
この求人情報誌はR4.9.12～R4.9.26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

■専門技術／サービス／建設・土木／農林・保安

※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。

10月3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17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。
10/3 月

4 火 ②医療・福祉事業所説明会

5 水 ③看護のお仕事相談

6 木

7 金

11 火 ②医療・福祉事業所説明会

12 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

13 木

14 金

17 月

18 火 ②医療・福祉事業所説明会

19 水

20 木

21 金

24 月

25 火

26 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

27 木

28 金

31 月

ハローワーク阿蘇　相談会などの予定

①就職支援セミナー（10月はありません）
・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

お問い合わせ先

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
にお問い合わせください。



変形（1年単位） ２級土木施工管理技士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:67歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町高森1550-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 日給制　:月額279,600円～326,200円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1887221 就業場所:阿蘇郡高森町高森1550-8 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
変形（1年単位） 獣医師
①9:00～18:00
②9:30～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川2163 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58人 月給制　:月額250,000円～250,000円 休日:他 学歴:大学以上

正社員 43090- 1924221 就業場所:阿蘇市黒川2163 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 看護師
①8:30～18:00 准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡高森町大字高森2132番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:45人 月給制　:月額160,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1903621 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2132番地1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①7:30～16:30
②8:00～17:00

求人:１人 ③10:00～19:00
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額219,000円～219,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1906021 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原425-5 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 准看護師
①7:30～16:30
②8:00～17:00

求人:１人 ③10:00～19:00
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額185,000円～185,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1907721 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士
①9:00～18:30
②8:30～13:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市一の宮町宮地212-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額175,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:短大以上

正社員 43090- 1942421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地212-1 週休2日制:その他 経験:不問
歯科衛生士

①9:30～18:30
②9:30～13:00 ブランクがある場合

求人:１人 復職プラン有り
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1963-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58人 月給制　:月額250,000円～500,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090- 1912121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1963-5 週休2日制:その他 経験:不問

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

(医社)エスエス会

佐藤歯科

クリニック

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

又は17:00～9:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

正看護師 (医社)大徳会・

リハセンター

みどりの里

雇用期間の定めなし

(医社)健優会

たかもり歯科医院

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

獣医師 (株)阿蘇熊牧場

(阿蘇カドリード

　　　ミニオン)

雇用期間の定めなし

土木施工管理技

士

(株)南阿蘇解体

看護師/准看護師

（介護施設）

介護保険指定事業所

あそ和楽

（ﾃｨｰﾃｨｰｼｰ(有)）

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

准看護師 (医社)大徳会・

リハセンター

みどりの里

職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

フルタイム

＊阿蘇管内の公共事業/民間企業/個人等
の一般土木工事及び解体工事等です。

・見積もりの作成
・ﾊﾟｿｺﾝ入力による行政等提出書類作成、
及び提出・現場監督、及び進歩管理

・安全、品質管理等

・診療業務（各種検査・手術・内科的
治療・解剖など）

・疾病予防（ﾜｸﾁﾝ接種・定期駆虫など）
・防疫、衛生管理に関する業務
（伝染病の予防など）
・医薬品、医療品等の管理

グループホーム（３ユニット）及び
デイサービス（利用者：１日２５名程度）
の看護業務全般及び介護業務全般。

＊訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝにおける看護・介護
業務全般

・食事介助・入浴介助・排泄介助
・病院受診時の付き添い・投薬の管理
・見守り、その他の介護、介助等
＊夜勤が月４～５回程度あります。

＊有料老人ホームにおける看護・介護
全般業務

・食事介助・入浴介助・排泄介助
・病院受診時の付き添い・投薬の管理
・見守り、その他の介護、介助等
＊夜勤が月４～５回あります。

＊ドクターのサポート・治療補助
＊患者さんの歯磨きの指導等の実施
＊歯科予防処置
・ＰＭＴＣ
・患者さんの歯石除去やフッ素処理や
クリーニング等

＊特別養護老人ホーム内における

・患者様の歯石除去やフッ素塗布処理
・歯のクリーニング等
・ドクターのサポート及び治療補助
・ブラッシング指導
・使用する器具の準備や使用後の器具の
減菌消毒や片づけ

1



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 管理栄養士
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:83人 月給制　:月額200,000円～220,000円 休日:他 学歴:短大以上

正社員 43090- 1953921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(栄
交替制あり 幼稚園教諭免許

保育士

求人:３人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇郡高森町大字高森1949-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:21人 月給制　:月額220,500円～282,500円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1940221 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1949-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(幼

①8:30～17:30

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 阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:83人 日給制　:月額161,448円～173,600円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1957821 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(一

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区上通町3-31　肥後水道町ビル6Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:249人 時給制　:月額176,000円～192,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-31428821 就業場所:阿蘇郡高森町大字芹口944-2 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村久石3160 保険:雇･労･健･厚
従業員数:22人 月給制　:月額150,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1905121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石3160 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 山形県山形市蔵王温泉127 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:3人 月給制　:月額180,000円～220,000円 休日:火水 学歴:高校以上
正社員以外 06010-18574321 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(・

変形（1ヶ月単位）

①9:00～18:00
②9:30～17:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 京都府京都市右京区西京極豆田町7番地 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:200人 月給制　:月額181,000円～181,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 26010-23079021 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6695- 週休2日制:その他 経験:不問

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）

幼稚園教諭・

保育士

雇用期間の定めなし

(学)高森学園

認定こども園

高森幼稚園
7:30～18:30の

間の8時間

管理栄養士

雇用期間の定めなし

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）

経理事務

（ホテル）

大祥(有)四季の森

資格:不問6:00～22:00の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

事務員

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）
温泉ｺｰﾃﾞｼｮｯﾌﾟ

店長候補

(株)LABELLINK

一般事務 (株)アソウ・

ヒューマニーセン

ター　熊本支店

資格:不問

キャラクター

グッズ販売

(株)寺子屋

西日本 資格:不問

＊経理事務業務：
・売上げ・仕入れ管理等
・給与計算等
＊その他の業務：会社受付、一般事務等

2022年12月ｵｰﾌﾟﾝ予定の温泉ｺｰﾃﾞｼｮｯﾌﾟ
『KurokawaOnsen湯旅屋黒川堂』
開店/閉店業務、接客、ﾚｼﾞ、梱包、在庫
管理、仕入れなど店舗運営に必要な業務
全般。商品陳列やレジ設定、装飾品の飾り
付け等。ｼｮｯﾌﾟ作りをしてみたい方。

「ﾘﾗｯｸﾏ×温泉」をｺﾝｾﾌﾟﾄとし、ﾀｵﾙ類や
ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ、和小物等を取り扱っています。か
わいいお店で一緒に働きませんか？
接客や販売、在庫管理をお願いします。
※１週間ごとのシフト交替制なので、
出勤日相談可※マイカー通勤可

＊お陰様で業績好調で更なる事業拡大の

・業者への支払い
・消耗品発注
・パソコン入力による文書、書類作成
・銀行等への外出
・電話、窓口対応
・事務用品の管理 等

・下請け企業からの見積書対応・作成
・会議議事録作成/専用ｼｽﾃﾑへのﾃﾞｰﾀ入力
・電話対応・その他事務補助
※ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ・ﾌｫｰﾏｯﾄ入力が中心です。
【就業】10月～約1年半の予定
※延長の可能性あり

＊特別養護老人ホーム内における
管理栄養士業務全般

・栄養ケアマネジメント業務
・ご利用者の身体、栄養状態の管理
・食事管理等

＊認定こども園の業務全般
・乳幼児の教育・保育が主で、0～5歳児
の教育、保育をしていただきます。

・預かり保育業務

2



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1567-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額240,000円～350,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1927321 就業場所:阿蘇市黒川1567-2 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:00～17:30

求人:２人 ③9:30～18:30
年齢:18歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:83人 日給制　:月額168,081円～184,920円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1951321 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①8:30～18:00 ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了者

求人:１人 あれば尚可
年齢:18歳～64歳

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

正社員 43090- 1904921 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2132番地1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

①8:00～17:00 ホームヘルパー２級

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額148,000円～148,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1908821 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額170,000円～170,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1909221 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原425ー5 週休2日制:その他 経験:必須(経験者)
変形（1ヶ月単位）

①9:00～18:30
②8:30～13:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市一の宮町宮地212-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額160,000円～185,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1943321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地212-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(歯

①9:30～18:30
②9:30～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1963-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58人 月給制　:月額180,000円～400,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1913021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1963-5 週休2日制:その他 経験:不問

介護福祉士

（福祉施設）

(医社)大徳会・

リハセンター

みどりの里

雇用期間の定めなし

又は17:00～9:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

介護職

（福祉施設）

(医社)大徳会・

リハセンター

みどりの里

雇用期間の定めなし

自動車販売営業

スタッフ

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

雇用期間の定めなし

(医社)エスエス会

佐藤歯科

クリニック

(有)総合自動車

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

資格:不問

歯科助手及び

受付業務

資格:不問

雇用期間の定めなし

(医社)健優会

たかもり歯科医院

歯科助手

介護職員

（介護施設）

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）

介護職

（介護施設）

介護保険指定事業所

あそ和楽

（ﾃｨｰﾃｨｰｼｰ(有)）

雇用期間の定めなし

＊お陰様で業績好調で更なる事業拡大の
為に営業・販売ｽﾀｯﾌｦ募集いたします。
ぜひ一緒に地域で一番お客様に喜んで
いただける会社になりましょう！

【経験者優遇】★ＯＪＴによる教育制度
を用意していますのでご安心下さい。

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

・定員５５名のデイサービス
ご利用者の食事、排泄、入浴介助。

・物療機器の操作及びリハビリ機器の
操作、並びに見守り等。

・送迎業務

・定員５５名のデイサービス
ご利用者の食事、排泄、入浴介助。

・物療機器の操作及びリハビリ機器の
操作、並びに見守り等。

・送迎業務

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

＊受付業務

・患者様の受付・カルテ、器具等の準備
・ドクターの診療補助
（吸引機の操作、セメント塗り等）
・使用器具の洗浄、殺菌消毒及び片付け

・精算業務・院内外の清掃

・事務処理及びｶﾙﾃ、器具等の整理整頓

＊入所者の方の身の回りのお世話及び
介護全般

・食事介助
・入浴介助
・着替えの介助
・トイレ介助等

3



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:30～18:30
②9:30～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1963-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58人 月給制　:月額180,000円～400,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1914721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1963-5 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(・
変形（1年単位）
①8:00～17:30 普通自動車免許

あれば尚可
求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:2,547人 時給制　:月額149,520円～168,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1946121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(清

変形（1ヶ月単位）

①6:00～15:00
②13:00～22:00

求人:２人
年齢:64歳以下

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

正社員 43090- 1944621 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6777-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
変形（1ヶ月単位）

①8:15～18:00
②6:00～15:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:83人 日給制　:月額148,081円～151,032円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1952621 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①7:00～19:00
②7:00～20:00

求人:３人 ③6:00～19:00
年齢:64歳以下

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

正社員 43090- 1958221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6612-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
変形（1ヶ月単位）

①11:00～22:30

求人:１人
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1895221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:その他 経験:接客経験者
変形（1年単位）
①7:00～16:00
②7:30～16:30

求人:３人 ③8:00～17:00
年齢:45歳以下

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

正社員 43010-31330821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河湯5992-2週休2日制:その他 経験:不問

又は7:00～18:00の

間の8時間程度

資格:不問

ゴルフ場

幹部社員候補

雇用期間の定めなし

(株)

ドゥ・ヨネザワ

バーテンダー

（旅館）

(株)樹やしき

調理補助

調理員

（介護施設）

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）

資格:不問

雇用期間の定めなし

(株)南城苑

資格:不問

雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

(株)黒川温泉御処

月洸樹
資格:不問

清掃 東急リゾーツ＆ステ

イ(株)阿蘇東急ゴル

フクラブ

　　　　『阿蘇キャ

調理（旅館）

雇用期間の定めなし

(医社)健優会

たかもり歯科医院
資格:不問

受付事務

（歯科医院）

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

・カクテルやドリンクの提供
・ラウンジ内の清掃
・酒、ドリンク等の発注及び在庫管理
＊チェックイン時のフロント補助業務も
あります。

＊駐車場でのお客様の車の移動もあり。

・ﾁｪｯｸｲﾝ受付・客室案内及び、館内説明

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

・クラブハウス内及び各施設の清掃を
行う仕事です。

・ロビー、お風呂場、トイレ等の清掃
・その他不随する業務

・栄養士の指導の下で朝食、昼食、夕食
おやつ作り

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

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

・ご宿泊のお客様の朝食、夕食作り
・料理の仕込み、調理、盛り付け
・皿洗い、調理場の清掃等
＊調理師免許をお持ちの方はもちろん、
経験を積んでからの取得をお考えの方
も同時に募集しています。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①7:30～16:30
②13:00～22:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1945921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6777-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(フ
変形（1ヶ月単位）

①8:00～22:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1898321 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～21:00

求人:２人
年齢:64歳以下

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

正社員 43090- 1897421 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00 普通自動車免許
②16:30～0:15 あれば尚可

求人:３人
年齢:18歳～59歳

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

正社員 43010-30495321 就業場所:阿蘇市内牧962番地13 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:00

求人:２人
年齢:40歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地4375-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 月給制　:月額180,000円～300,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1955021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4375-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:00～17:00
②8:30～17:30

求人:１０人 ③21:00～6:00
年齢:18歳以上

熊本市中央区帯山5丁目41-47　大恵ビル2Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:63人 日給制　:月額184,500円～215,250円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員以外 43010-31495221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2005-8　 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～16:00 普通自動車免許
②8:00～17:00 あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市波野大字小園589-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:20人 日給制　:月額207,460円～207,460円 休日:土他 学歴:不問

正社員 43090- 1960321 就業場所:阿蘇市波野大字小園589-4 週休2日制:その他 経験:不問

フロント及び接客

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)黒川温泉御処

月洸樹

F　保安の職業（警備員等）

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

葬儀業務

雇用期間の定めなし

(株)清峰院

農作業員

雇用期間の定めなし

(株)後藤青果

警備業務／

阿蘇出張所

雇用期間の定めなし

(同)トップガード

資格:不問

雇用期間の定めなし

ホール・

ｶｳﾝﾀｰｽﾀｯﾌ

河合興産　(株)

雇用期間の定めなし

接客スタッフ

（旅館）

(株)樹やしき

資格:不問

雇用期間の定めなし

フロント業務

（旅館）

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

＊食事準備/片づけはﾎﾞｯｸｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰと台車
を使用する為、力仕事はありません。

・食事処/お部屋での料理配膳及び片づけ
・布団の上げ敷き
＊客室清掃は全て委託していますので、
共有ｽﾍﾟｰｽ（ﾛﾋﾞｰ・ﾄｲﾚ）のみの清掃。

ブロス阿蘇内牧店
アミューズメントホール（パチンコ店）
の運営業務全般
・接客
・機械の整備
・清掃 等

・白菜、キャベツの種まき、植え付け
・育成管理（肥料やり、草取り等）
・収穫作業・段ﾎﾞｰﾙの組立
・野菜の選別/箱詰め・倉庫内整理整頓等
＊自動車免許有りの方は従業員の送迎を
お願いする事もあります。

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

・霊柩車での病院等へのお迎え
・自宅、お寺、葬儀斎場における準備
及び後片づけ

・生花スタンドの移動、及び後片づけ
・葬儀における案内、進行等
・各斎場の管理、車輌の管理等

・ﾁｪｯｸｲﾝ受付・客室案内及び、館内説明
・ﾊﾟｿｺﾝ入力（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ含む）・精算業務
・予約等の電話応対及び予約、顧客管理
・最寄りのバス停等の送迎あり
・夕食時のレストラン接客補助
・フロント周辺の清掃等
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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

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～228,480円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-30333921 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）
①9:00～18:00 二級自動車整備士

自動車検査員
求人:２人 あれば尚可
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1567-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額180,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1918421 就業場所:阿蘇市黒川1567-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） 自動車車体整備士
①9:00～18:00 小型移動式ｸﾚｰﾝ運転技能者

他
求人:１人 あれば尚可
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1567-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額250,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1919321 就業場所:阿蘇市黒川1567-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(自
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1961621 就業場所:阿蘇市赤水905 週休2日制:その他 経験:不問

大型自動車免許必須
①6:15～9:00
②15:00～20:00 大型自動車第二種

求人:１人 ③8:30～17:15 あれば尚可
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧267番地7 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 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- 1947021 就業場所:阿蘇市内 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位） 自動車車体整備士
①9:00～18:00 小型移動式ｸﾚｰﾝ運転技能者

他
求人:１人 あれば尚可
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川1567-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額250,000円～370,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1925521 就業場所:阿蘇市黒川1567-2 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:67歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町高森1550-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 日給制　:月額168,000円～210,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 1888521 就業場所:阿蘇郡高森町高森1550-8 週休2日制:毎週 経験:不問

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

I　輸送・機械運転の職業（鉄道・自動車・船舶・建設機械の運転等）

J　建設・採掘の職業（型枠大工、左官、内装等）

半導体機械設備

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ作業

(株)

テクノ・ジャパン 資格:不問

(有)総合自動車

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

雇用期間の定めなし

生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質管理

（試験室）

雇用期間の定めなし

阿蘇レミコン(株)

雇用期間の定めなし

自動車整備士

（経験者）

(有)総合自動車

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

土木作業員 (株)南阿蘇解体

ｽｸｰﾙﾊﾞｽ運転手

《４月１日採用》

(株)ＡＳＯ

ワークネット

ロードサービス

隊員

雇用期間の定めなし

自動車整備士

（未経験者向け）

(有)総合自動車

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

雇用期間の定めなし

半導体を効率よく、使い易く製造できる
様に工夫してﾗｲﾝを組み立てる仕事です。
未経験者でも教育して育てていきます。
ご安心下さい。

＊軽自動車～中型ﾄﾗｯｸ全ﾒｰｶｰ、車検・
点検・修理していただきます。
未経験の方でもOJTによる教育制度を
用意していますのでご安心下さい。
整備士資格も働きながら取得可能です。

＊車検/点検/修理をしていただきます。
※車検のｺﾊﾞｯｸ阿蘇店として九州運輸局
指定、特定整備認証取得工場です。
これからの自動運転車に対応していく
為に、日々必要な資格・設備・工具を
導入し研修に参加しています。

・故障車、事故車の移動・運搬
・ガス欠自動車の給油作業
・タイヤ交換、簡単な整備等
★OJTによる教育制度を用意しています。
＊研修期間中は、同行による研修を実施
します。

＊阿蘇管内の公共事業、民間企業、個人
等の一般土木工事及び解体工事等です。

・道路工事、河川工事、造成工事等の
現場での掘削、運搬作業です。

・その他、工事に伴う雑工事

阿蘇市内でのスクールバス運行関連業務
・通学バス（中型：全長９ｍ）の運転し
小中学生の登校/下校の送迎を行う業務

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

＊様々な工場現場で使用する生ｺﾝｸﾘｰﾄの
品質を管理する仕事です。

・品質試験/管理業務/検査、それに伴う
簡単な入力作業が主な仕事です。

・材料の管理、施設の管理も行います。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:00～17:30
②8:00～12:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

大分県日田市本町7-35 保険:雇･労･健･厚
従業員数:52人 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 44040- 3946421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2217-5 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:30
②8:00～12:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

大分県日田市本町7-35 保険:雇･労･健･厚
従業員数:52人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 44040- 3951821 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2217-5 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
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 阿蘇市黒川974-9 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:250人 月給制　:月額137,600円～137,600円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1939021 就業場所:阿蘇市黒川974-9 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
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 阿蘇市黒川974-9 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:250人 月給制　:月額137,600円～137,600円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1939021 就業場所:阿蘇市黒川974-9 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:00～21:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1893721 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:その他 経験:不問

理学療法士
①8:30～12:00
②13:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1178 保険:雇･労
従業員数:16人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1911921 就業場所:阿蘇市黒川1178 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(訪
歯科衛生士

①9:30～18:30
②9:30～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1963-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58人 時給制　:時給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- 1915821 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1963-5 週休2日制:その他 経験:不問

施設管理 一般(財)

自然公園財団

阿蘇支部

(株)大日機材

雇用期間の定めなし

施設管理 一般(財)自然公園

財団阿蘇支部

ルート営業

（阿蘇営業所）

営膳係（旅館） (株)樹やしき

雇用期間の定めなし

K　運搬・清掃・包装等の職業（配達員、倉庫作業員、清掃作業員、軽作業）

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

又は8:30～17:00の

間の4時間程度
雇用期間の定めなし

歯科衛生士 (医社)健優会

たかもり歯科医院

雇用期間の定めなし

パート

理学療法士 阿蘇郡市医師会立

訪問看護

ステーション

雇用期間の定めなし

(株)大日機材ルート配送

（阿蘇営業所）

＊阿蘇市、南阿蘇村内の国立公園施設の
駐車場の料金徴収業務。

＊公園内の施設管理
駐車場、登山道、遊歩道、トイレ等の
管理及び清掃

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

＊食事後の食器類の片づけ補助

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

＊食事後の食器類の片づけ補助

・訪問リハビリテーション業務。
・退院後の生活再建、在宅生活の支援を
行い、一人ひとり個別訓練を行い機能
低下の予防、維持改善の向上を図る。

・訪問看護記録、報告書等の書類作成。

＊主に知的または精神の障がいをお持ちの

○水道資材、住宅機器等の配送
・軽ﾄﾗｯｸ～２ｔ車等を使用しての配送
＊配送エリアは、日田、玖珠、阿蘇

○水道資材、住宅機器等のﾙｰﾄｾｰﾙｽ及び
配送

・軽ﾄﾗｯｸ～２ｔ車等を使用しての配送
＊営業エリアは日田、玖珠、阿蘇

＊阿蘇市、南阿蘇村内の国立公園施設の
駐車場の料金徴収業務。

＊公園内の施設管理
駐車場、登山道、遊歩道、トイレ等の
管理及び清掃
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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

①6:30～11:30
②15:00～20:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:70人 時給制　:時給1,100円～1,200円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1899621 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調

保育士
幼稚園児

求人:２人 あれば尚可
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森1949-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:21人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43090- 1941521 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1949-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(幼

健康運動実践指導者
健康運動指導士
看護師

求人:５人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市東区御領6丁目8-20 保険:労
(４か月以上) 従業員数:220人 時給制　:時給900円～1,300円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43010-30346821 就業場所:山鹿市、鹿本郡、阿蘇郡、菊池郡 週休2日制:毎週 経験:不問

普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3　福岡フジランドビル2Ｆ 保険:労
従業員数:300人 時給制　:時給1,500円～3,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

パート労働者 40010-59525321 就業場所:阿蘇郡内の生徒宅 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～18:30
②9:30～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090- 1917521 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1963-5 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川1178 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:16人 時給制　:時給900円～1,200円 休日:月火土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43090- 1889421 就業場所:阿蘇市黒川1178 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市蔵原953番地6 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:5人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1891121 就業場所:阿蘇市蔵原953番地6 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(パ

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

総務　事務 (有)阿蘇蔵農園

資格:不問9:00～16:00の

間の5時間程度

グループホーム

世話人

(福)立正福祉会

高森寮

資格:不問

電話案内 (社)

阿蘇郡市医師会

受付業務 (医社)健優会

たかもり歯科医院

雇用期間の定めなし

資格:不問

資格:不問

家庭教師 志成教育グループ

(株)

介護予防健診業務

及び介護予防業務

(株)くまもと

健康支援研究所
9:00～17:00の

間の4時間程度

16:00～22:00の

間の2時間程度

雇用期間の定めなし

保育士及び

保育補助

(学)高森学園

認定こども園

高森幼稚園
8:00～18:30の

間の5時間以上

＊主に知的または精神の障がいをお持ちの
方の生活を支える仕事です。

・食事作り、食材の購入：施設車を使用
・食事提供 ・見守り・住居の清掃等
＊主に朝食か夕食の食事提供。
献立は別事業所の栄養士が作成します。

介護予防健診業務
・体力測定・個別相談など
介護予防事業
・参加者の体調管理・運営補助
・ｽﾄﾚｯﾁや筋力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞの補助
・ｱｾｽﾒﾝﾄ、問診等 ※見学可能です。

小・中学生を対象に当社の
カリキュラムにて学習指導を行なう

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

＊相談する医療機関に迷う発熱患者様等
からの相談対応

＊医療機関の紹介

・販売売上等の伝票処理/請求書発行業務
（パソコンを上手に使える方）
・小口現金及び総務請求書処理等
※現在野菜の販売を行っていますが、
今後スムージーやソフトクリーム等の
販売を行う予定です。

＊認定こども園の業務全般
・乳幼児の教育・保育が主で、０～5歳児
の教育、保育をしていただきます。

・預かり保育業務
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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

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川2163 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:58人 時給制　:時給880円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1923821 就業場所:阿蘇市黒川2163 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①7:00～11:00
②12:00～16:00

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855円～880円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1892021 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00
②9:30～17:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 京都府京都市右京区西京極豆田町7番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:200人 時給制　:時給860円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 26010-23077921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6694- 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①9:30～16:30
②10:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地3321 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:9人 時給制　:時給860円～1,000円 休日:木他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1910621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地162　門前町 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～14:30
②13:00～19:00

求人:５人 ③17:00～0:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:労
(４か月以上) 従業員数:7,374人 時給制　:時給855円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 40150- 8946021 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

①8:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090- 1928621 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00
②9:30～17:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 京都府京都市右京区西京極豆田町7番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:200人 時給制　:時給860円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 26010-23081521 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6695- 週休2日制:毎週 経験:不問

販売員

（小国店）

(株)ドラッグストア

モリ
資格:不問

資格:不問

又は9:30～17:00の

間の5時間以上

資格:不問

販売職（みやはら

内牧店青果部）

(株)みやはら

資格:不問

又は7:00～17:00の

間の4時間程度

キャラクター

グッズ販売

(株)寺子屋

西日本 資格:不問

売店及び喫茶業務

雇用期間の定めなし

(有)黒川荘

資格:不問

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）
売店スタッフ (株)阿蘇熊牧場

(阿蘇カドリード

　　　ミニオン)

雇用期間の定めなし

土産物販売 (株)寺子屋

西日本 資格:不問

接客及び販売 阿蘇薬草園(株)

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

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

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

＊店内での薬草茶、ハーブティー、
ドリンク等の販売及び接客業務

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

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

「ﾘﾗｯｸﾏ×温泉」をｺﾝｾﾌﾟﾄとし、ﾀｵﾙ類や
ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ、和小物等を取り扱っています。か
わいいお店で一緒に働きませんか？
接客や販売、在庫管理をお願いします。
※１週間ごとのシフト交替制なので、
出勤日相談可※マイカー通勤可

・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

変形（1ヶ月単位）

介護福祉士
あれば尚可

求人:２人
年齢:60歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:83人 時給制　:時給900円～1,050円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1954121 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 週休2日制:その他 経験:不問

介護職員初任者研修修了者

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市小池9番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:56人 時給制　:時給860円～910円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1931821 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介

交替制あり 普通自動車免許
①9:00～16:30 介護福祉士

介護職員初任者研修修了者

求人:２人 介護職員実務者研修修了者

年齢:64歳以下 あれば尚可
阿蘇市小里271-1 保険:採用後加入
従業員数:9人 時給制　:時給853円～950円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1901421 就業場所:阿蘇市小里271-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～16:30

求人:１人
年齢:64歳以下

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

パート労働者 43090- 1902321 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2132番地1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～18:30
②9:30～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090- 1916221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1963-5 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～13:30
②13:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

パート労働者 43090- 1948721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2331番地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可

①10:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090- 1933521 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 週休2日制:毎週 経験:不問

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

歯科助手 (医社)健優会

たかもり歯科医院
資格:不問

雇用期間の定めなし

介護職

（介護施設）

介護保険指定事業所

あそ和楽

（ﾃｨｰﾃｨｰｼｰ(有)）
資格:不問

雇用期間の定めなし

サービス・

清掃スタッフ

雇用期間の定めなし

(資)垂玉温泉山口

旅館（瀧日和）

又は10:00～19:00

の間の4時間以上

資格:不問

雇用期間の定めなし

(有)黒川荘まかない係

（旅館）

介護職員【高年

齢者専用求人】

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）
7:00～12:00の

間の4時間以上

介護職 (有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい
又は8:30～17:30の

間の6時間以上

介護職 デイサービス

春彩

雇用期間の定めなし

＊「小規模多機能型居宅介護」
・身体介護
（食事介助、入浴介助、排泄介助）
・訪問（生活支援）
・送迎業務・レクリエーション
＊土日勤務可能な方

新規ＯＰＥＮ（令和４年９月１日）
・利用者に対しての介護業務全般
（食事、入浴、排泄等）
・利用者の送迎・機能訓練の補助
利用者様に快適な空間を過ごして頂ける
よう皆様の応募をお待ちしております。

入所者、利用者の生活面を中心とした
身のまわりの世話、介護職全般
・食事の配膳及び下膳、食事介助
・排泄介助、入浴介助
・洗濯物の仕分け
レクリエーションの準備等

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

＊一緒に献立を考え、スタッフの昼・
夜の食事を作るお仕事です。

・簡単な調理なので難しくありません。
・在庫管理、食材管理 等もあります。

＊調理もしくは調理補助業務。

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

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

・ｶﾌｪｽﾀｯﾌ：配膳、来店者対応、等
・館内清掃：脱衣所、貸切風呂等の清掃
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①17:00～23:00

求人:１人
年齢:18歳以上

阿蘇郡南小国町大字満願寺6020-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 時給制　:時給870円～1,070円 休日:水他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1938121 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1561- 週休2日制:毎週 経験:不問

①18:00～22:30

求人:１人
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

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

パート労働者 43090- 1894821 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:毎週 経験:接客経験者

①10:00～16:00

求人:２人
年齢:不問

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

パート労働者 43010-31459021 就業場所:阿蘇市乙姫2006-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(飲

求人:２人
年齢:不問

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

パート労働者 43090- 1934421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3075-1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

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

パート労働者 43090- 1935321 就業場所:阿蘇市黒川14-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①18:00～22:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺6020-4 保険:雇･労
従業員数:9人 時給制　:時給870円～1,070円 休日:水他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1937921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1561- 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川2163 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:58人 時給制　:時給880円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1922721 就業場所:阿蘇市黒川2163 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(同

10:00～16:00の

間の4時間程度

接客及び調理補助

雇用期間の定めなし

あか牛丼専門店

ごとう屋 資格:不問

レストラン

スタッフ

(株)阿蘇熊牧場

(阿蘇カドリード

　　　ミニオン)
資格:不問

ホールスタッフ キングフーズ

(有) 資格:不問

雇用期間の定めなし

接客及び調理補助

雇用期間の定めなし

あか牛丼専門店

ごとう屋 資格:不問

10:00～16:00の

間の4時間程度

飲食店厨房補助・

ホール接客・給仕

雇用期間の定めなし

(株)

アイテム西日本

又は10:00～16:00

の間の3時間程度

資格:不問

バーテンダー

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)樹やしき

雇用期間の定めなし

キングフーズ

(有) 資格:不問

調理・調理補助 ＊調理もしくは調理補助業務。
＊加工・調理済み料理の簡易な盛りつけ
等を担当します。

＊当館内のラウンでの接客販売
・カクテルやドリンクの提供
・ラウンジ内の清掃
・お酒、ドリンク等の管理、及び商品の
整理整頓

＊駐車場でのお客様の車の移動もあり。

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

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

居酒屋のホールスタッフとして接客・
配膳等を担当します。

・接客（食券受付、食事の受渡）
・簡単な調理盛り付け等の調理業務全般
・開店前、閉店後の店内外清掃
・食器、調理器具等の洗浄（食器洗機）
・厨房、店外、客席等の清掃及び消毒

◇調理業務はありません。

飲食店厨房補助・ホール接客・給仕
飲食店内の仕込み・配膳・清掃の
仕事です。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①11:00～15:00 普通自動車免許
②17:00～22:00 あれば尚可

求人:１０人
年齢:64歳以下

熊本市中央区出水7丁目57-3 保険:雇･労
従業員数:15人 時給制　:時給1,100円～1,400円 休日:他 学歴:不問

無期雇用派遣パー 43010-30539721 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～11:00 普通自動車免許
②10:30～14:30 あれば尚可

求人:５人 ③17:30～21:30
年齢:64歳以下

熊本市中央区出水7丁目57-3 保険:雇･労
従業員数:15人 時給制　:時給1,100円～1,400円 休日:他 学歴:不問

無期雇用派遣パー 43010-30542321 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

求人:２人
年齢:59歳以下

熊本市中央区上通町7番35号 保険:雇･労
従業員数:48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 43010-30638421 就業場所:阿蘇郡小国町大字北里1517ー1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～12:00
②17:00～21:30

求人:４人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090- 1930721 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 週休2日制:その他 経験:不問

①7:00～12:00
②8:00～12:00

求人:２人 ③16:00～21:30
年齢:64歳以下

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

パート労働者 43090- 1896521 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川2163 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:58人 時給制　:時給880円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1921021 就業場所:阿蘇市黒川2163 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(同

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地4375-1 保険:雇･労
従業員数:3人 時給制　:時給900円～2,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1956721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4375-1 週休2日制:毎週 経験:不問

料理準備/配膳/

片付・ﾎｰﾙｽﾀｯﾌ

(株)さと家

雇用期間の定めなし

料理準備/配膳/

片付・ﾎｰﾙｽﾀｯﾌ

(株)さと家

雇用期間の定めなし

葬儀業務・

生花業務

雇用期間の定めなし

(株)清峰院

入園窓口スタッフ (株)阿蘇熊牧場

(阿蘇カドリード

　　　ミニオン)
資格:不問

接客スタッフ

（旅館）

(株)樹やしき

資格:不問

雇用期間の定めなし

資格:不問

仲居

雇用期間の定めなし

(有)黒川荘

資格:不問

接客及び客室清掃

雇用期間の定めなし

和数奇ホテルズ＆

リゾーツ(株)
7:00～21:00の

間の5時間程度

8:00～19:00の

間の5時間程度

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

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

山川温泉和数奇別邸小杉庵
・お客様対応
・ご案内（客室）
・食事の配膳
・客室清掃
・インスタントハウスの清掃

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

＊接客業務全般補助をしていただきます。

＊食事準備/片づけはﾎﾞｯｸｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰと台車
を使用する為、力仕事はありません。

・食事処/お部屋での料理配膳及び片づけ
・布団の上げ敷き
＊客室清掃は全て委託していますので、
共有ｽﾍﾟｰｽ（ﾛﾋﾞｰ・ﾄｲﾚ）のみの清掃。

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

・葬儀斎場における準備、及び後片付け
・霊柩車での病院等へのお迎え
・葬儀における案内等
・生花部における準備、片付け
・勤務時間・勤務日数については相談に
応じます。お気軽に相談下さい。
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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

普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市蔵原953番地6 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:5人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1936621 就業場所:阿蘇市蔵原953番地6 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市役犬原877 保険:雇･労
従業員数:6人 時給制　:時給860円～900円 休日:水日祝 学歴:不問

パート労働者 43090- 1950421 就業場所:阿蘇市役犬原877 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00
②18:00～21:00

求人:４人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町満願寺7250 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 時給制　:時給853円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1890921 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺7250 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:70人 時給制　:時給1,100円～1,200円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1900521 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

交替制あり
①8:00～16:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 時給制　:時給860円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1932221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①9:00～11:00
②18:30～20:30

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- 1959521 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

①8:00～12:00
②16:30～21:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 時給制　:時給853円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1929921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 週休2日制:その他 経験:不問

営繕係（旅館） (有)黒川荘

又は8:00～16:00の

間の4時間以上
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めなし

生活支援員 (福)立正福祉会

高森寮 資格:不問8:30～17:00の

間の5時間程度

(株)みずの里

資格:不問

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

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）

食品製造加工作業

雇用期間の定めなし

(株)森物産

8:30～17:00の

間の5時間程度

資格:不問

皿洗い

雇用期間の定めなし

(株)南城苑

資格:不問

洗い場

雇用期間の定めなし

(有)黒川荘

資格:不問

ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ製造

農園作業員 (有)阿蘇蔵農園

7:00～12:00の

間の5時間程度

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）
・ハウス内での収穫作業
・出荷梱包作業

＊ミネラルウォーターの製造ライン作業
・ペットボトルラベル装着
・完成品の検品及び梱包等

・施設利用者の居室、ホール・スタッフ
ルーム・その他の場所の清掃業務

・洗濯室での洗濯業務
・衣類によっては、天日干しをする
ことがあります。

・施設利用者の衣類、ﾀｵﾙ、ﾘﾈﾝの洗濯

・敷地内、施設内の整備及び管理
・庭の維持管理
・風呂設備の管理、清掃 等

・器、皿洗い
・器の管理
・厨房、盛り込み補助等

＊病院での給食下膳・食器洗浄等

主にｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱやｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ向けの
阿蘇野菜の漬物や惣菜の製造に関する
作業を行っていただきます。
・高菜の洗浄、選別・釜を使った調理
・製品の検品作業・梱包作業
・簡単な機械操作・日報等の記録表作成

＊黒川温泉 旅館「南城苑」における
食器洗浄業務をしていただきます。

・食器の洗浄
・洗浄後の食器の片付け
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①18:30～20:30 普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

熊本市北区貢町780-10 保険:労
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 43010-30889721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位） １級電気工事施工管理技士

①8:00～17:00 第一種電気工事士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市東区西原1丁目2-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:41人 月給制　:月額200,000円～350,000円 休日:日祝他 学歴:不問

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

１級建築施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:60歳以下 自動車免許(AT不可)

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

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

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

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

２級土木施工管理技士

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

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

①8:00～17:00

求人:５人
年齢:18歳～59歳 自動車免許(AT不可)

福岡県福岡市博多区豊2丁目2番26号　福岡コーホービル6階Ｂ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額238,250円～437,000円 休日:土日 学歴:不問

正社員 40010-51700221 就業場所:阿蘇市　他 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(施

山岳トンネル

施工管理

拓進建設(株)

福岡支店

雇用期間の定めなし

土木技術者

〔１級〕

(株)コバルト技建

鹿児島支店

土木技術者

〔２級〕

(株)コバルト技建

鹿児島支店

↓　8/1～8/31までに受理した求人の特集です　↓

フルタイム
電気施工

管理技術者

(株)昭電社

雇用期間の定めなし

建築現場監督 (株)熊本紅屋

雇用期間の定めなし

(株)九州フード

サプライセンター

雇用期間の定めなし

食器洗浄

（阿蘇立野病院）

＊病院での給食下膳・食器洗浄等

専門･技術特集

屋内、道路照明、交通信号等に伴う
電気工事の現場管理又は現場作業員

エリア：熊本県内（社用車使用）

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

＊パソコンによる施工管理、見積書
写真管理、図面作成等。

＊主として阿蘇郡市内及び熊本市内

○公共工事の土木施工管理業務
○発注者サイドの支援をする業務
＊年度更新

○公共工事の土木施工管理業務
○発注者サイドの支援をする業務
＊年度更新

＊山岳ﾄﾝﾈﾙ・ｼｰﾙﾄﾞ工事などに関する施工
管理業務をしていただきます

＊就業場所：鳥取県日野郡、長崎県
佐世保市、熊本県阿蘇市

＊就業場所は本人の希望を聞いた上で、
人数、適性を考慮し配置します

＊土木工事現場管理業務です。
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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

１級土木施工管理技士

①8:00～17:00 ２級土木施工管理技士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

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

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

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
看護師

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川1178 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額190,000円～190,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1640021 就業場所:阿蘇市黒川1178 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:１人 ③11:30～20:30
年齢:59歳以下

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

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

求人:１人 ③11:30～20:30
年齢:60歳以上

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

変形（1ヶ月単位）

①8:30～18:00
②5:00～14:00

求人:２人 ③6:00～15:00
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額159,000円～170,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1657121 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

看護職/乙姫の家 (株)

かいごのみらい

生活支援員【就職

氷河期世代歓迎】

(福)立正福祉会

高森寮 資格:不問

雇用期間の定めなし

訪問看護師

（看護師）

阿蘇郡市医師会立

訪問看護

ステーション

雇用期間の定めなし

看護職/乙姫の家 (株)

かいごのみらい

雇用期間の定めなし

施工管理者

（建設業）

クマレキ工業

(株)

正・准看護師 (医)眼科古嶋医院

雇用期間の定めなし

土木施工管理技

士

(株)森工業

雇用期間の定めなし

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

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

＊若手技術者の指導/教育もお願いします

＊管理者候補募集
＊在宅での看護業務
・病状、身体状況の観察
・在宅療養の支援及び介助
・在宅ケアｻｰﾋﾞｽの紹介、申請の手伝い

＊白内障手術・網膜光凝固・コンタクト
外来等幅広く対応しておりますが、
診療所としての一般的な看護・介助が
できれば可。

＊眼科的な治療に意欲のある方は歓迎
いたします。日勤のみの勤務となります

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

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

●病院内保育園（病院にお勤めの方の

・入浴、食事等の介助
・外出（買い物、ドライブ等）への同行
・歩行訓練リハビリ、音楽活動等の支援
＊夜勤(月/3回程度)＊深夜勤(月/1～2回)
緊急時の対応、排せつ介助等
３名体制で１８０分の休憩あり。
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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） 保育士

求人:１人
年齢:59歳以下

広島県広島市西 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5,000人 月給制　:月額183,000円～183,000円 休日:土日祝 学歴:不問

正社員 34010-38839821 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

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

薬剤師
①10:00～15:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市小里250-4 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:9人 時給制　:時給2,500円～3,000円 休日:日祝他 学歴:大学以上
パート労働者 43090- 1624021 就業場所:阿蘇市小里250-4 週休2日制:毎週 経験:必須(５年以上調

看護師
准看護師

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
従業員数:17人 時給制　:時給1,200円～1,400円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1651221 就業場所:阿蘇郡高森町高森2022-3 週休2日制:その他 経験:必須(看護経験
看護師

①8:30～12:00 准看護師
②13:00～17:00 上記のいずれか

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1178 保険:雇･労
従業員数:16人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1643221 就業場所:阿蘇市黒川1178 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり 看護師

准看護師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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

看護師

求人:２人
年齢:不問

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

看護職/乙姫の家 (株)

かいごのみらい
8:00～17:00の

間の6時間以上

訪問看護師 阿蘇郡市医師会立

訪問看護

ステーション

雇用期間の定めなし

看護師

准看護師

(株)くまもと

健康支援研究所
9:00～16:00の

間の4時間程度

パート
薬剤師 (有)野の花薬局

又は9:00～17:00の

間の6時間程度

看護師

（正または准）

(医社)清流会

渡邉総合内科

クリニック
8:30～18:00の

間の5時間以上

雇用期間の定めなし

保育士 (株)アイグラン

7:45～18:15の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

介護支援専門員

（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

雇用期間の定めなし

●病院内保育園（病院にお勤めの方の
お子様をお預かりします）

●保育業務全般（主活動、オムツ交換、
食事介助、清掃等）

●子育て世代や未経験者・ブランクが
ある方も歓迎！

・薬剤師法に基づく調剤、服薬指導
取得実績

・ＯＴＣの販売
・在宅訪問服薬指導
・薬品の発注業務及び管理

＊在宅での看護業務
・病状や健康生活を守り自立した生活が
おくれるよう支援。

・病状、身体状況の観察
・在宅療養の支援及び介助
・在宅ケアサービスの紹介、申請の手伝い

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

・健康教室における高齢者の

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

＊内科外来における看護業務全般
・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

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

理学療法士
①9:00～17:00 作業療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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

保育士

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地504番地1 保険:公
(４か月以上) 従業員数:391人 時給制　:時給1,019円～1,140円 休日:日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1537821 就業場所:阿蘇市内の公立保育園 週休2日制:毎週 経験:不問

保育士
①8:30～17:15

求人:４人
年齢:不問

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

介護支援専門員

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

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

交替制あり
①8:00～17:00
②8:30～17:30

求人:２人 ③9:00～18:00
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市小里271-1 保険:
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
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30
②16:00～0:30

求人:２人 ③0:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:506人 月給制　:月額140,000円～145,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1636521 就業場所:阿蘇市内牧1105-1 週休2日制:その他 経験:不問

介護職／就職氷河

期世代歓迎求人】

(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

介護支援専門員 (有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい
8:30～17:30の

間の4時間

フルタイム
介護職（通所介護

／デイサービス）

デイサービス

春彩

雇用期間の定めなし

保育士補助

【短時間勤務】

阿蘇市役所

9:00～16:00の

間の3時間程度

保育士補助

（福祉課）

阿蘇市役所

理学療法士・作業

療法士／阿蘇圏域

(株)くまもと

健康支援研究所

又は9:00～17:00の

間の4時間

・健康教室における高齢者の
アセスメント業務及び運動指導

・訪問アセスメント業務（スポット訪問）
・アセスメントに関わる書類作成

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

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

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

サービス特集

新規OPEN（令和4年9月1日）
・デイサービス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

・食事介助（食事の配膳、下膳）
・入浴介助（清拭、着替え等）
・排泄介助・環境整備(清掃、ｼｰﾂ交換等)
・日常生活における支援等
※丁寧にｱﾄﾞﾊﾞｲｽします！
応募前の職場見学も歓迎致します！

＊入所者の生活面を中心とした
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①7:30～16:00 介護福祉士
②8:30～17:00 あれば尚可

求人:２人 ③12:00～20:30
年齢:18歳～59歳

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

正社員 43090- 1595821 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2365 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:１人 ③11:30～20:30
年齢:60歳以上

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

変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

①8:30～17:30
②16:00～1:00

求人:１人 ③0:30～9:30
年齢:18歳以上 普通自動車免許

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

変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:30
②8:00～17:30

求人:１人 ③8:00～18:00
年齢:18歳～59歳

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

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

①8:30～17:30 介護福祉士

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

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

交替制あり
①8:15～17:15

求人:１人
年齢:60歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額148,000円～320,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1557421 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 保険:雇･労
従業員数:5人 月給制　:月額165,000円～185,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1603321 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 週休2日制:その他 経験:不問

介護職【高年齢者

専用求人】

(株)ワンバイワン

歯科助手及び

受付

とらたに歯科

資格:不問

雇用期間の定めなし

介護職員

（福祉施設）

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

資格:不問

雇用期間の定めなし

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

介護職

/６０歳以上専用

(株)

かいごのみらい 資格:不問

介護職（特定施設

入居者生活介護）

(有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい

介護職員

（介護施設）

(福)治誠会

雇用期間の定めなし

個人宅・病院・デイサービスセンター・

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

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

＊入所者の生活面を中心とした
身の回りのお世話及び介護業務全般

・食事の介助
・入浴介助、及び着替えの介助
・排泄介助等

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

＊歯科業務全般
・歯科医や歯科衛生士の補助業務
・患者さまの受付業務
その他、付随する補助や業務など

＊デイサービスでの介護業務全般
・利用者の入浴、食事、排泄介助及び
支援等

・リハビリ、体操の補助
・利用者の送迎（片道３０分圏内）

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

理容師
①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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

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

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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

正社員 40010-51014721 就業場所:阿蘇市/阿蘇郡南小国町/小国町/南阿蘇村 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字西里3006-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額160,000円～160,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1614121 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:あれば尚可(旅
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） 調理師あれば尚可
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145,000円～160,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1637421 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:不問

①7:30～16:30

求人:２人
年齢:64歳以下

熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1,000人 月給制　:月額150,000円～180,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-27439521 就業場所:阿蘇郡産山村大字山鹿477 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下

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

正社員 43010-27484921 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問

学校給食調理業務 九州綜合サービス

(株)
資格:不問

雇用期間の定めなし

調理員 (医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）

雇用期間の定めなし

調理業務 九州綜合サービス

(株)
資格:不問

雇用期間の定めなし

温泉・設備管理、

その他業全般

湯宿小国の

オーベルジュ

わいた館(株)
6:00～21:30の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

料理長

（洋食・和食）

(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8:00～22:00の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

雇用期間の定めなし

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

雇用期間の定めなし

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

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

・調理業務
・調理全般、切込み等

１５０食（４人体制）

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

＊病院又は付属施設における調理全般：
・材料の切り込み
・調理
・食器洗浄
・調理場の清掃
・配膳、下膳（昼食状況による）

・学校給食センター

調理業務
・切り込み等調理全般
・食器洗浄
・調理場内清掃
＊２，０００食程度

＊館長補佐のお仕事をしていただきます。
・温泉、設備の管理・料理の配膳
・お客様のお出迎え、お見送りなど旅館
業務全般です。

＊少人数でアットホームな雰囲気です。
＊業務やご都合に合わせてのｼﾌﾄ制。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43010-27385221 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①5:00～14:30
②8:30～18:00

求人:１人
年齢:不問

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

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

求人:２人 ③8:30～18:00
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 1541621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①5:45～13:15
②10:15～19:15

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 福岡県福岡市博 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:5,230人 日給制　:月額210,000円～220,500円 休日:土日他 学歴:不問
正社員以外 40010-52204821 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:調理経験

変形（1ヶ月単位）

①7:00～12:00
②17:00～20:00

求人:１人
年齢:44歳以下

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

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

①6:00～19:00 調理師
あれば尚可

求人:１人
年齢:64歳以下

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

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

調理人（旅館） (株)日の出観光

旅館金時

雇用期間の定めなし

レストラン

マネージャー

(株)マイステイズ・

ホテル・

マネジメント
資格:不問

雇用期間の定めなし

調理員 (株)レパスト福岡

営業所

調理師見習い

（旅館）

(有)鷹匠

（あその旅宿

　　　　鷹の庄）

資格:不問

雇用期間の定めなし

調理業務／阿蘇

医療センター

日清医療食品

(株)南九州支店 資格:不問

調理員 (福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

雇用期間の定めなし

学校給食調理・配送

及び施設管理業務

九州綜合サービス

(株)

雇用期間の定めなし

ホテルレストランホールでの接客

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

（朝３名・昼６名・夕３名）

・学校給食センター
調理（切り込み等）
配送
ボイラーの管理等の設備管理

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

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

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

大手社員食堂の調理業務

「亀の井ホテル阿蘇」でのレストラン
マネージャーのお仕事です。

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！

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

・配膳、下膳
・食器洗浄
・厨房内清掃
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり

求人:２人
年齢: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201,000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）

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43010-26510521 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2395-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位）

①8:00～19:00
②13:00～20:30

求人:１人
年齢:69歳以下

阿蘇郡産山村大字田尻254-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1555221 就業場所:阿蘇郡産山村大字田尻254-3 週休2日制:その他 経験:簡単なPC操作
変形（1ヶ月単位）

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年単位）
①8:00～21:00
②11:00～21:00

求人:３人
年齢:64歳以下

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

正社員 43090- 1626821 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6612-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～21:00
②11:00～21:00

求人:３人
年齢:64歳以下

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

正社員 43090- 1627221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6612-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①6:30～16:00
②8:00～17:30

求人:２人 ③10:30～20:00
年齢:69歳以下

阿蘇郡産山村大字田尻254-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1553721 就業場所:阿蘇郡産山村大字田尻254-3 週休2日制:その他 経験:不問

接客・調理補助

（旅館）

(有)奥阿蘇の宿

やまなみ 資格:不問

雇用期間の定めなし

接客係

（雇用形態Ｂ）

(株)南城苑

資格:不問

雇用期間の定めなし

接客係

（雇用形態Ａ）

(株)南城苑

資格:不問

雇用期間の定めなし

フロント

（旅館）

(有)奥阿蘇の宿

やまなみ 資格:不問

雇用期間の定めなし

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

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8:00～22:00の

間の8時間程度

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8時間程度

雇用期間の定めなし

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。

・チェックイン受付・お部屋へのご案内
・パソコン入力
・チェックアウト時の精算業務
・予約管理及び顧客管理
・月間の支払い業務等
・電話対応

＊ご宿泊のお客様への接客業務
・お食事処の準備
・お料理、飲料水の提供及び後片付け
・簡単な調理補助（盛り付け・配膳等）

接客業務全般
・ご宿泊のお客様のお部屋へのご案内
及び館内の説明・お食事の提供

・食事会場の準備や片付け、簡単な清掃
・お客様のお出迎え/お見送り・布団あげ
・掃除機かけ程度の簡単な清掃等

接客業務全般
・ご宿泊のお客様のお部屋へのご案内

・食事会場の準備や片付け、簡単な清掃
・お客様のお出迎え
・掃除機かけ程度の簡単な清掃等

接客業務全般
・ご宿泊のお客様のお部屋へのご案内
及び館内の説明・お食事の提供

・食事会場の準備や片付け、簡単な清掃
・お客様のお出迎え/お見送り・布団あげ
・掃除機かけ程度の簡単な清掃等

リーダー候補として勤務して頂きます。

・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。

（よかよか亭宮地店）
□店舗における接客業務全般
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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

変形（1年単位）
①6:00～15:00
②12:00～21:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南小国町大字満願寺5621-7 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:100人 日給制　:月額216,970円～238,760円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1650821 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5644 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 上益城郡益城町大字田原1155-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:1,500人 時給制　:月額206,400円～206,400円 休日:他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43011- 2785321 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6392- 週休2日制:その他 経験:不問

フレックス
①9:00～18:00 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 阿蘇郡南小国町大字赤馬場1789-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:40人 月給制　:月額200,000円～243,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1625721 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1789 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(基

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 保険:労
従業員数:22人 時給制　:時給855円～855円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1633721 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介
交替制あり
①13:00～16:00
②17:00～20:00

求人:２人 ③7:00～13:00
年齢:不問 普通自動車免許

熊本市南区近見8丁目12番13-103号　鉾町3棟 保険:雇･労
従業員数:15人 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43010-27294021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関笹原 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(老

①9:30～16:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町坂梨2365 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:40人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:火土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1596221 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2365 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

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

入浴介助員

（介護施設）

(福)治誠会

資格:不問

介護職/乙姫の家 (株)

かいごのみらい 資格:不問8:00～17:00の

間の6時間以上

パート
介護職 (株)翔祐（デイサー

ビス　みなみだ祥

苑・デイサービス

みなみだ荘）

8:30～17:30の

間の3時間以上

雇用期間の定めなし

施設内での雑務 (特非)ケアサービス

くまもと

サンアンドム－ン

雇用期間の定めなし

温泉旅館での

仲居業務

(株)アヴェイル

資格:不問7:00～22:00の

間の8時間

一般事務

（観光事業）

(株)ＳＭＯ南小国

接客・清掃

：ホテル

瀬の本高原

リゾート(株) 資格:不問

＊南小国町観光事業業務です。
・旅行客への観光案内
・観光事業（ドローン体験/サイクリング
観光）のサポート・電話対応

・海外旅行客への接客など
・パンフレット作製

リーダー候補として勤務して頂きます。
・チェックアウト後の客室清掃
・レストラン、食事会場の清掃
・お客様お食事の際の配膳、接客
・布団敷き等

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

＊経験ｾﾞﾛからでもしっかりと教育。自分
自身のｽｷﾙｱｯﾌﾟに繋がります。寮や食事
も無料。経済的にも節約して働けます。

・入居者の見守り全般・雑務
（後片付け､施設内清掃､洗濯等､オムツ
交換現在２名程度）

・朝/昼/夕食、おやつの準備と配膳
※年に数回宿直出来る方
（２０時～翌８時の間に２回の見回り）

＊「特定施設入居者生活介護」

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

・入所者の入浴介助が主になります。
排泄・移動の介助もあります。

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

＊ご利用者様の身の回りのお世話及び
介護業務全般(１日利用定員１０名迄)

・デイケアの送迎業務
社用車（軽自動車～普通車）を使用。

・食事の配膳、下膳・食事介助・入浴
介助・排泄介助・レクレーション参加等

22



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

介護職員初任者研修修了者

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

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

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:69人 時給制　:時給853円～860円 休日:他 学歴:高校以上

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

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労
従業員数:69人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1543121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～16:00

求人:１人
年齢:60歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給853円～1,000円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1556521 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～13:00
②14:30～18:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 保険:労
従業員数:5人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1604621 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 週休2日制:その他 経験:不問
理容師

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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

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

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

調理補助業務

／湯の里荘

(株)

南九州ニチダン

歯科助手 とらたに歯科

資格:不問

雇用期間の定めなし

福祉理容師

福祉美容師

(株)シルバー

サポートジャパン

又は9:00～18:00の

間の2時間以上
雇用期間の定めなし

介護職員

（福祉施設）

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

資格:不問8:30～17:30の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

介護職【高年齢者

専用求人】

(株)ワンバイワン

介護職（特定施設

入居者生活介護）

(有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい
9:30～17:30の

間の6時間

介護職員

（福祉施設）

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑
又は8:00～17:30の

間の6時間程度
雇用期間の定めなし

＊歯科医や歯科衛生士の補助業務
（診療開始前）診療器具の消毒や歯を
削るための機械の準備など

（診療時）歯科医師に指示された器具を
手渡すなど、診療の補助業務を行って
頂きます。

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

＊入所者及び通所者様（デイサ―ビス）
の身の回りのお世話及び介護業務全般

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

＊入所者及び通所者様(デイサ―ビス)の
身の回りのお世話及び介護業務全般。

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

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

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

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

・集団体操、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ・利用者の送迎
・通所介護計画書等の書類作成の指導

調理業務調理業務

23



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①12:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:1,000人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-27486021 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①5:45～13:15 調理師
②8:15～13:15 栄養士

求人:２人 ③14:15～19:15 あれば尚可
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県福岡市博 保険:労
(４か月以上) 従業員数:5,230人 時給制　:時給1,050円～1,150円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 40010-52203721 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①9:00～13:30
②16:00～19:00

求人:１人 ③9:30～13:30
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 福岡県福岡市博 保険:労
(４か月未満) 従業員数:5,230人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 40010-52205221 就業場所:阿蘇市一の宮町中通703 週休2日制:毎週 経験:不問

①6:30～11:00
②16:30～19:00

求人:１人
年齢:不問

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

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

①6:30～11:00
②16:30～20:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森3219 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:2,113人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1583621 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3219 週休2日制:毎週 経験:調理業務経験

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

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

雇用期間の定めなし

調理 (株)ジョイフル

西九州

阿蘇一の宮店

資格:不問9:00～2:00の間

の4時間程度

雇用期間の定めなし

料理係 一般(財)

休暇村協会

「休暇村 南阿蘇」

資格:不問

調理補助 (株)レパスト福岡

営業所

料理補助

（ホテル）

一般(財)

休暇村協会

「休暇村 南阿蘇」

資格:不問

学校給食調理業務

【午後勤務】

九州綜合サービス

(株) 資格:不問

調理員 (株)レパスト福岡

営業所

大手社員食堂の調理業務補助

大手社員食堂の調理業務

調理業務
・切り込み等調理全般
・食器洗浄
・調理場内清掃

＊２，０００食程度

調理業務
・切り込み等調理全般
・食器洗浄
・調理場内清掃

＊２，０００食程度

・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

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

ホ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。

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

・調理場内の衛生管理（清掃、調理器具
殺菌等）

・ホテルご利用のレストランの
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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

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

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
交替制あり
①6:00～22:15

求人:３人
年齢:18歳以上

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890円～890円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 13040-91650421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5936 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:30

求人:２人
年齢:64歳以下

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

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

求人:２人
年齢:18歳以上

阿蘇市一の宮町宮地2276-3 保険:雇･労
従業員数:7人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1558321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2276-3 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～11:00
②17:30～20:30

求人:３人
年齢:69歳以下

阿蘇郡産山村大字田尻254-3 保険:労
従業員数:9人 時給制　:時給1,000円～1,500円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1527021 就業場所:阿蘇郡産山村大字田尻254-3 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市西区花園1丁目3-1 保険:労
従業員数:15人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43010-25271121 就業場所:阿蘇市内牧1038-1　 週休2日制:その他 経験:不問

接客業務 (有)奥阿蘇の宿

やまなみ 資格:不問

雇用期間の定めなし

ホール係 (株)富士千

資格:不問9:00～22:00の

間の3時間程度

雇用期間の定めなし

接客および

調理補助

(株)あそ望の郷

みなみあそ 資格:不問

雇用期間の定めなし

ホールスタッフ (株)輝ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

（居酒屋もり蔵）
資格:不問18:00～23:00の

間の4時間程度

雇用期間の定めなし

接客係 (株)ジョイフル

西九州

阿蘇一の宮店

資格:不問9:00～2:00の間

の4時間程度

雇用期間の定めなし

レストラン

サービス

(株)マイステイズ・

ホテル・

マネジメント
資格:不問

レストラン

ホールスタッフ

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』

＊ホールでの接客
・オーダー受け
・食事の提供や片付け
＊厨房での調理補助

2016年の熊本地震で被災した小学校の

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

・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

「亀の井ホテル阿蘇」お客様のご案内/
注文対応/料理や飲み物のご提供、ｾｯﾃｨﾝｸﾞ
や片付け、ﾄﾞﾘﾝｸの作製等料飲ｻｰﾋﾞｽ業務
全般をお願いします。
飲食店での接客経験がある方は即戦力と
してご活躍いただけます。

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

・店内での接客
・機械等の保守点検

・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
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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

①9:30～16:30

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久石2807 保険:労
(４か月未満) 従業員数:4人 時給制　:時給900円～900円 休日:月火水木金 学歴:不問
パート労働者 43090- 1619521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4969 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～12:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

熊本市南区近見8丁目12番13-103号　鉾町3棟 保険:雇･労
従業員数:15人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:土日他 学歴:高校以上

パート労働者 43010-27283921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関笹原 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(庭

①8:30～16:30

求人:２人
年齢:不問

東京都新宿区西 保険:労
従業員数:160人 時給制　:時給950円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 13080-65217621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5254 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市小里478-20 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額231,000円～231,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 1634821 就業場所:阿蘇管内及び熊本市内 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(同

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

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

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

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

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

土木作業員 五領建設(株)

阿蘇出張所

雇用期間の定めなし

土木工事作業員 (株)森工業

雇用期間の定めなし

南阿蘇ＣＣ／

イベントスタッフ

株式会杜 プロモ

資格:不問

雇用期間の定めなし

フルタイム
瓦施工作業員 (有)森屋根瓦工業

雇用期間の定めなし

南阿蘇村震災

伝承館案内ｽﾀｯﾌ

(社)みなみあそ

観光局 資格:不問

雑務 (特非)ケアサービス

くまもと

サンアンドム－ン

又は7:00～18:00の

間の4時間以上
雇用期間の定めなし

高齢者優良賃貸住宅施設敷地内の管理
清掃・草刈

ｺﾞﾙﾌ場のｼｮｰﾄﾎｰﾙにてﾁｬﾚﾝｼﾞｲﾍﾞﾝﾄへの
参加呼びかけをして頂きます。参加者
にはクジ抽選と賞品をお渡しします。
ｺﾞﾙﾌの知識は不要です。積極的にお声を
かけてｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをとりながら、ｲﾍﾞﾝﾄ
参加を呼び掛けていきます。

2016年の熊本地震で被災した小学校の
校舎を活用した震災遺構「南阿蘇村震災
伝承館 轍(わだち)」の来館者への案内・
施設管理。人前で話すのが好きな方、
人に接する仕事が好きな方にご活躍いた
だける仕事です。

建設･土木特集

＊一般土木工事（舗装工事等）における

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

・現場の整理整頓、清掃等

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

＊瓦・屋根施工に関する作業
・瓦の設置
・瓦の施工作業の準備や補助作業
・その他、上記に付随する業務
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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

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:23人 月給制　:月額160,000円～190,000円 休日:日祝 学歴:不問
正社員以外 43090- 1559621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:３人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1554821 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨1835-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②22:00～5:00

求人:１人
年齢:18歳～59歳

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

正社員 43090- 1594721 就業場所:阿蘇郡市、大津町、菊陽町 他 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳

熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:580人 日給制　:月額153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

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

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳

熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:580人 日給制　:月額153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

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

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳

熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:580人 日給制　:月額153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-26527521 就業場所:阿蘇郡高森町近郊 週休2日制:毎週 経験:不問

警備係隊長候補

／阿蘇地区

九州警備保障

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

警備係／阿蘇・

高森地区

九州警備保障

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

軌道工 (株)松本組

資格:不問

雇用期間の定めなし

フルタイム
警備係／大津・

立野

九州警備保障

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

一般作業員 クマレキ工業

(株)

造園・庭づくり (株)古閑舎

雇用期間の定めなし

＊一般土木工事（舗装工事等）における
作業業務を担当して頂きます。

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

＊主に店舗や個人宅の庭づくり
空間づくりです。

・庭木の剪定、草刈り、掃除、消毒、
造園工事等

＊それぞれの就業場所(事務所)に集合し、
現場へ向かいます。

○阿蘇管内・大津・菊陽・熊本市に
わたる線路の保線作業

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

農林･保安特集

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

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

小規模な工事現場やイベント・スポーツ

阿蘇郡南阿蘇村立野地区にて土木工事の
警備を行っていただきます。
新任研修を行いますので、初めての方も
安心して働くことができます。また九州
警備の仕事量は安定していますので年間
を通して安定した勤務ができます。
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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

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:18歳～64歳

熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:580人 日給制　:月額153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

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

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 大分県大分市大字中尾501番地4 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:254人 日給制　:月額181,500円～181,500円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 44010-20572621 就業場所:豊肥地区/阿蘇地区 相談後決定 週休2日制:その他 経験:あれば尚可

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村河陰2854 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額150,000円～200,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1644521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰2854 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(農

①6:30～15:00
②7:30～16:00

求人:２人 ③9:00～17:30
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

福岡県久留米市三潴町田川32-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:280人 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 40050-12400621 就業場所:阿蘇郡小国町大字黒渕下巣5036- 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00

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河陽5542-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 月給制　:月額170,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1622921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5542-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②6:00～15:00

求人:２人 ③6:00～18:00
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡小国町下城2701 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額159,840円～164,160円 休日:日祝他 学歴:不問

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

①8:00～17:00

求人:１人
年齢: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

飼育管理

（肥育課）

(株)阿蘇

高原ファーム

雇用期間の定めなし

農作業員 (有)阿蘇健康農園

雇用期間の定めなし

農作業 (株)下巣畑農産

雇用期間の定めなし

農業従事者 南阿蘇オーガニック

(株)

雇用期間の定めなし

農業スタッフ ベストアメニティ

(株)

雇用期間の定めなし

警備係／小国・

南小国地区

九州警備保障

(株) 資格:不問

雇用期間の定めなし

交通警備員（豊肥

地区・阿蘇地区）

大分総合警備管理

(株)

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

○農作業
○除草作業

＊就業時間については季節によって変
わります

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

＊併設するハーブ農園での管理業務
・ハーブの苗作り、寄せ植え、水やり
・オーガニック野菜や、ハーブの栽培
・収穫

＊ハウス内でﾘｰﾌﾚﾀｽ、苺、ﾊﾞｼﾞﾙ、ﾄﾏﾄ
などの植え付け・手入れ・収穫作業を
メインに行っていただきます。

（冬場でもハウス内作業となります。）

・肉豚へのエサ給与、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

・母豚へのｴｻ給与、分娩管理、異動作業

・工事現場・イベント会場 他
現場により夜勤や残業があります。

（現場の勤務スケジュールに準じる）
＊夜勤の出来ない方は日勤勤務での相談
に応じます＊夜勤のみも可能（相談の
うえ、決定します）
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～17:00

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

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

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

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

①8:00～17:00

求人:４人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

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

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村河陰2854 保険:雇･労
従業員数:12人 時給制　:時給860円～1,000円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1645421 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰2854 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①9:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽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

①9:00～15:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市南区御幸笛田6丁目7-40 保険:雇
(４か月未満) 従業員数:5人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:月土日 学歴:不問
パート労働者 43010-27516721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字赤迫1871ー5 週休2日制:毎週 経験:不問

きのこ

生産作業員

(株)阿蘇

バイオテック 資格:不問

ハーブ収穫

分別作業員

(株)みゆきの里

健康ファーム 資格:不問

森林整備員 阿蘇森林組合

雇用期間の定めなし

パート
農業従事者 南阿蘇オーガニック

(株)

8:00～17:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

豚舎の清掃 (株)阿蘇

高原ファーム

雇用期間の定めなし

豚の飼育管理 (有)やまとん

ファーム

雇用期間の定めなし

飼育管理

（繁殖課）

(株)阿蘇

高原ファーム

雇用期間の定めなし

南阿蘇におけるハーブの収穫及び選別・運搬作業南阿蘇におけるハーブの収穫及び選別
・運搬作業

・菌床づくり、種菌の植付け、菌床移動
発生操作・収穫、梱包、出荷作業

・発生後の菌床入替・施設内外の清掃
＊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
で未経験者でもできる簡単な作業です。

＊弊社の併設するハーブ農園での管理業務
・ハーブの苗作り、寄せ植え、水やり
・オーガニック野菜や、ハーブの栽培
・収穫

＊搾乳及び付随する業務、乳牛・めん羊

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

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

・約１４００頭（現在、母豚１８０頭、
肥育豚１２００頭）の飼育を４名体制
で従事。

＊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

・母豚へのｴｻ給与、分娩管理、異動作業
・子豚へのｴｻ給与、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

29



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①5:00～9:00
②14:00～18:00

求人:３人 ③6:00～15:00
年齢:18歳以上

阿蘇市一の宮町坂梨2659ー2 保険:採用後加入
従業員数:0人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1528721 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2659ー2 週休2日制:その他 経験:不問

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

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地5816 保険:雇･労
従業員数:9人 時給制　:時給950円～1,050円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1654321 就業場所:阿蘇市波野大字小地野64-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可

薪配達及び製造 (特非)

九州バイオマス

フォーラム
8:30～17:00の

間の5時間以上

雇用期間の定めなし

酪農めん羊作業員

／営繕・清掃員

(有)富安牧場

資格:不問

又は4:00～18:00の

間の1時間以上
雇用期間の定めなし

豚舎の清掃 (株)阿蘇

高原ファーム

＊搾乳及び付随する業務、乳牛・めん羊
の飼育管理全般等

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

＊薪製造補助業務
・油圧薪割機の操作
・フォークリフト操作
薪の積込、運搬・敷地内の清掃 等

＊薪の配達業務：主に熊本県内
まれに福岡県内

＊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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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


