
この求人情報誌はR5.2.22～R5.3.9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。

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

をご確認ください。

●応募希望の求人がありましたらハローワークで紹介状を交付しますので、窓口までお越しく

ださい。

●この求人情報誌に掲載した後に、募集内容の変更、募集が終了している

場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●事業所への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

ハローワーク

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

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

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

それを満たしたことになりませんので、ご注意ください。

R5.3月16日

※土日祝日と重なる場合は、
前後することがあります。

次回発行予定日

4月3日（月）



＊①就職支援セミナーを受講希望の方は
窓口にお尋ね・またはお電話ください。

3/16 木

17 金

20 月

22 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ④あそサポステ就労相談会

23 木

24 金

27 月

28 火 ②医療・福祉事業所説明会

29 水

30 木

31 金

4/3 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

10 月

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

 ハローワーク阿蘇　相談会などの予定 

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

☆内容☆仕事探しのポイント。
応募書類作成・面接の事前準備・
想定問答など

☆雇用保険受給者の方は、求職活動に
カウントされます。

②医療・福祉事業所説明会
・毎週火・水（9：00～11：00）
・ハローワーク阿蘇２階会議室
◎詳細は巻末の参加予定事業所一覧をご確認
ください。
☆雇用保険受給者の方は、求職活動に
カウントされます。

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

【熊本県看護協会熊本県ﾅｰｽｾﾝﾀｰ】

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

【熊本県社会福祉協議会
熊本県福祉人材・研修センター】

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

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

お問い合わせ先

0967-22-8609



交替制あり
①5:00～14:00
②8:00～17:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市三久保47-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:74人 月給制　:月額170,000円～250,000円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090-  393631 就業場所:阿蘇市三久保47番地1 週休2日制:毎週 経験:不問
１級土木施工管理技士

①8:30～17:30 ２級土木施工管理技士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県福岡市博 保険:雇･労･健･厚
従業員数:240人 月給制　:月額320,000円～400,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 40010-17688931 就業場所:熊本河川国道事務所 その他 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(土
１級土木施工管理技士

①8:30～17:30 ２級土木施工管理技士

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 福岡県福岡市博 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:240人 年俸制　:月額400,000円～500,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 40010-17691231 就業場所:熊本河川国道事務所 その他 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(土

変形（1年単位） １級土木施工管理技士

①8:00～17:00 ２級土木施工管理技士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:65歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090-  425931 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

①9:00～18:00

求人:５人
年齢:64歳以下

宮崎県宮崎市橘 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 月給制　:月額213,920円～320,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 45010- 6569331 就業場所:原則、在宅勤務 週休2日制:毎週 経験:1年以上経験者

①9:00～18:00

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 宮崎県宮崎市橘 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:2人 月給制　:月額197,280円～320,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 45010- 6571031 就業場所:原則、在宅勤務 週休2日制:毎週 経験:1年以上経験

看護師
①8:15～17:15 准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額181,500円～299,500円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090-  448731 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間

フルタイム

看護師 (株)ワンバイワン

ネットワーク

エンジニア（契）

(株)リモワ

土木技術者

雇用期間の定めなし

(株)

ファインテクノ

九州支社

乳製品製造・菓子

製造に関する作業

雇用期間の定めなし

(有)阿部牧場

雇用期間の定めなし

(株)リモワ

雇用期間の定めなし

(株)高梢

プログラマー

／熊本営業所

土木技術者 (株)

ファインテクノ

九州支社

土木施工管理技士

資格経験

資格:不問

資格:不問

資格:不問

牛乳・乳製品の製造に関わる作業、包装
箱詰めなどがあります。製造時の温度
管理や使用した機器の洗浄など。
菓子の製造に関わる生地形成や焼き作業
包装、箱詰めなどがあります。

・発注者支援業務
・行政事務補助業務
・現場技術業務
・施工管理業務
・土木設計
＊業務エリア：熊本県内

・発注者支援業務
・行政事務補助業務
・現場技術業務
・施工管理業務
・土木設計
＊業務エリア：熊本県内

＊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

・在宅業務を推奨しております。
・ﾘﾓｰﾄﾜｰｸ可能なｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｿﾌﾄｳｪｱの開発
（企業/官公庁等）・ｼｽﾃﾑは業務系のｱﾌﾟﾘ
ｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑもしくはWEBﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです

・業務における調整や打ち合わせは、
原則、ﾘﾓｰﾄﾂｰﾙにて実施しております。

・在宅業務推奨・ﾘﾓｰﾄﾜｰｸ可能なICT
ﾈｯﾄﾜｰｸの設計/構築を行うお仕事です。

・ネットワーク構築も行います。
・一部ｹﾞｰﾑｻｰﾊﾞｰのネットワーク構築
・業務における調整や打ち合わせは、
原則ﾘﾓｰﾄﾂｰﾙにて実施しております。

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ阿蘇ふれあい）通所介護での
看護業務一般（ﾊﾞｲﾀﾙやお薬の確認等）
看護業務に合わせて、通所介護で必要
となる記録等の事務作業や介護業務、
送迎業務も兼務してもらいます。

※送迎等、難しい場合はご相談ください。

・血圧測定・体重測定
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:30～17:00 准看護師
②8:30～13:00

求人:１人 ③18:00～8:30 上記のいずれか
年齢:18歳～65歳

阿蘇市内牧115 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額159,000円～243,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  395131 就業場所:阿蘇市内牧115 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:00～17:30
②9:30～18:30

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090-  399531 就業場所:南阿蘇村河陽/阿蘇市赤水 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:30～17:00
②16:30～9:00

求人:３人
年齢:18歳～64歳

阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:263人 月給制　:月額197,000円～292,007円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  416631 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8:00～17:30
②9:30～18:30

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090-  400031 就業場所:南阿蘇村河陽/阿蘇市赤水 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090-  401831 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8:00～17:00
②8:30～17:30

求人:１人 ③9:00～18:00
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-  408931 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8:30～17:00
②16:30～9:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳

阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:263人 月給制　:月額178,000円～249,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  413431 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8:30～17:00
②16:30～9:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳

阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:263人 月給制　:月額167,000円～238,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  414731 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:その他 経験:不問

雇用期間の定めなし

(医)高森会

雇用期間の定めなし

(医)高森会

准看護師（阿蘇

やまなみ病院）

雇用期間の定めなし

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

准看護師（阿蘇

グリーンヒル）

雇用期間の定めなし

(福)順和会　特別

養護老人ホーム

陽ノ丘荘

准看護師

（福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)順和会　特別

養護老人ホーム

陽ノ丘荘

准看護師

雇用期間の定めなし

(医)高森会

准看護師

雇用期間の定めなし

(福)順和会　特別

養護老人ホーム

陽ノ丘荘

看護師（阿蘇

やまなみ病院）

雇用期間の定めなし

(医社)問端会

問端内科

正看護師

看護師（正又は

准看護師）

・血圧測定・体重測定
・採血・医師の指導のもとの注射
・電気治療介助・食事介助
・入浴介助・看護日誌
そのほか看護業務における業務全般

（当直は１週間に１～２回程度）

＊特別養護老人ホームの利用者に対する
看護業務全般。

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

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

＊特別養護老人ホームの利用者に対する
看護業務全般。

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

＊デイサービスの利用者に対する
看護介護業務全般。

・利用者の状態観察・利用者の健康管理
・機能訓練・入浴介助
・食事介助
・看護や看護記録

＊特養入所者様、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用者様の
健康管理機能訓練、食事介助、入浴・
着替えの介助、排泄介助

＊宿直 月２回程あり
（就学前児童免除あり）

＊施設における（療養棟）看護職に
従事していただきます。

・夜勤は月に５回程度で３名体制です。
・利用者の身体管理
・健康観察・内服処理・医療措置

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

＊リハビリを中心としたデイサービス。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

理学療法士
①8:30～17:30 作業療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:19人 月給制　:月額240,000円～280,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090-  442131 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(業

歯科衛生士
①9:00～18:00
②9:00～13:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-  489731 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 週休2日制:その他 経験:不問
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 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-  493831 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

①9:30～18:00
②9:30～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧1076-13 保険:雇･労･健
従業員数:5人 月給制　:月額180,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  407631 就業場所:阿蘇市内牧1076-13 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(歯
変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問

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233,500円～233,500円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  532831 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

介護支援専門員
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町中通220-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額170,000円～185,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  387131 就業場所:阿蘇市一の宮町中通220-3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(未
社会福祉士あれば尚可

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-  423331 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

介護老人保健施設

ﾘﾊｾﾝﾀｰひばり

雇用期間の定めなし

(株)結縁

支援相談員

（福祉施設）

介護支援専門員兼

介護士

(有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい

介護支援専門員

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

そのだ歯科医院

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

(医社)健優会

たかもり歯科医院

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

(医社)健優会

きよら歯科医院

理学/作業療法士

/リハビリ職員

(株)BEST REVE

リハビリ特化型

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ リスタ

＊リハビリを中心としたデイサービス。
送迎業務、体操指導、書類作成、
デイサービス内でのリハビリ業務等に
従事していただきます。

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

＊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
＊ＰＭＴＣ・患者さんの歯石除去や
フッ素処理やクリーニング等

＊ドクターのサポート及び治療補助
＊患者様の歯磨きの指導等の実施
＊患者様の歯石除去やフッ素塗布及び
クリーニング等

（特定施設入居者生活介護つどい）
＊ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ介護ｽﾀｯﾌとの連携
・病院との連絡、連携、入退院相談
・相談業務・入居の際の契約相談
・身体介護（食事、介助、排泄介助）
・生活援助・レクリエーション など

＊居宅介護支援事業所における
居宅介護に必要な支援業務。

・介護保険業務手続き代行
・ケアプラン作成
・介護給付費の管理（給付管理）
・ご家族様との相談業務等

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

＊ショートステイご利用者様の送迎。
＊介護業務
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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 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地2400 保険:雇･労･健･厚
従業員数:23人 月給制　:月額163,200円～192,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  459931 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2400 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(同
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
従業員数:68人 月給制　:月額160,000円～175,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  466931 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:その他 経験:総務/経理経験
変形（1年単位） パソコンの操作が可能な方

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-  396031 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松3290-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-  398231 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松3290-1 週休2日制:その他 経験:不問
ﾄﾞｸﾀｰｽﾞｸﾗｰｸ

①8:00～17:00 医療事務資格
診療報酬請求事務能力認定試験

求人:１人 (医科・歯科）あれば尚可

年齢:63歳以下

福岡県福岡市博 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2,400人 月給制　:月額220,000円～220,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

無期雇用派遣労働 40010-18449831 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1743 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(医

メディカルクラーク
①8:30～17:15 または同等の資格

あれば尚可
求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市中央区花畑町1-7　ＭＹ熊本ビル5Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:88,000 月給制　:月額144,690円～147,870円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010- 9362031 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） エクセル・ワードその他

①8:00～16:00 PCの基本操作

②9:00～17:00 （専用ソフトへの入力）

求人:１人 ③14:00～22:00
年齢:44歳以下 普通自動車免許あれば尚可

阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:31人 時給制　:月額151,200円～235,200円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  485831 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 週休2日制:その他 経験:不問

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

経理及び事務

雇用期間の定めなし

(株)夢龍胆

医療事務／阿蘇

医療センター

雇用期間の定めなし

(株)ニチイ学館

熊本支店

医療事務（医師

事務作業補助）

雇用期間の定めなし

(株)

エヌジェーシー

福岡支社

神職補助業務

雇用期間の定めなし

(宗)

阿蘇白水龍神權現

事務兼巫女業務

雇用期間の定めなし

(宗)

阿蘇白水龍神權現

雇用期間の定めなし

阿蘇ハイランド

開発(株)

雇用期間の定めなし

(株)春山商会

一般事務

（総務、経理）

一般事務

資格:不問

・資材の受け入れ・日報の整理・出荷
伝票の整理請求とデーター入力作業

・産業廃棄物の受け入れ・伝票整理・
データー入力及び請求作業

・電話や来客者の対応
＊業務については基本から指導します。

・現金の集計・売上計算、日報作成
・庶務、労務に関する業務
・電話・来客者の対応及び接客
・金融機関、郵便局等への外出
（社用車使用）
・その他付随する業務

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

・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

・文書作成代行（診断書・紹介状など）
・外来、病棟等での各種データ入力
・その他、医師の指示事項
＋リーダー業務
・業務指導／取りまとめ／病院との
やりとり・スタッフ管理 など

・患者対応・診療料金計算
・コンピュータ入力・電話対応 等
※未経験、無資格の方もご応募ください。

OJT制度・研修制度があり、ﾆﾁｲの先輩
達も多数いるので安心してお仕事でき
ます。

＊経理、事務業務全般
・未収金、売掛金の管理・プラン作成
・請求業務・ﾁｪｯｸｲﾝ、ｱｳﾄ時の受付
・パソコンによる入力
・チェックアウト時の精算業務
・予約管理及び顧客管理・電話応対

ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟASOMOのｻｲﾄ管理・企画運営
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市西湯浦1451-11 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:30人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:土日祝 学歴:不問
正社員以外 43090-  382431 就業場所:阿蘇市小里656-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(オ

変形（1ヶ月単位） PC　入力程度
①8:30～17:00
②8:30～12:00 普通自動車免許

求人:５人 AT限定可
年齢:35歳以下 (配属先によりMT)

阿蘇市一の宮町宮地387-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:457人 月給制　:月額148,980円～182,580円 休日:日祝 学歴:大学以上

正社員 43090-  548031 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地387-5 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②12:00～22:00

求人:２人 ③7:00～22:00
年齢:44歳以下

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

正社員 43090-  433931 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:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労･健･厚
従業員数:294人 時給制　:月額156,267円～173,630円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090-  474931 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1985-2 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1440-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:24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-  503331 就業場所:阿蘇市黒川1440-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(レ

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 阿蘇市黒川1440-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:24人 月給制　:月額160,000円～220,000円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-  504631 就業場所:阿蘇市黒川1440-1 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①9:00～17:15
②9:00～18:00

求人:２人 ③9:00～18:30
年齢:59歳以下

熊本市北区貢町571番地15　フードパル内 保険:雇･労･健･厚
従業員数:480人 月給制　:月額209,100円～239,100円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010- 9373531 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野980 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）

雇用期間の定めなし

(株)杉養蜂園

販売(レジ）業務

【契約社員】

NPO法人 ASO

田園空間博物館

蜂蜜等の

販売スタッフ

販売（レジ）

業務

雇用期間の定めなし

NPO法人 ASO

田園空間博物館

販売職（一の宮店

鮮魚部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや

雇用期間の定めなし

阿蘇農業協同組合

売店係（ホテル）

ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ企画・

運営・管理業務

一般(財)

阿蘇テレワーク

センター

総合職《令和６年

４月１日採用》

資格:不問

資格:不問

資格:不問

ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟASOMOのｻｲﾄ管理・企画運営
阿蘇市ふるさと納税サイト管理・企画運営
・新規店舗の掘り起こし→登録
・商品の掘り起こし→登録
・登録に伴う、写真撮影、ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ等々
・発送に伴う集荷および梱包作業

○金融：貯金貸付等の事務
○共済：総合生活保障に関する推進事業
○購買：物資の供給及び事務等、他
○指導・販売事業：農産物の販売、他
○利用事業：カントリー集荷、選果場他
○特殊事業：オリジナル商品開発事業他

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・商品の補充及び陳列・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、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。
＊未経験者の方のご応募も歓迎します。

＊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/陳列、陳列棚の清掃等

＊土、日、祝日勤務可能な方希望

＊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。
主に店内の接客業務、レジ業務
他に商品の補充/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

（阿蘇みつばち牧場店）
・店頭での試食、試飲のサービス
・店頭で蜂蜜の接客販売
・レジ打ちと商品受け渡し
・売上集計、帳簿記帳 など
＊販売ノルマはありません。

（りらっくまの湯・黒川温泉）
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①9:00～18:00
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･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- 7178031 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

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市南区近見1丁目4-10　吉田ビル2Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:50人 時給制　:月額222,560円～231,120円 休日:他 学歴:高校以上
有期雇用派遣労働 43010- 9906531 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2406-1 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:45～18:00
②10:45～20:00

求人:１人 ③12:00～21:15 普通自動車免許
年齢:35歳以下 AT限定可

新潟県新潟市南区清水4501番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11,465 月給制　:月額182,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 2146931 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 普通自動車免許
年齢:35歳以下 AT限定可

新潟県新潟市南区清水4501番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11,465 月給制　:月額182,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 2148031 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 普通自動車免許
年齢:35歳以下 AT限定可

新潟県新潟市南区清水4501番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11,465 月給制　:月額182,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 2149831 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
変形（1ヶ月単位）

①8:45～18:00
②10:45～20:00

求人:１人 ③12:00～21:15 普通自動車免許
年齢:35歳以下 AT限定可

新潟県新潟市南区清水4501番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11,465 月給制　:月額182,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070- 2143731 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） 介護職員初任者研修
①7:00～16:00 修了者あれば尚可
②8:30～17:30

求人:１人 ③9:30～18:30
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

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

正社員 44040- 1102031 就業場所:阿蘇郡小国町北里1908-1 週休2日制:毎週 経験:施設介護経験

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）
施設介護員

(ホームヘルパー)

雇用期間の定めなし

(同)ネオ

雇用期間の定めなし

(株)コメリ

販売･店舗運営職

（ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ社員）

雇用期間の定めなし

(株)コメリ

販売･店舗運営職

（ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ社員）

雇用期間の定めなし

(株)コメリ

販売･店舗運営職

（ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ社員）

雇用期間の定めなし

(株)コメリ

ドコモショップ

スタッフ

(株)グッド

コミュニケーション

9:30～19:00の

間の8時間

キャラクター

グッズ販売

(株)

寺子屋　西日本

販売･店舗運営職

（ﾘｰｼﾞｮﾅﾙ社員）

資格:不問

資格:不問

（りらっくまの湯・黒川温泉）
黒川温泉地リラックマグッズ専門店
「リラックマ×温泉」をコンセプトとし
タオル類やキーホルダー、和小物などを
取り扱っています。
接客や販売、在庫管理をお願いします。

・プラン変更対応等の業務
＊未経験者歓迎＊研修制度あり
＊正社員雇用制度あり
＊初めは簡単なお仕事からのスタート
★出張面接可能！
＊２回目の面接は店舗にて行います。

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、店長代行業務等を通じ知識と
技術を習得して頂きます。経験のない方
でも商品知識勉強会や店長候補研修、
各種研修、資格取得支援等でｽｷﾙｱｯﾌﾟの
機会を設けています。

ケアホーム ネオ
○有料老人ホームにおける介護業務全般
・食事、排せつ、入浴介助等の介護業務
・夜勤は、月４～６回程度
＊資格取得制度あり

（デイサービス阿蘇ふれあい）

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、店長代行業務等を通じ知識と
技術を習得して頂きます。経験のない方
でも商品知識勉強会や店長候補研修、
各種研修、資格取得支援等でｽｷﾙｱｯﾌﾟの
機会を設けています。

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、店長代行業務等を通じ知識と
技術を習得して頂きます。経験のない方
でも商品知識勉強会や店長候補研修、
各種研修、資格取得支援等でｽｷﾙｱｯﾌﾟの
機会を設けています。

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、店長代行業務等を通じ知識と
技術を習得して頂きます。経験のない方
でも商品知識勉強会や店長候補研修、
各種研修、資格取得支援等でｽｷﾙｱｯﾌﾟの
機会を設けています。
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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 介護福祉士
①8:15～17:15

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額162,500円～284,500円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090-  444831 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:15～17:15

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額152,500円～274,500円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090-  446531 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①7:00～16:30 あれば尚可
②8:00～17:30

求人:１人 ③9:00～19:00
年齢:18歳～59歳

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

正社員 43090-  397831 就業場所:南阿蘇村河陽/阿蘇市赤水 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①7:00～16:30 あれば尚可
②8:30～18:00

求人:１人 ③10:30～20:00
年齢:18歳～59歳

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

正社員 43090-  404431 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00
②16:30～9:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳

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

正社員 43090-  417931 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①8:30～17:00
②16:30～9:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳

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

正社員 43090-  418131 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:263人 日給制　:月額143,600円～143,600円 休日:土日祝 学歴:不問
正社員以外 43090-  421431 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:毎週 経験:不問

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-  491131 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

歯科助手

雇用期間の定めなし

(医社)健優会

たかもり歯科医院

介護職（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

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

介護職（阿蘇

やまなみ病院）

雇用期間の定めなし

(医)高森会

介護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)順和会　特別

養護老人ホーム

陽ノ丘荘

介護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)順和会　特別

養護老人ホーム

陽ノ丘荘

介護職

【有資格者】

(株)ワンバイワン

介護職 (株)ワンバイワン

資格:不問

資格:不問

資格:不問

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

・利用者の送迎・通所介護計画書等の
書類作成の指導＊資格取得応援します。

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

・利用者の送迎・通所介護計画書等の
書類作成の指導＊資格取得応援します。

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
＊特別養護老人ホーム利用者に対する
身の回りのお世話及び介護業務全般。

・入浴介助・洗濯物の仕分け
・食事介助・お食事の配膳及び下膳
・排泄介助等・介護記録記載

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

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

・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

・レクレーション補助/ケアプラン作成等
＊夜勤は月４回程度あります。

＊生活全般についての支援・援助
・入浴（衣服の脱着・洗身・洗髪）
・食事（セッティング・介助・後片づけ）
・排泄（トイレ誘導・オムツ交換等）
・老人介護や認知症介護
・環境整備・レクレーション補助

＊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
7



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-  492031 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1963-5 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(・

①9:30～18:00
②9:30～13:00

求人:１人
年齢:不問

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

正社員 43090-  405731 就業場所:阿蘇市内牧1076-13 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

求人:２人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090-  518531 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業

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- 9444231 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①6:30～15:30
②8:30～17:30

求人:１人 ③9:30～18:30
年齢:59歳以下

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

正社員 43090-  402231 就業場所:南阿蘇村河陽/阿蘇市赤水 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00
②12:00～20:00

求人:２人
年齢:64歳以下

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

正社員 43090-  438531 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～10:30
②17:00～21:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:31人 時給制　:月額151,200円～235,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  482931 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 保険:雇･労･健･厚
従業員数:55人 月給制　:月額180,000円～210,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  496431 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 週休2日制:その他 経験:不問

調理補助業務

雇用期間の定めなし

湯峡の響き 優彩

（(株)瀬の本

     観光ホテル）
5:00～21:00の

間の7時間以上

調理補助（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)夢龍胆

資格:不問

調理

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

調理職員

雇用期間の定めなし

(福)順和会　特別

養護老人ホーム

陽ノ丘荘

資格:不問

学校給食調理

業務

雇用期間の定めなし

九州綜合サービス

(株)

調理係（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
6:00～21:00の

間の8時間

歯科助手

雇用期間の定めなし

そのだ歯科医院

受付事務

（歯科医院）

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

資格:不問

資格:不問

資格:不問

資格:不問

＊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。

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

＊料理の下ごしらえ及び調理業務
・精肉を専用機械や包丁を使用して、
それぞれの料理の材料をカット

・魚を刺身用のネタにさばき、寿司造り
他煮付け

・旬の食材を使用して、惣菜などの調理

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

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・調理業務全般・食事の盛り付け
・食器洗浄機での食器洗い
・食器類の準備や片付け
・厨房の清掃業務による衛生管理
・調理業務に関する記録等◆毎食47名分。

＊従業員への食事の調理業務
朝・昼・夕食（１回約100食分程度）

・食器洗い、厨房の清掃等
・その他の調理業務全般
＊ホテルレストランでの調理業務
＊カウンター内での調理/お客様への提供

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

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・お料理の調理業務全般
・食材の洗い、切込み
・盛り付け
・調理器具等の洗い
・調理場内清掃・管理

＊調理長の指導の下での調理
8



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①6:00～10:00
②16:00～20:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:31人 時給制　:月額168,000円～420,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  481631 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(・
変形（1年単位）
①7:00～16:00
②7:30～16:30

求人:３人 ③8:00～17:00
年齢:44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～286,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010- 9301331 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河湯5992-2週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

求人:２人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090-  516831 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①5:00～15:00
②14:00～22:00

求人:２人
年齢:44歳以下

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

正社員 43090-  436831 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市永草1585 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 時給制　:月額156,533円～162,111円 休日:月 学歴:不問

正社員 43090-  383731 就業場所:阿蘇市的石1476ー1（ＪＲ市ノ川 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～22:00

求人:１人
年齢:64歳以下

東京都港区六本 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,046人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 13040-37888431 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(◆
変形（1ヶ月単位） パソコンの基本操作

（エクセル・ワード）

メール等の操作
求人:２人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字立野461-94 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額178,600円～355,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  551731 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野461-94週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①7:00～16:00 文字入力程度
②13:00～22:00

求人:３人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-  507031 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

フロント・接客

雇用期間の定めなし

(有)藤本商事

夫婦露天風呂の宿

藤のや「ふじﾘｿﾞｰﾄ

(株)ｸﾞﾙｰﾌﾟ」 又は6:30～22:00の

間の8時間程度

フロント（旅館

業務全般）

雇用期間の定めなし

(株)

栄輝　阿蘇支店
8:00～21:00の

間の7時間以上

フロントスタッフ

雇用期間の定めなし

(株)マイステイズ・

ホテル・

マネジメント
資格:不問

接客・調理補助

雇用期間の定めなし

(名)あそ路

資格:不問

レストラン

スタッフ

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

レストラン

スタッフ

雇用期間の定めなし

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
7:00～22:00の

間の8時間

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

又は7:00～18:00の

間の8時間程度

資格:不問

調理人（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)夢龍胆

資格:不問

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

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

【未経験者／氷河期歓迎求人】
・テーブルのセッティング
・簡単な盛付け補助・配膳及び下膳
・飲料水の提供・ホールの清掃等
＊入社後、導入研修を２日間実施します
ので初めての方も大歓迎です。

（１）はご宿泊のお客様の朝食及び
団体様の昼食のレストラン業務

（２）ご宿泊のお客様の夕食
（会席料理のみ）のレストラン業務

・配膳の準備・料理、飲み物の提供
・後片付け・ホールの清掃等

飲食店での次の業務：
・店内での接客
・準備、後片付け、清掃等
・食材仕込み、調理補助等
【トライアル雇用併用求人】

亀の井ホテル阿蘇
ﾁｪｯｸｲﾝ、ｱｳﾄをはじめとする接客業務、
電話応対/約受付業務（電話、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）
館内や周辺施設等をご案内するｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ
業務。その他経理業務、発注業務等等の
事務業務もお願いいたします。

・旅館業務全般、旅館の窓口として
チェックイン・アウトの対応

・その他業務として、精算書作成、
貸切風呂の予約管理、電話対応

・予約受付管理
（インターネット受付含む）

（１）朝食に係る準備・給仕・片付け
お客様のお見送り・部屋の点検
館内業務及びフロント業務

（２）夕食に係る準備・給仕・片付け
客室の点検、部屋への案内、説明
配膳及びフロント業務

・ﾁｪｯｸｲﾝによるお客様のお出迎え、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

変形（1ヶ月単位）

①22:00～7:00

求人:３人
年齢:18歳～44歳

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

正社員 43090-  517231 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） パソコンの操作
①7:00～15:00 （専用ソフトへの入力）

②9:00～17:00
求人:１人 ③14:00～22:00
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:31人 時給制　:月額151,200円～235,200円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  484031 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 簡単なパソコン操作
①7:00～16:00 が可能な方
②13:00～22:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 日給制　:月額215,000円～322,500円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  450131 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～20:00

求人:２人
年齢:35歳以下

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

正社員 43090-  430731 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①22:00～8:00

求人:３人
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 日給制　:月額195,200円～195,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  434131 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①14:00～21:00
普通自動車免許

求人:２人 （AT限定不可）
年齢:44歳以下

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

正社員 43090-  435031 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 ワード・エクセル
①8:00～18:00
②9:30～19:30

求人:３人 ③11:00～21:00
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  388031 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(パ
変形（1ヶ月単位）

求人:３人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字立野461-94 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額178,600円～355,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  550431 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野461-94週休2日制:その他 経験:不問

おもてなし係

（旅館業）

雇用期間の定めなし

(株)

栄輝　阿蘇支店
8:00～21:00の

間の7時間以上

フロント係

雇用期間の定めなし

(株)和夢

フロント係

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや

ナイトフロント

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

予約係

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

フロント

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)あらい

（静寂な森の宿

　　　山しのぶ）

フロント

雇用期間の定めなし

(株)夢龍胆

フロント・予約又

はナイトフロント

雇用期間の定めなし

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
又は7:00～22:00の

間の8時間

資格:不問

・ﾁｪｯｸｲﾝによるお客様のお出迎え、受付
・ﾁｪｯｸｱｳﾄによる精算及びお見送り
・お客様滞在のサポート接客
・娯楽設備の提供・電話応対/予約管理
【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】

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

・宿泊予約(ネットを含む)の受付と管理
・接客（宿泊客及び入浴客）
・資料の作成と管理・精算業務
・お客様の送迎（小国ゆうステーション
黒川温泉バス停迄）・館内清掃

・営繕（布団の上げ下げの手伝いもあり）

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

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

【未経験者／就職氷河期世代歓迎】
・夜間においてお客様への対応
・付随する業務として館内の見回り
・施錠確認等の夜警業務・電話応対
＊スタッフ２～３人で対応しています。
＊初心者の方でもｽﾀｯﾌが指導致します。

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

（夢しずく／別邸蘇庵 兼任）
・チェックイン/アウト時のフロント業務
・パソコンでの予約管理・電話応対
・朝食時及び夕食時の配膳の手伝い
＊お客様の「離れ」への移動や駅までの
送迎の為に車を運転する事があります

・旅館における接客業務全般
（お出迎え、客室案内、お食事の配膳）
・客室準備、点検、清掃
・レストランでの配膳 等

・チェックイン後、お部屋へのご案内
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

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215,000円～279,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  449331 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:30～11:30
②17:00～21:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:31人 時給制　:月額151,200円～235,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  483131 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～22:00

求人:５人
年齢:64歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 月給制　:月額280,000円～280,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  432631 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:30
②16:00～23:30

求人:２人
年齢:18歳～59歳

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

正社員以外 43010- 8257431 就業場所:阿蘇市内牧1038-1　 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00
②14:00～23:00

求人:２人
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

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

正社員 43090-  427031 就業場所:阿蘇郡小国町下城4132-4 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①14:30～23:30

求人:１人
年齢:18歳～64歳

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

正社員 43090-  428831 就業場所:阿蘇郡小国町下城4223 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00
②16:30～0:15

求人:３人
年齢:18歳～59歳

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

正社員 43010- 9546331 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
変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許
①15:00～22:00
②13:00～20:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90人 月給制　:月額160,000円～180,000円 休日:月他 学歴:不問

正社員 43090-  437231 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

駐車場係及び

マイクロ運転手

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや

ホール/カウンター

スタッフ

雇用期間の定めなし

河合興産(株)

受付、清掃

（豊後の湯）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

受付、清掃

（吉祥の湯）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや

ホール係

雇用期間の定めなし

(株)富士千

資格:不問

接客係及び清掃

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

接客係（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)夢龍胆

資格:不問

客室係（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)あらい

（静寂な森の宿

　　　山しのぶ）
又は8:30～21:00の

間の8時間程度

資格:不問

・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。

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

【未経験者／就職氷河期世代歓迎】
・お部屋へのご案内/館内施設等のご説明
・お食事、お飲み物の提供/下膳（夕食）
・布団敷き、布団上げ・お部屋の清掃
・お茶セット・アメニティー等の補充
＊午前中は清掃、午後は接客業務。

店内での接客
機械等の保守点検

・日帰り温泉の露天風呂、家族風呂
ご利用の方の受付業務・精算業務

・風呂、脱衣場等の清掃
・使用済みのタオル、バスタオル等を
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ（ひぜんや）へ持って行き、
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ後のﾀｵﾙ等を持って来ます。

・温泉施設（日帰り・宿泊利用客含む）
の受付業務・精算業務

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

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

・お車の駐車場へのご案内
・「吉祥の湯」への送迎
（マイクロバス使用）
・送迎車の点検、洗車及び清掃
・環境整備
駐車場周辺他草刈り及び草取り等

＊ファミリーパーク「あそ☆ビバ」
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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 阿蘇市内牧267番地7 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:67人 月給制　:月額141,000円～141,000円 休日:火他 学歴:不問
正社員以外 43090-  544331 就業場所:阿蘇市内牧261-1 週休2日制:毎週 経験:簡単な修繕

①8:00～17:00

求人:１０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173,600円～217,000円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010- 8855431 就業場所:南阿蘇村長陽・白水・高森町 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１０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173,600円～217,000円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010- 8861531 就業場所:・阿蘇市一の宮町 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり 大型自動車免許
①8:00～17:00 フォークリフト運転技能者

②6:45～15:45 大型特殊自動車免許
求人:１人 ③7:00～16:00 あれば尚可
年齢:59歳以下 普通自動車免許

菊池市大平509 保険:雇･労･健･厚
従業員数:20人 月給制　:月額200,000円～260,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43030- 2181531 就業場所:阿蘇市波野大字小地野油出1662 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり

求人:２人
年齢:59歳以下 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177,000円～229,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  480331 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
変形（1年単位） 1級造園施工管理技士

①8:00～17:00 あれば尚可

求人:１人 ２級造園施工管理技士

年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)
阿蘇郡南阿蘇村大字白川1970-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 日給制　:月額237,000円～288,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  477831 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字白川1970-1 週休2日制:その他 経験:造園/土木経験
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)

阿蘇郡南阿蘇村大字白川1970-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 日給制　:月額195,500円～230,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  478231 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字白川1970-1 週休2日制:その他 経験:不問

F　保安の職業（警備員等）

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

造園土木作業員

雇用期間の定めなし

白川造園工業(株)

（阿蘇事務所）

造園技術者

雇用期間の定めなし

白川造園工業(株)

（阿蘇事務所）

酪農技能員

雇用期間の定めなし

(株)カミチク

ファーム

阿蘇産山農場
5:00～19:00の

間の8時間程度

畑の管理

雇用期間の定めなし

(有)ナカムラ

（養豚農場）

又は7:30～16:30の

間の8時間

電柱工事における

「迂回案内業務」

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

電柱工事における

「迂回案内業務」

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

施設管理

（あそ☆ビバ）

(株)ＡＳＯ

ワークネット 資格:不問

＊ファミリーパーク「あそ☆ビバ」
場内の清掃・除草作業施設・遊具の
メンテナンス等

＊小さい子供を対象とした
バッテリーカー（ゴーカート）の
受付・案内誘導等

◎交通量が少ない場所が多いので初心者
でも安心して仕事が出来ます。

・電柱工事関係車両の周辺で徒歩と
車両への案内や声掛けをお願いします。

◎天候に左右されず、年間を通して安定

◎交通量が少ない場所が多いので初心者
でも安心して仕事が出来ます。

・電柱工事関係車両の周辺で徒歩と
車両への案内や声掛けをお願いします。

◎天候に左右されず、年間を通して安定
した仕事が見込めます。

・畑の管理
・牧草地にて牧草の種まきから収穫まで
・畑で野菜などの種まきから収穫まで

・搾乳業務（パーラー）
・牛の給餌
・牛舎の環境整備
・その他付随する業務

・主な管理は公園内においての植栽作業
及び土木作業や舗装作業

・県道、市道の管理作業
（除草・剪定・写真）
・パソコン操作及び写真管理
：工事現場は熊本市～阿蘇管内が主。

・主な工事は公園内においての植栽作業
及び土木作業や舗装業

・個人庭園の総合管理
・剪定・除草・消毒等
・草刈り機を使用しての仕事もあります。
：工事現場は熊本市～阿蘇管内が主。

・魚（ヤマメ、マス）の養殖管理
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:40歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町草部191 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  535431 就業場所:阿蘇郡高森町草部191 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①8:00～16:45
②20:00～5:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:500人 時給制　:月額180,400円～180,400円 休日:土日他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010- 8454031 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-5 週休2日制:毎週 経験:不問

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250,000円～350,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  455431 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(経

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区出水4丁目14-15 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:120人 時給制　:月額179,520円～195,840円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010- 9205331 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1479 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:20～17:30

求人:２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168,000円～184,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010- 8428631 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1970-1 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位） PCの基本的操作
①8:00～17:00 （試験データの入力/

出力/台帳への記帳等)

求人:１人
年齢:34歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地4671 保険:雇･労･健･厚
従業員数:20人 月給制　:月額160,000円～165,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  500531 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4671 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①6:00～15:00
②8:00～17:00

求人:２人 ③18:30～3:30
年齢:18歳～59歳

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

正社員 43090-  540231 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 週休2日制:その他 経験:不問

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

資格:不問

電子部品の

製造業務

アビリティ(株)

軽作業 (株)

テクノ・ジャパン

製造　検査

（管理者候補）

雇用期間の定めなし

ハイコムウォーター

(株)南阿蘇村工場

生コンクリート

の品質管理業務

雇用期間の定めなし

阿蘇中央生

コンクリート(株)

自動車鈑金・

塗装工(経験者)

雇用期間の定めなし

(有)総合自動車

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

自動車用部品製造

熱処理業務

(株)リフティング

ブレーン
資格:不問

養殖管理

雇用期間の定めなし

(有)かわべ養魚場

資格:不問

資格:不問

・魚（ヤマメ、マス）の養殖管理
餌やり・選別・魚卵のふ化作業など

・出荷作業
取引先（飲食店/宿泊施設）等への配達

・水槽などの清掃作業
・施設（水槽・電気設備等）のﾒﾝﾃﾅﾝｽ

強度/耐久性の向上を図るため焼き入れ
焼きなましの機械に箱に入ったボルトを
セットします。自動操作により機械から
出てきたボルトを箱に入れ、重さをﾁｪｯｸ
し、箱を製品置き場に置きます。
◎立ち仕事になります。

＊小さいキズ・凹み～事故車修理まで
対応してます。

※ｼﾞｸﾞ式修正機、高張力鋼板対応ｽﾎﾟｯﾄ
溶接機/MIG溶接機/ﾌﾟｯｼｭﾌﾟﾙ式熱源付きﾌﾞｰ
ｽ水性塗料（Sikkens）溶剤塗料
（ﾛｯｸﾍﾟｲﾝﾄ）等々、設備完備してます。

電子部品にハンダ付けする作業です。
＊研修制度がありますので、お気軽に
見学希望ください。

製品のはんだ付け作業や電子部品の加工、
組立した部品の樹脂の充填業務。ﾓｸﾓｸ・
ｺﾂｺﾂ作業が得意な方にはﾋﾟｯﾀﾘです。
作業がしやすい環境が整っています。
□重量物はございません！
□安心の研修期間を設けています！

外業（工事現場での作業）：
・生ｺﾝｸﾘｰﾄを採取/品質確認/養生管理
・納入現場での立会試験、その他
内業（工場内試験室での作業）：
・原材料の規格合否確認・採取した試験
体の表面処理/脱枠/清掃/組立 その他

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

＊幼稚園から高校までの制服の縫製及び
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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）
①8:20～17:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4613-14 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1,300人 日給制　:月額148,512円～148,512円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  403531 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4613-14 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

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- 9200831 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ヶ月単位） 二級自動車整備士
①9:30～18:00 三級自動車整備士

あれば尚可
求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市中央区世安2 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:270人 時給制　:月額191,700円～255,600円 休日:火他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010- 8975531 就業場所:阿蘇市西町913-1 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①9:00～18:00

求人:２人
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-  451031 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） 二級自動車整備士
①9:00～18:00 自動車検査員

あれば尚可
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250,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  452831 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
交替制あり
①8:00～16:45
②20:00～5:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:500人 時給制　:月額180,400円～180,400円 休日:土日他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010- 8253031 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-5 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①8:30～17:15

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4429 保険:雇･労･健･厚
従業員数:860人 月給制　:月額198,200円～202,500円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  385631 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4429 週休2日制:その他 経験:不問

資格:不問

未経験ＯＫの

検査スタッフ

雇用期間の定めなし

ｵｰﾃｨｰﾃｨｰ ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ

(株)九州事業部

阿蘇営業所

雇用期間の定めなし

(有)総合自動車

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

自動車用ネジ製造

会社での品質検査

(株)リフティング

ブレーン

雇用期間の定めなし

(有)総合自動車

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

自動車整備士

（経験者）

自動車整備補助

／阿蘇店

(株)野田市電子

人材ｿﾘｭｰｼｮﾝ

事業部

自動車整備士

(未経験者向け)

半導体機械設備

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ作業

(株)

テクノ・ジャパン

ソーイング

スタッフ

雇用期間の定めなし

(有)

阿蘇ソーイング 資格:不問

資格:不問

資格:不問

＊幼稚園から高校までの制服の縫製及び
下手間作業等。

・縫い上げた物の検査
※未経験の方には丁寧に指導いたします

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。

◎車検点検作業補助
ﾀｲﾔ外し・ｵｲﾙ交換・軽度な部品交換等

（無資格でも出来るお仕事です）
◎構内の車異動、洗車◎その他 付帯業務
＊面談後、別日に弊社担当者と一緒に
職場見学可能です

＊軽自動車～中型ﾄﾗｯｸまでの全ﾒｰｶｰ、
車検・点検・修理。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。

【トライアル雇用求人】

＊軽自動車～中型トラックまでの
全メーカー、車検・点検・修理をして
いただきます。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。

ボルトを専用台に数十個広げ、不良品
(サイズ違いや変形品)を見つける作業。
立ち仕事になり、製品が入った箱は
７～１０ｋｇ程度あります。
◎慣れるまでは日勤でのネジの不良品を
見つける研修と実務作業があります。

製品の目視検査。検査結果を入力します。
その他、電話対応やメール対応等。
★各工程班長を中心に現場改善を積極的
に取り組んでおります。
より良い現場づくりの実感を持てるので
やりがいにも繋がります。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位） 中型自動車免許
①8:30～19:30 あれば尚可

求人:１人
年齢:21歳～44歳 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地4507-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:20人 日給制　:月額202,880円～202,880円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  508831 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4507-3 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

玉掛け等あれば尚可
求人:１人 自動車整備士免許者優遇

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-  453231 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
②9:00～18:00

求人:３人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-  379931 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1926 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位） １級土木施工管理技士

①8:00～17:00 ２級土木施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市乙姫1617番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 日給制　:月額223,750円～246,250円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  461531 就業場所:阿蘇市乙姫1617番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） １級土木施工管理技士

①8:00～17:00 ２級土木施工管理技士

２級以上土木管理技士有資格者

求人:１人 あれば尚可
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市乙姫1617番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 日給制　:月額202,500円～225,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  462431 就業場所:阿蘇市乙姫1617番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:65歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090-  426131 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: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-  381531 就業場所:阿蘇市西町744-2 週休2日制:毎週 経験:不問

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

雇用期間の定めなし

五領建設(株)

阿蘇出張所

土木作業員

雇用期間の定めなし

(株)高梢

雇用期間の定めなし

(有)総合自動車

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

送迎、

教習指導員

雇用期間の定めなし

(株)

阿蘇自動車学校

土木作業員

雇用期間の定めなし

(株)松本組

現場管理および

土木作業員

雇用期間の定めなし

(株)松本組

水道/ｶﾞｽ設備/ｽﾀﾝﾄﾞ

ｽﾀｯﾌ/自動車整備

雇用期間の定めなし

(株)古屋産業

又は6:00～22:00の

間の8時間

ロードサービス

隊員

＊教習生の送迎、教習車の燃料補給。
その他、自動車教習所各種業務を経て、
社内研修後教習指導員の審査試験に合格す
ると教習指導員として従事して頂きます。
＊入社後中型免許、普通二輪免許の取得
（但し個人負担、会社補助もあります）

・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
＊研修期間中は、同行による研修を
実施します。

【トライアル雇用求人】

＊水道・ガス設備部門
給排水設備・浄化槽等の施工管理 他

＊ガソリンスタンド業務部門
接客/給油/清掃/車の簡単な整備等 他

＊自動車整備部門
接客、車輌販売・車検・整備等 他

○土木施工管理業務
・現場管理・書類の作成・提出等
○災害復旧のための土木作業
・破損した道路や河川などの造成工事
・土砂の掘削や運搬作業・重機ｵﾍﾟﾚｰﾀｰの
補助/重機が入らない場所の手作業等 他

○災害復旧のための土木作業です。
・破損した道路や河川などの造成工事
・土砂の掘削や運搬作業
・重機オペレーターの補助や重機が
入らない場所の手作業など

・ＪＲ土木工事

＊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

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

○軌道の保線工事
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①8:30～17:00
②22:00～6:30

求人:３人
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

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

正社員 43010-10184031 就業場所:熊本電気鉄道　南阿蘇鉄道 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202,500円～225,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  460231 就業場所:阿蘇郡市/大津町/菊陽町/熊本市近隣の各現場 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員以外 43090-  499631 就業場所:阿蘇郡高森町高森2823-2 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町草部191 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  536731 就業場所:阿蘇郡高森町草部191 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位） 電気系統修理作業
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額166,300円～230,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  509231 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位）

①8:00～12:30
②15:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:31人 時給制　:月額151,200円～235,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  486231 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(修

①18:00～7:00

求人:１人
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:31人 時給制　:月額151,200円～235,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  488431 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(修

ナイトスタッフ

／夜警（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)夢龍胆

資格:不問

営繕・清掃

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)夢龍胆

資格:不問

施設・管理係

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)藤本商事

夫婦露天風呂の宿

藤のや「ふじﾘｿﾞｰﾄ

(株)ｸﾞﾙｰﾌﾟ」

配達業務

雇用期間の定めなし

(有)かわべ養魚場

運搬作業員

雇用期間の定めなし

阿蘇森林組合

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）

軌道工

雇用期間の定めなし

(株)松本組

資格:不問

軌道保線工

雇用期間の定めなし

(株)ブリエ ○軌道の保線工事
＊枕木・レール交換等の作業であり、
体力を要する仕事です。

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
○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。

・２～８ｍの針葉樹及び広葉樹を積み
込み・積み下ろしをする作業です。

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

＊魚（ヤマメ・マス）の配達業務。
・出荷作業後に取引先（飲食店・宿泊
施設）等への配達（高千穂・南小国町
や高森町）

・施設（水槽・電気設備等）のﾒﾝﾃﾅﾝｽ
＊ノルマ等はありません。

・施設管理と清掃業務
・温泉施設の管理、清掃
・施設内設備管理
（電気系統、建物補修）清掃

〇大浴場の集中清掃（日中）
月・木（男性風呂）火・金（女性風呂）

〇外周り清掃〇客室の清掃
・お部屋の清掃・共用部清掃
・廊下・共用トイレ・ロビー
○修繕・補修

〇大浴場の清掃（夜間）
○夜警業務
※夜間のお客様への対応を含みます。

太陽光パネル製造に使われる電子部品の
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:00～17:30

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4429 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:860人 時給制　:月額193,750円～193,750円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  384331 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4429 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①6:30～15:30
②7:00～16:00

求人:２人 ③7:30～16:30
年齢:44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～286,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010- 8873631 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河湯5992-2週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
従業員数:68人 月給制　:月額155,000円～175,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  465631 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人 普通自動車免許
年齢:59歳以下 あれば尚可

阿蘇市三久保47-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:74人 月給制　:月額170,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  386931 就業場所:阿蘇市小里781番地 週休2日制:毎週 経験:不問

看護師
①8:30～17:30 准看護師
②9:00～13:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給1,000円～1,500円 休日:日 学歴:不問
パート労働者 43090-  447431 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

歯科衛生士
①9:00～18:00
②9:00～13:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

パート労働者 43090-  490931 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 週休2日制:その他 経験:不問
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-  498331 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

パート
B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

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

(医社)健優会

きよら歯科医院

歯科衛生士

看護師 (株)ワンバイワン

又は13:00～17:00

の間の3時間程度

歯科衛生士

バラ園管理

雇用期間の定めなし

(有)阿部牧場

コース管理

雇用期間の定めなし

阿蘇ハイランド

開発(株)
6:00～17:00の

間の8時間

ゴルフ場

コースの整備

雇用期間の定めなし

(株)

ドゥ・ヨネザワ

又は6:00～18:00の

間の8時間程度

軽作業＜品出し＞ ｵｰﾃｨｰﾃｨｰ ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ

(株)九州事業部

阿蘇営業所
資格:不問

資格:不問

太陽光パネル製造に使われる電子部品の
品出しをお任せします。
※15kg～20kgの重量物あり。工場のﾗｲﾝへ
供給するために保管されている部品を
専用の台車に乗せて準備致します。
作業はとっても簡単！

コース整備及び整備補助

＊芝・草などコースメンテナンス。
・専用機械、車両等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
・機械整備
＊お客様が快適にプレー出来る様
コース内の整備をします。

ASO MILK FACTORY  はな阿蘇美内に
あるローズガーデンの管理業務です。
１ バラの剪定や消毒作業
２ 宿根草などの草花の管理
３ ガーデン内の芝刈りなどの管理業務

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

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

＊患者さまの送迎、物品買い出し業務等

＊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
＊ＰＭＴＣ・患者さんの歯石除去や
フッ素処理やクリーニング等

・歯科医療のサポート、治療補助
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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

歯科衛生士

求人:１人
年齢:不問

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

パート労働者 43090-  406331 就業場所:阿蘇市内牧1076-13 週休2日制:毎週 経験:不問

普通自動車免許
求人:２人 あれば尚可
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 40010-17253531 就業場所:阿蘇郡内の生徒宅 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～16:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市的石字端辺775番地の32 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:時給1,000円～1,500円 休日:土日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  513931 就業場所:阿蘇市的石字端辺775番地の32 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可

①9:30～18:30
②9:30～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1963-5 保険:雇･労･健･厚
従業員数:58人 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-  497731 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-  549831 就業場所:阿蘇市黒川1178 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～16:30
②8:30～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給870円～880円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  467131 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:総務/経理経験

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目29-20 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:1,337人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010- 8129631 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1871―5 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(銀

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

銀行店頭業務／

宮地支店

(株)熊本銀行

一般事務

（総務、経理）

阿蘇ハイランド

開発(株)

又は8:00～17:00の

間の7時間程度

電話案内 (社)

阿蘇郡市医師会 資格:不問

受付業務

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

一般事務

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇ファーム

又は8:00～15:00の

間の6時間以上

家庭教師

雇用期間の定めなし

志成教育グループ

(株)
16:00～22:00の

間の2時間程度

雇用期間の定めなし

そのだ歯科医院

9:30～18:00の

間の5時間程度

歯科衛生士

資格:不問

資格:不問

・歯科医療のサポート、治療補助
・健康指導
患者さんの歯磨きの指導等

・予防処置
患者さんの歯石除去、フッ素塗布、
クリーニング等

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

・来客・電話対応
・給与・会計データ入力
・書類作成・ファイリング
・金融機関への外出
・小口現金の管理

＊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

・現金の集計・売上計算、日報作成
・庶務、労務に関する業務
・電話・来客者の対応及び接客
・金融機関、郵便局等への外出
（社用車使用）
・その他付随する業務

・営業店後方での伝票の仕訳、集計や
端末機操作による事務処理

・営業店窓口での預金受入、支払、
振込、税金払込等の事務処理

・ロビー案内

＊インターネットショッピングの集荷・
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:00～17:00
②9:00～16:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市西湯浦1451-11 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:30人 時給制　:時給900円～1,500円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  392331 就業場所:阿蘇市小里656-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目29-20 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:1,337人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010- 8753931 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1784-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(銀

①9:00～15:30
②9:30～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目29-20 保険:労
(４か月以上) 従業員数:1,337人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010- 8754131 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1784-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(銀

交替制あり
①9:00～12:00
②18:00～21:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:労
従業員数:294人 時給制　:時給860円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  534531 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～11:00
②12:00～16:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:294人 時給制　:時給860円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  515031 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1985-2 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～11:00
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860円～880円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  475131 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
①12:00～16:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:294人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  439431 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

販売職（一の宮店

フロア係）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は7:00～20:00の

間の4時間程度

資格:不問

販売職（内牧店

青果部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は7:00～17:00の

間の4時間程度

販売職（一の宮店

精肉部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は7:00～15:00の

間の4時間程度

資格:不問

販売職（内牧店

レジ係／交替制）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は9:00～21:00の

間の3時間程度

資格:不問

銀行店頭業務／

小国支店

(株)熊本銀行

資格:不問

銀行店頭業務／

小国支店

(株)熊本銀行

資格:不問

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

集荷・発送業務 一般(財)

阿蘇テレワーク

センター
又は9:00～17:00の

間の4時間程度

資格:不問

＊インターネットショッピングの集荷・
発送業務全般

・社用車を使用しての阿蘇市管内の集荷
業務

・集荷してきた商品の発送・梱包作業
・発送に伴う伝票作成等

・営業店後方での伝票の仕訳、集計や
端末機操作による事務処理

・営業店窓口での預金受入、支払、
振込、税金払込等の事務処理

・ロビー案内

・営業店後方での伝票の仕訳、集計や
端末機操作による事務処理

・営業店窓口での預金受入、支払、
振込、税金払込等の事務処理

・ロビー案内

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

－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。

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

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

・ギフト商品の包装・レジ係の補助
※立ち仕事になります

スーパーの精肉部門
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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
①12:00～16:00
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:294人 時給制　:時給860円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  440631 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:00～12:00

求人:３人
年齢:65歳以上

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:294人 時給制　:時給860円～880円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  411231 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり

求人:２人
年齢:65歳以上

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:294人 時給制　:時給860円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  412531 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

大分県竹田市大字拝田原201番地2 保険:雇･労
従業員数:34人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44080-  666431 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1851 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①9:45～13:15
②9:45～19:15

求人:１人 ③13:00～19:15
年齢:59歳以下

阿蘇市蔵原820-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:23,355 時給制　:時給1,070円～1,240円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  424631 就業場所:阿蘇市蔵原820-1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市黒川1440-1 保険:雇･労
従業員数:24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-  506131 就業場所:阿蘇市黒川1440-1 週休2日制:毎週 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: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- 6509931 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

①9:00～17:15
②9:00～18:00

求人:１人 ③9:00～18:30
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区貢町571番地15　フードパル内 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:480人 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43010- 9375731 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野980 週休2日制:毎週 経験:不問

蜂蜜等の

販売スタッフ

(株)杉養蜂園

資格:不問

土産物販売 (株)

寺子屋　西日本 資格:不問

販売（レジ）

業務

雇用期間の定めなし

NPO法人 ASO

田園空間博物館
9:00～18:00の

間の5時間程度

資格:不問

店内スタッフ

雇用期間の定めなし

ファッションセン

ターしまむら

阿蘇店

資格:不問

販売店員

雇用期間の定めなし

(有)ウィル

8:00～17:00の

間の4時間

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

9:00～21:00の

間の4時間程度

販売職（内牧店

青果部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は7:00～18:00の

間の4時間程度

資格:不問

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

資格:不問

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。

－商品づくり、仕入商品のカットや
小分け・パック詰め・ラベル貼

－商品販売、商品陳列・接客・鮮度確認
－清掃業務、作業場の清掃、店舗の清掃
※立ち仕事になります
【高年齢者専用求人】

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

（百円ショップ・楽百市／熊本フレイン
小国店）

＊商品の販売に関する業務
・商品の発注
・整理
・補充 等

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

観光地・黒川温泉地にあるおせんべいの
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。
※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。
主に店内の接客業務、レジ業務
他に商品の補充/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

＊商品の入荷／検品作業
＊商品の陳列／変更、商品と売場の整理
売場管理

＊お客様への接客、レジでの販売
＊店内外の清掃

＊セルフガソリンスタンドで
20



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

危険物取扱者（乙種）

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1926 保険:雇･労
従業員数:24人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  378631 就業場所:阿蘇市西町907-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①8:00～16:00
②10:45～19:15

求人:１人
年齢:59歳以下

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2210 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:6,700人 時給制　:時給880円～930円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  545631 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2210 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(接

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: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- 6503231 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

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-  530131 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

介護職員初任者研修修了者

普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:64歳以下

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

パート労働者 44040- 1094331 就業場所:阿蘇郡小国町北里1908-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～16:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給853円～1,000円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090-  445231 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:50

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:263人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  415331 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:毎週 経験:不問

介護職 (株)ワンバイワン

入浴介助員（阿蘇

グリーンヒル）

(医)高森会

資格:不問

雇用期間の定めなし

(同)ネオ

8:00～18:00の

間の3時間以上

介護職（小規模多

機能型居宅介護）

(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

施設介護員

(ホームヘルパー)

キャラクター

グッズ販売

(株)

寺子屋　西日本 資格:不問

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

商品販売 ホームプラザ

ナフコ高森店

又は8:00～19:15の

間の4時間程度

資格:不問

ガソリンスタンド

スタッフ

雇用期間の定めなし

(株)古屋産業

7:00～22:00の

間の5時間程度

＊セルフガソリンスタンドで
・お客様が安全に給油できているか監視
・給油方法等の説明・危険物乙４種の
有資格者は給油許可ボタンの操作

・その他店内業務、掃除、機械ﾒﾝﾃﾅﾝｽ等

＊ホームセンター
・商品の販売／管理／補充 等
・レジ業務

観光地・黒川温泉地にあるリラックマ
グッズ専門店。「リラックマ×温泉」を
コンセプトとしタオル類やキーホルダー
和小物などを取り扱っています。接客や
販売をお願いします。難しい作業はあり
ません。お気軽にお問い合わせください。

・身体介護（食事、入浴、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
＊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）
・主に食事・入浴・排泄介助
・理学療法士と連携して、午前・午後の
集団体操、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを行います。

・利用者の送迎
・通所介護計画書等の書類作成の指導

○有料老人ホームにおける介護業務全般
を行って頂きます

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

＊入所者様の入浴介助が主になりますが
身の回りのお世話（食事、排泄、移動
介助）もあります。

・１日に介護員５名で約30－40名を担当
・洗濯物の管理

・認知症病棟における生活支援
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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

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･健･厚
(４か月未満) 従業員数:263人 時給制　:時給1,200円～1,200円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  419031 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:263人 時給制　:時給910円～910円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  420531 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地115-1 週休2日制:毎週 経験:不問

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-  495531 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

①9:30～14:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給900円～1,200円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  526531 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  469831 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:1,000人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010- 9433131 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
①6:00～12:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区武蔵ケ丘1丁目15-15　2階 保険:労
(４か月以上) 従業員数:33人 時給制　:時給860円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010- 8689331 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～15:00

求人:２人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43030- 2300531 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4454-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調

介護職（阿蘇

やまなみ病院）

(医)高森会

又は9:00～15:00の

間の3時間程度

調理員

雇用期間の定めなし

(株)東臣

又は9:00～15:00の

間の4時間程度

資格:不問

調理パート 九州パートナー

フーズ　(株)

又は12:30～19:00

の間の6時間程度

資格:不問

学校給食調理業務 九州綜合サービス

(株)

又は8:00～17:00の

間の5時間程度

資格:不問

温泉清掃 阿蘇ハイランド

開発(株)
9:00～1:00の間

の7時間程度

資格:不問

温泉清掃

（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

歯科助手

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

介護福祉士（阿蘇

グリーンヒル）

(医)高森会

資格:不問

＊施設内の温泉『湯ら癒ら』において
清掃を行う仕事です。

・個室風呂の清掃
・その他、付随する業務

・塩素系洗剤を使用してﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼで磨き
高圧洗浄機(重さ:７Kg前後)で洗い流す。
その後、温泉を溜めて温度調節。

※経験にも選りますが、５時間程度で
約５～６ヵ所の清掃を行います。

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

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

＊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

阿蘇市阿蘇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

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

◎希望休制度有

（東京応化阿蘇工場 社員食堂）
・栄養士の献立に基づいた調理や配膳
（昼食85～100食程度を２～４名で対応）
・食器洗浄、厨房清掃等
・その他、上記に付随する業務
※難しい調理はありません

・調理・食材下処理、切込み
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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
①5:30～8:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 東京都中央区築地五丁目5番12号　浜離宮建設プラザ5階 保険:労
(４か月以上) 従業員数:11,288 時給制　:時給1,100円～1,200円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 13010-23867431 就業場所:阿蘇市内牧1105-1 週休2日制:毎週 経験:必須(厨房内で

調理師あれば尚可
①9:00～14:30 専門調理師・調理

技能士あれば尚可
求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区辛島町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:49,976 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010- 7823131 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(病

①6:30～10:30
②15:00～20:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧145-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:30人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  538631 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①6:30～15:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

パート労働者 43090-  511331 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①5:30～10:30
②7:00～12:00

求人:２人 ③9:00～14:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給1,000円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  523031 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(精

交替制あり
①5:00～10:00
②14:00～19:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 保険:雇･労
従業員数:55人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  494231 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 週休2日制:毎週 経験:不問
調理師あれば尚可

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

熊本市東区新生2丁目23-18 保険:雇･労･健･厚
従業員数:85人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:月金他 学歴:不問

パート労働者 43010- 8020231 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河湯5992-2週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調

①10:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市赤水1815-1 保険:雇･労
従業員数:298人 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  512631 就業場所:阿蘇市赤水1815-1 週休2日制:毎週 経験:不問

調理補助

（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
又は5:30～20:30の

間の2時間以上

資格:不問

洗い場係

雇用期間の定めなし

(株)あつまるﾎｰﾙﾃﾞｨ

ﾝｸﾞｽ　阿蘇ｺﾞﾙﾌ場事

業部あつまる阿蘇赤

水ｺﾞﾙﾌ倶楽部

資格:不問

調理補助

雇用期間の定めなし

(株)

ドゥ・ヨネザワ
7:00～16:00の

間の4時間程度

調理補助

雇用期間の定めなし

湯峡の響き 優彩

（(株)瀬の本

     観光ホテル）

資格:不問

調理補助

雇用期間の定めなし

(有)藤本商事

夫婦露天風呂の宿

藤のや「ふじﾘｿﾞｰﾄ

(株)ｸﾞﾙｰﾌﾟ」

調理員 日清医療食品

(株)南九州支店

朝食／夕食

調理補助

(資)蘇山郷

資格:不問

調理スタッフ コンパスグループ

・ジャパン(株)

又は8:00～18:30の

間の2時間以上

資格:不問

阿蘇医療センター内レストラン
料理のチカラで医療・福祉を支える
お仕事です。
病院内レストランでの調理業務全般
調理・盛りつけ・配膳・洗浄等

・調理・食材下処理、切込み
・盛り付け ・配膳、下膳・洗浄
・厨房内清潔活動
（清掃、ごみ捨て、附帯する業務一切）
・衛生管理
・専用帳票への記載など

・朝/夕食の調理に係る準備や下ごしらえ
・盛り付け等の簡単な調理補助
・食事後の食器洗浄や後始末

・お客様の朝食、夕食盛付補助
・従業員のまかない食業務
・調理器具の片付け

・食材の洗い
・野菜の切り込み、簡単な盛り付け
・バイキングの対面調理
（オープンキッチンでの調理、接客）
・料理の差し替え
・調理道具、食器等の洗浄・厨房内清掃

食材の洗い・切込み
盛り付け
料理器具等の清掃
調理場内整理整頓と清掃

・ゴルフ場レストランで簡単な調理や
洗い場等の厨房内の業務

・レストランでの、主に洗い場
（食器・調理器具などの洗浄）
・厨房の洗い場作業（食器洗浄機使用）
・繁忙時、下膳のお手伝いを願いする
ことがあります。※土日祝日勤務
可能な方のご応募お待ちしています！

・レストラン及び部屋食の準備
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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
②17:00～21:30

求人:５人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 保険:雇･労
従業員数:35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-  389831 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 週休2日制:毎週 経験:不問

①17:00～21:30

求人:１人 普通自動車免許
年齢:不問 あれば尚可

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:労
(４か月以上) 従業員数:200人 時給制　:時給890円～1,200円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  528731 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

①5:00～10:00
②7:00～12:00

求人:２人 ③6:00～14:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給1,000円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  520631 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(接

①17:00～22:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給1,000円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  521931 就業場所:阿蘇市内牧385-1 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-  394931 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

①11:00～15:00
②16:00～20:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市黒川1303番地2 保険:労
従業員数:1人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:月火水木金他 学歴:不問

パート労働者 43090-  380231 就業場所:阿蘇市黒川1303番地2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調
交替制あり

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 東京都港区六本 保険:労
(４か月以上) 従業員数:7,046人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 13040-37847431 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5936 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(◆

①7:00～19:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字白川1810 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 時給制　:時給950円～1,200円 休日:火水他 学歴:大学以上

パート労働者 43090-  552331 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字白川1810 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(ホ

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

ゲストハウス

受付業務

雇用期間の定めなし

Ｌｕｎａ(株)

又は7:00～23:00の

間の7時間程度

資格:不問

フロント (株)マイステイズ・

ホテル・

マネジメント
7:00～22:00の

間の8時間

資格:不問

接客と調理

雇用期間の定めなし

(株)小次郎渕

資格:不問

夕食バイキング

スタッフ

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
又は17:00～22:00

の間の2時間以上

資格:不問

レストラン

ホールスタッフ

東急ﾘｿﾞｰﾂ&ｽﾃｲ(株)

阿蘇東急ゴルフクラ

ブ『阿蘇キャニオン

テラス＆ロッジ』

朝食バイキング

スタッフ

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
又は5:00～14:00の

間の2時間以上

資格:不問

配膳係

雇用期間の定めなし

(株)和夢

資格:不問

・レストラン及び部屋食の準備
（お客様のご宿泊状況によって準備の
変動があります）

・料理、お飲物の提供及び下膳
・レストラン等の後片づけ
＊土、日、祝日のみの勤務も可能です。

ゲストハウスでの受付業務
・宿泊料の生産業務
・清算業務に付随する経理作業
・簡単な清掃業務
・簡単な調理補助業務

＊旅館のフロント業務全般

＊旅館内にあるレストランにて料理・
配膳・接客・皿洗いなどの業務全般。

＊テーブルセッティング/簡単な盛り付け
補助、配膳/下膳、ホールの清掃等。

※入社後、導入研修を実施しますので、
初めての方も大歓迎です。

・接客（食券受付、食事の受渡）
・キッチンにて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

＊注文取り、配膳、接客、片付け、レジ
・肉や野菜のカット、盛り付け、みそ汁
の準備といった簡単な調理

※Ｒ５年３月１日再オープンのスタッフ
※勤務日は土曜、日曜、祝日、ＧＷ等
連休時のみとなります。

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

お客様に快適なホテルライフお届けする
ことを目標にしています。
・レストランのサービススタッフ
・ホール環境設備・清掃

＊宿泊のお客様への朝食の提供
ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ形式の提供となっております。

・お客様へお席のご案内
・提供するお料理の補充
・簡単なパンケーキなどの調理
・食後の後かたづけ
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:00～15:00
②15:00～21:00

求人:３人 ③9:00～17:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給1,000円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  522131 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:30～17:30
②9:00～15:00

求人:２人 ③19:00～23:00
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給1,000円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  527431 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～10:30
②15:00～21:00

求人:２人
年齢:44歳以下

阿蘇市内牧1354 保険:雇･労
従業員数:25人 時給制　:時給1,000円～1,300円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  539931 就業場所:阿蘇市内牧1354 週休2日制:毎週 経験:不問

①5:30～10:00
②7:00～11:30

求人:２人 ③16:00～20:30
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給1,000円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  519431 就業場所:阿蘇市内牧385-1 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-  457331 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

簡単なPC操作や入力等

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

熊本市東区新生2丁目23-18 保険:雇･労･健･厚
従業員数:85人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:月金他 学歴:不問

パート労働者 43010- 9892531 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河湯5992-2週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①8:00～17:00

普通自動車免許
求人:１人 AT限定可
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  463731 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

ゴルフ場

スタート室

阿蘇ハイランド

開発(株)

ゴルフ場内業務

雇用期間の定めなし

(株)

ドゥ・ヨネザワ
7:00～16:00の

間の4時間程度

入園窓口スタッフ (株)阿蘇熊牧場

(阿蘇カドリード

　　　ミニオン)

資格:不問

オープンキッチン

スタッフ（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

接客係

雇用期間の定めなし

(有)親和苑

資格:不問

フロントスタッフ (有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
又は7:00～23:00の

間の2時間以上

資格:不問

予約スタッフ

（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
又は8:00～22:00の

間の2時間以上

資格:不問

＊朝/夕食（ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ形式）のｵｰﾌﾟﾝｷｯﾁﾝ
≪担当場≫
＊ 揚 場＊ 焼き場＊ 鉄板コーナー
＊ オーブン場＊ 寿司・刺身場 など
※入社後に導入研修を実施します。

・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

・ﾌﾛﾝﾄ：受付、電話応対、予約管理等
・ｽﾀｰﾄ室業務：カートの移動や誘導、
バッグの積み下ろしなど

・ｺｰｽ管理：芝刈り、整備や清掃など
・ﾚｽﾄﾗﾝ業務：ホールサービス係、
厨房の調理補助、洗い場など

＊お客様のホールアウト後の業務全般。
・ラウンド終了後の片づけ
・カートでのコース見回り
・カート等の点検
・その他、付随する業務

＊旅館のフロント業務全般
・予約電話等の対応等
・簡単なパソコン入力による業務
＊入社後、導入研修を実施しますので、
初めての方も大歓迎です。

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

・ご宿泊のお客様のお部屋へのご案内
及び館内のご説明

・お食事処の準備/お食事、飲料の提供
・食事後の片づけ及び食器洗い
（食洗機使用）
・布団敷き等
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市蔵原810 保険:労
従業員数:1人 時給制　:時給853円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  543731 就業場所:阿蘇市蔵原810 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
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-  487531 就業場所:阿蘇郡産山村大字山鹿2097-3 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～12:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町草部191 保険:労
従業員数:8人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:火木日 学歴:不問

パート労働者 43090-  537331 就業場所:阿蘇郡高森町草部191 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～9:30
②16:30～17:30 普通自動車免許

求人:１人 AT限定可
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 保険:労
(４か月以上) 従業員数:19人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090-  443031 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(送

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能者
①10:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:40人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  541531 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～10:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 大阪府大阪市住之江区南加賀屋4丁目6-8 保険:労
(４か月以上) 従業員数:70人 時給制　:時給900円～900円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 27040- 6960331 就業場所:阿蘇市内牧字1128-2 週休2日制:なし 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町西里2917 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  505931 就業場所:阿蘇郡小国町西里2917 週休2日制:毎週 経験:不問

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

送迎ドライバー

（デイサービス）

(株)BEST REVE

リハビリ特化型

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ リスタ

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）

清掃

雇用期間の定めなし

(株)豊礼

（豊礼の湯）
7:30～17:00の

間の5時間程度

清掃 栄家食品(株)

資格:不問

物流業務係

（リフトマン）

ハイコムウォーター

(株)南阿蘇村工場

水産食品製造・

加工作業員

雇用期間の定めなし

(有)かわべ養魚場

資格:不問

搾乳スタッフ (株)カミチク

ファーム

阿蘇産山農場
又は13:00～19:00

の間の6時間程度

資格:不問

農作業員兼

経理員

雇用期間の定めなし

阿蘇アグリ(株)

8:00～17:00の

間の3時間程度

I　輸送・機械運転の職業（鉄道・自動車・船舶・建設機械の運転等）

資格:不問

・リネン回収・整理

・日帰り温泉、ご宿泊、各アウト後の
お部屋、風呂の清掃

・シーツ交換
・お茶セット、アメニティーの入れ込み
・共用部の清掃等

宿舎内の共有スペース等々の清掃
（廊下、風呂場、洗濯場、玄関）
＊60歳以上もご応募お待ちしております。
＊未経験の方も丁寧に指導しますので、
安心してご応募ください。

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

・商品在庫管理
・工場内の整理整頓

＊地域密着型通所介護施設。
送迎ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰとして次のような業務に
従事していただきます。

・送迎業務
・車輌点検（就業時間欄の備考に注記）
・洗車 等（同上）

＊養魚場内で魚の加工・製造補充・魚の
カウントが主な仕事です。

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

・搾乳業務
・その他付随する業務
牛のﾐﾙｸを絞るパーラーでの仕事です。
手順動画も完備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な
お仕事です。

＊トマトの収穫作業と経理事務員を兼務
していただきます。

・トマト収穫はハウス内での作業
・経理業務は複式簿記での経理実務～
決算業務

※農作業員だけでの応募もご相談下さい
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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

交替制あり
①9:00～15:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

パート労働者 43090-  510731 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～14:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  525231 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:30

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090-  479531 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡産山村大字山鹿2100番地の3 保険:雇･労
従業員数:42人 時給制　:時給855円～855円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  501431 就業場所:阿蘇郡産山村大字産山1448 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給860円～880円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  458631 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  464331 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:00～13:00
②12:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  468031 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～15:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:労
従業員数:90人 時給制　:時給1,200円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  431331 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:毎週 経験:不問

清掃（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

清掃

（ﾊｳｽｷｰﾊﾟｰ）

阿蘇ハイランド

開発(株)

又は8:00～17:00の

間の7時間程度

資格:不問

フランピング清掃

スタッフ(短時間)

阿蘇ハイランド

開発(株)
10:00～16:00の

間の5時間程度

温泉受付・清掃 阿蘇ハイランド

開発(株)
9:00～1:00の間

の7時間以上

資格:不問

客室等清掃員

雇用期間の定めなし

(株)うぶやま

9:00～17:00の

間の4時間程度

資格:不問

清掃スタッフ

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)夢龍胆

又は9:00～19:00の

間の4時間程度

資格:不問

館内清掃

（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
又は9:30～14:30の

間の2時間以上

資格:不問

客室清掃係

雇用期間の定めなし

(有)藤本商事

夫婦露天風呂の宿

藤のや「ふじﾘｿﾞｰﾄ

(株)ｸﾞﾙｰﾌﾟ」

＊新聞販売店におけるチラシ折込での

・主にホール、レストラン等の共用部の
窓ガラス拭き作業です。

（客室の窓拭きは有りません）
・廊下の掃除機掛け
・掃除道具、洗剤等の管理

＊ゴルフ場クラブハウス内及び各施設の
清掃を行う仕事です。

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

・フランピング施設のキャンピング
トレーラー内の清掃

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

＊施設内の温泉『湯ら癒ら』において
受付業務及び清掃を行う仕事です。

・温泉フロントでの受付及び接客
・個室風呂の清掃
・その他、付随する業務

御湯船温泉館の客室清掃員
・客室清掃に付随する業務全般
・使用済みシーツの取り外し
・その他

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

＊館内の清掃業務。
・共用部（トイレ、廊下、ロビー等）の
清掃、客室の清掃

・備品の入れ込み
・清掃後のチェック

・リネン回収・整理
・客室清掃
・寝具着衣の洗濯
※業務で社用車の使用あり。
（ＡＴ限定可）
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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

①13:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1736-12 保険:雇･労
従業員数:7人 時給制　:時給860円～860円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  529331 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

①7:00～10:00
②16:00～19:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市小池9番地 保険:雇･労
従業員数:56人 時給制　:時給853円～910円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  531031 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:その他 経験:不問

①7:30～12:00
②8:00～12:00

求人:４人 ③19:00～22:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給860円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  524831 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市黒川73-2 保険:労
従業員数:2人 時給制　:時給900円～900円 休日:月火他 学歴:不問

パート労働者 43090-  502731 就業場所:阿蘇市黒川922-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(中

①8:00～12:00
②19:00～22:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労
従業員数:90人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  429231 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

①6:00～10:00
②6:00～12:00

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 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給860円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  470431 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:その他 経験:不問

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:労
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  471731 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:その他 経験:不問

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給860円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  472331 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:その他 経験:不問

ゴルフコース及び

別荘地管理作業員

阿蘇ハイランド

開発(株)
7:00～17:00の

間の7時間程度

コース管理 阿蘇ハイランド

開発(株)

又は6:00～12:00の

間の5時間程度

コース管理補助

作業員

阿蘇ハイランド

開発(株)
13:00～17:00の

間の3時間程度

営繕係

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや

飲食店での

厨房業務等

雇用期間の定めなし

ゲストハウス

阿蘇楽

（あそら食堂）
7:30～15:00の

間の6時間程度

洗い場係

（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

食堂の補助業務

雇用期間の定めなし

(有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい

資格:不問

軽作業

（新聞販売店）

雇用期間の定めなし

小国新聞販売店

資格:不問

資格:不問

資格:不問

資格:不問

＊使用した器を洗い（洗浄機使用）、
乾いたら所定の場所に整理整頓する
作業です。

・器の種類によっては、手洗いする
場合もあります。

・専用機械、車両等を使用しての
芝の刈込み

・グリーンのカップ切り
・周辺の草刈り・機械整備
＊お客様が快適にプレー出来る様、
コース内の整備をします。

・グリーン整備
（砂まき、ボールマーク直し等）
・ディボット整備・散水作業
＊お客様が快適にプレー出来る様、
コース内の整備をします。

・ｺｰｽ・ｸﾞﾘｰﾝ整備（草刈り/砂まき/散水
作業等）・ディボット整備

＊ｺｽｷﾞﾘｿﾞｰﾄで管理する別荘地の整備。
・枯れ枝、落ち葉、倒木の除去作業。
・側溝に溜まった落ち葉、土砂の除去。
・降雪時の融雪剤散布作業。

「サービス付高齢者向け住宅」における
食堂の補助業務。

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

・旅館内にあるレストランにて、
下膳された食器の洗浄

・調理道具の洗浄
・食器のふき上げ、タオルの洗濯
・食器の片づけ

・配膳、返却後の食器洗い
・飲み物、デザート等の準備
・客席の見回り
・清掃、後片付け等・調理補助
※土・日・祝日勤務可能な方のご応募
お待ちしています！

＊新聞販売店におけるチラシ折込での
機械作業等
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医療・福祉分野事業所説明会を開催します。
地元で就職を希望している方
経験・資格が不要な職種もあります。
是非、気軽に参加して、お話を聞いてみませんか？
日程は下記のとおり毎週火曜日・水曜日、場所は２階会議室
時間は概ね午前９時から午前１１時の間、１日２事業所程度です。
なお、正式に紹介希望の場合は、紹介窓口へお越し下さい。
雇用保険受給中の方は、求職活動にカウントされます。

「参加予定事業所」

●（株）南阿蘇ケアサービス

●（医社）大徳会 大阿蘇病院

●（株）かいごのみらい（グループホーム乙姫の家）

●（医社）大徳会 大阿蘇病院

●（有）ひまわり
（訪問看護ステーション はぴらい）

●（株）南阿蘇ケアサービス

お問い合わせ先：ハローワーク阿蘇（０９６７－２２－８６０９）

（阿蘇市）

4 月 11 日（火）

（阿蘇市）

（大津町）

4 月 １2 日（水）

（南阿蘇村）

4 月 4 日（火）

《お仕事探しの皆様へ》

３ 月２２ 日（水）

（南阿蘇村）

3 月２8 日（火）

（阿蘇市）



この求人情報誌は、以下の場所で配布しております。部数に限りがございますのでご了承ください。

阿蘇市役所
阿蘇市

内牧支所

阿蘇市

波野支所

阿蘇市

社会福祉協議会

産山村役場 小国町役場 小国ゆうステーション 南小国町役場

南阿蘇村役場 高森町役場
高森町

観光交流センター

山都町役場

蘇陽支所

山都町役場
南阿蘇村役場

福祉センター

小国暮らしの窓口

（木魂館）

高森町

社会福祉協議会

求人情報誌の配布場所

ハローワーク阿蘇のご案内

所在地

〒869-2612

阿蘇市一の宮町宮地2318-3

TEL：0967-22-8609

FAX：0967-22-4775

各種情報

《お知らせ》

月刊・週刊の求人情報誌はR5年1月から廃止となります。

今後は月2回発行しております当求人情報誌、「60歳からの就職応援求人」を

ハローワーク庁舎内で配布、「未経験者/就職氷河期世代歓迎求人」を掲示し

ておりますので、ぜひご活用ください。

開庁時間

月曜日～金曜日

（祝日、年末年始を除く）

午前８時３０分～午後５時１５分


