
この求人情報誌はR4.4.12～R4.4.24でにハローワークで受け付けた求人で、

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

●仕事内容の欄は、文字数の関係ですべて表示されていないものもあります。

詳細はハローワーク求人票をご確認下さい。

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

しください。

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

ので、あらかじめご了承ください。

●事業所への直接のお問い合わせはご遠慮下さい。

ハローワーク

インターネットサービス

求人情報誌PDF版を

公開してます↓

■新着求人（フルタイム・パート）

■医療・福祉事業所説明会の開催について

■生産工程／事務・販売／サービス

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

ハローワークの紹介で就職したことになりませんので、ご注意ください。

5月2日号

※土日祝日と重なる場合は、
ずれこむことがあります。

次回発行予定日

5月16日（月）



5/2 月

6 金

9 月

10 火 ②医療・福祉事業所説明会

11 水 ④あそサポステ就労相談会

12 木

13 金

16 月

17 火

18 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ⑤福祉のお仕事相談会

19 木

20 金

23 月

24 火 ②医療・福祉事業所説明会

25 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

26 木

27 金

30 月

31 火 ②医療・福祉事業所説明会

      

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(5月はありません）
・約2時間（14時～16時程度まで）
・ハローワーク阿蘇2階 会議室
定員：約20名（先着順）

☆内容☆仕事探しのポイント。
応募書類作成・面接の事前準備・
想定問答など

☆雇用保険受給者の方は、
求職活動にカウントされます。

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

☆雇用保険受給者の方は、
求職活動にカウントされます。

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

仕事の悩み、技術研修等など

【熊本県看護協会 熊本県ﾅｰｽｾﾝﾀｰ】

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

⑤福祉のお仕事相談会
・第３水曜日（10：30～15：00）(奇数月)
⑤福祉のお仕事相談会
・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

0967-22-8609

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

＊就職支援セミナー受講希望の方は
窓口にお尋ね・またはお電話ください。



看護師
①8:30～16:30 准看護師
②8:30～12:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下

阿蘇市黒川1521 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額180,000円～186,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  885521 就業場所:阿蘇市黒川1521 週休2日制:なし 経験:不問
介護支援専門員

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市波野大字波野3539 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額200,000円～200,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  863621 就業場所:阿蘇市波野大字波野3539番地 週休2日制:毎週 経験:ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ

獣医師
①8:30～17:15 薬剤師

管理栄養士
求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地2402 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:3,500人 月給制　:月額173,600円～219,800円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  854321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2402 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(官

①9:00～18:00 普通自動車免許
あれば尚可

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:69人 月給制　:月額170,000円～220,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  895321 就業場所:阿蘇市小里781番地 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①6:30～15:15 介護職員初任者研修修了者

②10:15～19:00 あれば尚可
求人:１人 ③11:15～20:00
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157,000円～180,000円 休日:他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-13772521 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介

変形（1ヶ月単位） 美容師
①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 神奈川県横浜市青葉区新石川3-15-11　イワサキビルディング 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:3,400人 月給制　:月額200,000円～400,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 14150- 6560721 就業場所:【熊本阿蘇店】阿蘇市黒川1407-4 週休2日制:その他 経験:あれば尚可

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

フルタイム
B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

公立病院での

看護補助

(株)リフティング

ブレーン

美容師

／熊本阿蘇店

(株)ハクブン

介護支援専門員

（兼訪問介護員）

雇用期間の定めなし

(同)ふきのとう

正・准看護師

雇用期間の定めなし

(医)眼科古嶋医院

雇用期間の定めなし

(有)阿部牧場

衛生環境業務

臨時的任用職員

熊本県

県北広域本部

阿蘇地域振興局

ASO　MILK

FACTORY店員

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

＊現在、白内障手術・網膜光凝固・
コンタクト外来等幅広く対応しており
ますが、診療所としての一般的な看護

・介助ができれば可。
＊眼科的な治療に意欲のある方は
歓迎いたします。

「ＡＳＯ ＭＩＬＫ ＦＡＣＴＯＲＹ」
・店内レジ打ち・品出し
・カフェでの飲食提供
・レストランでの接客・商品提供 等

食事の配膳・下膳、食事・入浴・ﾄｲﾚの
手助け、車いす利用の患者さんの移動、
患者さんの見守りなど看護師を補助する
お仕事です。常に複数の看護師がいます
ので安心です。研修期間を設けますので
未経験の方でも問題ありません。

・学校給食センター

・ケアプラン作成・書類作成
・お客様の様子観察
・地域包括等へのお客様依頼
・打ち合わせ、研修（月３回程度）
・兼務として訪問介護員の仕事あり
（半日程度）

衛生環境に係る業務
・食品衛生業務、営業六法業務、環境
衛生業務など

＊業務において公用車を運転する場合も
あります。

＊６月オープン予定！
・カット・カラー・パーマの施術
＊ﾌﾞﾗﾝｸのある方も歓迎。自分のﾍﾟｰｽで
安心してｽﾀｲﾘｽﾄになれます。

＊10代～70代迄の社員が活躍しています
＊就業時間は前後することがあります。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43010-14011021 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①5:30～14:30
②8:30～17:30

求人:１人 ③10:00～19:00
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡西原村大字鳥子3072番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:50人 月給制　:月額155,100円～236,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43011- 1487221 就業場所:阿蘇市乙姫1600番地1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①9:00～18:00

求人:３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:69人 月給制　:月額190,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  894421 就業場所:阿蘇市小里781 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町高森1652-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:14人 月給制　:月額180,000円～220,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  889921 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2109 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②13:00～22:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 日給制　:月額172,000円～215,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  886421 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5956 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～22:00 普通自動車免許
②8:00～14:00 あれば尚可

求人:１人 ③16:00～22:00
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額175,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  869221 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）

①22:00～8:00

求人:２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:74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-  878421 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:その他 経験:不問

F　保安の職業（警備員等）

フロント及び

お客様案内係

雇用期間の定めなし

(株)ミツイ

フロント

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)小山旅館

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

雇用期間の定めなし

(有)阿部牧場

又は9:00～22:00の

間の8時間程度

鮮魚部調理員

雇用期間の定めなし

(福)致知会

レストラン調理人

雇用期間の定めなし

(有)あらい

（静寂な森の宿

　　　山しのぶ）

雇用期間の定めなし

九州綜合サービス

(株)

調理員

（あそ上寿園）

学校給食調理及

び施設管理業務

・学校給食センター
調理（切り込み等）
配送
ボイラーの管理等の設備管理

・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）

「ダイレックス高森店」鮮魚部
・鮮魚の仕込み・さばき
・刺身作り・その他調理
・パック詰め 等
＊「スーパーよつかど」との車での
往き来があります。

・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

・システムコンピ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。

ＡＳＯ ＭＩＫＬ ＦＡＣＴＯＲＹ
・レストランでの調理
・レストランでの料理の提供
・テイクアウト料理の提供

養護老人ホーム あそ上寿園における、
入所者様５０名の
朝、昼、晩の調理業務です。

工場にて従業員、業者に対する受付・

2



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①9:00～8:59 普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:18歳～59歳

熊本市中央区紺屋今町9番地6号　熊本紺屋今町ビル5階 保険:雇･労･健･厚
従業員数:130人 月給制　:月額152,000円～152,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-13311521 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②21:00～6:00

求人:１０人
年齢:18歳以上

熊本市南区平田2丁目4番8号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:120人 日給制　:月額194,400円～194,400円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43010-14062021 就業場所:　熊本市、宇城市、八代市、阿蘇市 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151,900円～195,300円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-13440821 就業場所:阿蘇市近郊 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5542-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 月給制　:月額165,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  883821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5542-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

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

正社員 43090-  862321 就業場所:阿蘇市山田345 週休2日制:なし 経験:不問

交替制あり
①6:00～14:30
②14:20～22:50

求人:５人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 上益城郡益城町大字田原1155-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:1,500人 時給制　:月額212,703円～212,703円 休日:土日他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43011- 1565721 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①9:00～17:00
②12:00～20:00

求人:５人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字立野474-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:20人 日給制　:月額137,600円～172,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  872121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野414-8 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）
ゴム製品の製造 (株)アヴェイル

資格:不問

豚の飼育管理

雇用期間の定めなし

(有)やまとん

ファーム

菓子・食品製造

及び販売

雇用期間の定めなし

(有)サンライズ

たこやき大阪蜂来

饅頭　阿蘇店
資格:不問

農作業員

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇健康農園

通信設備警備社員

／阿蘇地区

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

警備員

雇用期間の定めなし

ブルーウイング

(株) 資格:不問

施設警備

雇用期間の定めなし

ALSOK熊本(株)

＊施設警備・出入管理や巡回。
＊交通誘導警備・道路工事現場や商業
施設駐車場での車や歩行者等の誘導。

＊希望の現場/場所を相談しながら配置
を行います。＊ご自宅から現場まで
直行直帰になります。

＊ハウス内でリーフレタス/苺/バジル/
トマトなどの植え付け・手入れ・収穫
作業をメインに行っていただきます。

（冬場でもハウス内作業となります）

加硫：材料(ｼｰﾄ状のｺﾞﾑ)を加工装置にｾｯﾄ
しｽﾀｰﾄ。数台の装置を担当しますが基本
的には簡単な作業です。
検査：外観検査。ひっぱって強度を確か
めたり、キズやバリ残りを目視でﾁｪｯｸ。
・冷暖房完備なので猛暑の日も安心です

・饅頭（蜂来饅頭）の製造及び販売
・たこやきの調理及び販売
・ソフトクリーム、シェーク等の販売
＊初めての方でも指導いたしますので
大丈夫です。
安心してご相談ください。

・機械によるミネラルウォーター

工場にて従業員、業者に対する受付・
出入管理を行うとともに工場敷地内を
巡回し、設備異常の有無の確認、後始末
点検等を行う勤務になります。
週に２～３回の夜勤があります。

・光回線等接続工事中の安全確保を行う
「通行者誘導業務」
・工事関係者の安全確保を行う
「通信設備警備業務」
ライフラインの設備工事の為、１年間を
通して安定した勤務ができます。

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

・約1400頭（現在、母豚180頭、肥育豚
1200頭）の飼育を４名体制で従事。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町満願寺7250 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額180,000円～180,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  887321 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺7250 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位） ２級プラスチック成形技能士

①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:１人 ③15:00～0:00
年齢:18歳～59歳

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

正社員 43090-  866021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:必須(プラス
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2042 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:56人 時給制　:月額224,640円～224,640円 休日:日他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-  864921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:２人
年齢:18歳～59歳

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

正社員 43090-  865121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 上益城郡益城町大字田原1155-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:1,500人 時給制　:月額276,488円～276,488円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43011- 1564021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4372-1 週休2日制:なし 経験:不問

変形（1年単位）
①8:00～17:00
②17:00～2:00

求人:１人
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2042 保険:雇･労･健･厚
従業員数:56人 月給制　:月額155,520円～172,800円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  867721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(＊

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:70人 時給制　:月額151,869円～151,869円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  888621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:毎週 経験:不問

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）
送迎・営繕係 (福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

品質管理

雇用期間の定めなし

(株)白水

ディエイチシー 資格:不問

電装部品ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

成形加工ｵﾍﾟﾚｰﾀ

(株)白水

ディエイチシー 資格:不問

プラスチック

成形技能士

雇用期間の定めなし

(株)白水

ディエイチシー

基盤の検査業務 (株)アヴェイル

資格:不問

電装部品ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

成形加工ｵﾍﾟﾚｰﾀ

雇用期間の定めなし

(株)白水

ディエイチシー 資格:不問

ミネラル

ウォーター製造

雇用期間の定めなし

(株)みずの里

資格:不問

・機械によるミネラルウォーター
充填後の補助作業

・ペットボトルラベル装着、梱包、
検品作業

・パレットへの商品積込み作業
＊未経験の方のご応募も歓迎いたします

・デイサービス、ショートステイの送迎
・ＪＡへ米の受取・精米（30㎏程度）
・通院引率・建物周辺の美化作業
・公用車の清掃、点検、管理
・ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ清掃（汚水・排水口の清掃）
・在宅高齢者へのお弁当(夕食)配達 他

＊プラスチック成形にかかる業務：
・金型交換作業及び成形条件調整
・進捗管理／品質管理

＊プラスチック成形にかかる業務：
・プラスチック製品をニッパーでカット
・外観検査後ラベルを添付し箱詰め作業
・通い箱の清掃作業
【有期雇用求人】

＊プラスチック成形にかかる業務：
・プラスチック製品をニッパーでカット
・外観検査後ラベルを添付し箱詰め作業
・通い箱の清掃作業

基盤目視検査と機械を使った検査業務。
重い物はないので、女性も安心して働け
ます。仕事に慣れたら最終的にはハンダ
付までお願いします。細かい作業ですが
難しくはありません。物作りに興味が
ある方なら未経験でも大歓迎です。

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

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

・大型トラックで資材を運搬
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 大型自動車免許
①8:30～17:30 フォークリフト運転技能者

②9:00～18:00
求人:１人
年齢:59歳以下

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～350,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  851221 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:実務経験
大型自動車免許

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

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

正社員 24081-  739521 就業場所:阿蘇市、阿蘇郡南阿蘇村　他 週休2日制:その他 経験:３年以上の方
車両系建設機械運転技能者

①8:00～17:00 (整地/運搬/積込用及び掘削用)

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

正社員 24081-  741621 就業場所:阿蘇市、阿蘇郡南阿蘇村　他 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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191,250円～225,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  849121 就業場所:阿蘇市乙姫1617番地 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村吉田1650-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:26人 月給制　:月額190,000円～230,000円 休日:木日 学歴:不問

正社員 43090-  847621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村吉田1650-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3215-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 日給制　:月額165,750円～214,500円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  880121 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3215-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(工

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3215-2 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:6人 日給制　:月額165,750円～214,500円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-  881021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3215-2 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）

J　建設・採掘の職業（型枠大工、左官、内装等）

工場内作業 (有)藤田製材所

資格:不問

工場内作業

雇用期間の定めなし

(有)藤田製材所

資格:不問

重機オペレーター

雇用期間の定めなし

(株)工藤重機

ダンプ運転手

雇用期間の定めなし

(株)工藤重機

配送業務

雇用期間の定めなし

(有)白水

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

土木作業員

雇用期間の定めなし

(株)松本組

大型ドライバー

兼物流業務

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

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

・運転業務の他 多少土木作業も
あります。

※工事現場において、主に建設機械
（バックホウ、ブルドーザー等）の運転
作業を行ないます。

・公共工事を主とした耕地/道路/河川等
の土木、掘削、埋め戻し、整地、整形
ﾄﾗｯｸへの土砂等の積み込み等の作業。

・鋸くず製造業務（機械に材木を投入）
・機械操作による結束及び梱包作業
・製品の手作業による仕分け作業を2人組
で行います（体力を要します）

・製品の天然乾燥による手作業有り
・工場内の片付け、清掃・機材管理他

・鋸くず製造業務（機械に材木を投入）
・機械操作による結束及び梱包作業
・製品の手作業による仕分け作業を2人組
で行います（体力を要します）

・製品の天然乾燥による手作業有り
・工場内の片付け、清掃・機材管理他

・大型トラックで資材を運搬
（当社工場～熊本県）
＊工場内物流業務
・資材搬入 積込み作業
・商品在庫管理
・工場内整理整頓

○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

＊シーツ/掛カバー/浴衣/バスタオル/
テーブルセンター等の配送
使用済みの洗濯物の回収業務。

＊工場内での、クリーニングの補助業務
・各種洗濯物の選別
・出来上がりの紐掛け（機械操作）等

・布団あげ、片づけ・お部屋の清掃
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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

①7:30～14:30

②8:00～15:00

求人:２人

年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1649 保険:雇･労･健･厚

従業員数:11人 月給制　:月額215,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  855621 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6392-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業

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:74人 時給制　:月額142,760円～154,800円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090-  879321 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

①9:30～15:30

求人:１人

年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市西町530 保険:雇･労

従業員数:5人 時給制　:時給850円～850円 休日:土日祝 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  848921 就業場所:阿蘇市西町530 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:00

②13:00～18:00

求人:１人

年齢:不問

雇用期間の定めあり 上益城郡益城町平田字深迫2441-2 保険:雇･労･健･厚

(４か月未満) 従業員数:182,572 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43011- 1532221 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2914-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:00

求人:１人

年齢:不問

雇用期間の定めあり 上益城郡益城町平田字深迫2441-2 保険:雇･労･健･厚

(４か月未満) 従業員数:182,572 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43011- 1533521 就業場所:阿蘇市黒川2159-4 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～18:00

求人:１人

年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村河陰3232-61　グランドーマ南阿蘇 保険:雇･労･健･厚

(４か月以上) 従業員数:39人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  882721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰3232-61グランドーマ南阿蘇 週休2日制:毎週 経験:Windows基本

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）

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

パート

事務

（内勤・荷受）

ヤマト運輸(株)

熊本主管支店
資格:不問

職業支援員

雇用期間の定めなし

ＮＰＯ法人

阿蘇きぼうの家

データ入力 (株)カーネル

南阿蘇オフィス
資格:不問

事務

（内勤・荷受）

ヤマト運輸(株)

熊本主管支店
資格:不問

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

清掃

雇用期間の定めなし

あすなろ企画

資格:不問

【小国センター】
受付・荷受け業務、電話受付
伝票作成等の事務処理（タブレット使用）
荷物破損等の事故処理として書類の作成
ダンボール等の資材在庫管理
＊ﾀﾌﾞﾚｯﾄ等の入力/操作方法は指導します

【一の宮センター】
受付・荷受け業務、電話受付
伝票作成等の事務処理（タブレット使用）
荷物破損等の事故処理として書類の作成
ダンボール等の資材在庫管理
＊ﾀﾌﾞﾚｯﾄ等の入力/操作方法は指導します

＊ＧＩＳと呼ばれる地理情報システムを
使用したデータ入力業務。

ＡＳＯ ＭＩＬＫ ＦＡＣＴＯＲＹ

・布団あげ、片づけ・お部屋の清掃
・ベッドメイキング・アメニティの補助
・浴衣やお茶セットの準備
・共有部（ﾎｰﾙやﾄｲﾚ）・客室風呂の清掃
・清掃道具の片づけや整理整頓
＊食事処の器片づけ/洗い物はありません

＊ゴルフ場内での芝・草など、
コースメンテナンスを行う仕事です。

・専用機械を使用しての芝の刈込み
・グリーンのカップ切り
・周辺の草刈り
・ゴルフ場内は車で移動します。

＊就労継続支援Ｂ型事業所
色々な作業を通じ自立をｻﾎﾟｰﾄする。

・農作業（季節の野菜/花苗等の種蒔き/
手入れ/栽培/収穫等の支援）

・菓子製造（ポン菓子）・袋詰めの支援
＊障がい者に理解ある方希望します。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①11:00～15:00
②10:00～14:00

求人:５人
年齢:59歳以下

阿蘇市三久保47-1 保険:雇･労
従業員数:69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-  896621 就業場所:阿蘇市小里781 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:45～13:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県大牟田市四箇新町1丁目9番　大牟田テクノパーク内 保険:労
(４か月以上) 従業員数:11,740 時給制　:時給867円～867円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 40030- 4090621 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

交替制あり
①8:20～17:30
②15:00～0:00

求人:１人 ③23:50～8:50
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川1365 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:44人 月給制　:時給1,375円～1,497円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  884221 就業場所:阿蘇市黒川1365 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:３人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村吉田1650-2 保険:雇･労
従業員数:26人 時給制　:時給850円～850円 休日:木日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  846321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村吉田1650-2 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か月以上) 従業員数:1,000人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-13507421 就業場所:阿蘇市黒川881-4 週休2日制:毎週 経験:不問

①12:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区大江6丁目24-19 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:1,000人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-13510021 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）

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:74人 時給制　:時給830円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  873021 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

調理補助 阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

5:00～21:00の

間の4時間以上

資格:不問

学校給食調理業務

【午後勤務】

九州綜合サービス

(株)
資格:不問

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

作業員

雇用期間の定めなし

(有)白水

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
8:00～14:00の

間の5時間程度

介護職

（福祉施設）

特別養護老人ホーム

阿蘇みやま荘（阿蘇

広域行政事務組合）
資格:不問

部門担当

（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

ASO　MILK

FACTORY店員

雇用期間の定めなし

(有)阿部牧場

資格:不問

ＡＳＯ ＭＩＬＫ ＦＡＣＴＯＲＹ
・レストランでの調理品の給仕
・カフェでの飲料提供・軽食の提供
・レジ接客業務
などを予定しています。

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

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

＊公立特別養護老人ホーム（80床）での
入所者の介護業務

＊入所者の方の身の回りのお世話及び
介護業務全般（食事/入浴/排泄介助）

＊初心者の方でも担当職員が付いて各種
業務を初歩から指導、研修致します。

＊朝食、昼食、夕食の調理、盛り付け等
＊調理・調理補助ｽﾀｯﾌは８名、ﾊﾟﾝﾄﾘｰ
（洗い場）ｽﾀｯﾌが４名の職場です。
（洗い場）補助に入ることもあります。
＊土、日、祝日の勤務が可能な方を
特に希望します。

ホテルレストランホールでの接客

＊ｼｰﾂ/掛けｶﾊﾞｰ/浴衣/ﾊﾞｽﾀｵﾙ等を専用
機械に掛けてｸﾘｰﾆﾝｸﾞします。

・各種洗濯物の選別
・各種専用機械へのセット
・出来上がり品の紐かけ
・工場内の整理整頓等

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

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
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①6:00～15:00
②9:00～15:00

求人:３人 ③17:00～22:00
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字中2885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  898121 就業場所:阿蘇郡高森町大字中2885-1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:労
(４か月以上) 従業員数:74人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  875821 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 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:３人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 保険:労
従業員数:11人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  870621 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:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4284 保険:雇･労
従業員数:11人 時給制　:時給1,000円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  871921 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

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　:時給1,000円～1,375円 休日:土日他 学歴:不問

パート労働者 43010-13374921 就業場所:阿蘇・高森近郊 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～8:59 普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市中央区紺屋今町9番地6号　熊本紺屋今町ビル5階 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-13304421 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5542-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13人 時給制　:時給830円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  850821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5542-1 週休2日制:毎週 経験:不問

F　保安の職業（警備員等）

施設警備 ALSOK熊本(株)

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇健康農園

資格:不問

農作業

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

警備係／阿蘇・

高森地区

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

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

レストランホール

（接客）

雇用期間の定めなし

(株)ノマドジャパン

阿蘇スカイブルー

ゴルフリゾート
資格:不問

配膳及び清掃係

雇用期間の定めなし

(有)小山旅館

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

6:00～21:00の

間の4時間以上

資格:不問

・オープン前準備～オーダー取り、料理
提供、片づけ ｸﾛｰｽﾞ後の片づけ及び、
宴会場設営も行っていただきます。

・朝食、夕食はﾊﾞｲｷﾝｸﾞﾚｽﾄﾗﾝでの配膳、
不定期で宴会会場の対応もあります。

＊土、日、祝日の勤務が可能な方を希望

ホテルレストランホールでの接客
・簡単な調理、調理補助及び盛り付け
・ホール清掃、片付け
・その他の補助業務
・洗い物

・料理を運び、配膳
・食後、テーブルの食器の片付け・
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

＊農作物の生産・出荷に関する業務全般

・小規模な工事現場を育成係の先輩と
業務を行う

「通行者誘導業務」
・横断案内や駐車場案内補助を行う
「イベント・スポーツ会場案内業務」
空いている時間を有効に使える仕事です

工場にて従業員、業者に対する受付・
出入管理を行うとともに工場敷地内を
巡回し、設備異常の有無の確認、後始末
点検等を行う勤務になります。
週に２～３回の夜勤があります。

＊ハウス内でリーフレタス/苺/バジル/
トマトなどの植え付け・手入れ・収穫
作業を行っていただきます。

＊ﾊｳｽ内は高設栽培のため作業性に優れ
未経験者の方でも気軽に仕事に従事
できます。主婦の方が多い農園です。
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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 普通自動車免許
あれば尚可

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町色見800-4 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:19人 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  868821 就業場所:阿蘇郡高森町色見800-4 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①9:00～15:00 普通自動車免許
②15:00～20:00 あれば尚可

求人:３人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町中通2062 保険:雇･労･健･厚
従業員数:0人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:土日祝 学歴:不問

パート労働者 43090-  844521 就業場所:阿蘇市一の宮町中通2062 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり 中型自動車免許
①6:00～15:00
②7:00～16:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字中2885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  897921 就業場所:阿蘇郡高森町大字中2885-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～16:00
②10:00～18:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字中2885-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  899021 就業場所:阿蘇郡高森町大字中2885-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～12:00

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:労
(４か月以上) 従業員数:57人 時給制　:時給830円～910円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  891821 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～15:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字北里4274-4 保険:労
従業員数:1人 時給制　:時給1,200円～1,300円 休日:月火水木金他 学歴:不問

パート労働者 43090-  892221 就業場所:阿蘇郡小国町大字北里1435-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:74人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  876221 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

雇用期間の定めなし

(株)ノマドジャパン

阿蘇スカイブルー

ゴルフリゾート

K　運搬・清掃・包装等の職業（配達員、倉庫作業員、清掃作業員、軽作業）

雇用期間の定めなし

(株)ノマドジャパン

阿蘇スカイブルー

ゴルフリゾート

農場スタッフ (有)アーティフル

南阿蘇農場

資格:不問

客室清掃係 阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

資格:不問

貸別荘内外の

清掃

雇用期間の定めなし

(有)

ダブル・プラン

食品加工・

製造作業員

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

清掃

（介護施設）

(有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい

ホテル施設管理

（リネン）

雇用期間の定めなし

五島ノースイ(株)

ゴルフ場の

スタート/送迎

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

＊農作物の生産・出荷に関する業務全般
・熊本産カラフルミニトマト等の栽培
管理、収穫業務

・選果、箱詰め、出荷作業等

・ゴルフ場を利用されるお客様の送迎
（ハイエースの運転あり）

・ゴルフ場の清掃、器具の修理など
・スタート室での接客

＊ホテル施設の修理、補修、整備および
清掃

＊ホテルリネン
ランドリーサービス、シャツ、
タオル等、リネン類の管理

＊ホテルの清掃＊ベッドメイキング

・各お部屋の清掃
・共用部の清掃
（廊下、ホール、トイレ等）
・入所者の方の洗濯およびタタミ
・シーツの交換・お食事時の見守り等
・ナースコールの対応等による用件伺い

＊貸別荘「きんこんかん」の客室清掃
及び建物周りの草取り(刈払機使用なし)
敷地が広い為作業時の移動に自家用車
を使用していただきます。
使用代支給あり。

＊土・日・祝日勤務可能な方

＊ホテル内大浴場及び別棟の温浴施設の

＊客室全体のお掃除・ベッドメイク・
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ清掃、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。

＊主に野菜を使用し、専用の機械にて
加工を行い商品化します。

・商品は主に野菜チップス・お菓子です。
・加工用機械のボタン操作
・軽易な運搬作業
・製品の袋詰め、梱包作業 等
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり

求人:２人

年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:労

(４か月以上) 従業員数:74人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  877521 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人

年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1649 保険:雇･労

従業員数:11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-  856921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6392-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～14:30

求人:２人

年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧99 保険:雇･労

(４か月以上) 従業員数:37人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  858021 就業場所:阿蘇市内牧99 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:30

求人:３人

年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧99 保険:雇･労

(４か月以上) 従業員数:37人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  859721 就業場所:阿蘇市内牧99 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～16:00

②10:00～17:00

求人:１人

年齢:60歳以上

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か月以上) 従業員数:63人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:土日祝 学歴:不問

パート労働者 43090-  852521 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

①9:00～17:30

求人:１人

年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区本荘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930円～930円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43010-14068321 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

求人:２人

年齢:18歳以上

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:74人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  874721 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

資格:不問

(株)古今堂

大浴場清掃 (株)阿蘇ホテル

資格:不問

清掃 (株)阿蘇ホテル

資格:不問

パントリー

（洗い場）

阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

7:00～21:00の

間の4時間以上

資格:不問

医療材料/薬品の

物流管理業務

(株)八尾ムトウ

資格:不問

菓子の包装【高年

齢者専用求人】

清掃

雇用期間の定めなし

あすなろ企画

9:30～14:30の

間の5時間程度

資格:不問

温浴清掃係 阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

8:00～15:00の

間の3時間以上

資格:不問

＊ホテル内大浴場及び別棟の温浴施設の
清掃業務です。

＊浴場内/脱衣場/トイレ/整体ルーム等の
清掃を行います。

＊厨房内で食器類の洗浄、拭き上げ、
片付けを行う仕事です。

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

＊土、日、祝日の勤務が可能な方を希望

＊点滴や注射用の医療材料を揃えて、
院内デリバリー又商品管理業務など
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

＊エクセル扱える方歓迎

・お部屋の清掃
・共用部（ﾎｰﾙやﾄｲﾚ）・お風呂の清掃
・掃除道具の片づけ及び整理整頓
＊食事処の清掃（食器等の片付け、
洗い物）はありません。

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

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

製造商品（ｸｯｷｰ・生ﾁｰｽﾞ饅頭・ｻﾝﾄﾞｸｯｷｰ
等）の検査、袋詰め、各種箱の組み立て。
工場内の簡単な清掃等。
簡単な機械操作がありますが高年齢者の
方にも丁寧に指導いたしますので安心
してご応募ください。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:２人
年齢:64歳以下

愛知県弥富市鍋平1丁目18番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:655人 月給制　:月額177,000円～247,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 23100- 2061421 就業場所:阿蘇郡小国町下城416 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 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町大字赤馬場1277番地の2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:日祝 学歴:不問

正社員 43090-  609721 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1277番地の2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(関
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-  516321 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
変形（1年単位）
①9:00～18:00

求人:１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～350,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  520821 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）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:63人 月給制　:月額161,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  580421 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

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3968-6 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額156,000円～156,000円 休日:水木他 学歴:高校以上

正社員 43090-  560721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3968-6 週休2日制:毎週 経験:不問

自動車

板金塗装工

(株)陣

雇用期間の定めなし

鈑金・塗装工

（経験者）

(有)総合自動車

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

雇用期間の定めなし

フルタイム
【熊本小国工場】

建設板金工

(株)マキテック

資格:不問

雇用期間の定めなし

パン製造と販売 (有)みなつき

（めるころ

　　　パン工房）

資格:不問5:00～17:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

鈑金・塗装工

（未経験者向け）

(有)総合自動車

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

雇用期間の定めなし

菓子の製造

（包装）

(株)古今堂

資格:不問

↓3/1～3/31迄に受理した求人の特集です↓

生産工程特集

◎各種屋根の製造および設置工事。
鉄を加工して屋根の部品を製造します。
部品は現地で設置。その他外壁や雨水
を下水に流す装置の設置も行います。

☆建設板金工として幅広い技術を
身につけることができます。

＊自動車修理に伴う板金塗装作業全般に
従事していただきます。

＊自動車鈑金・塗装の塗装がメイン。
小さいキズ・凹み～事故車修理まで
対応してます。

※ジグ式修正機、高張力鋼板対応ｽﾎﾟｯﾄ
溶接機、ＭＩＧ溶接機（ｱﾙﾐ可）等々
設備完備してます。

＊自動車鈑金・塗装の塗装がメイン。
未経験の方でもOJTによる教育制度を
用意しています。ご安心下さい。

【直すのは車のｷｽﾞ、凹みだけじゃない！
お客様の傷ついた心も同時に癒すやり
がいのある仕事です。】

お菓子の製造に関する作業。
商品の焼成、成形、剥離、異物混入等の
目視による検査。
簡単な機械操作による巻取り交換、脱酸
補充、ｼｰﾙﾁｪｯｸ、生産する箱の補充等。
工場内の簡単な清掃。

○パン製造・仕込み、成形、焼成等
＊主に立ち仕事となります。
・焼き上がったパンの仕上げをし店頭に
並べます。・袋詰めやレジ打ち

・喫茶店での補助・ｻﾝﾄﾞの仕込み、準備
・清掃・包材の補充

飲料水の製造工場での業務です。11



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり

①8:00～17:00

②18:30～3:30

求人:２人

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180,600円～180,600円 休日:他 学歴:不問

有期雇用派遣労働 43010-10412221 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

交替制あり

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-  473821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）

①8:30～17:30

求人:２人

年齢:59歳以下

阿蘇市内牧1034-1 保険:雇･労･健･厚

従業員数:15人 時給制　:月額142,560円～142,560円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  675721 就業場所:阿蘇市内牧1034-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）

①8:30～17:30

求人:２人

年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町赤馬場1260-1 保険:雇･労･健･厚

従業員数:23人 時給制　:月額142,560円～142,560円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  676821 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場1260-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１人

年齢:64歳以下

熊本市北区弓削4丁 保険:雇･労･健･厚

従業員数:29人 時給制　:月額168,407円～168,407円 休日:土日他 学歴:高校以上

無期雇用派遣労働 43010-10787221 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00

求人:２人

年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地4549-1 保険:雇･労･健･厚

従業員数:8人 月給制　:月額165,000円～265,000円 休日:水他 学歴:高校以上

正社員 43090-  608021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4549-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(自

変形（1年単位）

①8:00～17:00

求人:１人

年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南小国町大字赤馬場1277番地の2 保険:雇･労･健･厚

従業員数:7人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  557321 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1277番地の2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(関

飲料水の製造・

検査

サポートグループ

(株)
資格:不問

縫製/検査/裁断 (株)

クリーンヒット
資格:不問

雇用期間の定めなし

マシン

オペレーター

(株)グローリー

資格:不問

雇用期間の定めなし

製造　検査

（管理者候補）

ハイコムウォーター

(株)南阿蘇村工場
資格:不問

雇用期間の定めなし

縫製/検査/裁断 (株)ベルファム

資格:不問

雇用期間の定めなし

自動車整備 (株)ホンダ中九州

雇用期間の定めなし

ロードサービス (株)陣

雇用期間の定めなし

飲料水の製造工場での業務です。
・飲料水製造のライン作業
・商品の検査、ボトルへの投入、
製造ロボットの点検、製品梱包

・出荷手配、積み込み作業

＊雇用期間：２ヶ月毎更新

・製造/出荷や資材発注管理/資材搬入
・商品検査、ボトル投入、製品梱包、
パレタイズ（出荷した商品を保管の為
パレットに積み付け）

・出荷手配、積み込み・商品在庫管理
・設備管理、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ・工場内の整理整頓

＊婦人下着（主にショーツ）の縫製
縫製後の検査：ほつれ、糸切り等

＊裁断業務：専用のバンドナイフを
使用しての手裁断

＊ﾐｼﾝ縫製 １時間で約８枚位（縫い方の
指導は行います。約１カ月程度で充分
縫えるようになります。）

＊縫製後の検査（ほつれ、検針等）
＊裁断業務、延反作業、カット作業及び
裁断業務に付随する管理業務。

＊ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品加工用の材料をﾏｼﾆﾝｸﾞ機械
の治具にｾｯﾄし、加工を開始させます。＊

加工している間にデジタルのノギスや
マイクロメーター等を使い、寸法確認
・目視での外観検査も行い、仮容器に
入れていく作業です。

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

＊事故車、故障車の搬送
・サービスエリアは南小国町から
２０Ｋｍ程度の圏内

・ロードサービス業務のない日は、
洗車や整備補助業務

＊全ﾒｰｶｰ、車検・点検・修理。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①9:00～18:00

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-  518921 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）
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～300,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  519121 就業場所:阿蘇市黒川1567-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(自
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市赤水905 保険:雇･労･健･厚
従業員数:17人 月給制　:月額150,000円～250,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  671621 就業場所:阿蘇市赤水905 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15

求人:２人
年齢:64歳以下

熊本市北区弓削4丁 保険:雇･労･健･厚
従業員数:29人 時給制　:月額168,407円～168,407円 休日:土日他 学歴:高校以上

無期雇用派遣労働 43010-10783121 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～16:40

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市永草2089 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:3,676人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:土日 学歴:不問
パート労働者 43090-  558621 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:３人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村久石2815 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 時給制　:時給830円～930円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  678521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2815 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①8:00～13:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2216 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  471021 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

自動車整備士

（未経験者向

け）

(有)総合自動車

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

雇用期間の定めなし

自動車整備士

（経験者）

(有)総合自動車

坂梨（車検の

コバック阿蘇店）

雇用期間の定めなし

パート
一般技能職 ＮＯＫ(株)

熊本事業場 資格:不問

又は8:00～16:40の

間の6時間以上

製造補助

（化粧品/食品）

南阿蘇オーガニック

(株)道の駅工場
資格:不問

雇用期間の定めなし

生ｺﾝｸﾘｰﾄ品質管理

（試験室）

阿蘇レミコン(株)

雇用期間の定めなし

製品検査

および受入業務

(株)グローリー

資格:不問

雇用期間の定めなし

精肉係 (株)熊本フレイン

高森店
資格:不問

＊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。

お客様から信頼してもらえる整備士に。
非常にやりがいのある仕事です。

＊全メーカー、車検・点検・修理。
※車検のコバック阿蘇店として営業して
おり九州運輸局指定、特定整備認証取得
工場です。これからの自動運転車に対応
していく為に、日々必要な資格・設備・
工具を導入し研修に参加しています。

＊様々な工場現場で使用する生ｺﾝｸﾘｰﾄの
品質を管理する仕事です。

・工場内及び現場内で生コンクリートの
品質試験/管理業務/検査、それに伴う
簡単な入力作業が主な仕事です。

・材料の管理、施設の管理も行います。

三次元測定器を用いたﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品の
検査業務と手順書に従った在庫の出庫
および梱包、または入荷業務です。
切削加工のマシン補助業務もあります。

ドラッグストアモリ小国店

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

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

＊繁忙期には本社（南阿蘇村河陰）併設
のﾊｰﾌﾞ公園で収穫作業もあります。

＊工業用ゴム製品の製造工程おける作業。
・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
機械検査による硬さや強さ、伸び等）

・その他付随する業務
（パソコンを利用しての記録入力）
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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

①8:00～13:00
②14:00～19:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市西区春日7-26-70 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:2,203人 時給制　:時給900円～990円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010- 8195821 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場1283-1 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:15～17:15 普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:44歳以下

阿蘇郡高森町高森　1978-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 月給制　:月額145,000円～155,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  641821 就業場所:阿蘇郡高森町高森　1978-2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢: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149,400円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  554221 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149,400円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  555521 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
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:59歳以下

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

正社員 43090-  533621 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

①8:30～17:15 メディカルクラーク
または同等の資格

求人:１人 あれば尚可
年齢:59歳以下

熊本市中央区花畑町1-7　ＭＹ熊本ビル5Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:90,768 月給制　:月額139,920円～143,100円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010- 8295321 就業場所:阿蘇市黒川1266 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 普通自動車免許

阿蘇市的石字端辺775番地の32 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額180,000円～240,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  639921 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

フルタイム
一般事務 協同組合

高森ショッピング

センター

雇用期間の定めなし

事務兼巫女業務 (宗)

阿蘇白水龍神權現

雇用期間の定めなし

食品製造販売 (株)ヒライ

資格:不問

医療事務／阿蘇

医療センター

(株)ニチイ学館

熊本支店

雇用期間の定めなし

事務係 (株)阿蘇ファーム

雇用期間の定めなし

神職補助業務 (宗)

阿蘇白水龍神權現

雇用期間の定めなし

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

ドラッグストアモリ小国店
・食材の仕込み
・揚げ物等調理、パック詰め
・弁当、惣菜等の盛りつけ
・レジ業務・商品補充
・店舗内外の清掃等

事務･販売特集

＊経理事務業務
会計ｿﾌﾄを使用した売上金の伝票処理
各種預かり金の現金管理

＊書類作成
パソコン操作
ワード・エクセルを使用

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

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

・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

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

＊土産品販売/商品管理等の販売業務全般

・会計伝票の入力
・金融機関等への外出
・来客受付、電話対応

14



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

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-  429621 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり

①7:00～16:00

②6:00～15:00

求人:１人

年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労･健･厚

従業員数: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-  545821 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）

①9:00～18:00

②9:30～17:30

求人:１人

年齢:不問

雇用期間の定めあり 京都府京都市右京区西京極豆田町7番地 保険:雇･労･健･厚

(４か月以上) 従業員数:200人 月給制　:月額181,000円～181,000円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 26010- 7604421 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

変形（1ヶ月単位）

①9:30～18:30

求人:１人

年齢:35歳以下 普通自動車免許

八代市大手町1丁目6-27　オレンジボックス2Ｆ 保険:雇･労･健･厚

従業員数:79人 月給制　:月額163,000円～180,200円 休日:火金 学歴:高校以上

正社員 43020- 1686921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2397-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:45

②14:30～23:00

求人:１人

年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚

従業員数:7,352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- 2147621 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1283- 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:45

②14:30～23:00

求人:１人

年齢:35歳以下 普通自動車免許

福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚

従業員数:7,352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- 2172121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4522番地 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）

①9:00～17:00

求人:２人

年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川808-6 保険:雇･労･健･厚

従業員数:3人 月給制　:月額136,000円～150,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  548421 就業場所:阿蘇市黒川808-6 週休2日制:その他 経験:不問

キャラクター

グッズ販売

(株)

寺子屋　西日本
資格:不問

携帯電話販売 (株)通信館

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

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

販売/喫茶業務 (有)阿蘇山上茶店

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

又は8:30～23:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

販売員

（阿蘇一の宮店）

(株)ドラッグストア

モリ

又は8:30～23:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

（りらっくまの湯・黒川温泉）
「リラックマ×温泉」とコンセプトとし、
ﾀｵﾙ類やｷｰﾎﾙﾀﾞｰ/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。丁寧に指導いたしますので、
お気軽にお問い合わせください。

・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。

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

ａｕショップ阿蘇一の宮
○ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ/ﾀﾌﾞﾚｯﾄの販売/各種手続き受付
○ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ（故障、操作等）対応
○イベント企画・運営
○ﾗｲﾌｽﾀｲﾙにあったご提案他、ｽﾄｯｸ管理
（入荷・在庫）等ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ業務あり。

○商品管理・店舗管理業務（店内レジ、
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未経験者
もしっかりと知識・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開催。

○商品管理・店舗管理業務（店内レジ、
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未経験者
もしっかりと知識・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開催。

＊販売業務
・お土産品の販売
・レジ・商品管理
＊喫茶業務
・ソフトクリーム・飲み物等の提供
・レジ

工場での農業用機械の修理/点検整備。
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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

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:787人 月給制　:月額146,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140- 1181221 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

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-  607121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4549-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:40歳以下 普通自動車免許

宮崎県都城市平江町43-6-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:116人 月給制　:月額155,000円～196,800円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 45040- 2931521 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2164番地週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原2242番地5 保険:雇･労
従業員数:2人 時給制　:時給900円～900円 休日:土日祝 学歴:不問

パート労働者 43090-  638621 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2242番地5 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 阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:40人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  617721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(簡

①14:00～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090-  658721 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

①8:30～17:15

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897円～898円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  649021 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

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

パート
一般事務 磯崎耕輔

司法書士事務所 資格:不問9:00～17:00の

間の5時間以上

雇用期間の定めなし

総務事務 ハイコムウォーター

(株)南阿蘇村工場
資格:不問

又は8:00～17:00の

間の6時間以上

営業 (株)ホンダ中九州

雇用期間の定めなし

メンテナンス・

配送

(株)宮崎ヒューマン

サービス

雇用期間の定めなし

受付業務 (医社)健優会

たかもり歯科医院
資格:不問

雇用期間の定めなし

健康診査の補助

（ほけん課）

阿蘇市役所

資格:不問

工場での農業用機械の修理/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。

＊ホンダ車の新車販売及び中古車販売
・顧客名簿/来社された方や電話による
問い合わせ先に訪問営業

・車検/点検/自動車保険（資格取得後）
の案内

・自動車部品や用品の販売・顧客管理

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

＊施設/病院へ紙おむつや介護用品の配送
訪問範囲：熊本県内/大分県竹田市ｴﾘｱ

※訪問車あり※携帯電話貸与

・書類作成（パソコン使用）
・電話対応、来客対応
※不動産登記、相続手続等の専門知識は
必要ありません。

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

＊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。

＊（ほけん課）阿蘇市の住民健康診査の
受付や受診券発送業務

・その他配送物の封入等の一般事務補助。
・健診会場への移動があります。
（公用車使用）

＊当社各施設の総合事務です。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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-  565321 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:総務・経理事務

①10:00～18:00 普通自動車免許

あれば尚可

求人:１人

年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市南区平田1丁目1番6号 保険:雇･労･健･厚

(４か月以上) 従業員数:331人 時給制　:時給940円～940円 休日:火他 学歴:不問

パート労働者 43010- 8037321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4521-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(事

求人:１９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18-1 保険:労

(４か月以上) 従業員数:3,500人 時給制　:時給897円～897円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43010-11028021 就業場所:（阿蘇・球磨・天草）の中から選択 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890円～930円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43010-10433921 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

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:308人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  591621 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり

①7:00～12:00

求人:１人

年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労

従業員数:308人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  592921 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

①12:00～17:30

求人:１人

年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労

従業員数:308人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  552721 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問

一般事務

（総務、経理）

阿蘇ﾊｲﾗﾝﾄﾞ開発

(株)
資格:不問

又は8:00～17:00の

間の7時間程度

事務・接客 (株)ｽｽﾞｷ自販熊本

販売職（内牧店

レジ係／交替制）

(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

販売職（一の宮店

精肉部）

(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

教員業務支援員

会計年度任用職員

熊本県教育庁

教育総務局

学校人事課
資格:不問

8:00～17:30の

間の5時間程度

銀行店頭業務／

宮地支店

(株)熊本銀行

資格:不問

販売職

（内牧店精肉部）

(株)みやはら

資格:不問

雇用期間の定めなし

＊当社各施設の総合事務です。
・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

・当社システムを利用し、会計処理や
営業業務処理、営業補佐など

・電話応対
・雑務
・接客応対（お客様へお茶出し）

１．教材/家庭配布文書等の印刷・仕分け
２．教材・資料の整理
３．宿題等の提出物の受け取り・確認
４．小テスト等の採点補助
５．学校行事・式典等の準備事務 他

・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

・商品金額の打ち込み（バーコード使用）
・ﾚｼﾞ廻りの掃除/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

－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、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
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり

①6:00～11:00

求人:１人

年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労

従業員数:308人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  547521 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1985-2 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり

①7:00～12:00

求人:２人

年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労

従業員数:308人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  525621 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:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労

従業員数:308人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  527121 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:308人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  530521 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり

①8:00～13:00

求人:３人

年齢:65歳以上

阿蘇市内牧966 保険:雇･労

従業員数:308人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  531421 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

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3968-6 保険:雇･労

従業員数:7人 時給制　:時給850円～850円 休日:水木他 学歴:不問

パート労働者 43090-  561821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3968-6 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: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- 5663321 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

販売職（一の宮店

フロア係）

(株)みやはら

資格:不問

又は7:00～20:00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

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

パン販売 (有)みなつき

（めるころ

　　　パン工房）
資格:不問

9:00～17:00の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

土産物販売 (株)

寺子屋　西日本
資格:不問

販売職（内牧店

レジ係）

(株)みやはら

資格:不問
7:00～21:00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

・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

－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

・商品金額の打ち込み（バーコード使用）
・ﾚｼﾞ廻りの掃除/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

－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】

・焼き上がったパンの仕上げをし店頭に
並べます。

・袋詰めやレジ打ち・喫茶店での補助
・サンドの仕込み、準備
・清掃・包材の補充

（せんべい店・黒川温泉）
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。

＊セルフガソリンスタンド
18



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:27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-  488121 就業場所:阿蘇市西町907-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00
②9:30～17:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 京都府京都市右京区西京極豆田町7番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:200人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 26010- 7605321 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

交替制あり
①17:00～23:00

求人:５人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:労
(４か月以上) 従業員数:7,352人 時給制　:時給965円～965円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 40150- 1689721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4522番地 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090-  481821 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

交替制あり
①8:00～18:00
②18:00～8:00

求人:１人
年齢:18歳～59歳 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5390番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額165,000円～187,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  667821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5390番地2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00
②7:00～16:00

求人:１人 ③11:00～20:00
年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額141,000円～171,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  611421 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） 介護福祉士
①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:２人 ③11:00～20:00
年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額158,000円～183,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  614921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介

販売員

（阿蘇一の宮店）

(株)ドラッグストア

モリ
資格:不問

売店/喫茶業務 (有)黒川荘

資格:不問

雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド

スタッフ

(株)古屋産業

7:00～22:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

キャラクター

グッズ販売

(株)

寺子屋　西日本 資格:不問

介護福祉士

（介護施設）

(医社)大徳会

介護老人保健施設

ﾘﾊｾﾝﾀｰひばり

雇用期間の定めなし

フルタイム
介護職員

／介護福祉士

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

たいぼう

（(同)大望）

雇用期間の定めなし

介護職

（介護施設）

(医社)大徳会

介護老人保健施設

ﾘﾊｾﾝﾀｰひばり

雇用期間の定めなし

＊セルフガソリンスタンド
・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
ボタン操作・その他店内業務、掃除、
機械メンテナンス等

＊ドラッグストア店舗での販売業務
・品出し、補充・陳列棚の整理
・在庫管理（賞味期限のﾁｪｯｸ、確認）
・接客、販売
・レジ業務/フロア清掃など

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

サービス特集

・入居者の排泄・食事・入浴・移動等の
介護業務全般になります。

・入居者の安否確認・入居者の相談対応
※入居者12名で平均介護度2.5です。
身体的・精神的な疲労は比較的軽度で
あると思います。

・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

・食事介助・お食事の配膳、下膳
・入浴介助
・排泄介助
・入所、通所者の介護記録記載
・リハビリ補助
・デイケアの送迎

・材料切込み・仕込み・調理・盛り付け

（りらっくまの湯・黒川温泉）
「リラックマ×温泉」とコンセプトとし、
ﾀｵﾙ類やｷｰﾎﾙﾀﾞｰ/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。丁寧に指導いたしますので、
お気軽にお問い合わせください。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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-  612321 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）

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-  613621 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

交替制あり 介護福祉士

①8:30～17:30

②17:00～9:00

求人:３人

年齢:18歳～59歳

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148,000円～210,600円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  536021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

①8:00～17:30

②8:45～18:15

求人:２人 ③13:00～22:00

年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労･健･厚

従業員数:134人 月給制　:月額148,900円～168,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  442521 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり

①8:30～17:30

②12:30～21:30

求人:２人 ③21:30～6:30

年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森993-8 保険:雇･労･健･厚

従業員数:134人 月給制　:月額148,900円～168,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  448021 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森993-8 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:30 介護福祉士

②8:00～17:30 あれば尚可

求人:１人 ③9:00～19:00

年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番地 保険:雇･労･健･厚

従業員数:159人 月給制　:月額147,500円～166,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  461921 就業場所:＊南阿蘇村大字河陽4463　『特 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:30 介護福祉士

②8:30～18:00 あれば尚可

求人:１人 ③10:30～20:00

年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番地 保険:雇･労･健･厚

従業員数:159人 月給制　:月額147,500円～166,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  467521 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

調理師

（介護施設）

(医社)大徳会

介護老人保健施設

ﾘﾊｾﾝﾀｰひばり

雇用期間の定めなし

介護職

（福祉施設）

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑

雇用期間の定めなし

介護職

（介護施設）

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

ひめゆり

雇用期間の定めなし

調理員

（介護施設）

(医社)大徳会

介護老人保健施設

ﾘﾊｾﾝﾀｰひばり
資格:不問

雇用期間の定めなし

介護福祉士

（病院）

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

雇用期間の定めなし

介護職

（介護施設）

(福)順和会　特別

養護老人ホーム

陽ノ丘荘

雇用期間の定めなし

介護職

（介護施設）

(福)順和会　特別

養護老人ホーム

陽ノ丘荘

雇用期間の定めなし

＊入院患者様の介護業務全般
・食事の配膳準備、及び後片付け
・食事介助・入浴介助・排泄介助等
＊病棟の勤務は２交替制で、夜勤は
月４回程度あります。

＊利用者９４名、介護度平均４程度
・食事介助・お食事の配膳、下膳
・入浴介助・洗濯物の仕分け・排泄介助
・利用者の方の外出時の送迎有り
（軽～ワゴン車等）

＊利用者３９名、介護度平均４程度。
・食事介助・入浴介助・排泄介助
・食事の配膳、下膳
・洗濯物の仕分け等
・利用者の方の外出時の送迎有り
（軽～ワゴン車等）

＊特別養護老人ホーム。
・入浴介助・洗濯物の仕分け
・食事介助・お食事の配膳及び下膳
・排泄介助等
・介護記録記載
○日勤のみの応募も歓迎致します。

＊グループ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
＊介護職員による調理業務はありません。

・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
：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、配膳等のお仕事が
中心になります。

・その他、食器洗浄、厨房内の整理等

・調理業務全般・食事の盛り付け
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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:159人 月給制　:月額155,700円～187,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  466221 就業場所:＊南阿蘇村河陽4463　　　『特 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～18:30

②9:00～13:00

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-  497021 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

①9:00～18:00

②9:00～13:00

求人:２人

年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 保険:雇･労･健･厚

従業員数:58人 月給制　:月額180,000円～400,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  455121 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(歯

変形（1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-  502021 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業

変形（1ヶ月単位）

求人:２人

年齢:65歳以上

阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労･健･厚

従業員数:130人 月給制　:月額180,000円～220,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  514521 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業

変形（1ヶ月単位）

求人:１人

年齢:59歳以下

阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労･健･厚

従業員数:130人 月給制　:月額170,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  511721 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）

求人:２人

年齢:59歳以下

阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労･健･厚

従業員数:130人 月給制　:月額170,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  500921 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:不問

調理職員 (福)順和会　特別

養護老人ホーム

陽ノ丘荘
資格:不問

雇用期間の定めなし

歯科助手 (医社)健優会

たかもり歯科医院
資格:不問

雇用期間の定めなし

調理係（旅館）

【高年齢者専用】

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
資格:不問

6:00～21:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

衛生管理責任者

（候補／旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
資格:不問

6:00～21:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

歯科助手 (医社)健優会

きよら歯科医院

雇用期間の定めなし

調理係（旅館） (有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
資格:不問

6:00～21:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

レストラン

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

7:00～22:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

＊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

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

＊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

＊バイキングレストラン調理業務
・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

・調理業務全般・食事の盛り付け
・食器洗浄機を使用した食器洗い
・食器類の準備や片付け
・厨房の清掃業務による衛生管理
・調理業務に関する記録等
◆毎食４７名分に対応していただきます

・消毒・衛生に関する施設内点検
・手指消毒など衛生に関する社員への
指示・指導

・衛生関連書類・点検簿等の作成・入力
・その他、衛生管理に付随する業務
※空いた時間は調理補助業務もあります。

＊旅館内ﾊﾞｲｷﾝｸﾞﾚｽﾄﾗﾝでの接客業務。
・テーブルのセッティング
・簡単な盛付け補助・配膳及び下膳
・飲料水の提供・ホールの清掃等
＊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。

・チェックイン時のお出迎え、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170,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  501121 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり

①6:30～14:30

②15:30～23:30

求人:３人

年齢:18歳～59歳 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-  625821 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

①9:00～17:00

求人:３人

年齢:44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-  626221 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

変形（1年単位） 調理師

①6:00～20:30

求人:２人

年齢:不問

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労･健･厚

(４か月以上) 従業員数:300人 日給制　:月額184,000円～207,000円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 46010- 9601521 就業場所:阿蘇市赤水温泉（無田7-1） 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(ホ

変形（1年単位）

①8:00～17:00

②12:00～21:00

求人:２人

年齢:64歳以下 普通自動車免許

鹿児島県鹿児島 保険:雇･労･健･厚

従業員数:300人 月給制　:月額170,000円～210,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 46010- 9584921 就業場所:阿蘇市赤水温泉（無田7-1） 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）

①6:00～20:30

求人:２人

年齢:64歳以下

鹿児島県鹿児島 保険:雇･労･健･厚

従業員数:300人 月給制　:月額170,000円～210,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 46010- 9595821 就業場所:阿蘇市赤水温泉（無田7-1） 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～20:00 調理師

あれば尚可

求人:２人

年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 保険:雇･労･健･厚

従業員数:35人 月給制　:月額250,000円～350,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  468421 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:あれば尚可(調

温浴施設スタッフ (株)阿蘇

ファームランド

雇用期間の定めなし

体験施設

運営スタッフ

(株)阿蘇

ファームランド

又は8:30～21:00の

間の7時間
雇用期間の定めなし

フロント・

予約スタッフ

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
資格:不問

又は7:00～22:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

配膳・接客係 ケービー食品

(株)
資格:不問

雇用期間の定めなし

調理：旅館 (有)黒川荘

雇用期間の定めなし

調理 ケービー食品(株)

ホテル

フロント係

ケービー食品

(株)

雇用期間の定めなし

温浴施設でのお仕事です。
・主に、受付、案内、巡回、清掃業務。
その他、リネン備品（シャンプー類、
タオルなど）の補充

○ホテル調理全般（準備・調理・片付け）
・バイキング形式の朝食・夕食
・お客様の前で調理実演を行い、料理を
提供します。

◆阿蘇白雲山荘新築ｵｰﾌﾟﾝ
◆面接随時実施しています。

＊調理業務全般：和食・懐石料理が中心
・仕込み
・調理
・盛り付け
・食材管理

○チェックイン・アウト受付並びに精算
・予約受付や問い合わせ等の電話応対
・インターネット予約のシステム登録
・メール返信・売店レジ等の業務
＊まれに送迎業務（社用車使用、ＡＴ車）
＊予約精算システムを使用します

・チェックイン時のお出迎え、受付
・チェックアウトによる精算/お見送り
・お客様滞在のサポート接客
・娯楽設備の提供・電話応対/予約管理
＊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。

・チェックイン・アウトの受付・精算

○レストラン・ホールでの食事配膳
・朝食・夕食時の配膳・接客
・バイキング料理瀬セット・片付け等
・接遇サービス全般
・接客部門責任者・シフト管理含む
・その他付随する業務

・入場受付、お客様への施設利用案内
（遊び方・注意事項）
・施設内での接客、商品販売、レジ・
券売機業務

・施設内を巡回しながらの安全管理
・施設内の清掃
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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

交替制あり

①8:00～17:00

②13:00～22:00

求人:２人

年齢:44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 月給制　:月額200,000円～300,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  472721 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

変形（1ヶ月単位）

①8:00～12:00

②16:30～21:00

求人:３人

年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 保険:雇･労･健･厚

従業員数:35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-  470121 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

普通自動車免許

あれば尚可

求人:２人

年齢:不問

青森県上北郡おいらせ町上久保63-14 保険:雇･労･健･厚

従業員数:50人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員以外 02080-  949321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野809 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

変形（1ヶ月単位）

①6:00～15:00 調理師

②9:00～18:00 あれば尚可

求人:１人 ③10:30～19:30

年齢:59歳以下

阿蘇市内牧1079-12 保険:雇･労･健･厚

従業員数:13人 月給制　:月額135,000円～151,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  586721 就業場所:阿蘇市内牧1079-12 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）

①6:30～15:30

②7:30～16:30

求人:１人 ③9:30～18:30

年齢:59歳以下

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚

従業員数:470人 時給制　:月額155,520円～164,160円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43010- 9412121 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

変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

②12:00～20:00

求人:２人

年齢:64歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚

従業員数:90人 月給制　:月額150,000円～170,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  424821 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）

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-  426521 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

住み込み

調理スタッフ

ジャパンフード

(株)
5:00～20:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

調理員

（福祉施設）

(福)蘇峯会

ケアハウス

茶寿苑

雇用期間の定めなし

フロント

（旅館）

(有)黒川荘

資格:不問

雇用期間の定めなし

仲居 (有)黒川荘

資格:不問

又は8:00～21:30の

間の7時間
雇用期間の定めなし

レストラン

スタッフ

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや
資格:不問

雇用期間の定めなし

給食調理 (株)九州フード

サプライセンター
資格:不問

雇用期間の定めなし

調理

（社員食堂）

(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

＊従業員寮や建設会社宿舎での朝食、
昼食、夕食の調理

＊ﾒﾆｭｰや食材は全て工場より配送
＊共有部分（ﾄｲﾚ/風呂/玄関など）の清掃
（施設の管理はありません）
＊夫婦可

＊調理全般
・材料の切り込み・調理
・食器洗浄・調理場の清掃
・配膳、下膳（昼食時状況による）
＊朝食５０食分 昼食５０食分
夕食５０食分を２～３名。

おぐに老人保健施設 給食調理
・調理
・配膳
・洗浄
＊朝・昼・夕 各５０食程度（５人体制）

＊従業員への食事の調理業務
朝食・昼食・夕食を２人体制。

（１回が約１００食分程度）
・食器洗い、厨房の清掃等
・その他の調理業務全般

＊（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

・チェックインによる受付

・チェックイン・アウトの受付・精算
・客室、館内のご案内、説明
・予約管理・顧客管理
・電話、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる予約受付
・電話対応等
＊接客業務全般補助をしていただきます

・夕食、朝食のセット業務
・配膳、下膳、後片付け等
・客室の備品整理、入れ込み
＊接客業務全般補助をしていただきます。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①14:00～21:00 普通自動車免許

(AT不可)

求人:２人 あれば尚可

年齢:44歳以下

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労･健･厚

従業員数:90人 月給制　:月額200,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  427421 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-  428321 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）

①9:00～20:00

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-  432821 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:00～22:00

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-  430021 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

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-  434521 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） 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-  425221 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 月給制　:月額162,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  646621 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

フロント係

（ホテル）

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや

雇用期間の定めなし

接客係及び清掃

（ホテル）

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや
資格:不問

雇用期間の定めなし

受付、清掃

（吉祥の湯）

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや

雇用期間の定めなし

ナイトフロント

（ホテル）

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや
資格:不問

雇用期間の定めなし

予約係 (株)杖立観光

ホテル ひぜんや
資格:不問

雇用期間の定めなし

駐車場係及び

マイクロ運転手

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや

雇用期間の定めなし

調理補助

（旅館）

(株)夢龍胆

資格:不問

雇用期間の定めなし

＊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

＊調理長の指導の下での調理

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

○ナイトフロントの受付
・夜間においてお客様への対応
・付随する業務として館内の見回り
・施錠確認等の夜警業務・電話応対
＊スタッフ２～３人で対応しています。
＊初心者の方でもｽﾀｯﾌが指導致します。

＊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）
＊顧客管理等＊住込みも可能です＊

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

・日帰り温泉、家族風呂の受付業務
・精算業務
・風呂、脱衣場等の清掃
・使用済みのタオル、バスタオル等を
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。

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

＊当事業所の役員の送迎が週２回程度有り
（社用車使用）
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①6:30～10:00

②16:00～20:30

求人:１人

年齢:44歳以下

阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 保険:雇･労･健･厚

従業員数:31人 月給制　:月額172,000円～240,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  648121 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

交替制あり

①7:00～15:00

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 月給制　:月額162,000円～230,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  645321 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）

①7:30～11:30

②17:00～21:00

求人:１人

年齢:44歳以下

阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 保険:雇･労･健･厚

従業員数:31人 月給制　:月額162,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  647921 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

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-  632721 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年単位）

①7:00～17:00 調理師

②10:00～20:00 普通自動車免許

求人:１人 ③11:00～21:00 あれば尚可

年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字立野461-94 保険:雇･労･健･厚

従業員数:11人 月給制　:月額200,000円～400,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  522521 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:あれば尚可(調

変形（1ヶ月単位）

①11:00～22:30

求人:１人

年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 保険:雇･労･健･厚

従業員数:25人 時給制　:月額154,800円～189,200円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  575921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:その他 経験:必須(接客経験

変形（1ヶ月単位）

①8:00～22:00

求人:１人

年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 保険:雇･労･健･厚

従業員数:25人 時給制　:月額154,800円～172,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  572421 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:その他 経験:不問

調理人（旅館） (株)夢龍胆

資格:不問

雇用期間の定めなし

フロント (株)夢龍胆

雇用期間の定めなし

調理人 (株)

栄輝　阿蘇支店

雇用期間の定めなし

バーテンダー

（旅館）

(株)樹やしき

雇用期間の定めなし

接客係（旅館） (株)夢龍胆

資格:不問

雇用期間の定めなし

調理師 (有)白水乃蔵

資格:不問

雇用期間の定めなし

フロント業務

（旅館）

(株)樹やしき

雇用期間の定めなし

＊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

・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
・店内業務：オーダー受け、配膳、レジ

後片付け
・店内の掃除等

・南阿蘇温泉『癒しの里』における
調理業務

・宿泊客の食事及びレストラン
（洋・和食）の調理業務全般

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

＊駐車場でのお客様の車移動もあります。

・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。

・宿泊客の予約状況（ネット等）の管理
・お客様への接客及びお部屋へのご案内
・館内設備等に関する説明（例：非常口）
・精算業務・フロント周辺の清掃
・売店内の商品補充や商品の発注業務
＊その他付随業務＊駐車場内での車移動

・お部屋へのご案内及び館内の説明
・お部屋食、お食事処の準備
・夕食、朝食の提供及び下膳、後片付け
・布団の敷き、布団上げ
・お客様のお見送り・お部屋の清掃
・お茶セット、ｱﾒﾆﾃｨｰ等の入れ込み等

＊食事準備や片づけは基本的にボックス
25



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）

①7:00～21:00

求人:２人

年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 保険:雇･労･健･厚

従業員数:25人 時給制　:月額154,800円～172,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  573321 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）

①7:30～16:00

②8:30～17:00

求人:１人 ③9:00～17:30

年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 保険:雇･労･健･厚

従業員数:125人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  651521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:30～20:30 普通自動車免許

②8:00～20:30 あれば尚可

求人:１人

年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺5965 保険:雇･労･健･厚

従業員数:4人 月給制　:月額167,300円～400,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  655921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5965 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～15:00

②12:00～21:00

求人:２人 ③14:00～23:00

年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 保険:雇･労･健･厚

従業員数:85人 月給制　:月額170,908円～236,605円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  601221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①6:30～21:00

求人:３人

年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺北黒川6554 保険:雇･労･健･厚

従業員数:85人 月給制　:月額170,800円～195,200円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  596821 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

求人:２人

年齢:64歳以下

阿蘇市内牧1354 保険:雇･労･健･厚

従業員数:25人 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  578721 就業場所:阿蘇市内牧1354 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:30

②16:00～23:30

求人:２人

年齢:18歳～59歳

熊本市西区花園1丁目3-1 保険:雇･労･健･厚

従業員数:15人 月給制　:月額193,000円～193,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員以外 43010- 7372521 就業場所:阿蘇市内牧1038-1　 週休2日制:なし 経験:不問

ゴルフ場

フロント業務

(株)南阿蘇

カントリークラブ
資格:不問

雇用期間の定めなし

配膳係（接客） (有)離れ宿 山崎

雇用期間の定めなし

接客スタッフ

（旅館）

(株)樹やしき

資格:不問

雇用期間の定めなし

接客 (有)親和苑

資格:不問
7:00～21:00の

間の8時間

雇用期間の定めなし

ホール係 (株)富士千

資格:不問

雇用期間の定めなし

フロント

（ホテル）

湯峡の響き 優彩

((株)瀬の本観光

ホテル）

又は14:00～22:00

の間の8時間程度
雇用期間の定めなし

客室係

（ホテル）

湯峡の響き 優彩

((株)瀬の本観光

ホテル）
資格:不問

雇用期間の定めなし

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

・チェックインにおける客室へのご案内
及びアウト時のお見送り・配膳、下膳

・電話の応対（主に予約内容の確認）等
・皿洗いをお願いすることもあります。
※お客様の車での送迎（黒川温泉～旅館）
をお願いすることもあり（免許有りの方）

・フロント業務全般（ﾁｪｯｸｲﾝ・ｱｳﾄ）
部屋へのご案内等・お客様の車移動

・バーラウンジ業務
・会計業務、簡単なパソコン作業
・宴会場の設営
・電話、インターネットによる予約受付

・宿泊のお客様をお部屋に案内しお部屋
館内の説明を行う。

・お食事の提供（お部屋または会食場）
・お布団敷
・チェックイン、チェックアウト時の
お出迎えとお見送り

旅館、レストランにおいての接客業務
・客室、食事処への案内、館内説明。
・食事処及び部屋食においての食事の
準備、配膳、料理、飲み物の提供
後片付け。

・布団敷き等

＊食事準備や片づけは基本的にボックス
エレベーターと台車使用の為、力仕事
はありません。

・食事処及びお部屋での料理配膳/片づけ
・布団の上げ敷き＊客室清掃は全て委託
していますので共有ｽﾍﾟｰｽのみ清掃。

店内での接客
機械等の保守点検

ブロス阿蘇内牧店
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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）

①9:00～17:00 普通自動車免許
②16:30～0:15 あれば尚可

求人:３人
年齢:18歳～59歳

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

正社員 43010- 8936021 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）

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:74人 時給制　:月額142,760円～142,760円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  620621 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）

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:74人 時給制　:月額142,760円～142,760円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  619221 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

変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字矢津田354-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額172,900円～190,190円 休日:水他 学歴:高校以上

正社員 43090-  666721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松1561-1週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①16:45～9:00 介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級

求人:２人
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-  582621 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

①8:30～17:00 介護職員初任者研修修了者

②9:00～16:30 ホームヘルパー２級

求人:２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900円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  589521 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
交替制あり
①6:00～14:30
②10:30～19:00

求人:２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860円～880円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  590321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:毎週 経験:不問

施設管理 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

調理・接客 (有)村上養魚場

雇用期間の定めなし

ホール/カウンター

スタッフ

河合興産　(株)

雇用期間の定めなし

マスター室

（スタート係）

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

7:00～18:00の

間の8時間

調理スタッフ (同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

資格:不問

雇用期間の定めなし

パート
ヘルパー

（夜勤専門）

(同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

雇用期間の定めなし

介護職 (同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

雇用期間の定めなし

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

・キャディバックの積み下ろし
・ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞの確認、拭き上げ・ｽﾀｰﾄ案内
・ゴルフカート、コース内施設の清掃
・練習場整備（ボール拾い等）
ゴルフの知識がない方でも大歓迎。
慣れるまで丁寧に指導いたします。

＊ヤマメ/マス/イワナの調理・加工・販売
・川魚の販売・魚の加工・加工品の調理
・加工品のシール貼り
・配達業務：主に南阿蘇村、高森方面
・店舗の清掃等
＊できれば土、日の勤務可能な方希望

・ボイラー設備、空調設備、電気設備の
運転及び監視業務

・給排水衛生設備の管理、点検
・消防設備の管理、点検
・館内設備の修理、営繕
・外注作業の管理、監督・設備の清掃等

＊住宅型有料老人ホーム入居者の夜間の
巡回・コール対応及び起床・就寝の
軽介助等の介護をおこないます。

＊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）

＊ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用者・入所者の入浴介助、
食事介助、生活援助（清掃、洗濯、
買い物）等の介護職全般。

・他に外出時の介助やレクレーションの
補助など。

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。

・調理、後片付け、食器洗い
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:00～18:00

求人:１人

年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労

従業員数:134人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  436321 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人

年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労･健･厚

従業員数:134人 時給制　:時給828円～828円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  438921 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人

年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労

従業員数:134人 時給制　:時給850円～1,020円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  440821 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人

年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森993-8 保険:雇･労

従業員数:134人 時給制　:時給850円～1,020円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  446921 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森993-8 週休2日制:毎週 経験:不問

介護福祉士

①8:30～17:30 介護職員初任者研修修了者

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

(４か月以上) 従業員数:19人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  486621 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 週休2日制:毎週 経験:不問

介護職員初任者研修修了者

求人:１人

年齢:59歳以下 普通自動車免許

大分県日田市上城内町1-25 保険:労

従業員数:46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 44040-  919121 就業場所:阿蘇郡小国町北里1908-1 週休2日制:毎週 経験:施設経験者

①9:00～18:00

②9:00～13:00

求人:２人

年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 保険:雇･労･健･厚

従業員数:58人 時給制　:時給950円～1,500円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  456021 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

調理

（福祉施設）

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑
資格:不問

雇用期間の定めなし

介護職

（介護施設）

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

ひめゆり
8:30～17:30の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

介護職員 (株)BEST REVE

リハビリ特化型

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ リスタ

介護助手

（介護施設）

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑
資格:不問

8:00～17:30の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

介護職

（介護施設）

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑
8:30～17:30の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

施設介護員 (同)ネオ

8:00～18:00の

間の3時間以上

雇用期間の定めなし

歯科助手 (医社)健優会

きよら歯科医院

雇用期間の定めなし

＊（直接介護に該当しない業務）
・配膳/下膳・ｼｰﾂ交換等のﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｸ/洗濯
・居室、食堂、浴室、トイレ等の掃除
・ポータブルトイレ、尿器等の回収/洗浄
・フロアの換気等の環境整備
・創作活動、趣味活動の補助等

＊利用者９４名、介護度平均４程度
・食事介助・お食事の配膳、下膳
・入浴介助・洗濯物の仕分け
・排泄介助 ・利用者の方の外出時の
送迎有り（軽～ワゴン車等）

＊利用者３９名、介護度平均４程度
・食事・入浴・排泄介助・配膳、下膳
・洗濯物の仕分け等
・利用者の方の外出時の送迎有り
（軽～ワゴン車等）
＊施設内研修があります。

＊デイサービスでの介護業務全般
・利用者の入浴、食事、排泄介助及び
支援等

・リハビリ、体操の補助
・利用者の送迎（片道３０分圏内）

（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
＊勤務時間、日数相談に応じます
＊就業場所：ケアホーム ネオ
（阿蘇郡小国町）

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

＊夜間の清掃員

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

・作業は分担制により行います。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①23:00～7:00

求人:２人

年齢:18歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚

(４か月未満) 従業員数:180人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  627521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

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830円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  628421 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

①10:30～15:00

求人:１人

年齢:62歳以下

熊本市中央区辛島町6-7　いちご熊本ビル6Ｆ 保険:雇･労

従業員数:1,400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 43010- 8432121 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5725- 週休2日制:その他 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821円～821円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  540621 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-  543021 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

交替制あり

①5:30～9:30

②17:00～21:00

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900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  539221 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:その他 経験:不問

求人:２人

年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労

(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給821円～828円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  542121 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

ナイト温泉清掃 (株)阿蘇

ファームランド

又は22:00～8:00の

間の7時間程度

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

調理師

（ホテル）

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

カントリークラブ） 資格:不問
5:30～20:30の

間の5時間程度

厨房の調理補助

（ｱｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ阿蘇）

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

カントリークラブ） 資格:不問

清掃 (株)ファビルス

熊本支社
資格:不問

雇用期間の定めなし

「どんどこ湯」

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

レストラン業務

（ホテル）

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

カントリークラブ） 資格:不問
6:00～22:00の

間の3時間以上

「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

＊夜間の清掃員
・営業終了後の清掃業務
内湯、露天風呂、脱衣所など
温泉施設内の清掃
洗浄機器などを使用して清掃

◆未経験の方も応募可能です。

客室清掃 内湯、露天風呂の清掃

客室外回りの清掃
（掃き掃除、ゴミ収集等）

※調理業務全般
調理長の指導・指示のもと。

・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。
・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
＊園内にバイキングレストランやうどん
等の麺類など飲食店が５店舗あります

※料理長の下で調理補助業務：
・食材の洗いや簡単な切り込み
・簡単な調理、仕込み、盛り付け
・調理器具などの洗浄

＊ﾚｽﾄﾗﾝ、宴会場においての接客業務全般

＊レストラン及び宴会場の接客業務全般。
・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
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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

①5:30～10:30

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:125人 時給制　:時給821円～858円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  538821 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:１人

年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 保険:雇･労

従業員数:125人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  652421 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陰5254番地 週休2日制:その他 経験:不問

①5:00～10:00

②7:00～12:00

求人:２人 ③6:00～14:00

年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労

(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給900円～1,400円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  504821 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-  505221 就業場所:阿蘇市内牧385-1 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～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  510021 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①12:00～5:00

②1:00～6:00

求人:２人

年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:労

(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給900円～1,200円 休日:月火水木 学歴:不問

パート労働者 43090-  512821 就業場所:阿蘇市内牧385-1 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900円～1,400円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  507421 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

ゴルフ場

フロント業務

(株)南阿蘇

カントリークラブ
資格:不問

7:30～17:30の

間の5時間以上

雇用期間の定めなし

朝食バイキング

スタッフ（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
資格:不問

又は5:00～14:00の

間の2時間以上

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

温泉清掃(旅館)

【夜勤】

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
資格:不問

調理補助

（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
資格:不問

又は5:30～20:30の

間の2時間以上

夕食バイキング

スタッフ（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
資格:不問

又は17:00～22:00

の間の2時間以上

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

・塩素系洗剤を使用、ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼで磨き
高圧洗浄機（重さ：７キロ前後）で
洗い流す作業です。その後、温泉を
溜めて温度調節を行います。

※経験にも選りますが、５時間程度で
約５～６ヵ所の清掃を行います。

・塩素系洗剤を使用、ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼで磨き
高圧洗浄機（重さ：７キロ前後）で
洗い流す作業です。その後、温泉を
溜めて温度調節を行います。

※経験にも選りますが、５時間程度で
約５～６ヵ所の清掃を行います。

・食材洗い・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
・厨房内の清掃

＊ﾚｽﾄﾗﾝ、宴会場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

＊宿泊のお客様への朝食の提供
・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

＊レストランにて料理・配膳・接客・
皿洗いなどの業務全般。

＊ﾃｰﾌﾞﾙｾｯﾃｨﾝｸﾞ、簡単な盛り付け補助、
配膳及び下膳、ホールの清掃等。

※入社後、導入研修を実施しますので、
初めての方も大歓迎です。

・ﾁｪｯｸｲﾝによるお客様のお出迎え、受付

・ゴルフプレイのお客様の受付
・パソコン入力
・プレイ後の精算業務
・ネット等による予約管理
・顧客管理
・電話対応
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①7:00～11:00

②9:00～13:00

求人:３人 ③9:00～17:00

年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労

(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給900円～1,400円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  506521 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①5:30～10:00

②7:00～11:30

求人:２人 ③16:00～20:30

年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労

(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給900円～1,400円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  503721 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①20:00～8:00

求人:２人

年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労

(４か月以上) 従業員数:300人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 46010- 9619521 就業場所:阿蘇市赤水温泉（無田7-1） 週休2日制:毎週 経験:不問

①5:30～10:30

②15:30～20:30

求人:２人

年齢:不問

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労

(４か月以上) 従業員数:300人 時給制　:時給850円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 46010- 9605921 就業場所:阿蘇市赤水温泉（無田7-1） 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

①6:00～10:00

②16:00～21:00

求人:２人

年齢:不問

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労

(４か月以上) 従業員数:300人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 46010- 9625721 就業場所:阿蘇市赤水温泉（無田7-1） 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

①6:00～13:00

②15:00～22:00

求人:１人

年齢:不問

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島 保険:雇･労

(４か月以上) 従業員数:300人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 46010- 9610421 就業場所:阿蘇市赤水温泉（無田7-1） 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

①8:00～16:00 調理師

栄養士

求人:２人 あれば尚可

年齢:64歳以下

阿蘇市黒川1509番地 保険:雇･労

従業員数:5人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  631021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5860ー1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(同

ナイトフロント・

夜警

ケービー食品

(株)
資格:不問

調理補助 ケービー食品

(株)
資格:不問

予約フロント

スタッフ（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）
資格:不問

又は7:00～22:00の

間の2時間以上

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

調理員 (同)ミールモンド

又は9:00～16:00の

間の6時間程度
雇用期間の定めなし

配膳・接客係 ケービー食品

(株)
資格:不問

設備 ケービー食品

(株)
資格:不問

〇社員食堂での調理業務

・給食サービスに関連する調理業務
（食材仕込み、調理等）
・栄養士の資格をお持ちの方は発注業務
在庫管理を主にして頂き必要に応じて
調理指導等。・土日祝だけの出勤可

・夕方～短時間で皿洗いも大丈夫です。

○ホテルでの調理補助業務（準備・調理
・片付け）
・バイキング形式の昼食・夕食
◆阿蘇白雲山荘新築オープン
◆面接随時実施しています。

○施設管理業務全般
・設備保守・清掃業務・計器具類確認
・営繕、空調フィルター交換
＊設備にはガス式ボイラー・大浴場
ろ過システムを含む

◆阿蘇白雲山荘新築オープン

＊朝食および夕食（バイキング形式）の
ｵｰﾌﾟﾝｷｯﾁﾝでの調理や接客の仕事です。

≪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。

○レストラン・ホールでの食事配膳
・バイキング料理のセット、片付け等
（朝食・夕食）
・接遇サービス全般
・その他付随する業務
◆阿蘇白雲山荘新築オープン

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

○夜間・宿泊客のフロント対応
・電話予約・問い合わせ対応
・インターネット予約・システム入力
・メール返信
・大浴場片付けおよび夜間警備
◆阿蘇白雲山荘新築オープン
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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

求人:２人

年齢:不問

菊池郡大津町大字杉水3021-1 保険:労

従業員数:412人 時給制　:時給821円～880円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43030- 2807621 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

①5:00～8:30 調理師

②15:45～19:00 あれば尚可

求人:１人

年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町宮原1567-1 保険:雇･労･健･厚

(４か月以上) 従業員数:217人 月給制　:時給824円～848円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  593121 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原384番地 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

①8:30～16:00 調理師

②8:00～15:30 あれば尚可

求人:１人

年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町宮原1567-1 保険:雇･労･健･厚

(４か月以上) 従業員数:217人 月給制　:時給824円～848円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  594021 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原186番地 週休2日制:毎週 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821円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  633821 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

求人:２人

年齢:不問

阿蘇郡高森町大字高森2164 保険:雇･労･健･厚

従業員数:10人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  682021 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2164 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～15:45 普通自動車免許

②9:00～16:45 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1,000円～1,500円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  571521 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:調理経験者

①8:00～13:00

求人:２人

年齢:59歳以下

大分県佐伯市野岡町2丁目1番10号 保険:労

従業員数:80人 時給制　:時給830円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44060- 1075821 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原字柿ノ木 週休2日制:その他 経験:不問

調理員【東京応化

阿蘇工場】

(株)東臣

資格:不問

雇用期間の定めなし

調理補助 (有)白水乃蔵

資格:不問

又は9:30～19:00の

間の6時間程度
雇用期間の定めなし

弁当製造、販売 (有)住吉フード

（ほっともっと

高森店）
資格:不問

7:00～21:00の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

学校給食調理 小国町役場

学校給食調理 小国町役場

レストラン

調理人

阿蘇ハイランド開発

(株)

又は8:00～17:00の

間の7時間程度

鮮魚担当

（小国店）

(株)マルミヤ水産

資格:不問

雇用期間の定めなし

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

＊小国町立小国中学校宿舎にて入寮生徒
及び舎監への食事を提供するため、
調理等業務を担当していただきます。

・献立の立案・材料の発注・検収・検品
・材料の切り込み・調理・配食
・食器等洗浄・作業台等の拭き上げ/清掃

＊小国町学校給食ｾﾝﾀｰにて
小国町立小・中学校の調理等の業務。

・材料の検収・検品・材料の切り込み
・調理・配缶
・食器等の洗浄
・作業台等の拭き上げ、清掃

・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（ｵｰﾀﾞｰ受/配膳/片づけ/ﾚｼﾞ）
・店内の掃除
＊観光のお客様が主です。

＊厨房業務、カウンター業務
・注文を受けて弁当の製造、販売、配達。
・自動車免許のある方は配達をお願い
する事もあります。

＊マニュアルがあるので経験がなくても
大丈夫です。

・バイキング料理の調理、仕込み
・食材の切り込み、仕込み盛りつけ
・道の駅販売用の弁当作り
・食器の洗浄、片付け
・その他付随する業務

鮮魚の調理及びパック詰め
寿司の製造
接客、販売、清掃業務
「定年以上で応募の方は相談に応じます」

＊当館内のラウンでの接客販売
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①18:00～22:30

求人:１人

年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 保険:雇･労

従業員数:25人 時給制　:時給900円～1,100円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  576121 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:毎週 経験:接客経験者

①7:00～12:00

②8:00～12:00

求人:２人 ③16:00～21:30

年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 保険:雇･労

従業員数:25人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  574621 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①16:30～23:00

②18:00～23:00

求人:２人

年齢:18歳以上

阿蘇市一の宮町宮地2276-3 保険:雇･労･健･厚

従業員数:7人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  681121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2276-3 週休2日制:その他 経験:不問

①10:00～15:30

求人:２人

年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市西町996 保険:労

従業員数:6人 時給制　:時給850円～900円 休日:月火水木金 学歴:不問

パート労働者 43090-  674021 就業場所:阿蘇市西町996 週休2日制:毎週 経験:不問

①16:00～21:00

②17:00～21:00

求人:２人

年齢:不問

阿蘇市黒川2323 保険:雇･労

従業員数:23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-  630121 就業場所:阿蘇市黒川2323 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

求人:２人

年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森3219 保険:雇･労･健･厚

(４か月未満) 従業員数:2,191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-  680921 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3219 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:１人

年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森3219 保険:雇･労･健･厚

(４か月以上) 従業員数:2,191人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  679421 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3219 週休2日制:毎週 経験:不問

バーテンダー

（旅館）

(株)樹やしき

雇用期間の定めなし

接客スタッフ

（旅館）

(株)樹やしき

資格:不問

雇用期間の定めなし

レストラン業務

（旅館）

(株)おがさわら

資格:不問

雇用期間の定めなし

ホテルスタッフ 一般(財)

休暇村協会

「休暇村 南阿蘇」
資格:不問

6:30～21:00の

間の8時間程度

ホールスタッフ (株)輝

コーポレーション

（居酒屋もり蔵）
資格:不問

又は18:00～23:00

の間の3時間以上
雇用期間の定めなし

レストラン接客

及び販売

(有)

モーモーファーム

竹原牧場

雇用期間の定めなし

ビジターセンター

野草園スタッフ

一般(財)

休暇村協会

「休暇村 南阿蘇」
資格:不問

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

＊駐車場でのお客様の車移動もあります。

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

【レストラン】
注文受け/配膳/下膳/レジ/調理補助/食器
洗い/炭の用意/片付け/清掃
【売店】ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ、牛乳等の販売、レジ
バター作り、乳搾り体験等の受付
＊土、日、祝、就労可能な方。

＊夕食（レストラン）の接客業務全般
・レストラン内の準備
・お料理、飲み物の提供、及び接客
・後片付け、及び清掃

＊阿蘇の自然や動植物を紹介する
ビジターセンターのスタッフ

＊説明、野草園（併設）の案内、また
野草園の植物の管理を行います。

※動植物に興味・関心をお持ちの方
歓迎いたします。

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

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

（１）の業務

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

①6:00～9:00
②17:30～21:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市内牧264 保険: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-  677221 就業場所:阿蘇市内牧264 週休2日制:毎週 経験:不問

①22:00～7:00

求人:１人
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南小国町大字満願寺6548 保険:雇･労
従業員数:36人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  489021 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6548 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～12:00
②17:00～21:30

求人:４人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43090-  475521 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 週休2日制:その他 経験:不問

①9:30～17:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

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

パート労働者 43090-  665021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松1561-1週休2日制:毎週 経験:不問

雇用期間の定めなし

接客・調理補助 (有)村上養魚場

雇用期間の定めなし

ナイトスタッフ

（旅館）

(有)いこい旅館

（お宿野の花） 資格:不問

雇用期間の定めなし

仲居 (有)黒川荘

資格:不問

雇用期間の定めなし

接客（ホテル） (株)五岳荘

資格:不問

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

・夕食、朝食のセット業務
・配膳、下膳、後片付け
・客室備品の整理・入れ込み等
＊接客業務全般補助をしていただきます。

当直のお仕事です。
脱衣所の清掃と戸締り。
翌朝の館内の準備、簡単な内線電話の
対応です。

（１）の業務
朝食のお食事処の準備、及び提供
下膳、及び後片づけ

（２）の業務
お部屋へのご案内 夕食(懐石料理)の
お食事処の準備/提供下膳/後片づけ
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この求人情報誌は、以下の場所で配布しております。部数に限りがございますのでご了承ください。

阿蘇市役所
阿蘇市

内牧支所

阿蘇市

波野支所

阿蘇市

社会福祉協議会

産山村役場 小国町役場 小国ゆうステーション 南小国町役場

南阿蘇村役場 高森町役場
高森町

観光交流センター

山都町役場

蘇陽支所

山都町役場
南阿蘇村役場

福祉センター

小国暮らしの窓口

（木魂館）

高森町

社会福祉協議会

求人情報誌の配布場所

ハローワーク阿蘇のご案内

所在地

〒869-2612

阿蘇市一の宮町宮地2318-3

TEL：0967-22-8609

FAX：0967-22-4775

各種情報

○「月刊 求人情報誌」始めました！

・正社員求人

・学歴、経験、資格不問求人

・宿泊業関係求人

について、毎月1回（おおむね月初め）発行します。

ハローワーク庁舎内で配布しておりますので、ぜひご利用ください。

○「週刊 求人情報誌」も始めました！

毎週火曜日発行。前の週に受理した求人を職種問わずまとめております。

月刊と同じくハローワーク庁舎内で配布しておりますので、ぜひご利用ください。

開庁時間

月曜日～金曜日

（祝日、年末年始を除く）

午前８時３０分～午後５時１５分


