
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:7人 月給制　:月額205,000円～270,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1112111 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
１級土木施工管理技士

①8:30～17:15 ２級土木施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43010-18393811 就業場所:阿蘇砂防事務所、または熊本復興事務所 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(土
看護師

①8:30～17:00 准看護師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

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

正社員 43090- 1042811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(看
交替制あり 准看護師
①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③9:20～18:20
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190,000円～215,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1107211 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
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150,000円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1108511 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:あれば尚可(英
変形（1年単位）
①8:30～17:30
②9:00～17:00

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160,800円～183,200円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1057611 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5621-7 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(一

変形（1ヶ月単位）

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:180人 年俸制　:月額283,334円～333,334円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1079511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:その他 経験:必須(企画・広

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

フルタイム

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

ファームランド
9:00～17:00の

間の7時間

一般事務 瀬の本

高原リゾート(株)

企画・広報部門

責任者

一般事務

雇用期間の定めなし

黒川温泉観光

旅館協同組合

准看護師

（内科外来）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

土木施工管理技

士

雇用期間の定めなし

(株)高梢

看護職

雇用期間の定めなし

(同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

土木技術者（行政

事務補助業務）

雇用期間の定めなし

ジェイエイシー

エンジニアリング

(株)中九州営業所

＊現場での土木工事においての施工管理
・担当する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

国土交通省 阿蘇砂防事務所等の行政事務補
助業務(事業調査業務)において、発注者の
指示に基づき関係機関との協議や地元
説明等の資料作成を行います。
※未経験可

＊入居者及びﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用者においての
介護業務全般血圧測定等の健康管理、
配薬等の看護業務
食事介助、入浴介助、排泄介助等

＊病院関係の往診立会

・内科での医師の診療補助業務
・病状観察、バイタル測定、報告
・検査介助、処置等
・採血や点滴等

・黒川温泉旅館組合にて観光案内/温泉、
宿泊案内業務（電話対応含む）

・組合売店/ｵﾝﾗｲﾝｽﾄｱでの販売、発送業務
・事務作業（簡単なＰＣ操作あり）
・旅館組合周辺の清掃作業
・黒川温泉公式ｻｲﾄ及び公式ＳＮＳの広報

＊当事業所において、総務及び経理等の
事務に従事していただきます。

・伝票入力
・売掛金管理
・給与計算
・電話対応等

・TVCM、雑誌、HP制作/管理、ﾏｽｺﾐ等
の対応

・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ﾎﾟｽﾀｰ等の販売促進ﾂｰﾙ制作
・販売促進、集客ｲﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾗﾝ企画、立案、
運営管理

・TVCM/雑誌/HP制作/管理/ﾏｽｺﾐ等の対応
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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）

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1081611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:その他 経験:必須(パソコン

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県福岡市南区那の川1-23-30　九電工別館ビル4Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:180人 時給制　:月額168,000円～176,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 40010-34686011 就業場所:阿蘇郡小国町大字上田字合志 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(事

①8:00～17:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 保険:適用準備中
従業員数:0人 月給制　:月額176,000円～210,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1088411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市西町46-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額177,500円～194,600円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1096411 就業場所:阿蘇市西町46-2 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①7:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･労･健･厚
従業員数:308人 時給制　:月額147,588円～173,633円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090- 1100011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1985-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1078211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:その他 経験:必須(パソコン

交替制あり 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:265人 月給制　:月額193,000円～246,750円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1080311 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

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）
介護福祉士（阿蘇

グリーンヒル）

雇用期間の定めなし

(医)高森会

販売スタッフ

（通販担当）

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

ファームランド

資格:不問

販売職（一の宮店

惣菜部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

資格:不問

クリーニング

店内作業

雇用期間の定めなし

(有)クリーニング

のレインボー
8:00～19:00の

間の8時間

事務員

雇用期間の定めなし

(有)小山旅館

一般事務 (株)ポータル

資格:不問

企画・広報部門

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

ファームランド
9:00～17:00の

間の7時間

・TVCM/雑誌/HP制作/管理/ﾏｽｺﾐ等の対応
・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ﾎﾟｽﾀｰ等の販売促進ﾂｰﾙ制作
・販売促進、集客ｲﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾗﾝ企画、立案、
運営管理

＊新入社員は基本習得のため、３年間は
先輩社員がサポートします

太陽光発電設備の現場事務所にて、
一般事務のお仕事をお任せします。
・データ入力、チェック
・書類整理・ファイリング
・資料作成・電話、来客応対
・その他従業員のサポート業務、庶務等

＊旅館業の事務員として下記の業務：
・パソコンへのデータ入力
・Ｗｅｂ予約管理
・電話対応
・簡単な経理事務

＊クリーニング店内業務全般
・受付・会計・お渡し業務
・プレス、アイロンかけ等
・店内の整理整頓及び清掃
・コインランドリー内の清掃

・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。

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

・その他報告書などの書類作成、清掃、
販売スタッフの補助業務等＊新入社員
は３年間は先輩社員がサポートします

・認知症病棟における生活支援
（介護支援）
・老人介護、精神介護の補助
・生活全般(入浴/食事/排泄)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。

・デイケアの送迎 ・食事介助
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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- 1064311 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
介護福祉士

①8:30～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地1902-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:300人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1043211 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:その他 経験:不問
介護職員初任者研修修了者

①8:30～17:30 ホームヘルパー２級
介護福祉士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市内牧911-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:14人 月給制　:月額160,500円～160,500円 休日:祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1060211 就業場所:阿蘇市内牧911-8 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

求人:３人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1077811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
変形（1ヶ月単位） 調理師
①7:00～10:00
②15:00～20:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 保険:適用準備中
従業員数:0人 月給制　:月額200,000円～280,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1084711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～21:00

求人:１人
年齢:不問

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

正社員 43090- 1052211 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
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146,880円～155,520円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43010-18334811 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
交替制あり 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- 1065611 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

調理師

（介護施設）

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

給食調理／おぐ

に老人保健施設

雇用期間の定めなし

(株)九州フードサ

プライセンター 資格:不問

調理補助

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯） 資格:不問

調理員

雇用期間の定めなし

(有)小山旅館

調理スタッフ

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇

ファームランド
5:00～22:00の

間の7時間

訪問介護

雇用期間の定めなし

(同)つくし

介護職

雇用期間の定めなし

(同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

介護職

（介護施設）

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

・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

・入浴介助、食事介助
・生活援助：清掃・洗濯・買い物等
・他に外出時の介助やレクレーションの
補助等

＊主に阿蘇市内/産山村に居住されている要
介護/要支援の高齢者宅を訪問し、家事（食
事作り、掃除、洗濯等）や身体介護
入浴/食事等の介助/支援をお願いします。
＊訪問移動は自家用車を使用。
（１Ｋｍ当り１８円支給）

・仕込み/調理/盛り付け/洗浄/清掃など
・繁忙期にはホールでの料理の提供、
片付けなどがある場合があります。

・経験者や慣れてきたら、食材などの
在庫確認、棚卸、他

＊旅館業の調理員として下記の業務：
・お客様への食事の調理
（和食を中心とした懐石料理）
・後片付け
・仕込み 等

・食材洗い/切込み/仕込み等補助/盛付け
・食器洗い、調理器具等の洗い/整理整頓
・厨房の掃除等
＊従業員の食事(10名～20名分昼/夜)作り
昼食は１１時位・夜食は１６時位に
準備が完了すれば結構です。

給食調理
・調理
・配膳
・洗浄
＊朝・昼・夕 各５０食程度（５人体制）

・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

＊介護施設内厨房での調理業務全般
3



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）

①5:30～14:30
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- 1068711 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

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字白川445-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額145,000円～260,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1073611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字白川445-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①6:00～14:00
②14:00～22:00

求人:２人 ③22:00～6:00
年齢:18歳以上

阿蘇市内牧264 保険:雇･労･健･厚
従業員数:18人 月給制　:月額170,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1075111 就業場所:阿蘇市内牧264 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①6:30～15:10
②7:50～16:30

求人:１人 ③12:20～21:00
年齢:18歳～44歳 普通自動車免許

阿蘇市黒川2323 保険:雇･労･健･厚
従業員数:21人 月給制　:月額181,500円～217,500円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1072311 就業場所:阿蘇市黒川2323 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～22:00 普通自動車免許
②8:00～14:00 あれば尚可

求人:５人 ③16:00～22:00
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 保険:適用準備中
従業員数:0人 月給制　:月額170,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1063011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 週休2日制:毎週 経験:不問

①22:00～8:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:91人 時給制　:月額163,400円～163,400円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1044511 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:00～19:45

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1054411 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位）

①5:30～9:30
②17:00～21:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧264 保険:雇･労･健･厚
従業員数:18人 月給制　:月額170,000円～198,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1114811 就業場所:阿蘇市内牧264 週休2日制:その他 経験:不問

接客係

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)五岳荘

資格:不問

フロント

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯）

ナイトフロント 阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

資格:不問

フロント及び

お客様案内係

雇用期間の定めなし

(有)小山旅館

フロント及び

レストラン

雇用期間の定めなし

(株)おがさわら

フロント及び

お客様案内係

雇用期間の定めなし

(株)五岳荘

調理師

雇用期間の定めなし

(有)白水乃蔵

資格:不問

調理員

（介護施設）

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
資格:不問

＊介護施設内厨房での調理業務全般
：調理師資格なし
・調理食材の下処理、及び切り込み
・調理、盛りつけ、配膳等が中心。
・その他、食器洗浄、厨房内の整理等

・だご汁・高菜めし・炭火焼き用の牛肉
・地鶏等の仕込み
カット・調理業務

・ｵｰﾀﾞｰ受け/配膳/ﾚｼﾞ/後片付け
・店内の掃除等

・チェックイン・チェックアウト
・電話対応・予約対応
・宿泊客の案内
・お客様対応
・システムの説明

＊フロント業務全般
・お客様のチェックインによる受付
・お部屋へのご案内
・チェックアウト時の対応・会計等
・電話応対
＊ﾚｽﾄﾗﾝにおいての接客・配膳・片づけ等

・チェックイン・チェックアウト
・電話対応
・予約対応
・宿泊客の案内
・お客様対応
・システムの説明

＊お客様対応を主にしていただきます。
・ホテル、ゴルフ場のチェックイン、
チェックアウト対応

・ｼｽﾃﾑｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰを使用した日付更新業務
＊慣れるまで丁寧に指導いたします。

＊旅館のフロント業務全般
・宿泊客等の受付及び案内
・チェックイン、アウト出迎え見送り
・電話対応・顧客管理
・予約受付管理（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ受付含む）

＊接客業務全般
・夕食（懐石料理）朝食のお食事処の
準備及び提供

・下膳
・後片づけ、及び清掃等

＊旅館業の仲居として下記の業務
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①7:00～22:00 普通自動車免許
②7:00～13:00 あれば尚可

求人:６人 ③16:00～22:00
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 保険:適用準備中
従業員数:0人 月給制　:月額190,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1091111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:30～19:15

求人:１人
年齢:不問

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

正社員 43090- 1051811 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） 危険物取扱者（乙種）

①9:00～17:45
②12:00～20:45

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 保険:雇･労･健･厚
従業員数:150人 月給制　:月額208,400円～271,700円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1116511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(機

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 43010-18254511 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

交替制あり
①6:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市的石字端辺775番地の32 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額208,400円～209,460円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1121711 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

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市永草2800 保険:雇･労･健･厚
従業員数:0人 月給制　:月額187,200円～187,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1122811 就業場所:阿蘇市永草2800 週休2日制:なし 経験:不問
交替制あり
①8:30～17:30
②4:30～13:30

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川732 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額203,000円～215,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1039311 就業場所:阿蘇市黒川732 週休2日制:なし 経験:不問

F　保安の職業（警備員等）

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

乳牛の飼育と

牧草の収穫

雇用期間の定めなし

(株)洞田貫牧場

畜産・

農業作業員

雇用期間の定めなし

農事組合法人

高藤農場

酪農作業員

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇ファーム

資格:不問

警備業務

／阿蘇出張所

雇用期間の定めなし

(同)トップガード

資格:不問

施設管理

雇用期間の定めなし

ホテルグリーンピア

南阿蘇(株)南阿蘇

カントリークラブ）

客室係（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯） 資格:不問

仲居（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)小山旅館 ＊旅館業の仲居として下記の業務
・お客様対応／ご案内
・客室布団敷き
・お食事出し／下膳
・簡単な清掃など

＊ご来館頂いたお客様をお部屋にご案内
して頂きます。食事は部屋食となって
おりますので、食事の配膳及び片づけ
等をお願いします。又布団の敷き/上げ
やﾁｪｯｸｲﾝ後の部屋清掃もあります。

＊空調や電器設備、水道等ﾎﾃﾙを安全かつ
快適にご利用いただくため欠かせない
設備の点検やﾒﾝﾃﾅﾝｽを行っていただき
ます。各種機器や設備などの点検/検査
清掃、整備/ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業者への連絡などが
主な業務になります。

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）

＊酪農業務全般を行っていただきます。
・搾乳作業
・給餌作業
・哺乳作業
・牛舎等の清掃など

・水田・稲作（米、麦）の植え付け/収穫
・牛（肥育牛：100頭程度）のエサ切り、
エサやり、水替え

・牛舎内の敷きものの敷き替え等の作業
になります。

＊ﾛﾎﾞｯﾄ搾乳120頭、乳牛の搾乳作業
約100頭、仔牛からの育成140頭

・エサやり・管理
（早朝の勤務の時は朝/通常の勤務の時は
夕方担当）・牛舎内の除糞及び清掃

・牧草収穫作業/運搬作業

・所有者に代わって植え付けや草刈り、
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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）

①7:30～17:30

求人:１人
年齢:45歳以下 自動車免許(AT不可)

大分県竹田市荻町馬場487-7 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額197,000円～288,500円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 44080- 1671011 就業場所:大分県竹田市 週休2日制:なし 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:30～17:30

求人:１人
年齢:45歳以下 自動車免許(AT不可)

大分県竹田市荻町馬場487-7 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額197,000円～288,500円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 44080- 1672311 就業場所:大分県竹田市 週休2日制:なし 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:30～17:30

求人:１人
年齢:45歳以下 自動車免許(AT不可)

大分県竹田市荻町馬場487-7 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額197,000円～288,500円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 44080- 1670411 就業場所:大分県竹田市 週休2日制:なし 経験:不問

①8:30～17:15

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区長嶺東6丁目8-6 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:15人 時給制　:月額188,160円～188,160円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010-17837011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4429　オム 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①6:00～15:00
②8:00～17:00

求人:２人 ③16:30～1:30
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市東区西原3丁目1番35号　ＯＮＯビル5階 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:40人 時給制　:月額172,000円～172,000円 休日:他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010-18068811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧1034-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:23人 時給制　:月額138,240円～155,520円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1062411 就業場所:阿蘇市内牧1034-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(下

①8:30～17:15

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区長嶺東8丁目1-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:450人 時給制　:月額192,000円～192,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010-18270211 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

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

電気部品の検査 アビリティ　(株)

資格:不問

婦人下着の

縫製業務

雇用期間の定めなし

(株)

マルキ熊本工場 資格:不問

飲料水の製造・

検査

サポートグループ

(株) 資格:不問

太陽光パネルに

関わる製品組立

(資)エフピーシー

資格:不問

森林作業員

雇用期間の定めなし

(株)堀木材

下刈り作業員

雇用期間の定めなし

(株)堀木材

育林作業員

雇用期間の定めなし

(株)堀木材 ・所有者に代わって植え付けや草刈り、
間伐など山の手入れを行います。

※面接時に現場を見ていただき、詳しく
仕事の内容を説明します。

※入社後、各種機械等の運転免許取得を
支援します。（費用の全額を当社で負担）

・森林の健全な育成のため、雑草木を刈り
取る作業を行います。

※面接時に現場を見ていただき、詳しく
仕事の内容を説明します。

※入社後、各種機械等の運転免許取得を
支援します。（費用の全額を当社で負担）

・ﾁｪｰﾝｿｰや重機による山林現場での立木
伐採や運搬作業

※面接時に現場を見ていただき、詳しく
仕事の内容を説明します。

※入社後、各種機械等の運転免許取得を
支援します。（費用の全額を当社で負担）

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

飲料水の製造工場での業務です。
・商品の製造、出荷、資材搬入
・商品の検査、ボトル投入、製品梱包
・出荷手配、積み込み作業
・商品在庫管理、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ、整理整頓など

工業用ミシンで婦人用ショーツ/インナーを
縫製します。
＊経験の有る方は、縫製指導員も募集
しています。

太陽光発電ｼｽﾃﾑに使われる電気に変換され
るﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞﾝｻｰの検査のお仕事です。ﾁｪｯｸｼｰ
ﾄに基づきネジが閉まっているか、部品が取
り付けられているかﾁｪｯｸする簡単な
作業です。未経験の方でも親切丁寧な
作業研修があるので安心です。
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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

大型自動車免許
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森1563番地5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額207,900円～231,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1094211 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1563番地5 週休2日制:なし 経験:不問
大型自動車免許

①8:00～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 1097011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4454-8 週休2日制:毎週 経験:必須(大型の乗
中型自動車免許

①8:00～17:30 ８トン限定中型自動車免許

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 1095511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4454-8 週休2日制:毎週 経験:必須(４トン以

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:65歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1111911 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森656-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市蔵原1114-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額204,000円～510,000円 休日:日 学歴:不問

正社員 43090- 1070411 就業場所:阿蘇市蔵原1114-3 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1071011 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
②7:00～16:00

求人:３人 ③6:00～15:00
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 28050-12351311 就業場所:阿蘇市/神奈川県/北海道 週休2日制:その他 経験:必須(トンネル

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）

土木作業員

（トンネル工事

雇用期間の定めなし

(株)三坂工業

法面緑化作業員

雇用期間の定めなし

(有)小国緑化

土木作業員

雇用期間の定めなし

(株)りんかい

土木作業員

雇用期間の定めなし

(株)高梢

運転手

雇用期間の定めなし

(株)環境

運転手（大型）

雇用期間の定めなし

(株)環境

トラック運転手

雇用期間の定めなし

(株)太田商事 ・砂利、砂、土、石等の運搬
・産業・一般廃棄物の収集・運搬
・建設現場、採石場での荷積み/荷降ろし
＊日曜勤務をお願いすることもあります
（休日出勤手当あり）＊近隣県（高千穂、
竹田等）への運搬業務もあります。

・主に阿蘇管内で収集した事業系の一般
廃棄物を１０ｔ車により運搬・荷卸し。

＊主な運搬地区・主に九州管内

＊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。

＊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

次のような作業を行います。
・土木工事・管工事
・解体工事・林業（伐採等）
※工事現場は阿蘇市、高森町、福岡県
朝倉市にあります。

・道路造成などを行った場合や工事現場
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/崩壊を防ぐ為
植物の種や肥料を木のチップ(基材)に
混ぜたものを吹き付け草木を育成する
仕事です。

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

＊砕石場内の掘削、積み込み等作業の重機
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2400 保険:雇･労･健･厚
従業員数:24人 月給制　:月額192,000円～216,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1048611 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨字豆札地内　週休2日制:その他 経験:あれば尚可(砕

①8:00～17:00

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･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額138,000円～138,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1069811 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）

①7:30～19:15

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1053511 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567週休2日制:その他 経験:不問

①8:15～17:15

求人:２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3958-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額170,000円～170,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 1067111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3958-2 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- 1098311 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）

①6:30～17:00
②7:00～17:00

求人:４人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:91人 時給制　:月額137,600円～154,800円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1045411 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業

看護師
①9:00～17:00 保健師

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:180人 時給制　:時給1,250円～1,400円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43090- 1086211 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

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

コース管理 阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

健康指導員 (株)阿蘇

ファームランド

廃棄物収集・

運搬業務

雇用期間の定めなし

(有)上村商会

施設管理

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯）

清掃

（介護施設）

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
資格:不問

砕石場作業員

雇用期間の定めなし

(株)春山商会 ＊砕石場内の掘削、積み込み等作業の重機
のオペレーター

＊場内砕石プラントの操作
＊原石車の運転（場内のみ）
＊産業廃棄物中間処理の計量操作

＊介護施設内での清掃全般
・入居者の方の部屋・共用部分の清掃
・通所利用者の方が利用するロビー等の
清掃

・大浴場/露天風呂、各２ヶ所の清掃及び
脱衣場の清掃

・温泉の温度管理・外廻りの清掃
（掃き掃除、及び剪定、草取り等）
・館内の簡単な修理・照明灯等の交換
・洗った器の収納、及び整理整頓

＊ごみの集配作業、及び廃品回収等。
・ドライバーの補助作業
・日報の報告等
・集配、回収エリア：阿蘇郡内
＊浄化槽の清掃及び、し尿汲み取り作業

＊産業廃棄物の分別作業
・場内において木くず、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。

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

・各種健康測定器の使用説明
・健康測定器の簡単な操作（補助含む）
・肺年齢計のﾏｳｽﾋﾟｰｽカバーの装着
・その他各種装置の操作（補助含む）
・検査結果からの簡単なアドバイス
・当施設の利用案内（ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ業務）

・授業におけるTT指導・個別の学習補助
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

小学校教諭免許(専修/1種/2種)

①8:10～16:40 中学校教諭免許(専修/1種/2種)

②8:15～16:45 高等学校教諭免許(専修/1種)

求人:２人 上記のいずれか
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1,029円～1,055円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1105711 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:不問

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6594-3 保険:労
従業員数:5人 時給制　:時給850円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1109411 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
変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:180人 時給制　:時給800円～1,000円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43090- 1083111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(総

①8:30～17:30
②8:30～16:30

求人:１人
年齢:64歳以下

菊池郡菊陽町大字津久礼616 保険:雇･労
従業員数:4人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43030- 5875211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字長野2514-20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

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 保険:適用準備中
従業員数:0人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1089011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①9:00～14:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1099611 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
①12:00～17:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1058911 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問

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）

一般事務

（総務）

(株)阿蘇

ファームランド

又は9:00～17:00の

間の5時間程度

販売職（内牧店

精肉部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

資格:不問

販売職（内牧店

レジ係）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は7:30～21:00の

間の5時間程度

資格:不問

事務員

雇用期間の定めなし

(有)小山旅館

8:00～17:00の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

(有)やまびこ塾

「風の丘美術館」 資格:不問

美術館スタッフ

雇用期間の定めなし

黒川温泉観光

旅館協同組合
8:30～18:00の

間の5時間以上

学習支援員

（学びの保障）

阿蘇市役所

一般事務

・授業におけるTT指導・個別の学習補助
・授業の準備の補助、提出物の採点等
・その他、児童生徒の学力向上を目的と
した学校教育活動支援業務

・学校における新しい生活様式を踏まえ
た環境整備等

・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商品販売、
発送業務

・事務作業（簡単なＰＣ操作あり）
・旅館組合周辺の清掃作業

・庶務（来客や電話対応、郵便、遺失物
慶弔手続きなど）

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

・事務所内の清掃、他

［美術館スタッフ］
・館内の案内、誘導
・受付、監視
・チケット販売
・館内外の美化清掃
・庭のお手入れ

＊旅館業の事務員として下記の業務：
・パソコンへのデータ入力
・Ｗｅｂ予約管理
・電話対応
・簡単な経理事務

・商品金額の打ち込み（バーコード使用）
・レジ廻りの掃除・買い物かごの整理
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

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。

魚を使った商品作りをしていただきます。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①7:00～12:00
②8:00～13:00

求人:２人 ③9:00～14:00
年齢:59歳以下

熊本市西区田崎町484 保険:雇･労
従業員数:25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 43010-18736111 就業場所:阿蘇市内牧1065-1「ﾀﾞｲﾚｯｸｽ阿蘇 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:265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- 1082911 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

①16:45～9:00 介護初任者研修修了
ホームヘルパー２級

求人:２人 あれば尚可
年齢:18歳以上

阿蘇市一の宮町宮地1902-1 保険:雇･労
従業員数:300人 時給制　:時給1,166円～1,666円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1041711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
ホームヘルパー２級
介護福祉士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市内牧911-8 保険:雇･労
従業員数:14人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1061511 就業場所:阿蘇市内牧911-8 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①14:30～18:30
②9:30～16:30

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地212-1 保険:雇･労
従業員数:7人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1056311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地212-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①7:00～11:00

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793円～793円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1115211 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

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- 1119311 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

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

(同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

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） 5:30～20:30の

間の5時間程度

資格:不問

清掃（風呂） 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

歯科助手

及び受付

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

資格:不問

雇用期間の定めなし

(同)つくし

8:30～17:40の

間の5時間程度

ホームヘルパー

介護福祉士（阿蘇

グリーンヒル）

(医)高森会

ヘルパー

（夜勤専門）

鮮魚製造販売

雇用期間の定めなし

福和水産　(株)

又は7:00～19:00の

間の4時間程度

資格:不問

魚を使った商品作りをしていただきます。
寿司ロボットで作られたシャリの上にネタ
のせの仕事もあります。
売り場での商品陳列や、作業場内において
包装機での商品値付けなどの仕事もありま
す。

・認知症病棟における生活支援
（介護支援）
・老人介護、精神介護の補助
・生活全般（入浴、食事、排泄）の介護
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

＊夜間の巡回・コール対応及び
起床・就寝の軽介助等の介護。

＊休憩・仮眠４時間あり
＊勤務は月４回～８回
（曜日・回数は相談可）

＊阿蘇市内/産山村に居住する要介護/
要支援の高齢者宅を訪問し、家事(食事
作り/掃除/洗濯)や身体介護(入浴/食事
介助）等の援助。＊土、日、祝日勤務
可能な方歓迎。（月１回程度）

＊訪問移動は個人車を使用します

＊歯科助手全般と受付業務
・受付及び事務作業
・歯科医師のサポート及び治療介助
・備品の注文・整理
・器具の準備や後片づけ
・滅菌消毒

「どんどこ湯」施設の清掃関連業務：
・脱衣場、浴場等の清掃
・タオル・ゴミの回収
・脱衣カゴ等の整理整頓

※調理業務全般
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)料理の提供
・厨房での後片付け、整理整頓、清掃等

＊園内レストランでの調理補助業務。
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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

交替制あり
①5:00～12:00
②13:00～21:00

求人:３人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 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800円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1085811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①9:30～15:00
②13:00～19:00

求人:３人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字白川445-1 保険:雇･労
従業員数:6人 時給制　:時給800円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1074911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字白川445-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①6:00～14:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地1902-1 保険:雇･労
従業員数:300人 時給制　:時給800円～820円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1040111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:その他 経験:不問
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･健･厚
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給793円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1117411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業

求人: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793円～800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1120111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:毎週 経験:不問

①5:30～10:30
②6:30～14:30

求人:２人 ③17:00～22:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:91人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1046011 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①15:00～21:30
②17:30～21:30

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 保険:雇･労
従業員数:25人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1055011 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

料飲部門ｽﾀｯﾌ ホテルグリーンピア

南阿蘇(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

接客・レストラ

ン（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯） 資格:不問

レストラン、宴

会接客係

阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場 又は5:30～22:00の

間の4時間以上

資格: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） 6:00～22:00の

間の3時間以上

資格:不問

調理スタッフ

雇用期間の定めなし

(同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

資格:不問

調理補助

雇用期間の定めなし

(有)白水乃蔵

又は9:30～19:00の

間の6時間程度

資格:不問

調理補助 (株)阿蘇

ファームランド

又は5:00～21:00の

間の5時間程度

＊園内レストランでの調理補助業務。
・食材のカット・仕込み・盛り付け
・調理器具・食器の洗浄・清掃業務
＊園内にﾊﾞｲｷﾝｸﾞﾚｽﾄﾗﾝやうどんなどの
麺類など飲食店が５店舗あります。

・だご汁・高菜めし等の材料切り込等の
調理補助

・炭火焼用の地鶏の調理盛付、食器洗い
（食洗機使用）
・店内業務（オーダー受・配膳・片づけ
・レジ）・店内の掃除

住宅型有料老人ホーム（定員３０名）の
朝食・昼食の調理（平常は一汁三菜程度、
行事食時には献立に変更有）後片付け、
食材の買い物等。
５名体制で従事。

＊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

＊ご宿泊のお客様のレストランおよび
宴会場ご利用においての接客業務全般。

・テーブル等のセッティング
・テーブル席へのご案内
・お料理、飲み物の提供及び接客
・下膳・後片付け及び清掃等

・ｵｰﾌﾟﾝ前準備/ｵｰﾀﾞｰ取り/料理提供/
後片づけ/ｸﾛｰｽﾞ後の片づけ/会場設営。
朝食、夕食はﾊﾞｲｷﾝｸﾞﾚｽﾄﾗﾝでの配膳と
なり不定期で宴会会場の対応もあり。

＊初心者の方には丁寧に指導いたします。
＊土、日、祝日の勤務が可能な方を希望

＊チェックイン時、お部屋へのご案内
及び館内のご説明等

＊レストランご利用時の接客業務
・テーブルセッティング
・会席料理、お飲み物の提供、及び接客
・下膳・レストラン内の清掃等

・チェックイン・チェックアウト
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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）

①8:00～16:00 普通自動車免許
②16:00～22:00 あれば尚可

求人:３人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 保険:適用準備中
従業員数:0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- 1076711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 週休2日制:毎週 経験:不問

①6:00～9:00
②17:30～21:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧264 保険:雇･労
従業員数:18人 時給制　:時給950円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1113711 就業場所:阿蘇市内牧264 週休2日制:毎週 経験:不問

①6:30～10:00
②17:00～21:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字午王谷5298番地の1 保険:労
従業員数:4人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1102611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字午王谷5298番地の1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～14:00 普通自動車免許
②18:00～22:00 あれば尚可

求人:６人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 保険:労
従業員数:0人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1087511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 週休2日制:毎週 経験:不問

普通自動車免許
あれば尚可

求人:３人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 保険:適用準備中
従業員数:0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 43090- 1092711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 週休2日制:毎週 経験:不問

普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市役犬原49-1-12 保険:労災加入予定
(４か月未満) 従業員数: 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1126011 就業場所:阿蘇市蔵原大平田50 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①7:00～11:00 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能者
②15:00～18:30 あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

熊本市西区花園5丁目11番22-205号　ヴェルビュ花園 保険:労
従業員数:4人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:土日他 学歴:不問

パート労働者 43010-17924011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地/阿蘇市赤水の自社耕作地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(・

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

配膳及び清掃係

雇用期間の定めなし

(有)小山旅館

農作業員

雇用期間の定めなし

(株)ＹＮＯ

プランニング

又は7:00～18:30の

間の4時間程度

農業作業員 阿蘇がっちゃん農

園
6:00～16:00の

間の1時間以上

仲居（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)小山旅館

7:00～16:00の

間の5時間程度

接客係

雇用期間の定めなし

(株)日の出観光

和風旅館

華もみじ

資格:不問

接客（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)五岳荘

資格:不問

フロント及びお

客様案内係

雇用期間の定めなし

(有)小山旅館 ・チェックイン・チェックアウト
・電話対応
・予約対応
・宿泊客の案内
・お客様対応
・システムの説明

・（１）朝食のお食事処の準備/提供
下膳、及び後片づけ

・（２）お客様をお部屋へご案内
夕食（懐石料理）のお食事処の準備、
及び提供下膳、及び後片づけ

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

＊就業時間、勤務日数は相談に応じます。

・料理を運び、配膳
・食後、食器の片付け・調理場へ下膳
・館内の清掃
（テーブル拭き掃除、畳拭き掃除など）
・館外の簡単な清掃

＊旅館業の仲居として下記の業務：
・お客様対応／ご案内
・客室布団敷き
・お食事出し／下膳
・簡単な清掃など

＊ハウス内でのミニトマトの収穫・
手入れ・袋詰め

＊栽培に関わる作業全般

・きゅうりの収穫（７月上旬～９月頃）
・さつまいもの収穫（９月～１１月頃）
・いも洗浄、箱詰め
※その他、玉葱やにんにくなども作って
います。時期によって出勤日数に変動
はありますが通年での雇用が可能です。

＊ハウス栽培の大玉トマトの収穫作業：
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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968 保険:労
(４か月未満) 従業員数:3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 43090- 1124511 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨968 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①8:00～16:40
②6:00～14:20

求人:３人 ③14:20～22:40
年齢:18歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市永草2089 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:3,419人 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1103911 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(製

交替制あり
①8:00～16:40
②6:00～14:20

求人:２人 ③14:20～22:40
年齢:18歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市永草2089 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:3,419人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1104111 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(製

準中型自動車免許
①7:00～13:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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- 1093811 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下野147-10 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給793円～800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1110611 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

①10:00～14:00

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:150人 時給制　:時給793円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1118011 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

普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市西町46-2 保険:雇･労
従業員数:4人 時給制　:時給800円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1106811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2392-16 週休2日制:毎週 経験:不問

一般技能職 ＮＯＫ(株)

熊本事業場

清掃

雇用期間の定めなし

(有)クリーニング

のレインボー
9:00～15:00の

間の5時間程度

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

雇用期間の定めなし

アサヒフーズ

(株)

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

営業・配送

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）

一般技能職 ＮＯＫ(株)

熊本事業場

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

農作業員（トマ

トの収穫作業）

阿蘇斉藤ﾄﾏﾄ塾

5:30～9:00の間

の2時間以上

資格:不問

＊ハウス栽培の大玉トマトの収穫作業：
・夏季限定（７月～９月）の作業員募集
・ハウス作業準備
（ハウス開閉、コンテナの準備等）
・大玉トマトの収穫（コンテナへ収納）
※完熟トマトは持ち帰り自由です。

・製造業務（Ｏリング・パッキン等）
・選別（目視によるキズ、変形および
機械検査による方さや、強さ、伸び等）

・その他付随する業務
（ＰＣを利用しての入力作業）

・製造業務（Ｏリング・パッキン等）
・選別（目視によるキズ、変形および
機械検査による方さや、強さ、伸び等）

・その他付随する業務
（ＰＣを利用しての入力作業）

＊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いただきます。

・客室清掃・ﾍﾞｯﾄﾒｲｷﾝｸﾞ/ﾊﾞｽ/洗面の清掃
・ｱﾒﾆﾃｨｰの補充（歯ブラシ、タオル等）
・部屋着の入れ込み
・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

・客室清掃・ﾍﾞｯﾄﾒｲｷﾝｸﾞ/ﾊﾞｽ/洗面の清掃
・ｱﾒﾆﾃｨｰの補充（歯ブラシ、タオル等）
・部屋着の入れ込み
・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

＊民泊の清掃全般
＊ベットメイキング等
・民泊の清掃がない場合は、工場の仕上げ
包装等の補助作業をしていただきます。

・客室の清掃
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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

①10:30～14:30

求人:１人
年齢:69歳以下

阿蘇市黒川字尾西2138-1 保険:雇･労
従業員数:6,000人 時給制　:時給800円～800円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1090911 就業場所:阿蘇市小里834-2 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 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:91人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1047311 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:15～17:15

求人:２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3958-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 日給制　:時給1,066円～1,067円 休日:土日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1066911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3958-2 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 熊本市中央区本荘5丁目10番26号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:65人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-18753711 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(パ

①9:00～14:00
②18:00～22:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字午王谷5298番地の1 保険:労
従業員数:4人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1101311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字午王谷5298番地の1 週休2日制:毎週 経験:不問
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:177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- 1125411 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

①7:00～16:00

求人:５人
年齢:不問

日雇 福岡県糸島市志摩吉田字大深田1-1 保険:労
日々雇用または１ヶ月未満 従業員数:4人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 40190- 3941311 就業場所:阿蘇市黒流町298-1 週休2日制:その他 経験:不問

資格:不問

廃棄物収集・

運搬業務

雇用期間の定めなし

(有)上村商会

いちごの栽培設備

の解体・移設作業

(株)みのりのりん

又は10:00～19:00

の間の8時間程度

資格:不問

医療材料の小分け

管理/院内ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ

(株)八尾ムトウ

資格:不問

ゴルフ場

コース管理

東急ﾘｿﾞｰﾂ＆ｽﾃｨ(株)阿

蘇東急ゴルフクラブ

『阿蘇キャニオンテラ

ス＆ロッジ』

館内作業

雇用期間の定めなし

(株)日の出観光

和風旅館

華もみじ

客室清掃係 阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

資格:不問

清掃

（旅館：入船）

雇用期間の定めなし

星光ビル管理(株)

阿蘇事務所 資格:不問

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

＊客室全体のお掃除・ベッドメイク・
ユニットバス清掃、備品補充など。

＊掃除機かけや拭き掃除、シーツ交換など
ご家庭での掃除と同様です。

＊慣れるまでは丁寧に指導いたします。

＊ごみの集配作業、及び廃品回収等。
・ドライバーの補助作業
・日報の報告等
・集配、回収エリア：阿蘇郡内
＊浄化槽の清掃及び、し尿汲み取り作業

＊病院で使用する点滴/注射用の医療材料を
必要な数だけ揃えて、院内ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ等を行う
お仕事です
＊他、データ入力業務等ＰＣを使用した
付帯業務もあります

＊館内清掃及び敷地内通路周辺清掃
＊食器洗浄機による洗浄
＊客室の布団敷き

・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。

・いちごの高設栽培設備の解体
・移設作業の補助をお願いします。
・単純作業ですので、未経験の方でも
大丈夫です。
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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

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:18歳以上

熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:580人 日給制　:月額141,050円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-14192011 就業場所:阿蘇市内牧963-11 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:18歳以上

熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:580人 日給制　:月額141,050円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-14215011 就業場所:阿蘇市内牧963-11 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00 警備関係の資格
②21:00～6:00 保持者歓迎

求人:１０人 ③11:00～15:00
年齢:18歳以上

熊本市南区田迎6丁目5-36 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額178,450円～178,450円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-16964111 就業場所:阿蘇市西町86-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00 警備関係の資格
②21:00～6:00 保持者歓迎

求人:１０人
年齢:60歳以上

熊本市南区田迎6丁目5-36 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 日給制　:月額167,200円～167,200円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43010-16966811 就業場所:阿蘇市西町86-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:18歳以上

熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:580人 日給制　:月額141,050円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-14189711 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
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176,000円～176,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 44010-10905111 就業場所:（竹田・三重・久住方面）・（阿蘇郡産山村） 週休2日制:その他 経験:あれば尚可

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)

警備員

（阿蘇営業所）

(株)

あおい警備保障

雇用期間の定めなし

警備員

（阿蘇営業所）

(株)

あおい警備保障

雇用期間の定めなし

フルタイム
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

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

農林･保安特集

・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」
仕事量は安定していますので、１年間を
通して安定した勤務ができます。

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

《商業施設の警備》
＊事故が起きないよう警備業務
＊受付業務、巡回業務、防災業務など
《道路交通警備》
＊工事現場での工事車両/通行車両の誘導
＊人が通過する際の警備業務

・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」
仕事量は安定していますので、１年間を
通して安定した勤務ができます。

《商業施設の警備》
＊事故が起きないよう警備業務
＊受付業務、巡回業務、防災業務など
《道路交通警備》
＊工事現場での工事車両/通行車両の誘導
＊人が通過する際の警備業務

○交通誘導警備
・工事現場・イベント会場 他
現場により夜勤や残業があります。

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

＊ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ内でのｱｸｱﾘｳﾑ（観賞用）水草
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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

阿蘇郡南阿蘇村河陽429-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 時給制　:月額134,832円～135,680円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090-  839811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陽429-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市蔵原474-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 月給制　:月額195,000円～225,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  863811 就業場所:阿蘇市蔵原235 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(農
交替制あり
①8:00～17:00
②5:00～14:00

求人:１人 ③16:00～1:00
年齢:18歳～59歳 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:日 学歴:不問

正社員 43090- 1006611 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

①8:00～16:30

求人:１人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺4733番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:21人 月給制　:月額195,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  920411 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺4733番地 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地5587 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  860911 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5587 週休2日制:なし 経験:不問

①7:45～17:15

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

菊池市旭志麓迎原2105 保険:雇･労･健･厚
従業員数:81人 月給制　:月額215,000円～275,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43030- 4894811 就業場所:阿蘇市波野大字波野字廣木1899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-  833011 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

豚舎の清掃 (株)阿蘇高原

ファーム

雇用期間の定めなし

和牛の飼育管理 農事組合法人

フジ・ファーム

阿蘇牧場

雇用期間の定めなし

肥育農場スタッフ

（阿蘇肥育農場）

セブンフーズ(株)

雇用期間の定めなし

酪農作業員 (株)カミチク

ファーム

阿蘇産山農場

雇用期間の定めなし

牧場作業員 (有)南牧場

雇用期間の定めなし

栽培、

採取作業員

CuoreFarm(株)

資格:不問

雇用期間の定めなし

農園作業員

（蔵原農場）

(有)つじ農園

雇用期間の定めなし

＊ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ内でのｱｸｱﾘｳﾑ（観賞用）水草
約２００種類の栽培、管理、採取作業

・小さい水草の除草、間引き、選別、
増殖

・肥料やり、及び管理
＊初心者の方は丁寧に指導いたします。

＊ハウス内で次のようなハウス野菜の栽培
全般に従事：
・苗作り、定植、水やり、収穫
・小型ﾄﾗｸﾀｰでの畝立て、除草作業等
＊ハウス設備のメンテナンス

・牛の給餌・牛舎の環境整備
・搾乳業務(ﾊﾟｰﾗｰ)・その他付随する業務
※パーラー班（搾乳業務）のみ就業時間
が5：00～または16：00～となります。

・飼育牛への給餌・牛舎の敷物交換
・牛舎間の牛の移動・肥育牛の出荷
（牛を出荷部屋へ移動し、牛の体を洗う
作業等の出荷前準備）

・牧草の荷降ろしなど＊牧場内の従業員
移動は、ほとんど車を使用します。

＊あか牛や黒牛のエサやり（わらや飼料）
及び健康状態のチェック

・エサタンクがあり、台車に乗せエサ箱
に配給

・農場での給餌、給水、清掃等の飼養
管理業務・場内での荷物の運搬

（2ｔﾄﾗｯｸ、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ⇒有資格者は使用）
・その他、上記に付随する業務
＊フォークリフト運転技能講習受講可
（会社負担あり）

＊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

＊主な仕事として、樹木の苗木の裁植、
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡　高森町大字上色見2299 保険:労
従業員数:3人 日給制　:月額237,500円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  947011 就業場所:阿蘇郡　高森町大字上色見2299 週休2日制:なし 経験:あれば尚可(刈

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町中原203-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額200,000円～220,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  999911 就業場所:阿蘇郡南小国町中原203-1 週休2日制:なし 経験:不問

交替制あり
①8:00～17:00 警備関係の資格
②21:00～6:00 保持者歓迎

求人:１０人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市南区田迎6丁目5-36 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:30人 日給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-16967211 就業場所:阿蘇市西町86-1 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

阿蘇市小里281-3 保険:雇･労
従業員数:6人 時給制　:時給800円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1008111 就業場所:阿蘇市小里281-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 玉名郡南関町大字小原2268 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:8人 時給制　:時給800円～900円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43040- 2879111 就業場所:阿蘇郡産山村大字大利316-1 週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村河陽429-3 保険:労
従業員数:12人 時給制　:時給795円～800円 休日:土日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  836911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陽429-3 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:３人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村河陰4451 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1027211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰4451 週休2日制:毎週 経験:不問

観賞用水草の

栽培、出荷作業

CuoreFarm(株)

資格:不問9:00～17:00の

間の3時間以上

雇用期間の定めなし

農作業（いちご・

トルコキキョウ）

山中農園

資格:不問7:00～18:00の

間の4時間以上

雇用期間の定めなし

農作業員 日本花商　(株)

又は6:00～17:00の

間の6時間程度
雇用期間の定めなし

農業作業員

（ミニトマト）

菅原農園

資格:不問

製材工 河津製材所

（河津　新一）

雇用期間の定めなし

パート
警備員

（阿蘇営業所）

(株)

あおい警備保障

樹木の生産販売 竹内緑地

雇用期間の定めなし

＊主な仕事として、樹木の苗木の裁植、
栽培を行います。

・苗木を畑に植え、2年～3年生育させて
出荷及び販売を行います。

＊個人宅での庭園の剪定作業もあります。

製材工として小国杉板建築材の加工・
仕上げ業務
・建築材の製造
・仕上げ
・管理 等

＊ビニールハウス内でのトマトの収穫作業

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

・仕事内容：作業については、希望の
作業を選択可能です。詳細は、面接時
相談、説明いたします。

屋外/ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ内で観賞用水草(約200種)
の栽培作業(植込み、除草、間引きなど)
及び水洗い、束ね、ビニール袋詰め等の
出荷作業となります。観賞用の水草を
取り扱うため細かい手作業になります。

ミニトマト栽培に関する作業全般
（苗作り、ビニール張り、植え付け、
誘引、収穫、芽かき、葉かき）

＊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・サカキ等の栽培、
室内での撰花作業

・その他、植付・収穫・出荷作業 等

《商業施設の警備》
＊現場で事故が起きないよう警備業務
＊受付業務、巡回業務、防災業務など
《道路交通警備》
＊工事現場での工事車両や通行車両の誘導
＊人が通過する際の警備業務
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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

①5:30～8:00
②14:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村両併2818-2 保険:
(４か月未満) 従業員数:0人 時給制　:時給800円～800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  912411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村両併2818-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区出水4丁目14-15 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:120人 時給制　:時給950円～950円 休日:日他 学歴:不問
有期雇用派遣パー 43010-13618311 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見800-1 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- 1005311 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

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問

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

正社員 43090- 1035211 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2017-2 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市竹原390 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額140,000円～140,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1015911 就業場所:阿蘇市竹原390 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(土

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下

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134,400円～172,800円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  853111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松3290-1 週休2日制:毎週 経験:不問

事務業務 (宗)阿蘇白水龍神

權現 資格:不問

雇用期間の定めなし

フルタイム
一般事務 (株)グリーンライ

フコガ 資格:不問

雇用期間の定めなし

一般事務 (有)栄産業

雇用期間の定めなし

酪農作業員 (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

（トマト）

後藤　泰治

資格:不問

ﾐﾆﾄﾏﾄの収穫、

出荷、梱包作業

(株)テクノ・ジャ

パン 資格:不問

・搾乳業務・その他付随する業務
牛のミルクを絞るﾊﾟｰﾗｰでの仕事です。
手順動画も完備しておりすぐに覚えられ
ます。動物好きな方にはぴったりです。
※ 未経験者歓迎。
※６０代以上の方も活躍中。

ビニールハウス内でのミニトマトの管理、
収穫、出荷、梱包作業を行っていただき
ます。
＊簡単な仕事ですのですぐに覚えられる
と思います。

＊ビニールハウス内でのトマトの収穫作業
・芽かぎ、着果、摘果、下葉かぎ、
・収穫作業（収穫のみでトマトの選別、
箱詰め等は有りません。直接選果場へ
出荷となります）

＊初心者の方でも簡単な作業です。

事務･販売特集

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

＊タイムカードの管理
＊納品書、請求書等の入力・管理
＊各種伝票の整理＊来客・電話応対
＊事務用品等の購入＊事務所内清掃など
※社用車を使用し、各現場へ配達や
外出をお願いすることがあります。

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

・参拝、祈願の受付
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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:64歳以下

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135,400円～192,800円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  854711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松3290-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①8:30～17:30 診療情報管理士
②8:30～12:30 普通自動車免許

求人:１人 ③13:30～17:30 あれば尚可
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額133,000円～181,100円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1034811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(診

①9:00～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:500人 時給制　:月額142,056円～142,056円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-16773811 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:必須(事務経験

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:500人 月給制　:月額155,000円～155,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-13340211 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:必須(事務経験

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:500人 月給制　:月額155,000円～155,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-13343011 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

阿蘇郡小国町大字宮原1736-12 保険:雇･労
従業員数:4人 月給制　:月額160,000円～160,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1021311 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1736-12 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町中通147-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額160,000円～230,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  861111 就業場所:阿蘇市一の宮町中通147-1 週休2日制:毎週 経験:必須(一般事務

事務補佐

（新聞販売店）

小国新聞販売店

雇用期間の定めなし

経理事務 (株)阿山

雇用期間の定めなし

公立病院での病

院事務

(株)リフティング

ブレーン 資格:不問

公立病院での外来

受付事務

(株)リフティング

ブレーン 資格:不問

医師事務作業

補助者

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

雇用期間の定めなし

ワクチン接種予約

受付業務

(株)リフティング

ブレーン 資格:不問

神職補助業務 (宗)阿蘇白水龍神

權現 資格:不問

雇用期間の定めなし

・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

・陪席（電子カルテ操作）
・書類作成
・その他、医師事務作業補助業務全般

病院事務部でのコロナワクチン接種予約
受付業務・問い合わせ対応。一部、医療
事務のお手伝いをする場合もあります。

・面会者受付対応と案内
・病室のネームプレート作成
・入院患者の受け入れ対応業務
・患者データのチェックと入力
・書類整理 等
◎無資格ＯＫ！医療業界未経験ＯＫ！

外来患者さんの受付/案内に関わる事務職
〈午前〉
外来患者様の受付・案内業務全般
〈午後〉
事務処理業務

＊新聞販売店における次のような業務：
・事務補佐
・新聞折込
・新聞代配（月に数回程度）

・パソコン入力による請求書、受領書作成
請求書、受領書等の送付

・毎月の現金、預金、売掛金、未払金等の
会計ソフトへの入力業務

・書類整理
・電話対応等

・請求書/領収書の発行・出納業務
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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:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:88人 月給制　:月額204,591円～234,591円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090-  818611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:毎週 経験:必須(パソコン
交替制あり
①7:00～16:00
②12:00～22:00

求人:２人 ③7:00～22:00
年齢:44歳以下

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

正社員 43090-  955311 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

求人:１人
年齢:不問

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

正社員以外 43090- 1012011 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 登録販売者
①7:00～16:00 （一般医薬品）
②9:00～18:00

求人:８人 ③13:00～22:00
年齢:59歳以下

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10,400 月給制　:月額145,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 41010- 6674211 就業場所:●阿蘇店●高森店　他 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:不問

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

正社員以外 43090-  870811 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

①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:４人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-  847811 就業場所:阿蘇市小里781番地（はな阿蘇美） 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

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

正社員 40150- 4019711 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

はな阿蘇美カフェ

店員・物販店員

(有)阿部牧場

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

登録販売者

（熊本中ｴﾘｱ）

ダイレックス

(株)

又は7:00～22:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

経理及び

一般事務

(株)南阿蘇

ケアサービス

雇用期間の定めなし

売店係

（ホテル）

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

雇用期間の定めなし

・請求書/領収書の発行・出納業務
・売掛金管理
・備品/消耗品等の発注/在庫管理
・行政他、連携機関への提出書類の作成
・介護保険請求事務、利用者請求事務
・電話の応対・ＥＣサイト運営補助

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

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

○一般薬品（第二類・第三類）、
健康食品、化粧品等の管理・販売

○お客様対応（医療品等の商品説明・
レジ業務等）

○医療品・一般商品の陳列、補充業務
○棚卸業務

＊食料品スーパーの鮮魚部門
・商品づくり、仕入商品のカットや小分
け・パック詰め・ラベル貼り

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

・レジ・包装業務
・カフェでの飲料の提供
・ソフトクリーム/ジェラートの提供など

○商品管理・店舗管理業務（レジ、接客、
販売、商品陳列等の業務）
＊教育ｼｽﾃﾑも充実してますのでしっかり
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。

・店舗での販売する商品の商品出し、補充
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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

①8:30～16:30
②11:00～19:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7,352人 時給制　:月額119,000円～126,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 3869511 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）

①8:30～17:45
②14:30～23:00

求人:１人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

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

正社員 40150- 3908011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4522番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

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:11,740 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 5458211 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:11,740 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 5460311 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:11,740 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 5461611 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:11,740 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 5462911 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
②14:30～23:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7,352人 時給制　:月額146,880円～155,520円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 3301211 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 (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 (株)コメリ

雇用期間の定めなし

販売・店舗運営職 (株)コメリ

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

販売・店舗運営職 (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

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

○商品管理/店舗管理業務（レジ、接客、
販売、商品陳列等の業務）

＊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。

まずはﾎｰﾑｾﾝﾀｰでの接客/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。商品知識勉強会や店長候
補研修/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。

まずはﾎｰﾑｾﾝﾀｰでの接客/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。商品知識勉強会や店長候
補研修/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。

まずはﾎｰﾑｾﾝﾀｰでの接客/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。商品知識勉強会や店長候
補研修/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。

まずはﾎｰﾑｾﾝﾀｰでの接客/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。商品知識勉強会や店長候
補研修/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。

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

＊家電製品の販売から住宅設備の設置、
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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-  880511 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:4,150人 月給制　:月額146,000円～210,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140- 2582011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2407 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

東京都中央区日本橋3丁目12-2　朝日ビルヂング7Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8,393人 月給制　:月額168,100円～287,990円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 13010-38161911 就業場所:阿蘇市黒川字横井ノ本1536-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
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:4,150人 月給制　:月額146,000円～210,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140- 2047111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2407 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
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:4,150人 月給制　:月額146,000円～210,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140- 2048711 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
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155,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030- 4296811 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1810 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150,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030- 4298511 就業場所:阿蘇市内牧1507-1 週休2日制:その他 経験:不問

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

（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

ルート営業

（小国営業所）

(株)中九州クボタ

雇用期間の定めなし

営業

（阿蘇営業所）

(株)アクティオ

雇用期間の定めなし

営業職

（阿蘇支店）

ヤンマーアグリ

ジャパン(株)

九州支社

雇用期間の定めなし

一般家電の販売

及び設置

(有)ウエダ電器

雇用期間の定めなし

技術職

（阿蘇支店）

ヤンマーアグリ

ジャパン(株)

九州支社

雇用期間の定めなし

＊家電製品の販売から住宅設備の設置、
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ、入れ替え、ﾘﾌｫｰﾑ等。

・入社後は丁寧に指導します。機会ある
ごとに研修会等に参加していただき、
資格取得や技術向上していただく事が
出来ます。

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

〇農業用機械の販売及び修理

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）

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）

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

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

ｾﾞﾈｺﾝ・建設会社等に対し現場で使用する
ﾚﾝﾀﾙ機械を提案、提供する営業です。
BtoBの営業経験や、機械の知識/資格がある
方は特技を活かせる職場です。未経験
の方も研修で必要なｽｷﾙを身につけることが
でき、資格取得もﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟしています。

22



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 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155,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030- 4302211 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）
①8:00～17:00

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- 1980811 就業場所:阿蘇市的石1537 週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村久石3160 保険:労
従業員数:19人 時給制　:時給820円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  872511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石3160 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原1736-12 保険:雇･労
従業員数:4人 時給制　:時給800円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1022611 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
交替制あり

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森2294-3 保険:雇･労
従業員数:74人 時給制　:時給800円～820円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  905011 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2294-3 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森2294-3 保険:雇･労
従業員数:74人 時給制　:時給800円～820円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  906311 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2294-3 週休2日制:毎週 経験:不問

仕上検査員 岩下(株)九州工場

資格:不問8:15～16:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

事務補佐

（新聞販売店）

小国新聞販売店

9:00～17:30の

間の4時間程度

雇用期間の定めなし

検品作業員 岩下(株)九州工場

資格:不問8:15～16:00の

間の5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
温泉受付：

ホテル

大祥(有)四季の森

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

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

＊レジ業務全般

・仕上検査（ベビー用品・肌着・下着等
製品の検査後のタグ付け、袋入れ等）

＊初心者の方には丁寧に指導いたします
ので、安心してご応募ください。

・ベビー用品・肌着・下着等製品の出荷
前検査

＊初心者の方には丁寧に指導いたします
ので、安心してご応募ください。

＊新聞販売店における次のような業務：
・事務所内での補佐
・新聞折込作業
・新聞代配（月に数回）

＊温泉でのチケット受付
＊電話対応等

＊阿蘇出張所にてｺﾝｸﾘｰﾄ製品の営業
・コンクリート二次製品の営業
側溝、ﾌﾞﾛｯｸなど（最初は先輩営業員
との同行営業になります）

・主に業者間の営業 エリア：県内一円
・携帯電話を支給します

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）
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①17:00～22:00

求人:２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:125人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  811711 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

①17:00～22:00
②13:00～18:00

求人:４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:125人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  812811 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

交替制あり
①6:00～11:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  932911 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1985-2 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:00～13:00

求人:３人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  892611 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:３人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  881411 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:不問

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800円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43010-14417011 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:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  851611 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問

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

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

販売職（内牧店

青果部）

(株)みやはら

資格:不問

又は7:00～18:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

販売職（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

レジ係 (株)熊本フレイン

高森店 資格:不問

販売職（一の宮店

鮮魚部）

(株)みやはら

資格:不問

又は6:00～15:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

レジ係 (株)熊本フレイン

ゆめおぐに店 資格:不問

・商品金額の打ち込み（バーコード使用）

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

○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。

・商品金額の打ち込み（バーコード使用）
・レジ廻りの掃除・買い物かごの整理
整頓等

・買い物袋の補充・ﾚｼｰﾄ紙の点検と補充
※夏と冬はギフト商品の包装もあります
※立ち仕事になります。

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

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

＊食料品スーパーの鮮魚部門
・商品づくり、仕入商品のカットや小分
け・パック詰め・ラベル貼り

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

・レジ業務・商品の補充及び陳列
・ご贈答品の包装・ｶｰﾄ/ｶｺﾞ等の整理整頓
＊足元にはマットを敷いて、身体の負担
軽滅を図っております。

＊希望時間、日数、曜日はできる限り
相談に応じます。

＊レジ業務全般
・購入頂いた商品のレジ打ち
・金銭の受渡し
・品薄になった商品の店頭だし
・商品の簡単な発注業務
・あと片付け及びレジ周辺の整理整頓
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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
①9:00～12:00
②18:00～21:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:労
従業員数:308人 時給制　:時給800円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  804811 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:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 京都府京都市右京区西京極豆田町7番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:200人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 26010-14473011 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6695- 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:45～13:45
②13:00～18:00

求人:２人 ③9:00～18:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川1440-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:22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-  907611 就業場所:阿蘇市黒川1440-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～12:00
②10:00～15:00

求人:４人 ③13:00～17:00
年齢:59歳以下

阿蘇市三久保47-1 保険:雇･労
従業員数:40人 時給制　:時給880円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  849511 就業場所:阿蘇市小里781番地（はな阿蘇美） 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090-  962011 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

①8:45～13:00
②12:45～17:00

求人:６人 ③16:45～19:45
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:11,740 時給制　:時給900円～910円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 3777011 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1784- 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:45～13:00
②12:45～17:00

求人:６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:11,740 時給制　:時給853円～1,056円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 3779611 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場字杉田 週休2日制:毎週 経験:不問

販売員（ﾊｰﾄﾞｱﾝﾄﾞ

ｸﾞﾘｰﾝ南小国店）

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター

資格:不問

売店及び

喫茶業務

(有)黒川荘

資格:不問

雇用期間の定めなし

販売員（ﾊｰﾄﾞｱﾝﾄﾞ

ｸﾞﾘｰﾝ南小国店）

(株)コメリ

九州ストア

サポートセンター

資格:不問

販売（レジ）

業務

NPO法人 ASO

田園空間博物館 資格:不問

又は9:00～18:00の

間の5時間程度

はな阿蘇美内物販

及びカフェ店員

(有)阿部牧場

資格:不問

雇用期間の定めなし

販売職（みやはら

内牧店レジ係）

(株)みやはら

資格:不問

又は7:00～21:00の

間の3時間程度
雇用期間の定めなし

土産物販売

（黒川温泉）

(株)寺子屋

西日本 資格:不問

○商品の陳列・補充・整理、レジ係、

○商品の陳列・補充・整理、レジ係、
清掃等の作業に従事していただきます。

＊週２０時間未満の勤務です。
＊３ヶ月毎の契約更新

○商品の陳列・補充・整理、レジ係、
清掃等の作業に従事していただきます。

＊週２０時間未満の勤務です。
＊３ヶ月毎の契約更新

・商品の仕入れ、在庫管理
・商品セレクトや企画をチームで行って
いただきます。

＊喫茶業務・接客、飲料、軽食の提供
＊ﾌﾛﾝﾄと隣接していることから接客業務
補助もしていただくこ とがあります。

・商品金額の打ち込み（バーコード使用）
・レジ廻りの掃除・買い物かごの整理
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

和雑貨・おせんべいの専門店です。
接客や販売をお願いします。難しい作業
はありません。初心者の方も丁寧に指導
いたしますので、興味ある方はお気軽に
お問い合わせください。
※１週間ごとのシフト交替制です。

＊ＪＲ阿蘇駅横（道の駅阿蘇）の売店に
おいて、販売やレジ業務等を担当してい
ただきます。主に店内の接客業務、レジ
業務、他に商品の補充及び陳列、陳列棚
の清掃等＊土/日/祝日勤務可能な方希望
＊正社員への登用あり

７月１日開業予定のはな阿蘇美内の物販
施設及びカフェ定員を募集します。
・レジでの販売業務
・カフェでの飲料提供・軽食の提供
・ソフトクリームやスイーツの提供
などを予定しています。
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