導入研修を２日間実施します。

・夕食準備
・夕食の提供及び接客
・ルーフトップバーでのﾊﾞｰﾃﾝﾀﾞｰ業務
＊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のご案内
13



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）

①7:00～10:00
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- 1775321 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）

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～194,360円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1677521 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～22:00

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- 1806321 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:44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～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1827721 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00
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- 1799521 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- 1802821 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）

①9:00～17:30
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193,000円～193,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員以外 43010-28423221 就業場所:阿蘇市内牧1038-1　 週休2日制:なし 経験:不問
変形（1年単位）
①7:30～16:00
②8:30～17:00

求人:１人 ③9:00～17:30
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:127人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1801721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 週休2日制:その他 経験:不問

資格:不問

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

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

ゴルフ場

フロント業務

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

カントリークラブ
資格:不問

ホール係

雇用期間の定めなし

(株)富士千

資格:不問

受付、清掃

（豊後の湯）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

受付、清掃

（吉祥の湯）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや

接客（旅館）

雇用期間の定めなし

(資)蘇山郷

又は7:00～22:00の

間の8時間

＊館内の営繕及び清掃

・チェックインによるお部屋のご案内
・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

・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。

・お部屋へのご案内/館内施設等のご説明
・お食事、お飲み物の提供/下膳（夕食）
・布団敷き、布団上げ
・チェックアウト後のお部屋の清掃
・お茶ｾｯﾄの入れ込み・ｱﾒﾆﾃｨｰ等の補充
＊午前中は清掃、午後は接客業務。

・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、布団上げ・お見送り
・お部屋の清掃
・お茶セット、ｱﾒﾆﾃｨｰ等の入れ込み等

・日帰り温泉、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、バスタオル等を
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ（ひぜんや）へ持って行き、
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ後のタオル等を持って来ます。

・日帰り温泉、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、バスタオル等を
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ（ひぜんや）へ持って行き、
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ後のタオル等を持って来ます。

店内での接客
機械等の保守点検

・ゴルフプレイのお客様の受付
・パソコン入力
・プレイ後の精算業務
・ネット等による予約管理
・顧客管理
・電話対応
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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）

①8:30～21:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1838421 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

①9:00～17:00 大型自動車免許
危険物取扱者（乙種）

求人:１人 あれば尚可
年齢:61歳以下

阿蘇市乙姫2132-133 保険:雇･労･健･厚
従業員数:80人 月給制　:月額227,700円～270,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1788721 就業場所:阿蘇市乙姫2132-133 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許
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- 1813421 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00
②8:30～12:00

求人:２人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

熊本市東区桜木6丁目3番54号　畜産会館内 保険:雇･労･健･厚
従業員数:73人 月給制　:月額153,570円～200,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43010-29561221 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見2241 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市小里281-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額190,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1734321 就業場所:阿蘇市小里281-3 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市的石字端辺775番地の32 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:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1874121 就業場所:阿蘇市的石字端辺775番地の32 週休2日制:なし 経験:不問
交替制あり

求人:２人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1808921 就業場所:阿蘇郡産山村大字山鹿2097-3 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(酪

雇用期間の定めなし

畜産技術職／

南阿蘇支所

熊本県

畜産農業協同組合

雇用期間の定めなし

駐車場係及び

マイクロ運転手

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

酪農作業員

雇用期間の定めなし

(株)カミチク

ファーム

阿蘇産山農場

酪農作業員 (株)阿蘇ファーム

雇用期間の定めなし

5:00～19:00の

間の8時間程度

農作業 日本花商(株)

6:00～17:00の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

保養所管理全般

（管理職候補）

雇用期間の定めなし

(株)イー･エス･ピー

阿蘇保養センター

八仙山荘

営繕（旅館） (有)あらい

（静寂な森の宿

      　山しのぶ）

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

家畜市場/本支所において家畜（牛・馬）の
取り扱い、畜産農家への生産指導、
生産資材販売、畜産物の販売業務
・牛、豚の生産検査・指導
・資料、資材等の販売・畜産物の販売
・各種補助事業等事務

＊酪農業務全般を行っていただきます。
・搾乳
・給餌（えさやり）
・哺乳
・牛舎等の清掃

・保養所内の設備維持管理
（浴場管理、館内管理等）
・大型バスによるお客様の送迎
・農園の維持管理（草刈り、水やり等）
・社員の職務のｻﾎﾟｰﾄ(人員不足時の対応)
・お客様の受付対応など

・お客様のお車の駐車場へのご案内
・「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

＊役員の送迎が週２回程度（社用車使用）

・主にﾊｳｽ内でのﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ・ﾊﾞﾗ・ｽﾄｯｸ・
ﾋﾏﾜﾘなどの花の栽培/生産/管理/出荷。

・重い荷物を持ったりなどの力仕事は
少なく、花の芽を摘んだりする繊細な
仕事です。作業に適切な説明、指導が
あるので安心して働けます。

・牛の給餌
・牛舎の環境整備
・搾乳業務（パーラー）
・その他付随する業務

＊豚（肉豚）の飼育管理業務全般

15



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町坂梨2764 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額200,000円～215,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1661421 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町坂梨2764 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額200,000円～215,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1663621 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1664921 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～18:00

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- 1728921 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） １級造園施工管理技士

①8:00～17:00 ２級造園施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字白川1970-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 日給制　:月額225,500円～265,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1868721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字白川1970-1 週休2日制:その他 経験:造園又は土木経
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)

阿蘇郡南阿蘇村大字白川1970-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 日給制　:月額195,500円～218,500円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1867021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字白川1970-1 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179,520円～195,840円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-29273921 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

(株)

テクノ・ジャパン
資格:不問

養鶏作業員 (福)立正福祉会

高森寮

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）
軽作業

造園技術者 白川造園工業(株)

（阿蘇事務所）

雇用期間の定めなし

造園土木作業員 白川造園工業(株)

（阿蘇事務所）

雇用期間の定めなし

豚舎の清掃

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

高原ファーム

飼育管理

（繁殖課）

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

高原ファーム

飼育管理

（肥育課）

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

高原ファーム

＊熊本市/官公庁からの委託された工事の
樹木管理業務や作業を行います。

・主な管理は公園内においての植栽作業
及び土木作業や舗装作業

・県道、市道の管理作業(除草/剪定/写真)
・パソコン操作及び写真管理

＊熊本市及び官公庁からの委託された
工事の管理業務や作業を行います。

・主な工事は公園内においての植栽作業
及び土木作業や舗装業

・個人庭園の総合管理/剪定/除草/消毒等
・草刈り機を使用しての仕事もあります。

＊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

電子部品にハンダ付けする作業です。

＊研修制度がありますので、お気軽に
見学希望ください。

・製造、出荷や発注管理、資材搬入業務

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

・母豚：エサ給与、分娩管理、異動作業
・子豚：エサ給与、ﾜｸﾁﾝ接種、離乳、
体重の計量

・豚舎内の温度の調整、換気の調整
・除糞作業
・通路、エサ箱の水洗い等

＊豚舎の清掃全般
・豚を出荷した後の豚舎の清掃作業
（高圧洗浄機を使用しての水洗い作業）
・除糞作業
・通路・エサ箱の水洗い等
・農場内の清掃美化活動

16



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）
①6:00～15:00
②8:00～17:00

求人:２人 ③18:30～3:30
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 保険:雇･労･健･厚
従業員数:40人 月給制　:月額212,000円～355,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1733421 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）
①8:20～17:00

求人:２人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 1831921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4613-14 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1年単位） 準中型自動車免許
①8:00～17:15

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2丁目11-88 保険:雇･労･健･厚
従業員数:101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 43010-28000921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松3895-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） 二級自動車整備士
①9:30～18:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43010-28880621 就業場所:阿蘇市黒川137-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

大型自動車免許
①6:30～18:30 自動車免許(AT不可)

求人:２人 ＊大型1種(8t限定)
年齢:不問 の方も応募可

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- 1871321 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
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30 自動車免許(AT不可)

求人:１人 大型自動車免許
年齢:59歳以下 あれば尚可

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:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1846421 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(大

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰381-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 日給制　:月額197,600円～247,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1858121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰381-2 週休2日制:その他 経験:4tﾕﾆｯｸ車運転

サービススタッフ

（整備士）

ユナイテッド

トヨタ熊本(株)

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

製造　検査

（管理者候補）

ハイコムウォーター

(株)南阿蘇村工場
資格:不問

雇用期間の定めなし

ソーイング

スタッフ

(有)阿蘇ソーイング

資格:不問

雇用期間の定めなし

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）
スク－ルバス

運転手

九州中央観光バス

(有)

雇用期間の定めなし

送迎運転手

（営繕職員）

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

又は7:30～16:30の

間の8時間
雇用期間の定めなし

型枠資材運搬等 (株)火乃国

サービス

／南阿蘇出張所

雇用期間の定めなし

三光クボタ建機

(株)

・高森中央小/中学校の登下校の送迎。
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。

・大型免許取得の援助いたします。

＊阿蘇市/南阿蘇村(乗降時の簡単な介助)
＊院内営繕業務：備品の交換、廃棄物の
搬出 等
※大型1種免許をお持ちの方には健診ﾊﾞｽ
の運転をお願いする可能性もあります。
※高年齢者の方のご応募もご相談下さい！

＊４ｔユニック車での型枠資材の運搬
（会社～現場）
＊型枠資材の片付け
（処分／仕分け作業） 等
※現場は主に阿蘇郡市・熊本市周辺。

・製造、出荷や発注管理、資材搬入業務
・商品検査/ﾎﾞﾄﾙ投入/製品梱包/ﾊﾟﾚﾀｲｽ
ﾞ(出荷商品を保管の為、ﾊﾟﾚｯﾄに積み付け)
・出荷手配、積み込み作業
・商品在庫管理・設備管理、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
・工場内の整理整頓

＊幼稚園から高校までの制服の縫製及び
下手間作業等。

・縫い上げた物の検査

※未経験の方には丁寧に指導いたします。

車両整備（車検、１２ヶ月点検、その他
整備全般）
当社の取扱い車両、国内他社ブランドの
車両の整備も実施しています。

・２ｔ・４ｔ車を使用した事業系の一般

所有している機械のメンテナンス作業が
主な仕事です。
借りていただく顧客に整備された機械を
提供することが大事です。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

中型自動車免許
①8:00～17:30 ８トン限定中型自動車免許

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 1670621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4454-8 週休2日制:毎週 経験:４t以上の乗務
変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許
①8:00～17:00 １級土木施工管理技士

１級管工事施工管理技士

求人:１人 その他あれば尚可
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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- 1832121 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

①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字中2885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:32人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1676221 就業場所:阿蘇郡高森町大字中2885-1 週休2日制:毎週 経験:不問
第二種電気工事士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町坂梨2764 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額205,000円～215,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1662321 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:電気工事経験

①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:３人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地1926 保険:雇･労･健･厚
従業員数:24人 月給制　:月額170,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1726321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1926 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～16:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1854421 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場3438-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:65歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町大字高森656-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額174,750円～233,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1779021 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森656-1 週休2日制:その他 経験:不問

ホテル施設管理

（リネン）

(株)ノマドジャパン

阿蘇スカイブルー

ゴルフリゾート
資格:不問

雇用期間の定めなし

水道・設備工事・

ｽﾀﾝﾄﾞｽﾀｯﾌ・整備

(株)古屋産業

又は6:00～22:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

営繕管理

（農場）

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

高原ファーム

さく井・配管工

雇用期間の定めなし

(有)大友

地下ボーリング

法面緑化作業員 (有)小国緑化

雇用期間の定めなし

土木作業員 (株)高梢

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）

運転手

雇用期間の定めなし

(株)環境

・道路造成等や現場内で盛土した部分、
削り取られた斜面や法面の風化による
落石や崩壊を防ぐ為、植物の種や肥料
を木のﾁｯﾌﾟ(基材)に混ぜたものを吹き
付け草木を育成する仕事です。
現場によっては、現地集合も可能です。

・２ｔ・４ｔ車を使用した事業系の一般
廃棄物の収集、運搬業務。
旅館・事務所・飲食関係・コンビニ等

＊主な収集地区
・阿蘇管内が主ですが時々は熊本市内や
美里町の収集運搬もあります。

＊さく井工事：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：公共施設/住宅等の給排水設備＊
浄化槽設置、水道管の漏水調査、他

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

＊ホテルの清掃
＊ベッドメイキング

＊給排水設備・浄化槽・水道・ガス
・住宅設備工事などの施工管理
＊接客、給油、清掃、車の簡単な整備等
ﾚﾝﾀｶｰの貸出業務 車輌・車検販売

＊接客、車輌販売・車検・整備等

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

・基礎工事から仕上がりまでの補助

＊農場内、豚舎の施設管理及び営繕業務
・豚舎設備の点検、修理、整備
・水道管の修理、溶接等
・電気関係の点検、整備等
・リフト・トラックを使っての豚糞運搬
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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 基本的なﾊﾟｿｺﾝ操作

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1978 保険:雇･労･健･厚
従業員数:28人 月給制　:月額182,000円～216,500円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1782421 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1978 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:30～17:00
②22:00～6:30

求人:３人
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

熊本市中央区新大江3丁目6番69号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:14人 日給制　:月額192,000円～192,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43010-28468621 就業場所:阿蘇郡　南阿蘇村大字下野 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡小国町大字黒渕2846番地12 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 月給制　:月額170,000円～170,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1845521 就業場所:阿蘇郡小国町大字黒渕2846番地12 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30 普通自動車免許

あれば尚可
求人:１人
年齢:64歳以下

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210,000円～230,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1850721 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:(経験者優遇)
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30 中型自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:65歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43011- 3448321 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6834- 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:30 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能者
車両系建設機械運転技能者

求人:１人 あれば尚可
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1671921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4454-8 週休2日制:毎週 経験:不問

看護師
①8:30～17:30 准看護師
②9:00～13:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

雇用期間の定めあり 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1,000円～1,500円 休日:日 学歴:不問
パート労働者 43090- 1823621 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

雇用期間の定めなし

看護師 (株)ワンバイワン

又は13:00～17:00

の間の3時間程度

ルート配送 アクト(株)

雇用期間の定めなし

作業員及び

運転手

(有)ウエダホーム

雇用期間の定めなし

建築技術見習い (株)橋本建設

雇用期間の定めなし

軌道保線工 (株)ブリエ

K　運搬・清掃・包装等の職業（配達員、倉庫作業員、清掃作業員、軽作業）

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

パート

作業員

雇用期間の定めなし

(株)環境

施設・管理係

雇用期間の定めなし

(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」

・ﾄﾗｯｸ(1.25ｔ)で近隣の取引会社への配送
・取扱商品のメーカーへの問い合わせ
＊事務業務
・商品の荷受け、棚への陳列
・お客様への接客、商品渡し等
・売上、受注、発注、見積等の入力作業

・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
☆令和４年８月末 新規オープン施設☆

・住宅（ペンション等含む）及び店舗の
清掃、除草、廃材の仕分け作業等を
お願いします。

・運転免許有資格者は3t・4tダンプでの
運搬・運転もお願いします。
※未経験の方でも応募可能です。

・基礎工事から仕上がりまでの補助
・施工図や工事関係の書類作成補助
・パソコン使用による官公庁や機関提出
書類の作成補助

＊現場エリアは、熊本市内近郊及び
阿蘇郡市となります。

軌道の保線工事

＊枕木・レール交換等の作業であり、
体力を要する仕事です

＊産業廃棄物の分別作業
・場内においての木くず、鉄くず、ビン
缶、ペットボトル等の分別作業です。

・分別作業がない時は、別の作業（収集
・運搬作業等）がある場合があります。

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ阿蘇ふれあい）通所介護での
看護業務一般（ﾊﾞｲﾀﾙやお薬の確認など）
看護業務に合わせて、通所介護で必要と
なる記録などの事務作業や介護業務、
送迎業務も兼務してもらいます。
※送迎等、難しい場合はご相談ください。

＊介護施設における看護業務全般
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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

看護師
准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇市乙姫1776 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 時給制　:時給1,100円～1,500円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1688621 就業場所:阿蘇市乙姫1776 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師
准看護師

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労
従業員数:134人 時給制　:時給1,020円～1,220円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1742321 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師
准看護師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森993-8 保険:雇･労
従業員数:134人 時給制　:時給1,020円～1,220円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1755821 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
歯科衛生士

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧1076-13 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給1,200円～1,500円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1816921 就業場所:阿蘇市内牧1076-13 週休2日制:毎週 経験:不問
歯科衛生士

①9:00～18:00
②9:00～13:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58人 時給制　:時給1,400円～2,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

パート労働者 43090- 1717421 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 週休2日制:その他 経験:不問

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･健･厚
(４か月以上) 従業員数:70人 日給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1731221 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

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6594-3 保険:労
従業員数:5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- 1881621 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6594-3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(英

看護師（高齢者

介護施設）

(福)やまなみ会

あその杜
8:30～17:30の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

看護職

（介護施設）

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑
9:00～18:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

(福)立正福祉会

高森寮 資格:不問

一般事務 黒川温泉

観光旅館協同組合
資格:不問8:30～18:00の

間の2時間以上

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 (医社)健優会

きよら歯科医院

夜勤員（夜勤

専門支援員）

雇用期間の定めなし

看護職

（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

歯科衛生士 そのだ歯科医院

9:30～18:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

・黒川温泉旅館組合にて観光案内及び
温泉、宿泊案内業務（電話対応含む）

・旅館組合売店/ｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱでの発送業務
・事務作業（簡単なWord，Excel使用）
・旅館組合周辺の清掃作業
※意向/適正を考慮して業務範囲を決定。

・売上げ計算等の事務

＊介護施設における看護業務全般
・利用者の方の日々の健康管理
・身体チェック・処置・服薬管理全般
・日常の機能回復訓練・病院への送迎
＊介護業務全般
・食事介助・衣服の着脱・排泄介助

＊介護施設における看護業務
・利用者の方の健康状態の観察及び把握
・疾病の予防、及び管理
・早期発見治療に努める
・病院との連絡、連携
・医師の指示による服薬の管理等

＊介護施設における看護業務
・利用者の方の健康状態の観察及び把握
・疾病の予防、及び管理
・早期発見治療に努める
・病院との連絡、連携
・医師の指示による服薬の管理等

・歯科医療のサポート、治療補助
・健康指導
患者さんの歯磨きの指導等

・予防処置
患者さんの歯石除去、フッ素塗布、
クリーニング等

＊ドクターのサポート、治療補助
＊患者様の歯磨きの指導等の実施
＊ＰＭＴＣ患者様の歯石除去や
クリーニング等

＊患者さまの送迎、物品買い出し業務等

＊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
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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:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森1589-16 保険:雇･労
従業員数:50人 時給制　:時給870円～870円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1883121 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1589-16 週休2日制:毎週 経験:事務業務経験

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 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 43090- 1745121 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:あれば尚可(簡

①9:00～17:00

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 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 43011- 3289121 就業場所:阿蘇市黒川1346 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(パ

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 43010-29017821 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

①9:00～16:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市的石字端辺775番地の32 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:30人 時給制　:時給1,000円～1,500円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1873921 就業場所:阿蘇市的石字端辺775番地の32 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

大分県大分市坂ノ市西1丁目9-12 保険:労
従業員数:146人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44010-23178821 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

①8:45～13:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県大牟田市四箇新町1丁目9番　大牟田テクノパーク内 保険:労
(４か月以上) 従業員数:11,465 時給制　:時給896円～896円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 8549921 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

総務事務 ハイコムウォーター

(株)南阿蘇村工場
資格:不問

又は8:00～17:00の

間の6時間以上

事務員

（阿蘇支店）

(株)東政産業

資格:不問

雇用期間の定めなし

銀行店頭業務／

宮地支店

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）
レジ、ペット・

日用品売場担当

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター

資格:不問

商品管理係 (株)ジャムス

雇用期間の定めなし

資格:不問

(株)熊本銀行

資格:不問

9:00～18:00の

間の2時間程度

一般事務 (株)草村企業

8:00～17:00の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

事務係 (株)阿蘇ファーム

・売上げ計算等の事務
（出納帳等への転記作業等）
・金融機関への外出（入金・出金等）
・グループの売上げ等の回収
・勤怠管理
・接客、電話対応など

＊事務所内で次のような事務。
・会計伝票の入力
・金融機関等への外出
・来客受付、電話対応

・陳列商品の整理整頓や補充・品出し
・欠品商品や広告商品の発注数登録、
入荷後の検収・陳列

・新商品や季節に応じた商品の陳列変更
・お客様からの商品問合わせへの対応
・会計業務 その他清掃等

・陳列商品の整理整頓や補充・品出し

＊飲料水の製造工場での総務業務です。
・採用業務
・物品の発注業務
・電話、来客応対
・一部簡単な経理業務もあります。
・工場内整理整頓（５Ｓ活動）

・鉄/非鉄等の買い取りをする際、専用の
計量機で計量し代金を支払う。ﾊﾟｿｺﾝ
入力作業がある為事務の担当者が教え
ますので安心してご応募ください。

・日報作成（買取したお客様の氏名、
金額等の記録）・電話対応等

・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

１００円均一コーナーでの商品管理
・発注
・補充
・商品整理 等
＊レジ打ちはありません
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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

①12:45～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県大牟田市四箇新町1丁目9番　大牟田テクノパーク内 保険:労
(４か月以上) 従業員数:11,465 時給制　:時給896円～896円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 8550721 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

交替制あり
①12:00～17:30

求人:１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- 1885721 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:00～13:00

求人:３人
年齢:65歳以上

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数: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- 1859021 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり

求人:２人
年齢:65歳以上

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数: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- 1860221 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～12:00

求人:１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- 1837521 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
①7:00～12:00

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- 1820521 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1985-2 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①9:00～12:00
②18:00～21:00

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825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1686421 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問

①7:30～12:30

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- 1738021 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

資格:不問

又は7:00～18:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

7:00～21:00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

青果担当 (株)熊本フレイン

小国店
資格:不問

資格:不問

販売職（内牧店

レジ係／交替制）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は7:00～21:00の

間の3時間程度

資格:不問

販売職（一の宮店

フロア係）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は7:00～20:00の

間の5時間程度

販売職（一の宮店

精肉部）

(株)みやはら

又は6:00～15:00の

間の5時間程度

資格:不問

販売職（内牧店

レジ係）

(株)みやはら

資格:不問

レジ、家電・

カー用品売場担当

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター

資格:不問

販売職（内牧店

精肉部）

(株)みやはら

資格:不問

雇用期間の定めなし

販売職（内牧店

青果部）

(株)みやはら

・陳列商品の整理整頓や補充・品出し
・欠品商品や広告商品の発注数登録、
入荷後の検収・陳列

・新商品や季節に応じた商品の陳列変更
・お客様からの商品問合わせへの対応
・会計業務 その他清掃等

スーパーの精肉部門
－商品づくり、お肉のカット・パック
詰め・ラベル貼り

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

【高年齢者専用求人】
－商品づくり、仕入商品のカットや
小分け・パック詰め・ラベル貼

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

スーパーの精肉部門
－商品づくり、お肉のカット・パック
詰め・ラベル貼り

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

【高年齢者専用求人】
・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

・店内販売商品の陳列
・商品ＰＯＰ作成・ＰＯＳ登録
・店内及び作業場の清掃・買い物かごの
整理整頓等

・ギフト商品の包装・レジ係の補助
※立ち仕事になります

・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

・青果商品の選別及びパック詰め作業
・商品の値付け作業
・販売ｺｰﾅｰへの陳列及び整理整頓業務
・ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ類の片づけや、作業場・販売
ｺｰﾅｰの清掃作業等

＊鮮魚販売に関する業務全般
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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

①7:30～12:30

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- 1740521 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

①7:30～12:30

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- 1743621 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

①9:00～17:15
②9:00～18:00

求人:１人 ③9:00～18:30
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区貢町571番地15　フードパル内 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:480人 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-29425321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野980 週休2日制:毎週 経験:不問

危険物取扱者（乙種）

求人:１人 普通自動車免許
年齢:64歳以下 あれば尚可

阿蘇市一の宮町宮地1926 保険:雇･労
従業員数:24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- 1732521 就業場所:阿蘇市西町907-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①17:00～19:45

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県大牟田市四箇新町1丁目9番　大牟田テクノパーク内 保険:労
(４か月未満) 従業員数:11,465 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 8374721 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） ホームヘルパー２級
①19:00～8:00 介護福祉士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労
従業員数:95人 時給制　:時給950円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1843821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:毎週 経験:不問
介護福祉士

①8:30～17:30
普通自動車免許

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- 1818021 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

蜂蜜等の

販売スタッフ

(株)杉養蜂園

資格:不問

鮮魚係 (株)熊本フレイン

小国店
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）

介護職員 (株)BEST REVE

リハビリ特化型

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ リスタ

レジ担当

（コメリ高森店）

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター
資格:不問

介護職

（夜勤専従）

(株)南阿蘇

ケアサービス

雇用期間の定めなし

7:00～22:00の

間の5時間程度

セルフガソリン

スタンドスタッフ

(株)古屋産業

販売（精肉部） (株)熊本フレイン

小国店
資格:不問

雇用期間の定めなし

（阿蘇みつばち牧場店）
・店頭での試食・試飲のサービス
・店頭で蜂蜜の接客販売
・レジ打ちと商品受け渡し
・売上集計 など
＊土日祝の出勤ができる方歓迎致します。

・ｽｷｬﾅｰで商品ﾊﾞｰｺｰﾄﾞを読み取り、現金
またはｶｰﾄﾞ等での代金受け取りです

・その他に入荷した商品の陳列や商品の
整理整頓、清掃等

★他の職種・時間帯・出勤曜日の求人に
ついてはお気軽にお問合せください。

・朝食の配膳 ・下膳及び後片付け
・食事の見守り ・着替え等の介助
・トイレの介助・夜間の見守り等
・夜７：００～朝８：００までのお仕事
※月２回から勤務可（ダブルワーク可）

＊鮮魚販売に関する業務全般
・魚のパック詰め
・値打ち
・商品出し
・陳列の整理整頓
・後片付け及び清掃

・精肉のカット作業
・パック詰め・値打ち
・販売コーナーへの商品出し及び陳列
・陳列台の整理・清掃
・作業場・陳列ｺｰﾅｰの後片付け作業等

・お客様が安全に給油できているか監視
・給油方法等の説明
・危険物乙４種の有資格者は給油許可
ボタンの操作

・その他店内業務、掃除、機械ﾒﾝﾃﾅﾝｽ等

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ阿蘇ふれあい）

＊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ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽです。

・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
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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:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給821円～1,000円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1825121 就業場所:阿蘇市内牧353 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828円～828円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1744921 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労
従業員数:134人 時給制　:時給850円～1,020円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1748821 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森993-8 保険:雇･労
従業員数:134人 時給制　:時給850円～1,020円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1756221 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

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か月以上) 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- 1764221 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か月以上) 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- 1768621 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
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か月以上) 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- 1771821 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

①9:00～18:00
②9:00～13:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 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:不問

パート労働者 43090- 1721721 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 週休2日制:その他 経験:不問

雇用期間の定めなし

歯科助手 (医社)健優会

きよら歯科医院

資格:不問

介護職（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

入浴介助員（阿蘇

グリーンヒル）

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

（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

資格:不問

介護福祉士（阿蘇

グリーンヒル）

(医)高森会

(医)高森会

又は9:00～15:00の

間の3時間程度

(株)ワンバイワン

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

介護職 （ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ阿蘇ふれあい）
・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、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを行います。

・利用者の送迎
・通所介護計画書等の書類作成の指導

＊（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

・食事介助・お食事の配膳、下膳
・入浴介助・洗濯物の仕分け・排泄介助
・利用者の方の外出時の送迎有り
（軽～ワゴン車等）
＊施設内研修により未経験者も安心して
ご応募ください。

・食事介助・お食事の配膳、下膳
・入浴介助・洗濯物の仕分け・排泄介助
・利用者の方の外出時の送迎有り
（軽～ワゴン車等）
＊施設内研修により未経験者も安心して
ご応募ください。

＊入所者様の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

＊生活全般についての支援・援助：
・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

・認知症病棟における生活・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
及び支援

・入所者のレクレーション補助
・ケアプラン作成等

＊歯科診療の補助業務
・診療準備・ドクターの診療補助
（吸引器の操作・印象材セメント塗り等）
・使用器具の洗浄や片付け
・患者さまの送迎・物品の買い出し
・院内外の清掃等

・塩素系洗剤を使用してﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼで磨き
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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

①9:30～14:30

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- 1724521 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- 1727621 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- 1794121 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

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 43010-30112821 就業場所:大津・阿蘇・小国区域内の事業所 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調

①9:00～15:00

求人:２人
年齢:不問

菊池郡大津町大字杉水3021-1 保険:労･健･厚
従業員数:370人 時給制　:時給853円～880円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43030- 8611121 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

①9:00～13:00 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:70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- 1877821 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

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850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1741421 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～13:00 調理師
②13:00～18:00 あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市西区城山下代2丁目7番11号 保険:労
(４か月以上) 従業員数:240人 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-28168221 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字両併2385 週休2日制:毎週 経験:不問

資格:不問

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

又は6:00～19:00の

間の4時間程度
雇用期間の定めなし

調理補助業務

／湯の里荘

(株)

南九州ニチダン

調理

（福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑

資格: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

調理員【東京応化

阿蘇工場】

温泉清掃

【夜勤】

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

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

(株)東臣

資格:不問

雇用期間の定めなし

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

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。

〇社員食堂での調理業務
・栄養士の献立に基づいた調理、配膳
・８５食程度
・食器洗浄、厨房清掃等
・その他、上記に付随する業務

＊病院・施設での給食調理全般
（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

○ホテルでの調理補助業務

・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。

※調理長の指導・指示のもとでの仕事
です。

・宿泊のお客様への料理提供
・立ち寄りのお客様へのランチの提供
・宴会（婚礼/法事/忘年会等）料理提供
・厨房での後片付け、整理整頓、清掃等

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

・作業は分担制により行います。

養護老人ホームでの調理補助。
・補助業務全般
・盛り付け
・配膳、下膳
・洗浄、清掃等
＊朝夕５０食、昼４０食程度
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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950円～1,050円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 46010-33056821 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- 1853521 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821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1795021 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

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900円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1720021 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

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川1230 保険:労
従業員数:102人 時給制　:時給850円～950円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1760121 就業場所:阿蘇市黒川1230 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830円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44060- 4116321 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

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:20,000 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- 1667721 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
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821円～858円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1789821 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

雇用期間の定めなし

資格:不問

調理

雇用期間の定めなし

(株)ジョイフル

西九州

阿蘇一の宮店

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

調理補助 ケービー食品

(株)

9:00～2:00の間

の4時間程度

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

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

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

調理補助

（ホテル）

(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6:00～22:00の

間の3時間以上

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

○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ﾌﾟﾝ
◆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☆

（よかよか亭坂梨本店）

※料理長の下で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・厨房内清掃

＊料理長の指示の下での調理補助。
・食材の洗い、切込み等の下準備
・ゆでる、炒める、焼くの調理
・盛り付け・料理器具の準備、
・調理器具の洗い、及び後片付け
・厨房内の清掃等

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

＊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
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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

雇用期間の定めあり 熊本市西区田崎町430-11 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:81人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-30201221 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨産の平1400- 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

求人: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821円～828円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1796721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～15:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村河陰3716-1 保険:雇･労
従業員数:2人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:木他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1835821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰3716-1 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900円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1715221 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- 1716521 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①6:00～9:00
②10:00～14:00

求人:３人 ③17:30～21:30
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川1230 保険:雇･労
従業員数:102人 時給制　:時給850円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1758421 就業場所:阿蘇市黒川1230 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①6:00～15:00
②9:00～15:00

求人:３人 ③17:00～22:00
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字中2885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:32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- 1680121 就業場所:阿蘇郡高森町大字中2885-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①17:00～21:30 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:労
(４か月以上) 従業員数:2,547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- 1673021 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

レストラン接客 イロナキカゼ

資格:不問

雇用期間の定めなし

フロアスタッフ (株)

三協ダイニング 資格:不問10:00～21:00の

間の4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

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

レストラン係

（ホテル）

(株)阿蘇の司

（阿蘇の司

ビラパークホテル

＆スパリゾート）

レストラン

ホールスタッフ

東急ﾘｿﾞｰﾂ&ｽﾃｲ(株)

阿蘇東急ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

『阿蘇ｷｬﾆｵﾝﾃﾗｽ

　　　　　＆ﾛｯｼﾞ』

レストラン

ホール（接客）

(株)ノマドジャパン

阿蘇スカイブルー

ゴルフリゾート
資格:不問

資格:不問

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

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

＊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

・ﾃｰﾌﾞﾙのｾｯﾃｨﾝｸﾞ・ﾒﾆｭｰの注文受け
・お料理、飲み物の提供
・レジ業務・後片づけ・皿洗い
・レストラン内、外廻りの清掃等
＊平日のみ、又は土、日、祝日のみの
応募も可能です。

＊朝食の提供 バイキング形式。
・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

＊旅館内にあるレストランにて、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。

＊レストラン及び宴会場の接客業務全般
・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
＊就業時間（２）は昼食ご予約の団体様
等の接客となります。

ホテルレストランホールでの接客
・簡単な調理、調理補助及び盛り付け
・ホール清掃、片付け
・その他の補助業務・洗い物
＊初めての方も丁寧に教えますので、
ご応募下さい。

・ホテルご利用のレストランのサービス
スタッフ

・ホール環境設備・清掃

＊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:20,000 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- 1666021 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

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950円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 46010-33052921 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

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 保険:雇･労
従業員数:127人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1800021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり

求人:２人
年齢: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か月未満) 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- 1694421 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

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900円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1718321 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

求人:１人
年齢:18歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:180人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1774421 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
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900円～1,050円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 46010-33051621 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

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900円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1713721 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

資格:不問6:30～21:00の

間の8時間程度

予約フロント

スタッフ

(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

ナイトフロント・

夜警

ケービー食品

(株) 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

ゴルフ場

フロント業務

(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

(株)ジョイフル

西九州

阿蘇一の宮店
9:00～2:00の間

の4時間程度

資格:不問

接客係

ナイトフロント

（ホテル）

(株)阿蘇

ファームランド
21:00～8:00の

間の7時間

雇用期間の定めなし

配膳・接客係 ケービー食品

(株) 資格:不問

7:30～17:30の

間の5時間以上

ホテルスタッフ 一般(財)

休暇村協会

「休暇村 南阿蘇」

○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
・大浴場片付けおよび夜間警備
◆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。

・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。

＊ゴルフ場におけるフロント業務全般。
・ゴルフプレイのお客様の受付
・パソコン入力
・プレイ後の精算業務
・ネット等による予約管理
・顧客管理・電話対応

＊チェックイン・チェックアウト業務
＊食事の準備・接客・片付け
＊フロントでの近隣観光地の案内
＊電話での予約受付業務等
※業務に慣れるまでは、食事の接客・
片付けが中心になります。

・ﾁｪｯｸｲﾝによるお客様のお出迎え、受付
・チェックアウトによる精算、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
＊入社後、導入研修を実施します。

・園内見回り業務（車巡回を交替制で）
・ﾌﾛﾝﾄ内等の清掃、簡単なﾒﾝﾃﾅﾝｽや修繕
・翌朝の準備やﾌﾛﾝﾄへの伝達、報告
・電話や外線電話の対応、施設案内
・緊急時の対応 ＊慣れてきたら
・ﾁｪｯｸｲﾝ・ｱｳﾄ手続き等もお願いします。

＊朝食/夕食のｵｰﾌﾟﾝｷｯﾁﾝでの調理や接客。
≪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。

・チェックイン前のお部屋の点検

＊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
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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

①7:00～10:00
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- 1772221 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市赤水1930-1　阿蘇火山博物館内 保険:雇･労
従業員数:5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- 1866121 就業場所:阿蘇市赤水1930-1　阿蘇火山博物館内 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(接

①9:30～17:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字矢津田354-1 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給900円～900円 休日:水他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1855321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松1561-1週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～15:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡小国町大字黒渕2846番地12 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日祝 学歴:不問

パート労働者 43090- 1844221 就業場所:阿蘇郡小国町大字黒渕2846番地12 週休2日制:毎週 経験:不問
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900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 46010-33055721 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

①9:00～17:00

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850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1692221 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

①22:00～7:00

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:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:火水木 学歴:不問
パート労働者 43090- 1729121 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

資格:不問

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

F　保安の職業（警備員等）

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

ビジターセンター

野草園スタッフ

一般(財)

休暇村協会

「休暇村 南阿蘇」

接客及び

調理補助

カフェ＆ショップ

グラスランド

（草千里観光開発）
9:00～17:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

接客・調理補助 (有)村上養魚場

雇用期間の定めなし

店頭での接客・

事務係

接客（旅館） (資)蘇山郷

資格:不問

アクト(株)

資格:不問

雇用期間の定めなし

設備 ケービー食品

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

カフェ、売店においての接客、調理補助
・飲み物、ソフトクリーム、軽食
（ホットドッグ等）の提供
・注文取り、レジ
・簡単な盛り付け
・準備、清掃等

＊ﾔﾏﾒ、ﾏｽ、ｲﾜﾅの養殖・加工・販売。
・川魚の販売・魚の加工
・加工品の調理補助・シール貼り
・配達業務：主に南阿蘇村、高森方面
・店舗の清掃等＊できれば土、日曜日の
勤務可能な方を希望します。

・事務所、倉庫での商品の荷受け
棚への陳列、お客様への接客・
商品渡し等

・パソコンでの売上、受注、発注、
見積等の入力作業

○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
＊ｶﾞｽ式ﾎﾞｲﾗｰ・大浴場ろ過ｼｽﾃﾑを含む
◆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。

・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

＊阿蘇の自然や動植物を紹介する
ビジターセンターのスタッフ

＊お客様に上記の説明、野草園（併設）
の案内、また野草園の植物の管理。
※動植物に興味・関心をお持ちの方歓迎
いたします。

・館内外の警備や施錠の確認等
＊大浴場(2ヶ所)・貸切湯(12ヶ所)の清掃
・使用数によって多少前後しますが、
4~6ヶ所（1人）の清掃作業となります。

＊ﾁｪｯｸｱｳﾄ（早朝出発がある為）業務
＊共用トイレやロビーなどの清掃業務

＊農作業全般
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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

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市小里281-3 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:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1736921 就業場所:阿蘇市小里281-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5542番地5 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:9人 時給制　:時給930円～930円 休日:日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1660521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5542番地5 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①5:00～10:00
②13:00～16:00

求人:２人 ③16:00～19:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡産山村大字山鹿2097-3 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:6人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1812521 就業場所:阿蘇郡産山村大字山鹿2097-3 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

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 阿蘇市一の宮町坂梨2764 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:30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- 1665121 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～13:00

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- 1735621 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

①7:30～12:30

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- 1747721 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

①8:30～9:30
②16:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 保険: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- 1819721 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(送

(株)BEST REVE

リハビリ特化型

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ リスタ

農作業員 日本花商(株)

又は6:00～17:00の

間の3時間以上
雇用期間の定めなし

酪農作業員

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

I　輸送・機械運転の職業（鉄道・自動車・船舶・建設機械の運転等）

豚舎の清掃 (株)阿蘇

高原ファーム

精肉係 (株)熊本フレイン

高森店
資格:不問

惣菜係 (株)熊本フレイン

小国店
資格:不問

送迎ドライバー

（デイサービス）

きのこ

生産作業員

(株)阿蘇

バイオテック 資格:不問

(株)カミチク

ファーム

阿蘇産山農場

資格:不問

又は13:00～19:00

の間の6時間程度

＊農作業全般
・主に、ハウス内でのトルコギキョウ・
バラ・ストック・ヒマワリ等の栽培、
室内での撰花作業

・その他、植付・収穫・出荷作業等
＊未経験の方も歓迎します。

・搾乳業務・その他付随する業務
牛のミルクを絞るパーラーでの仕事です。
手順動画も完備。
動物好きな方にはぴったりなお仕事です。
※未経験者歓迎 ※60代以上の方も活躍中

＊食肉販売に関する業務全般。
・食肉のカット・パック詰め
・値打ち・商品出し
・商品の陳列及び整理・後片付け/清掃
＊希望時間、日数、曜日はできる限り
相談に応じます。

・食品のパック詰め・商品の値段打ち
・品薄になった商品を店頭に出す作業
・陳列されている商品の整理や整頓
・あと片づけ及び清掃
＊就業日数、時間、曜日はできる限り
相談に応じます。

＊送迎ドライバーとして次のような業務に
従事していただきます。

・送迎業務
・車輌点検（就業時間欄の備考に注記）
・洗車 等（同上）

・通所（ﾃﾞｲｹｱ）利用者の送迎運転業務

・菌床づくり/植え付け/移動/発生操作
・収穫、梱包、出荷作業
・発生後の菌床入れ替え・施設内外清掃
＊菌床１個が約2.5キロあり、連続する
作業があります。

＊主として屋内作業で、簡単な作業です。

＊豚舎の清掃全般
・豚を出荷した後の豚舎の清掃作業
（高圧洗浄機を使用しての水洗い作業）
・除糞作業
・通路・エサ箱の水洗い等
・農場内の清掃美化活動
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①7:30～10:00 大型自動車免許
②15:00～17:30 あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090- 1706821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～10:00
②15:30～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

パート労働者 43090- 1746021 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
フォークリフト運転技能者

①10:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:40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- 1750621 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

①8:30～17:15

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 月給制　:時給946円～1,019円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1856621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地504番地1 週休2日制:毎週 経験:刈払機使用

①9:00～15:00

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 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1879521 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
交替制あり
①8:00～13:00
②9:00～14:00

求人:２人 ③10:00～15:00
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900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 46010-33050321 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

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地2005番地 保険:
(４か月未満) 従業員数:0人 時給制　:時給890円～900円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090- 1851821 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2005番地 週休2日制:毎週 経験:草刈り機取扱い

物流業務係

（リフトマン）

ハイコムウォーター

(株)南阿蘇村工場

草刈作業等

【建設課】

阿蘇市役所

送迎運転手 (医社)大徳会

介護老人保健施設

ﾘﾊｾﾝﾀｰひばり

雇用期間の定めなし

送迎運転手

（介護施設）

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑

雇用期間の定めなし

J　建設・採掘の職業（型枠大工、左官、内装等）

K　運搬・清掃・包装等の職業（配達員、倉庫作業員、清掃作業員、軽作業）
客室清掃係

（旅館）

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯）
資格:不問

雇用期間の定めなし

清掃・

ベッドメイク

ケービー食品

(株) 資格:不問

清掃／草刈り (有)フォース

9:00～17:00の

間の5時間以上

会計年度任用職員
・特に、道路・河川の草刈り作業等
・その他維持管理業務
（道路の穴補修・道路/河川ﾊﾟﾄﾛｰﾙ）等
※２tと３tトラックの運転業務あり。
また、作業には体力を要します。

○ホテルの客室清掃およびベッドメイク
・ﾄｲﾚ・ﾛﾋﾞｰ等、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽﾍﾟｰｽの清掃
・大浴場の清掃（風呂掃除）
・敷地内清掃（駐車場清掃、植栽管理）
◆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。

＊温泉旅館で下記の客室清掃業務：
・掃除機掛け
・シーツ取り替え
・布団上げ
【高年齢者専用求人】

・リネン回収・整理

・空き地の草刈り、草取り、処分

・貸家・アパート共用部部の清掃

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

＊通所（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）送迎運転業務。
・自動車の乗り降りの際の介助等
・自動車使用前の安全点検
・送迎自動車の清掃、及び洗車
＊入所者様の病院、通院の運転
（１０時頃より週２回程度）

＊飲料水の製造工場での物流関連業務：
・フォークリフトでトラックへの商品の
積込み、資材搬入、移動 等

・商品在庫管理
・工場内の整理整頓
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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
①9:00～15:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給1,200円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1852221 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

①10:00～14:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:127人 時給制　:時給821円～858円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1790421 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

交替制あり
①8:00～12:00
②13:00～16:00

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久石4411-9 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:127人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1791321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給821円～828円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1798221 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

①10:00～15:00

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:労
従業員数:90人 時給制　:時給1,200円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1805421 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:30

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
従業員数:31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- 1830621 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 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850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1690721 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

求人:２人
年齢:不問

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

パート労働者 43090- 1697921 就業場所:阿蘇郡小国町西里2917 週休2日制:毎週 経験:不問

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

清掃スタッフ

（旅館）

(株)夢龍胆

資格:不問

又は9:00～19:00の

間の4時間程度
雇用期間の定めなし

7:30～17:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

館内清掃業務

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

客室清掃

（ホテル）

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

清掃 (株)豊礼

（豊礼の湯） 資格:不問

客室清掃係

（ホテル）

一般(財)

休暇村協会

「休暇村 南阿蘇」

資格:不問

客室清掃

（ホテル）

ホテルグリーンピア

南阿蘇（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

客室清掃係 (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

・リネン回収・整理
・客室清掃・寝具着衣の洗濯
※業務で社用車の使用あり。
（ＡＴ限定可）
☆令和４年８月末 新規オープン施設☆

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

＊館内の窓ふき、じゅうたんのシミ取り
床清掃など、館内をきれいにして頂く
お仕事です。

・掃除機掛け、備品拭き清掃
・共用部トイレや水回りの清掃
・玄関/ﾛﾋﾞｰ/廊下の床清掃/ｶﾞﾗｽ拭き等

・客室の清掃及びベットメイキング
・バス、洗面の清掃
・ｱﾒﾆﾃｨｰの補充（歯ﾌﾞﾗｼ、ﾀｵﾙ等）
・部屋着の入れ込み
・湯のみセット、ポットの入れ込み
・共用部（ﾎｰﾙ/廊下/階段/ﾄｲﾚ等）の清掃

・主にホール、レストラン等の共用部の
窓ガラス拭き作業です。

（客室の窓拭きは有りません）
・廊下の掃除機掛け
・掃除道具、洗剤等の管理

〇大浴場の集中清掃（日中）
月曜・木曜（男性風呂）
火曜・金曜（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

・室内、バス、トイレ、洗面所のお掃除
・茶器、ﾀｵﾙ、歯ﾌﾞﾗｼ、浴衣等のセット
・ホール/大浴場/トイレ/廊下等の清掃
＊原則、土曜・日曜日は出勤となります。
＊初めての方でも、高年齢者の方でも、
ご安心してご相談下さい。

・チェックアウト後のお部屋、風呂清掃
・シーツ交換
・お茶セット、アメニティーの入れ込み
・共用部の清掃等

・共用部（トイレ、廊下、ロビー等）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

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～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1723221 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～16:00

求人:３人
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川1230 保険:雇･労
従業員数:102人 時給制　:時給850円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1759321 就業場所:阿蘇市黒川1230 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～14:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧145-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:30人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1780221 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～14:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:労
(４か月以上) 従業員数:2,547人 時給制　:時給890円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1674721 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:あれば尚可(清

①7:30～12:30

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830円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1749221 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

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労
従業員数:150人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1797821 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

①8:00～12:00
②19:00～22:00

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
従業員数:90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- 1803221 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

①7:30～12:00
②8:00～12:00

求人:４人 ③19:00～22:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給830円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1722821 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

洗い場係

（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

7:00～22:00の

間の4時間程度

雇用期間の定めなし

営繕係

（ホテル）

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

雇用期間の定めなし

清掃 (資)蘇山郷

資格:不問

客室清掃

（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

資格:不問

洗い場

（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

グロサリー

（商品補充）

(株)熊本フレイン

小国店

客室清掃スタッフ

（ホテル）

東急ﾘｿﾞｰﾂ&ｽﾃｲ(株)

阿蘇東急ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

『阿蘇ｷｬﾆｵﾝﾃﾗｽ

　　　　　＆ﾛｯｼﾞ』

資格:不問

館内清掃

（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
又は9:30～14:30の

間の2時間以上

資格:不問

・共用部（トイレ、廊下、ロビー等）の
清掃、客室の清掃

・備品の入れ込み
・清掃後のチェック

・布団上げ、及びベットメイク
・お部屋、及びユニットバスの清掃
・お茶のセット、アメニティの入れ込み
・ﾜｯｸｽ掛け（ﾚｽﾄﾗﾝ/ﾎｰﾙ等）2ヶ月に1回
・ｶｰﾃﾝ、半天等の洗濯（3~4ヶ月に1回）
・リネン室の整理整頓

・パブリックスペースのみの清掃です。
（ロビー・玄関など）

・客室の清掃、掃除機かけ、衛生管理
・アメニティ・寝具の準備
・シーツ・枕カバーの交換
・浴室及び共用部清掃・備品準備

・陳列状況により商品の補充
・値打ち・陳列商品の整理
・賞味期限の検査及び前出し
・段ボールの後片づけ及び清掃
＊希望時間、日数、曜日はできる限り
相談に応じます。

・器の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

＊器を洗い（洗浄機使用）、乾いたら
所定の場所に整理整頓する作業です。

・器の種類によっては手洗いする場合も
あります。

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

・厨房内での食器洗い（食洗機使用）
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①6:30～10:30
②16:00～21:30

求人:２人 ③17:30～21:30
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧145-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:30人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1781521 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～11:00 普通自動車免許
②11:00～15:00 あれば尚可

求人:３人 ③17:30～21:30
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か月以上) 従業員数:2,547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- 1672121 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

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

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

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村久石2815 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12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- 1639621 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
交替制あり 食品衛生管理者
①9:00～18:00 あれば尚可
②12:00～21:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町中通2062 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額175,000円～315,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1621621 就業場所:阿蘇市一の宮町中通2062 週休2日制:毎週 経験:必須(食品加工工

↓8/1～8/31に受理した求人の特集です。↓

オーガニック

食品の製造

南阿蘇オーガニック

(株)道の駅工場
資格:不問

雇用期間の定めなし

食品加工

《工場長候補》

五島ノースイ(株)

雇用期間の定めなし

フルタイム
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

軽作業 (株)

テクノ・ジャパン
資格:不問

レストラン

洗い場

東急ﾘｿﾞｰﾂ&ｽﾃｲ(株)

阿蘇東急ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ

『阿蘇ｷｬﾆｵﾝﾃﾗｽ

　　　　　＆ﾛｯｼﾞ』

洗い場スタッフ (資)蘇山郷

資格:不問

・厨房内での食器洗い（食洗機使用）
・お客様に提供する料理の盛り付け
・食器や調理器具の片づけ及び整理整頓
・厨房内の清掃等
＊洗い場は４人体制で従事しております

・お食事の配膳・片付け、洗い物
・調理補助
・ホール清掃

生産工程特集

電子部品・基盤のはんだ付け、組み立て
作業です。

・ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ/ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ/ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ等を製造

＊食品製造加工全般

・主にじゃがいも・にんじんのカット業務
・加工食品の製造・生産
・スパイスの瓶詰め

＊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
＊８月末新設の工場です。

・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。
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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

①8:15～17:05

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133,284円～133,284円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 1608721 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
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地1863番地10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 月給制　:月額180,000円～240,000円 休日:日祝 学歴:不問

正社員 43090- 1648921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1863番地10 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(イ

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
変形（1年単位） 準中型自動車免許
①8:00～17:15

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2丁目11-88 保険:雇･労･健･厚
従業員数:101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 43010-28000921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松3895-1 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- 1599321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4549-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(自

パート

整備職 (株)ヰセキ九州

雇用期間の定めなし

サービス／

南阿蘇出張所

三光クボタ建機

(株)

雇用期間の定めなし

自動車整備 (株)ホンダ中九州

雇用期間の定めなし

印刷業務全般 (有)ヤマベ印刷

雇用期間の定めなし

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

整備職 (株)ヰセキ九州

雇用期間の定めなし

食品加工作業員 (有)工房

阿蘇ものがたり 資格:不問

雇用期間の定めなし

・ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ/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
・工場内の整理整頓、及び清掃等
＊工程によって機械及び手作業。
＊20Kg程度の原料を運ぶ事もあります。

・印刷デザインの企画・設計を中心に
版下製作(DTP作業等)から仕上げまで。

・Ｔシャツやポロシャツ、バック、
マグカップ等、ノベルティグッズの
転写と仕上げ作業、レーザー加工の操作

・商品の配達・打ち合わせ（商談）

○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

＊当社の自動車整備業務に従事します。
・自動車の定期点検・車検の整備
・自動車の故障・異常箇所の整備
・破損または摩耗している部品の交換
・中古車や新車の整備及び納車
・顧客へのアフターサービス業務

・自動車用板金部分の製造作業

所有している機械のメンテナンス作業が
主な仕事です。
借りていただく顧客に整備された機械を
提供することが大事です。

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）

○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
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:00～15:00
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

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村久石2815 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 時給制　:時給860円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1646321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2815 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村久石2815 保険:雇･労
従業員数:12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- 1641721 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
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

交替制あり
①8:00～17:00
②11:00～20:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字中2885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:32人 月給制　:月額200,000円～270,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1681021 就業場所:阿蘇郡高森町大字中2885-1 週休2日制:毎週 経験:不問
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）
①8:00～17:30

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1978 保険:雇･労･健･厚
従業員数:28人 月給制　:月額155,000円～170,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1679321 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1978 週休2日制:その他 経験:不問

一般事務 (株)橋本建設

雇用期間の定めなし

水産食品製造・

加工作業員

(有)川部養魚場

雇用期間の定めなし

フルタイム
事務・

フロント受付

(株)ノマドジャパン

阿蘇スカイブルー

ゴルフリゾート

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 資格:不問

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

製造補助 南阿蘇オーガニック

(株)道の駅工場
資格:不問

雇用期間の定めなし

オーガニック

食品の製造

南阿蘇オーガニック

(株)道の駅工場
資格:不問8:00～17:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

・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。

＊ｵｰｶﾞﾆｯｸ野菜やﾊｰﾌﾞの食品加工作業の
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
＊８月末新設の工場です。

＊ｱﾛﾏ・ﾊｰﾌﾞを使った石けん、化粧品、
食品（各種野菜の粉末ジュース等）の
開発、製造のサポートをして頂きます。

事務･販売特集

・自販機の回収日の売上金管理

＊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

・パソコン入力による文書、書類作成
・書類、伝票の整理
・現場事務（書類作成）
・銀行等への外出・電話・来客対応
・事務用品の管理・事務所清掃

＊ホテル・ゴルフ場の事務全般
請求書・伝票整理・振込・支払関係の
管理

＊フロント受付
フロントが多忙時の受付のヘルプ

※銀行等への外出時は社用車を使用。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市今町407-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額160,000円～240,000円 休日:水日他 学歴:不問

正社員 43090- 1653421 就業場所:阿蘇市今町407-2 週休2日制:毎週 経験:必須(・ワー
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:506人 月給制　:月額143,000円～147,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1638321 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 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
日商簿記２級

①8:30～17:00 日商簿記３級
②8:30～12:00 (全商・全経も可)

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地1452-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額170,000円～190,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1607021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1452-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位）

①9:00～21:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 保険:雇･労･健･厚
従業員数:85人 月給制　:月額180,000円～210,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1620321 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～16:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労･健･厚
従業員数: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- 1611321 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

税務会計事務 渡邉澄雄

税理士事務所

雇用期間の定めなし

備品管理業務 湯峡の響き 優彩

((株)瀬の本

       観光ホテル)

雇用期間の定めなし

販売職（一の宮店

鮮魚部）

(株)みやはら

資格:不問

雇用期間の定めなし

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

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

調剤事務 (有)内牧中央薬局

雇用期間の定めなし

一般事務／庶務 (有)河津商店

雇用期間の定めなし

一般事務 (株)秋吉

雇用期間の定めなし

・自販機の回収日の売上金管理
・締め日の振り込み業務や明細書発行
・管理ｼｽﾃﾑの運用、管理機器のﾁｪｯｸ等を
中心にその他付随する簡易な運営業務

・電話受付対応・取扱商品の一部取り揃え
・発注業務・金融機関への手続き

・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
※未経験者の方にもｱﾄﾞﾊﾞｲｽいたします！

・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。

＊顧客（20件程度）の毎月の経理を会計
専用パソコン等でまとめ試算表を作成
し決算期に決算を行って頂きます。

・通帳等からの振替伝票作成
・振替伝票から会計ソフトへの入力
・書類作成等

・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。

＊ソフトクリームやお土産の販売

・ホテル・レストランに係る備品類の
管理・発注（食材・飲料等）

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

・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

★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。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:30～17:00

求人: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
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

①8:30～16:30

求人:３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:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7,374人 時給制　:月額119,000円～119,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 7682221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1283- 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:45～18:00
②10:45～20:00

求人:１人 ③12:00～21:15
年齢:35歳以下 普通自動車免許

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

正社員 15070-10063021 就業場所:阿蘇郡高森町高森字豆前1986-1週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:45～18:00
②10:45～20:00

求人:１人 ③12:00～21:15
年齢:35歳以下 普通自動車免許

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

正社員 15070-10065821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野字山田 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:45～18:00
②10:45～20:00

求人:１人 ③12:00～21:15
年齢:35歳以下 普通自動車免許

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

正社員 15070-10066221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1784- 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:45～18:00
②10:45～20:00

求人:１人 ③12:00～21:15
年齢:35歳以下 普通自動車免許

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

正社員 15070-10067521 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地字高田447-1週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:45

求人:１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:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7,374人 時給制　:月額146,880円～146,880円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 7653621 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

販売・店舗運営職

（ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ社員）

(株)コメリ

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・店舗運営職

（ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ社員）

(株)コメリ

雇用期間の定めなし

販売・店舗運営職

（ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ社員）

(株)コメリ

雇用期間の定めなし

販売・店舗運営職

（ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ社員）

(株)コメリ

雇用期間の定めなし

販売 大観峯観光(株)

資格:不問

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド

スタッフ

(株)森工業

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

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！

＊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。

接客/販売/売場づくり/商品管理/店長
代行業務などを通じて知識と技術を習得
して頂きます。経験のない方でも商品
知識勉強会や店長候補研修、各種研修、
資格取得支援等でｽｷﾙｱｯﾌﾟの機会を設けてい
ますので安心してご応募ください。

＊ドラッグストア店舗での販売業務
・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

接客/販売/売場づくり/商品管理/店長
代行業務などを通じて知識と技術を習得
して頂きます。経験のない方でも商品
知識勉強会や店長候補研修、各種研修、
資格取得支援等でｽｷﾙｱｯﾌﾟの機会を設けてい
ますので安心してご応募ください。

＊ドラッグストア店舗での販売業務
・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

・家電製品の提案、販売、設置

接客/販売/売場づくり/商品管理/店長
代行業務などを通じて知識と技術を習得
して頂きます。経験のない方でも商品
知識勉強会や店長候補研修、各種研修、
資格取得支援等でｽｷﾙｱｯﾌﾟの機会を設けてい
ますので安心してご応募ください。

接客/販売/売場づくり/商品管理/店長
代行業務などを通じて知識と技術を習得
して頂きます。経験のない方でも商品
知識勉強会や店長候補研修、各種研修、
資格取得支援等でｽｷﾙｱｯﾌﾟの機会を設けてい
ますので安心してご応募ください。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:00～18:00

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
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

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市波野大字波野3756-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額185,000円～190,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1647621 就業場所:阿蘇市波野大字波野3756-2 週休2日制:毎週 経験:不問

営業及び配送 (株)岩下農販

雇用期間の定めなし

メンテナンス・

配送

(株)宮崎ヒューマン

サービス

雇用期間の定めなし

ルート営業

（高森営業所）

(株)中九州クボタ

雇用期間の定めなし

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

営業職

（高森支店）

ヤンマーアグリ

ジャパン(株)

九州支社

雇用期間の定めなし

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 (株)ホンダ中九州

雇用期間の定めなし

営業/ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

・工事

(有)ウエダ電器

雇用期間の定めなし

＊新車販売及び中古車販売
・顧客名簿及び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

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）

・コンクリート二次製品の営業

＊顧客様への肥料、種子、農薬、農業
資材等の配達及び営業

＊接客、電話対応、倉庫整理等
・営業・配送範囲：阿蘇市、高森町、
大分県竹田市等

・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。

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
指導致します。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。

＊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）

39



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: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

①10:00～18:00 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 熊本市南区平田1丁目1番6号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:331人 時給制　:時給940円～940円 休日:火他 学歴:不問
パート労働者 43010-27834421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4521-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(事

①8:45～17:00
②8:45～12:45

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1801-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 時給制　:時給880円～950円 休日:日祝 学歴:不問

パート労働者 43090- 1632021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1801-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～14:30
②10:00～16:00

求人:１人 ③13:00～17:30
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地5816 保険:雇･労
従業員数:9人 時給制　:時給950円～1,100円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1655621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5816 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(Ｐ

求人:１人
年齢:不問

大分県大分市坂ノ市西1丁目9-12 保険:労
従業員数:146人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44010-23178821 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

①9:00～17:00
②9:00～16:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市西湯浦1451-11 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:30人 時給制　:時給900円～1,500円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1658021 就業場所:阿蘇市小里656-1 週休2日制:毎週 経験:不問

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

集荷・発送業務 一般(財)

阿蘇テレワーク

センター
又は9:00～17:00の

間の4時間程度

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

受付業務 一の宮整形外科

資格:不問

雇用期間の定めなし

経理事務 (特非)

九州バイオマス

フォーラム
又は8:30～17:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

商品管理係 (株)ジャムス

資格:不問9:00～18:00の

間の2時間程度

雇用期間の定めなし

営業

（阿蘇出張所）

三和コンクリート

工業(株)

雇用期間の定めなし

パート
事務・接客／スズ

キアリーナ阿蘇

(株)

スズキ自販熊本

・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 エリア：県内一円
・社用車を使用。・携帯電話支給。
＊未経験者大歓迎（研修制度あります）

・当社システムを利用し、会計処理や
営業業務処理、営業補佐など

・電話応対
・雑務
・接客応対（お客様へお茶出し）

・パソコンでの外来患者様の患者番号
及び健康保険証内容の入力

・電話・外来患者様の対応、会計業務
・各種伝票整理・院内清掃
＊初めての方は、スタッフが丁寧に
指導いたします。

＊パソコンを使用しての事務作業
・伝票作成
・会計ソフト入力
・給与計算ソフト入力
・資料作成

＊インターネットショッピングの集荷
・発送業務全般
・社用車を使用しての阿蘇市管内の集荷
業務

・集荷してきた商品の発送・梱包作業
・発送に伴う伝票作成等

＊スーパーのフロア係

＊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

１００円均一コーナーでの商品管理
・発注
・補充
・商品整理 等
＊レジ打ちはありません
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①6:00～9:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:労
従業員数: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

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 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
交替制あり
①9:00～13:00
②13:00～17:00

求人:５人 ③17:00～22:00
年齢:18歳以上

阿蘇郡南阿蘇村大字中松3880-5 保険:労
従業員数: 時給制　:時給880円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1629421 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松3880-5 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

求人:１人
年齢:70歳以下

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

パート労働者 43090- 1630921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3092-2 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 群馬県高崎市栄町1-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:19,985 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 10020-12970621 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

店舗スタッフ／Ｂ

高森アスカ店

(株)ヤマダデンキ

資格:不問10:00～20:00の

間の7時間程度

販売職（内牧店

惣菜部）

(株)みやはら

資格:不問

又は6:00～17:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

コンビニ店員 セブンイレブン

南阿蘇白水 資格:不問

雇用期間の定めなし

店内販売員 (株)阿蘇とり宮

資格:不問8:00～19:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

販売職（一の宮店

青果部）

(株)みやはら

資格:不問

又は7:00～18:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

販売職（一の宮店

レジ係）

(株)みやはら

資格:不問8:30～20:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

惣菜部スタッフ (株)丸勢

資格:不問6:00～17:00の

間の3時間以上

雇用期間の定めなし

販売職（内牧店

フロア係）

(株)みやはら

資格:不問

雇用期間の定めなし

＊スーパーのレジ係
・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。

○店内で販売するお惣菜を作り、パック
詰めにして陳列するお仕事です。

スーパーの惣菜部門
－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

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

＊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

＊店舗内での調理、接客、販売業務全般
＊店舗内での調理、接客、販売業務全般

※本人の希望により工場内での食品加工業
務等も担当することができます。

＊販売業務（小物家電製品、理美容用品

＊令和４年８月３１日ｵｰﾌﾟﾝ
・レジ・接客
・品出し
・清掃・商品発注 等

＊販売業務（小物家電製品、理美容用品
調理家電など）

＊店内の各売り場でのレジ会計
＊商品補充、商品整理
＊荷卸、倉庫整備、仕入れ伝票入力
その他、店内の業務をお願い致します。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 群馬県高崎市栄町1-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:19,985 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 10020-12971921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4532-4 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 群馬県高崎市栄町1-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:19,985 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 10020-12973021 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1751-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～16:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧267番地7 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 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- 1668821 就業場所:阿蘇市内牧267番地7 週休2日制:毎週 経験:不問

中型自動車免許
①8:00～17:30 ８トン限定中型自動車免許

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 1670621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4454-8 週休2日制:毎週 経験:４t以上経験
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

重機オペレーター

（建設業）

クマレキ工業

(株)

フルタイム
コミュニティ

バス運転手

(株)ＡＳＯ

ワークネット

運転手 (株)環境

雇用期間の定めなし

重機

オペレーター

(株)森工業

雇用期間の定めなし

店舗スタッフ／Ｂ

阿蘇一の宮店

(株)ヤマダデンキ

資格:不問10:00～20:00の

間の7時間程度

店舗スタッフ

／小国店

(株)ヤマダデンキ

資格:不問10:00～20:00の

間の7時間程度

＊販売業務（小物家電製品、理美容用品
調理家電など）

＊店内の各売り場でのレジ会計
＊商品補充、商品整理
＊荷卸、倉庫整備、仕入れ伝票入力
その他、店内の業務をお願い致します。

＊販売業務（小物家電製品、理美容用品、
調理家電など）

＊店内の各売り場でのレジ会計
＊商品補充、商品整理
＊荷卸、倉庫整備、仕入れ伝票入力
その他、店内の業務をお願い致します。

輸送･機械運転特集

＊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。

＊さく井工事：井戸の掘削、揚水設備の

〈送迎・洗車・清掃・その他〉
＊7人乗りﾜｺﾞﾝ車で買い物等の目的の為に
内牧市街又は宮地市街への送迎業務。
１日片道のみ計６便の運行で予約がない
便は待機となります。（待機の場合も
勤務時間として賃金補償します。）

・２ｔ・４ｔ車を使用した事業系の一般
廃棄物収集、運搬業務。主な収集先は
旅館・事務所・飲食関係・コンビニ等

＊主な収集地区・阿蘇管内が主ですが、
時々は熊本市内や美里町の収集運搬も
あります。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市三久保233-135 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 日給制　:月額184,800円～231,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1635221 就業場所:阿蘇市三久保233-135 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字中2885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:32人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1676221 就業場所:阿蘇郡高森町大字中2885-1 週休2日制:毎週 経験:不問
第二種電気工事士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町坂梨2764 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額205,000円～215,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1662321 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:電気工事経験

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

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43010-27485121 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問
準中型自動車免許

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

学校給食の配送

及び調理補助

九州綜合サービス

(株)

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

営繕管理

（農場）

(株)阿蘇

高原ファーム

雇用期間の定めなし

フルタイム
配送・施工 (株)秋吉

雇用期間の定めなし

運搬作業員 阿蘇森林組合

雇用期間の定めなし

さく井・配管工

（助手）

(有)大友地下

ボーリング

雇用期間の定めなし

ホテル施設管理

（リネン）

(株)ノマドジャパン

阿蘇スカイブルー

ゴルフリゾート
資格:不問

雇用期間の定めなし

＊さく井工事：井戸の掘削、揚水設備の
設置 メンテナンス

＊上下水道工事：新設/入替/給水装置等
＊管工事:公共施設/住宅等の給排水設備工事

＊その他：浄化槽の設置、水道管の漏水
調査、修理、排水管の洗浄等。

＊農場内、豚舎の施設管理及び営繕業務
・豚舎設備の点検、修理、整備
・水道管の修理、溶接等
・電気関係の点検、整備等
・リフト/トラックを使っての豚糞の運搬

＊ホテル施設の修理、補修、整備および
清掃

＊ホテルリネン ランドリーサービス、
シャツ、タオル等、リネン類の管理

＊ホテルの清掃＊ベッドメイキング

運搬･清掃(軽作業)特集

・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。

・学校給食配送
・調理補助

・学校給食配送
・調理補助
（食材の切り込み、食器洗浄、清掃等）

・商品配達、入れ替え、在庫管理、棚卸 43



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

８トン限定中型自動車免許

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 1612621 就業場所:阿蘇市蔵原889 週休2日制:毎週 経験:不問
フォークリフト運転技能者

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:59歳以下

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165,300円～200,100円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1652521 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

①8:00～16:00

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
変形（1ヶ月単位）

①9:30～18:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区世安2 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:270人 時給制　:月額162,146円～162,146円 休日:火他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-27025021 就業場所:阿蘇市西町913-1 週休2日制:その他 経験:不問

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

①8:00～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1671921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4454-8 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市蔵原885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 日給制　:月額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

作業員 日本興商(株)

熊本支店 資格:不問

雇用期間の定めなし

倉庫内での部品の

品出しスタッフ

オーティーティー

ロジスティクス(株)

九州事業部

阿蘇営業所

資格:不問

作業員 (株)環境

雇用期間の定めなし

木材選別作業員 阿蘇森林組合

雇用期間の定めなし

二輪・四輪車樹脂

製品の出荷業務

(株)白水

ディエイチシー

雇用期間の定めなし

清掃（阿蘇温泉

病院他）

熊本綜合管理

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

洗車業務

（車の拭き上げ）

(株)野田市電子

人材ソリューション

事業部
資格:不問

自動販売機の

ルートサービス

(株)松尚商店

雇用期間の定めなし

・洗い場に於いて使用した器を洗い

・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

＊二輪・四輪車樹脂製品（成形品・成形
加工品）の出荷業務：

・出荷表に基づき出荷段取り・荷揃え
・出荷準備・積み込み
・材料の受け入れ・片付け
・製品箱の段取り・準備・整理・積降し

・商品配達、入れ替え、在庫管理、棚卸
・自動販売機の保守、点検、整備、盗難
予防措置、機械の簡単な清掃

・現金回収、売上日報の記入
・新規得意先の訪問、市場開拓
・空き缶やペットボトル等の回収

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。

・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。

◎洗車機での洗車
◎車のふきあげ、車内の掃除機掛け
◎その他付帯作業
◎洗車機のﾎﾞﾀﾝを押す⇒洗車⇒拭き上げ
＊面談後、担当者と一緒に職場見学可能
＊ｼﾆｱ、未経験歓迎＊就業時間の相談。

＊産業廃棄物の分別作業
・場内においての木くず、鉄くず、
ビン、缶、ペットボトル等の分別作業
です。

・分別作業がない時は、別の作業（収集
・運搬作業等）がある場合があります。

＊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
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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）

①8:00～12:00
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

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

①10:00～14:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:労
(４か月以上) 従業員数:2,547人 時給制　:時給890円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1674721 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:あれば尚可(清

①9:30～14:00

求人:２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
従業員数:13人 時給制　:時給1,100円～1,400円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1628521 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6612-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～16:00

求人:３人
年齢:不問

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

パート労働者 43090- 1617821 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～13:00 普通自動車免許
②10:00～14:00 あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

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

パート労働者 43090- 1618221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～14:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧99 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:37人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1605921 就業場所:阿蘇市内牧99 週休2日制:毎週 経験:不問

客室清掃 湯峡の響き 優彩

((株)瀬の本

       観光ホテル)

雇用期間の定めなし

大浴場清掃 (株)阿蘇ホテル

資格:不問

客室清掃スタッフ

（ホテル）

東急リゾーツ＆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』

資格:不問

清掃 (株)南城苑

資格:不問

雇用期間の定めなし

客室清掃 湯峡の響き 優彩

((株)瀬の本

       観光ホテル)

資格:不問

雇用期間の定めなし

営繕責任者

（ホテル）

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

雇用期間の定めなし

パート
配送 アサヒフーズ

(株)

雇用期間の定めなし

・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。

＊黒川温泉 旅館「南城苑」における
清掃業務をしていただきます。

・客室および館内の清掃

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

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

・客室の清掃、掃除機かけ、衛生管理
・アメニティ・寝具の準備
・シーツ・枕カバーの交換
・浴室及び共用部清掃・備品準備

＊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

・お湯を抜いて大浴場内の清掃
・鏡拭き、カランみがき、壁の汚れ取り
・シャンプー等の補充、整理整頓
・脱衣所のごみ回収、鏡拭き、ｶｺﾞﾁｪｯｸ
・備品補充、床、洗面所の清掃
・浴場内のﾄｲﾚ掃除・大浴場ﾛﾋﾞｰの清掃

・布団敷き、ごみの回収、掃除機かけ
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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

①9:00～14:30

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧99 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:37人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1606121 就業場所:阿蘇市内牧99 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～14:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

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

パート労働者 43090- 1615021 就業場所:阿蘇郡小国町大字西里3006-2 週休2日制:その他 経験:不問

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

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 43010-25287621 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 43010-25320721 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:その他 経験:不問

清掃員 (株)総美

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

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

清掃員 (株)総美

資格:不問

客室清掃員

（旅館）

湯宿小国の

オーベルジュ

わいた館(株)

雇用期間の定めなし

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

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

清掃 (株)阿蘇ホテル

資格:不問

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

※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

・掃除機掛け

○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

＊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

〇キャンプ場内の清掃がﾒｲﾝの仕事です。〇キャンプ場内の清掃がﾒｲﾝの仕事です。

・布団敷き、ごみの回収、掃除機かけ
・客室・トイレ・お風呂の清掃
・ﾀｵﾙ・ｼｰﾂ・浴衣・ｱﾒﾆﾃｨｰｾｯﾄの補充
・プライベート室の清掃及び整理整頓
＊共用スペースの清掃
・ロビーやトイレ階段等の清掃

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

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 27020-53637221 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6323 週休2日制:その他 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

①7:00～11:00 普通自動車免許
②11:00～15:00 あれば尚可

求人:３人 ③17:30～21:30
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か月以上) 従業員数:2,547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- 1672121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①7:30～22:00

求人:２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:6,430人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 13040-91653921 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(洗

①7:00～10:00
②16:00～19:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市小池9番地 保険:雇･労
従業員数:56人 時給制　:時給830円～910円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1616721 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:00～15:30
②8:00～17:30

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:2,547人 日給制　:時給1,000円～1,500円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1649121 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

ゴルフ場

コース管理

東急リゾーツ＆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』

レストラン

洗い場

東急リゾーツ＆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』

洗い場・食器洗浄

スタッフ

(株)マイステイズ・

ホテル・

マネジメント
資格:不問

食堂の補助業務 (有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい

資格:不問

雇用期間の定めなし

キャンプ場内の

清掃及び受付

(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

雇用期間の定めなし

パック詰め・器具

の洗浄業務

(株)

テクノ・ジャパン
資格:不問

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

〇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

〇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

・お食事の配膳・片付け、洗い物
・調理補助
・ホール清掃

・ゴルフ場コースの整備、及び管理業務
肥料、薬剤、資材散布

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

「亀の井ホテル阿蘇」
レストランや宴会場で使用した食器類の
洗浄。調理場の簡単な清掃。短時間勤務
なので扶養内で勤務したい方にもﾋﾟｯﾀﾘ
です。経験者の方はもちろん未経験の方
もご活躍いただいています。

「サービス付高齢者向け住宅」における
食堂の補助業務。

・食堂でのお茶配り
・食事の配膳、片づけ
・コップ洗い、テーブル整理
・食堂の清掃・食事中の見守り
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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 ・産山村

・小国 ・高森町

・南小国 ・南阿蘇村

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


