
この求人情報誌はR3.10.26～R3.11.9ま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↓

※土日祝日と重なる場合は、
ずれこむことがあります。

発行予定日

12月1日（水）

■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。



＊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。

11/1 月

2 火

4 木

5 金 ①就職支援セミナー

8 月

9 火 ②医療・福祉事業所説明会

10 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ③看護のお仕事相談

水 ④あそサポステ就労相談会

11 木

12 金

15 月

16 火 ②医療・福祉事業所説明会

17 水 ⑤福祉のお仕事相談会

18 木

19 金

22 月

24 水 ②医療・福祉事業所説明会

25 木

26 金

29 月

30 火 ②医療・福祉事業所説明会

②医療・福祉事業所説明会については予定が

追加されることがあるのでお尋ねください

      

ハローワーク阿蘇　相談会などの予定

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

☆内容☆仕事探しのポイント。
応募書類作成・面接の事前準備・
想定問答など

☆雇用保険受給者の方は、
求職活動にカウントされます。

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

☆雇用保険受給者の方は、
求職活動にカウントされます。

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

仕事の悩み、技術研修等など

【熊本県看護協会 熊本県ﾅｰｽｾﾝﾀｰ】

④あそサポステ就労相談会
・第2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
・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



変形（1ヶ月単位） 一級建築士
①8:00～17:00 二級建築士

１級建築施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2223 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額300,000円～340,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 2048411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2223 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(実
変形（1年単位） １級電気工事施工管理技士

①8:00～17:00 第一種電気工事士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市東区西原1丁目2-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:39人 月給制　:月額200,000円～350,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43010-32266111 就業場所:熊本市東区西原1丁目2-10「株式 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(電
変形（1年単位） 一級建築士
①8:00～17:30 二級建築士

２級建築施工管理技士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1978 保険:雇･労･健･厚
従業員数:24人 月給制　:月額300,000円～385,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 2000111 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1978 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(建
技術士補/RCCM

①8:30～17:30 2級土木技術者

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市中央区安政町4-19　ＴＭ10ビル8Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:2,000人 月給制　:月額290,600円～432,500円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43010-33291611 就業場所:国土交通省熊本河川国道事務所・出張所何れか 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(土

２級土木施工管理技士

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島市中央町10番地　キャンセビル6Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:121人 月給制　:月額220,000円～370,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 46010-36289311 就業場所:熊本市、八代市、阿蘇市付内のいずれか 週休2日制:毎週 経験:必須(＊土木工

１級土木施工管理技士

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 鹿児島県鹿児島市中央町10番地　キャンセビル6Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:121人 月給制　:月額270,000円～470,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 46010-36362111 就業場所:熊本市・八代市・阿蘇市付内のいずれかの現場 週休2日制:毎週 経験:必須(＊土木工

変形（1年単位）
①8:00～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区尾ノ上4丁目19-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:26人 月給制　:月額261,500円～323,100円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43010-33471111 就業場所:熊本市内・市内近郊・阿蘇方面 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業

建築現場監督

雇用期間の定めなし

(株)熊本紅屋

建築技術者

雇用期間の定めなし

(株)橋本建設

電気施工

管理技術者

雇用期間の定めなし

(株)昭電社

土木施工

管理技術者

(株)ティーネット

ジャパン

熊本営業所

土木技術者

（2級 経験者）

(株)コバルト技建

鹿児島支店

雇用期間の定めなし

佐藤企業　(株)

土木技術者

（１級 経験者）

(株)コバルト技建

鹿児島支店

技術職

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

＊パソコンによる施工管理、見積書、
写真管理、図面作成等。

＊主として阿蘇郡市内及び熊本市内

屋内、道路照明、交通信号等に伴う
電気工事の現場管理又は現場作業員

エリア：熊本県内（社用車使用）

・基礎～仕上がりまでの管理
＊監督及び施工図や工事関係の書類を
作成する。

・官公庁や機関へ提出する建築書類作成
（提出書類等はﾊﾟｿｺﾝ使用となります）
＊エリアは熊本市近郊及び阿蘇郡市

１）契約履行に必要な資料作成等
２）請負工事の施工状況の照合等
３）協議・調整に必要な資料の作成
４）工事検査等への臨場
５）その他重大事案の報告、災害発生時

の対応など

○公共工事の土木施工管理業務
○発注者サイドの支援をする業務
＊年度更新

・官公庁との協議、折衝等。
・国交省、県、市等の公共工事における
現場の管理（進捗状況確認や安全管理）

＊その他、上記に付随する業務
＊来春からバックヤード強化により、
書類関係業務の負担を減らす予定です。

○公共工事の土木施工管理業務
○発注者サイドの支援をする業務
＊年度更新

＊公共、民間企業、個人等の一般/解体1



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位） ２級土木施工管理技士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:67歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 2079211 就業場所:阿蘇郡高森町高森1550-8 週休2日制:その他 経験:あれば尚可
１級土木施工管理技士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:23人 月給制　:月額210,000円～260,000円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090- 2081311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(監

技術士補/RCCM
①8:30～17:30 2級土木技術者

求人:２人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市中央区安政町4-19　ＴＭ10ビル8Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2,000人 月給制　:月額214,480円～372,320円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 43010-33288211 就業場所:国土交通省熊本河川国道事務所・出張所何れか 週休2日制:毎週 経験:必須(土木工事
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:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字一関801-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:34人 月給制　:月額250,000円～300,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 2014411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関801-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
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

１級建設機械施工技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:69歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1753-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:40人 月給制　:月額252,000円～300,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1975611 就業場所:阿蘇市黒川1753-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(２
交替制あり 薬剤師
①8:30～17:30
②9:30～18:30

求人:１人 ③8:30～13:00
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市小里250-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 年俸制　:月額420,000円～550,000円 休日:日祝他 学歴:大学以上

正社員 43090- 2017611 就業場所:阿蘇市小里250-4 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(新
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:15～17:30 准看護師
②16:00～9:00

求人:２人 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

阿蘇市三久保715番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額205,000円～303,100円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2043111 就業場所:阿蘇市三久保715番地 週休2日制:その他 経験:必須(正看護師

土木施工管理技

士

土木設計

施工管理技術者

雇用期間の定めなし

(株)ティーネット

ジャパン

熊本営業所

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇解体

施工管理者

（建設業）

クマレキ工業(株)

土木施工管理技

士

雇用期間の定めなし

江藤建設　(有)

土木施工管理

雇用期間の定めなし

(株)丸立

看護師

雇用期間の定めなし

(福)蘇幸会

障害者支援施設

たちばな園

薬剤師

雇用期間の定めなし

(有)野の花薬局

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

＊若手技術者の指導/教育もお願いします

＊公共、民間企業、個人等の一般/解体
工事等です（道路、河川、造成工事等）

・見積もりの作成
・行政等提出書類の作成、及び提出
・現場監督、及び進歩管理
・安全、品質管理等

１）契約履行に必要な資料作成等
２）請負工事の施工状況の照合等
３）協議・調整に必要な資料の作成
４）工事検査等への臨場
５）その他重大事案の報告、災害発生時

の対応など

＊土木工事の施工管理、土木工事
（公共工事）に関する現場での施工管理
・工事の安全管理、パソコン等での工程、
品質、出来形などの書類作成等

＊工事現場は、阿蘇管内、大津、菊陽
方面、熊本市内

・土木工事等の現場の施工、現場監督
・建築工事に係る見積もり・原価管理
・施工計画等の書類作成
・工事担当者と連携し施工・予算/品質/
安全工程等の各管理業務

＊現場は主に阿蘇市内外

＊薬剤師法に基づく調剤、服薬指導
＊ＯＴＣの販売
＊在宅訪問服薬指導
＊薬品の発注業務、及び管理

・健康管理、治療及び看護業務
・看護記録等のパソコン入力
・生活支援３名と共に夜勤があります。
・利用者様の通院の付き添い業務
（阿蘇市内、及び熊本市内方面）
・服薬管理等

要介護者であり認知症高齢者のご利用者

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） 看護師
①7:00～16:00
②8:00～17:00

求人:１人 ③11:30～20:30
年齢:59歳以下

熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額211,300円～275,470円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-32033211 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①7:00～16:00
②8:30～17:30

求人:１人 ③11:00～20:00
年齢:60歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:95人 月給制　:月額211,300円～275,470円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-32043511 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり 看護師
①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③9:20～18:20
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額222,000円～262,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1994711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師

①8:30～18:00 准看護師
②8:30～12:30

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

阿蘇市黒川1499-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 月給制　:月額205,000円～235,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2012211 就業場所:阿蘇市黒川1499-4 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 歯科衛生士
①9:00～18:30
②8:30～13:00

求人:１人
年齢:64歳以下

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

正社員 43090- 2077711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地212-1 週休2日制:その他 経験:不問
栄養士

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:88人 月給制　:月額224,591円～254,591円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2053811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(集
その他の福祉

①9:00～18:00 介護関係資格

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:88人 月給制　:月額220,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2057011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(障

看護職／乙姫の家

／６０歳以上専用

(株)

かいごのみらい

正看護師

（内科外来）

看護職／乙姫の家

雇用期間の定めなし

(株)

かいごのみらい

雇用期間の定めなし

(医)育栄会

たくもと小児科

クリニック

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

正・准看護師

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

相談支援専門員

雇用期間の定めなし

(医社)エスエス会

佐藤歯科

クリニック

栄養士

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

又は8:30～17:30の

間の8時間

要介護者であり認知症高齢者のご利用者
に家庭的な環境と地域住民との交流の下
で入浴、排せつ、食事等の介護、その他
の日常のお世話/機能訓練を行うことにより、
能力に応じ自立した日常生活を営む
ことが出来る様支援するものです。

要介護者であり認知症高齢者のご利用者
に家庭的な環境と地域住民との交流の下
で入浴、排せつ、食事等の介護、その他
の日常のお世話/機能訓練を行うことにより、
能力に応じ自立した日常生活を営む
ことが出来る様支援するものです。

・内科、又は、整形外科での医師の
診療補助業務

・病状観察、バイタル測定、報告
・検査介助、処置等
・採血や点滴等

＊外来患者の看護全般
・診療の補助、患者様の介護
・検査、注射
・医療器具の消毒等
・その他、付随する業務

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

・献立作成・食材発注、食材費管理
・食事管理、栄養管理等の日誌、報告書
作成・調理補助業務

＊朝、夕食、各７０食、昼食９０食程度
（職員含む）宅配弁当(１日20～30食程度)

・障がいのある方やそのご家族様との
相談業務

・障がい児、障がい者のサービス等
利用計画の作成やモニタリング

・サービス担当者会議の招集、開催
・福祉情報提供など

・身体に障がいをお持ちの70名の利用者
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①8:15～17:30
②7:00～16:00

求人:２人 ③16:00～9:00
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

阿蘇市三久保715番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額188,400円～249,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2042911 就業場所:阿蘇市三久保715番地 週休2日制:その他 経験:不問
幼稚園教諭免許

①8:00～17:00 保育士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇郡小国町大字下城401-3 保険:雇･労
従業員数:13人 月給制　:月額210,000円～220,000円 休日:土日祝他 学歴:短大以上

正社員 43090- 2025611 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城401-3 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:71人 月給制　:月額211,080円～229,700円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1989511 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）

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 2038211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:その他 経験:必須(パソコン
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- 2007311 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

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労･健･厚
従業員数:134人 月給制　:月額158,800円～174,900円 休日:土日他 学歴:専修学校以上

正社員 43090- 1981011 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3175 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:500人 月給制　:月額155,000円～155,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-32335311 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:必須(事務経験)

雇用期間の定めなし

(福)蘇幸会

障害者支援施設

たちばな園

保育士又は

幼稚園教諭

生活支援員

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

企画・広報部門

雇用期間の定めなし

(学)桐原学園

小国幼稚園

介護支援専門員

（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

一般事務

雇用期間の定めなし

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

(株)阿蘇

ファームランド
9:00～17:00の

間の7時間

公立病院での

病院事務

(株)リフティング

ブレーン
資格:不問

一般事務

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑

資格:不問

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

・身体に障がいをお持ちの70名の利用者
様の食事・入浴・排泄等のお世話を
する仕事です。

（介護記録等のパソコン入力有り）
・買物の代行にて普通車を使用します。

＊幼稚園教諭・保育士
・3才児～5才児のクラス担任
・全体６０名の園児（１ｸﾗｽ10名～20名）
年齢により園児数は異なります。

・送迎時のバスへの添乗
週３回程度でバスに乗車して頂きます。

・居宅介護支援事業所でのｹｱﾌﾟﾗﾝ作成
・サービス事業所との調整
・ご利用者やご家族の相談対応
・介護給付費の管理（給付管理）
・宿直が月３回程度あります
未就学児がいれば宿直は免除です。

・ＴＶコマーシャル、雑誌、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
制作及び管理、マスコミ等の対応

・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ﾎﾟｽﾀｰ等の販売促進ﾂｰﾙ制作
・販売促進、集客イベントプラン企画、
立案、運営管理

・宿泊プラン造成 など

＊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
ﾊﾟｿｺﾝ操作、ﾜｰﾄﾞ・ｴｸｾﾙを使用

・介護保険請求事務・接客/電話応対
・会計伝票のﾊﾟｿｺﾝ入力・各種帳簿の記入
・企画立案ｲﾍﾞﾝﾄの実施等
・社会保険事務・役員会の運営
・発注業務・勤怠管理
・郵便物の発送 等

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

・患者受付
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～17:00 メディカルクラーク
同等の医療事務資格

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:87,237 月給制　:月額144,320円～147,600円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-31643211 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1743 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:30 医療事務
医療事務作業補助

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:87,237 月給制　:月額144,320円～147,600円 休日:土日祝他 学歴:不問

無期雇用派遣労働 43010-31699611 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～16:30
②8:30～12:00

求人:１人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1521 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額155,000円～165,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1980411 就業場所:阿蘇市黒川1521 週休2日制:なし 経験:不問

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 大分県大分市乙津港町1丁目8番8号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:140人 月給制　:月額140,000円～180,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 44010-25281411 就業場所:大分県日田市玉川町586番地1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(交

日商簿記２級
①8:30～17:00 日商簿記３級
②8:30～12:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地1452-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額160,000円～190,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 2044711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1452-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

変形（1ヶ月単位） 登録販売者（一般医薬品）

①7:00～16:00
②9:00～18:00

求人:８人 ③13:00～22:00
年齢:59歳以下

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

正社員 41010-15340511 就業場所:●阿蘇店●高森店●小国店 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

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

正社員以外 43090- 2040311 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

医療事務／

小国公立病院

雇用期間の定めなし

(株)ニチイ学館

熊本支店

医療事務

雇用期間の定めなし

(医)眼科古嶋医院

医師事務作業補助

／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

雇用期間の定めなし

渡邉澄雄

税理士事務所

登録販売者

（熊本中エリア）

交渉員(日田配電

事業所管内)

九州電気サポート

(株)大分支店

又は7:00～22:00の

間の8時間

税務会計事務

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

資格:不問

雇用期間の定めなし

ダイレックス

(株)

又は7:00～22:00の

間の8時間程度

販売職（一の宮店

鮮魚部）

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

・患者受付
・ＰＣ入力
・電話対応
・レセプト点検 等

【医師事務作業補助】
・医師のスケジュール管理
・資料作成・整理
・図書・文献整理
・診療情報のＰＣ入力 等

・医療事務として、外来の窓口業務、
・社会保険、国民保険等のレセプト入力
でパソコン業務中心となります。

・カルテ等の整理整頓
・事務所内等の清掃等
※雇用開始 令和４年（2022年）4月～

九州電力送配電株式会社日田配電事業所
管内において、
●電柱や支線等の用地交渉
●配電線に近接する樹木等の伐採交渉
を行います

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

・通帳等からの振替伝票作成
・振替伝票から会計ソフトへの入力
・書類作成等

○ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ店舗での一般薬品
健康食品、化粧品等の管理・販売

○お客様対応（医療品等の商品説明・
レジ業務等）

○医療品・一般商品の陳列、補充業務
○棚卸業務

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

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

まずはﾎｰﾑｾﾝﾀｰでの接客/販売/売場作り/
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①8:45～18:00
②10:45～20:00

求人:１人 ③12:00～21:15
年齢:35歳以下 普通自動車免許

新潟県新潟市南区清水4501番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11,740 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070-11995011 就業場所:阿蘇郡高森町高森字豆前1986-1週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:45～18:00
②10:45～20:00

求人:１人 ③12:00～21:15
年齢:35歳以下 普通自動車免許

新潟県新潟市南区清水4501番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11,740 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070-11999111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野字山田 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:45～18:00
②10:45～20:00

求人:１人 ③12:00～21:15
年齢:35歳以下 普通自動車免許

新潟県新潟市南区清水4501番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11,740 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070-12001411 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1784- 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:45～18:00
②10:45～20:00

求人:１人 ③12:00～21:15
年齢:35歳以下 普通自動車免許

新潟県新潟市南区清水4501番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11,740 月給制　:月額180,000円～232,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 15070-12002011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地字高田447-1週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:45
②14:30～23:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7,352人 時給制　:月額146,880円～155,520円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 7688511 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

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2873 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額180,000円～220,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 2041611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2873 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 13010-95332511 就業場所:阿蘇市黒川字横井ノ本1536-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

販売・店舗運営職

雇用期間の定めなし

(株)コメリ

販売・店舗運営職

雇用期間の定めなし

(株)コメリ

販売・店舗運営職

雇用期間の定めなし

(株)コメリ

販売・店舗運営職

雇用期間の定めなし

(株)コメリ

一般家電の

販売及び設置

雇用期間の定めなし

(有)ウエダ電器

販売員

（小国店）

(株)ドラッグスト

アモリ 資格:不問

営業

（阿蘇営業所）

雇用期間の定めなし

(株)アクティオ

まずはﾎｰﾑｾﾝﾀｰでの接客/販売/売場作り/
商品管理、店長代行業務などを通じて
知識と技術を習得して頂きます。経験の
ない方も商品知識勉強会/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/売場作り/
商品管理、店長代行業務などを通じて
知識と技術を習得して頂きます。経験の
ない方も商品知識勉強会/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/売場作り/
商品管理、店長代行業務などを通じて
知識と技術を習得して頂きます。経験の
ない方も商品知識勉強会/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/売場作り/
商品管理、店長代行業務などを通じて
知識と技術を習得して頂きます。経験の
ない方も商品知識勉強会/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。

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

＊家電製品の販売から住宅設備の設置、
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ、入れ替え、ﾘﾌｫｰﾑ等、ﾆｰｽﾞに
合った提案。・入社後は丁寧に指導
します。機会あるごとに、研修会等に
参加していただき、資格取得や技術
向上していただく事が出来ます。

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

ﾄﾗｸﾀなどの農業用機械の販売/ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ
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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

変形（1年単位）
①9:00～17:40

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

福岡県筑後市大字一条535番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3,986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- 5119711 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場141-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

菊池郡大津町大字引水789番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:345人 月給制　:月額155,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030-10001211 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1810 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(整
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

菊池郡大津町大字引水789番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:345人 月給制　:月額150,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030-10004011 就業場所:阿蘇市内牧1507-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

菊池郡大津町大字引水789番地1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:345人 月給制　:月額155,000円～250,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43030-10008111 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2187 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(整
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

天草市港町16-13 保険:雇･労･健･厚
従業員数:157人 月給制　:月額220,000円～350,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43060- 4348611 就業場所:阿蘇市的石1537 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:60歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額145,000円～200,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 2072011 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）

①16:30～9:30 介護初任者研修修了者

ホームヘルパー２級
求人:１人 あれば尚可
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:95人 月給制　:月額160,420円～216,520円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 43010-32012611 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問

営業職

（南小国支店）

雇用期間の定めなし

ヤンマーアグリ

ジャパン(株)

九州支社

ルート営業

（阿蘇営業所）

雇用期間の定めなし

(株)中九州クボタ

ルート営業

（小国営業所）

雇用期間の定めなし

(株)中九州クボタ

営業

（阿蘇出張所）

雇用期間の定めなし

三和コンクリート

工業　(株)

ルート営業

（高森営業所）

雇用期間の定めなし

(株)中九州クボタ

介護職【高年齢者

専用求人】

(株)ワンバイワン

介護職

（夜勤専従）

(株)

かいごのみらい

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

ﾄﾗｸﾀなどの農業用機械の販売/ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ
先輩社員がお客様訪問に同行する等して
指導致します。機械の取り扱い、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
技術は社内研修や先輩社員から指導を
行い、資格取得も出来ます。

〇農業用機械の販売及び修理
・基本は既存顧客への営業訪問
・その他、調子伺い訪問、点検訪問
・上記に付随する業務
※社用車貸与（ＭＴ車）

〇ルート営業
・農業用機械の販売及び修理
・基本は既存顧客への営業、
・その他、調子伺い訪問、点検訪問
・上記に付随する業務
※社用車貸与（ＭＴ車）

〇農業用機械の販売及び修理
・基本は既存顧客への営業訪問
・その他、調子伺い訪問、点検訪問
・上記に付随する業務
※社用車貸与（ＭＴ車）

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

・主に業者間の営業 エリア：県内一円
・営業には社用車を使用します
・携帯電話を支給します

・心身機能の維持回復の為生活介助。
主に食事・入浴・排泄介助です。

・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。

・利用者の送迎・通所介護計画書等の
書類作成の指導＊資格取得を応援。

・就寝介助、起床介助等
・就寝中の利用者の見守り、トイレ誘導等
・排泄、食事、更衣、整容介助等
・清掃業務
・朝食の準備
・介護記録等の事務業務

要介護者であり認知症高齢者のご利用者
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:30～17:30

求人:１人 ③11:00～20:00
年齢:60歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:95人 月給制　:月額157,500円～216,520円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 43010-32018511 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①7:00～16:30
②8:00～17:30

求人:１人 ③8:00～18:00
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:71人 月給制　:月額170,500円～204,900円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1987811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:00～17:00
②16:30～9:00

求人:１人 ③7:30～16:30
年齢:18歳～59歳

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額162,000円～162,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1993111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:22人 月給制　:月額140,000円～142,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 2003211 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:8人 月給制　:月額142,500円～167,500円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 2009911 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

変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原1834-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額150,000円～150,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 2019111 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1834-2 週休2日制:毎週 経験:必須(介護経験)
変形（1ヶ月単位）

①9:00～18:30
②8:30～13:00

求人:１人
年齢:64歳以下

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

正社員 43090- 2076111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地212-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(歯

介護職／乙姫の家

／６０歳以上専用

(株)

かいごのみらい 資格:不問

介護職（病棟）

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

（大阿蘇病院） 資格:不問

介護職員

（福祉施設）

雇用期間の定めなし

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

資格:不問

介護職員 (株)BEST REVE

リハビリ特化型

デイサービス リスタ

訪問介護員

介護職

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

雇用期間の定めなし

(株)翔祐（デイサー

ビス　みなみだ祥

苑・デイサービス

みなみだ荘）

雇用期間の定めなし

(医社)エスエス会

佐藤歯科

クリニック
資格:不問

雇用期間の定めなし

(同)ラポール

訪問介護事業所

糸

歯科助手及び

受付業務

要介護者であり認知症高齢者のご利用者
に家庭的な環境と地域住民との交流の下
で入浴、排せつ、食事等の介護、その他
の日常のお世話/機能訓練を行うことにより、
能力に応じ自立した日常生活を営む
ことが出来る様支援するものです。

・食事の介助
・入浴介助、及び着替えの介助
・排泄介助等
※夜勤については月に３回～５回程度。
※介護の資格の無い方でも最初から指導
しますので資格取得も可能です。

＊入院患者様の入浴、食事、排泄介助
・食事の配膳準備。食後の後片付け。
・洗顔、歯磨き等、介護業務全般。
・シーツ交換、環境整備等

・デイケアの送迎業務
社用車（軽自動車～普通車）を使用。

・食事の配膳、下膳
・食事介助・入浴介助・排泄介助
・レクレーション参加等
＊１日の利用定員１０名まで

＊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）

・排せつ、清拭、入浴、身体整容、更衣、
体位変換、食事介助

・移動、移乗介助、外出介助など身体
介護に関する事。

・調理、洗濯、衣類の補修、掃除、整理
整頓、買い物など生活支援に関する事。

・受付・カルテ、器具等の準備
・ドクターの診療補助
（吸引機の操作、セメント塗り等）
・使用器具の洗浄、殺菌消毒及び片付け
・精算業務・事務処理/カルテ、器具等の
整理整頓・院内外の清掃

＊一般事務：ﾊﾟｿｺﾝによる保険請求事務等
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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

変形（1ヶ月単位）

①9:30～18:30
②8:30～13:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市小里250-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額146,000円～190,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2015011 就業場所:阿蘇市小里250-4 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(＊
理容師

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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

正社員 40010-61383311 就業場所:阿蘇郡高森町、産山村、西原村 週休2日制:毎週 経験:不問
理容師

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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

正社員 40010-61385911 就業場所:阿蘇市/阿蘇郡南小国町/小国町/南阿蘇村 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 調理師
①5:00～20:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市内牧264 保険:雇･労･健･厚
従業員数:18人 月給制　:月額180,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1978711 就業場所:阿蘇市内牧264 週休2日制:その他 経験:必須(和食経験
変形（1ヶ月単位）

①9:00～20:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4518-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:13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- 1999011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4518-4 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
交替制あり
①5:00～14:30
②8:30～18:00

求人:２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:49,852 時給制　:月額192,800円～244,640円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-31950511 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

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

求人:２人 ③8:30～18:00
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字一関1282 保険:雇･労･健･厚
従業員数:71人 月給制　:月額158,500円～158,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1988211 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

福祉理容師

福祉美容師

雇用期間の定めなし

(株)シルバー

サポートジャパン

一般事務職

雇用期間の定めなし

(有)野の花薬局

調理（ホテル）

雇用期間の定めなし

(株)五岳荘

福祉理容師

福祉美容師

雇用期間の定めなし

(株)シルバー

サポートジャパン

調理員

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

調理業務／阿蘇

医療センター

日清医療食品

(株)南九州支店 資格:不問

調理師

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(有)ホテルサンク

ラウン大阿蘇 資格:不問

＊一般事務：ﾊﾟｿｺﾝによる保険請求事務等
＊調剤補助：薬剤師の指示のもと、薬の
準備等

＊阿蘇市内での薬の配達をして頂く事も
あります。

（社用車使用：ＡＴ車２台あり）

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

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

・食材の洗い、及び切込み
・仕込み作業
・調理
・盛り付け
・調理器具、皿等の洗い
・厨房の清掃等

＊リニューアルオープンするレストラン
＜洋食の調理全般＞
・仕込み
（野菜等の洗い、食材の切込み等）
・調理、及び盛り付け
・厨房の整理整頓

病院厨房内での調理業務
＊朝・昼・夕 各９０食
スタッフ体制

（朝３名・昼６名・夕３名）

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

・配膳、下膳
・食器洗浄
・厨房内清掃

＊朝・夕各70食、昼100食程度(職員含む)

9



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
②9:00～18:00

求人:１人 ③9:30～18:30
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:88人 月給制　:月額166,591円～182,716円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1985111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 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- 2022411 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

①8:00～17:00
②9:00～18:00

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:40人 月給制　:月額190,000円～320,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2006011 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）

①6:30～10:00 スマホを操作できる
②16:00～20:30 程度のスキル

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- 2020211 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
①7:00～18:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺2805-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額210,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2068111 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺2805- 週休2日制:なし 経験:あれば尚可(接
交替制あり
①6:00～15:30 普通自動車免許
②10:00～19:30 あれば尚可

求人:１人 ③12:00～21:30
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:177人 月給制　:月額181,000円～211,400円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 2051111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(レ

変形（1ヶ月単位）

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧145-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2050911 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(日

レストラン調理人

雇用期間の定めなし

(有)阿部牧場

調理補助

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)夢龍胆

資格:不問

調理員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス 資格:不問

旅館の接客

雇用期間の定めなし

(有)辰己観光

お宿華坊

又は10:00～21:00

の間の7時間程度

調理人（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)夢龍胆

雇用期間の定めなし

(資)蘇山郷

8:00～22:00の

間の8時間

フロント・レスト

ランサービス

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』

フロント

＊朝・夕各70食、昼100食程度(職員含む)
宅配弁当(１日20～30食程度)を4～5名
体制で調理します・身体状況等により
調理方法が異なります。

・食材の洗い、切込み・調理
・器具/器等の洗浄/整理整頓/厨房清掃等

阿蘇市ASO MILK FACTORY内レストランの
調理人を募集いたします。
・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

＊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

・宿泊・ゴルフのお客様のチェックイン
・アウト業務
・客室・外線電話対応
・御食事のオーダー・配膳・片付け、
洗い物

お客様のお出迎え／ﾁｪｯｸｲﾝ作業／給仕等
旅館のお客様と直接触れ合うこと全般の
お仕事です※接客にあたり、マスク着用
・ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ確保を心がけた対応を
実施。食事提供も簡素化、従業員の方
の安心安全を担保できております

＊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

・チェックイン、チェックアウト受付
・接客部門の補助（朝食、夕食のご提供）
・宿泊予約・顧客管理
・電話対応・客室案内補助
・ﾊﾟｿｺﾝ操作（簡単な定型ﾌｫｰﾑへの入力）
・メールの返信

・チェックイン、アウトなどの受付

10



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
①7:00～15:00
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- 2023011 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①6:00～14:00 普通自動車免許
②14:00～22:00 あれば尚可

求人:２人 ③22:00～6:00
年齢:18歳以上

阿蘇市内牧264 保険:雇･労･健･厚
従業員数:18人 月給制　:月額172,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1977111 就業場所:阿蘇市内牧264 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村久石3160 保険:雇･労･健･厚
従業員数:19人 月給制　:月額150,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1983611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石3160 週休2日制:その他 経験:不問
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- 2021511 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

原動機付自転車免許
①8:00～17:00
②21:00～6:00

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 大分県大分市大字中尾501番地4 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:254人 日給制　:月額181,500円～181,500円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 44010-26091211 就業場所:竹田/三重/久住方面又は阿蘇郡産山村 週休2日制:その他 経験:あれば尚可

①8:15～17:15

求人:１人
年齢:44歳以下

阿蘇郡高森町大字高森2141-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額147,408円～170,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 2060811 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-4 週休2日制:毎週 経験:不問
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- 1990311 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

フロント及び

お客様案内係

雇用期間の定めなし

(株)五岳荘

フロント

雇用期間の定めなし

(株)夢龍胆

接客係（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)夢龍胆

資格:不問

フロント及び経理

事務：（ホテル）

雇用期間の定めなし

大祥(有)四季の森

6:00～22:00の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

(株)九州トリック

ス　高森工場 資格:不問

交通警備員（豊肥

地区・阿蘇地区）

大分総合警備管理

(株)

製造作業員

資格:不問

パン製造と販売

雇用期間の定めなし

(有)みなつき

（めるころ

　　　パン工房）
5:00～17:00の

間の8時間

F　保安の職業（警備員等）

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

・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。

・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

＊ホテルフロント受付業務全般
＊経理事務業務
・売上げ・仕入れ管理等
・給与計算等

・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
・お部屋の清掃
・お茶セット、ｱﾒﾆﾃｨｰ等の入れ込み等

・工事現場・イベント会場 他
現場により夜勤や残業があります。

（現場の勤務スケジュールに準じる）
＊夜勤の出来ない方は相談に応じます
＊夜勤のみの勤務も可能（まずご相談
下さい。相談のうえ、決定します）

・自動車用板金部分の製造作業
・ﾌﾟﾚｽ/ｽﾎﾟｯﾄ溶接/ﾀｯﾌﾟ/ﾚｰｻﾞｰｶｯﾄ加工、
部品の外観検査、その他軽作業。

＊製造業未経験の方でも、定められた
ﾙｰﾙの中で作業を行って頂きますので、
特に難しい作業ではありません。

・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

＊幼稚園から高校までの制服の縫製及び11



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143,360円～143,360円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1986711 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
交替制あり
①6:00～14:30
②14:20～22:50

求人:１０人
年齢:18歳～64歳

宇城市松橋町曲野2163-1　松久本社ビル3-Ａ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1,300人 時給制　:月額189,720円～189,720円 休日:土日 学歴:不問

無期雇用派遣労働 43080- 6295611 就業場所:阿蘇市永草2089 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１３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 43010-31680311 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
変形（1年単位） 中型自動車免許
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 13010-95327011 就業場所:阿蘇市黒川字横井ノ本1536-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

変形（1年単位）
①8:30～19:30

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- 2011811 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
交替制あり 大型自動車免許
①8:00～20:00 フォークリフト運転技能者

②8:00～15:00
求人:１人 ③8:00～17:00
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 保険:雇･労･健･厚
従業員数:39人 月給制　:月額228,000円～376,000円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43090- 1979811 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:必須(長距離ド
１級建設機械施工技士

①8:00～17:00 ２級建設機械施工技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:23人 月給制　:月額190,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090- 2080011 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4367番地1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(監

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

機械整備

（阿蘇営業所）

雇用期間の定めなし

(株)アクティオ

製品の仕上げ

雇用期間の定めなし

(株)グローリー

資格:不問

部品製造に関わる

作業

雇用期間の定めなし

イタックス(株)

熊本サポート

オフィス

資格:不問

長距離ドライバー

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

又は9:00～18:00

送迎、

教習指導員

雇用期間の定めなし

(株)

阿蘇自動車学校

重機オペレーター

（建設業）

クマレキ工業

(株)

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）

＊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

＊自動車や産業用機械に使われるオイル
シール(ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝみたいな物)の製造に
関わる作業です。

・製造機械のｵﾍﾟﾚｰﾀｰや成型部品の洗浄
・仕上げ、完成品の検査等を行います。
・作業内容は配属部署により異なります。

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品の加工跡にバリと呼ばれる
削りカスが発生する為に、ナイフや専用
加工器具を使い削りすぎないように取り
除いて加工跡を仕上げていく。
作業が済んだら目視確認し、専用容器へ
梱包していく。

建設現場などで使用するﾚﾝﾀﾙ機械を、
修理・点検・ﾒﾝﾃﾅﾝｽする仕事です。
機械整備の経験や資格がある方は特技を
活かせる職場です。入社後の研修で必要
なｽｷﾙを身につけることができ、資格取得も
会社でﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟしています。

＊教習生の送迎、教習車の燃料補給。
その他、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
教習に従事して頂きます。

＊入社後中型免許、普通二輪免許の取得
・個人負担となりますが会社補助もあり

＊重機を使用して、土砂の掘削・運搬
＊舗装現場において、敷均し、締め固め
作業等を担当して頂きます。

・月４回 大型ﾄﾗｯｸで資材を運搬
（熊本県ー山梨県）
・往復移動期間は、４日間を想定
＊工場内物流業務
・資材搬入 積み込み作業
・商品在庫管理・工場内整理整頓
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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:27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- 2002811 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）
①8:00～17:00 玉掛け技能者

建設系資格
求人:１人 あれば尚可
年齢:59歳以下

福岡県福岡市中央区笹丘2丁目23-13 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 月給制　:月額190,000円～290,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 40010-64025711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:67歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 2078811 就業場所:阿蘇郡高森町高森1550-8 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～16:30

求人:４人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市小野田1415-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 日給制　:月額184,800円～231,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 2071411 就業場所:阿蘇市小野田1415-2 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 普通自動車免許

阿蘇市内牧2043 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 日給制　:月額173,250円～231,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 2059611 就業場所:阿蘇市内牧2043 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2223 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額200,000円～240,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2047511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2223 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原1978 保険:雇･労･健･厚
従業員数:24人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 2001711 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1978 週休2日制:その他 経験:不問

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

土木作業員・

型枠大工

水道/ガス設備工事

/ｽﾀﾝﾄﾞｽﾀｯﾌ/整備

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇解体

土木作業員

雇用期間の定めなし

(株)日高組

土木作業員

雇用期間の定めなし

(有)山内工業

建築工事作業員

雇用期間の定めなし

(株)亀井建設

土木作業員

雇用期間の定めなし

(株)橋本建設

雇用期間の定めなし

(株)熊本紅屋

建築技術見習い

J　建設・採掘の職業（型枠大工、左官、内装等）
＊水道・ガス設備部門
住宅設備工事などの施工管理

＊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
ﾚﾝﾀｶｰの貸出業務 車輌・車検販売

＊自動車整備部門

公共工事・民間工事現場での作業全般

＊阿蘇管内の公共事業/民間企業/個人等
の一般土木工事及び解体工事等です。

・道路工事、河川工事、造成工事等の
現場での掘削、運搬作業です。

・その他、工事に伴う雑工事

＊災害復興に伴う各種工事の土木作業
・道路補修工事/道路改良工事/河川工事
・草刈り作業等の土木作業全般
＊就業場所は、主に阿蘇郡市となります。

＊公共工事の土木作業員
・阿蘇地域での現場作業
・主に道路や河川・ダムの工事での作業
・トラック運転、測量補助、重機作業の
補助

・現場への資材の搬入出
（木材、ボード、ビス等）
・現場内の後片付け/清掃・廃材の搬出
・トラック、ダンプ等の運転もあります。
※他の業務(配送等)の繁忙時には、応援
作業をお願いする場合があります。

＊建築現場においての工事全般
・基礎工事から仕上がりまでの補助
・施工図や工事関係の書類作成補助
・パソコン使用による官公庁や機関提出
書類の作成補助

＊熊本市内近郊及び阿蘇郡市となります。

＊土木、舗装工事作業全般。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字一関801-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:34人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 2018911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字一関801-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(土
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:69歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市黒川1753-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:40人 日給制　:月額183,600円～205,200円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1976911 就業場所:阿蘇市黒川1753-2 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町宮地2223 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額180,000円～185,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 2046211 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2223 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①7:30～16:30
②13:00～22:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 保険:雇･労･健･厚
従業員数:39人 月給制　:月額212,000円～350,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2013511 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

①8:00～16:00

求人:２人
年齢:65歳以下

熊本市東区石原1丁目11番24号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:180人 時給制　:月額135,362円～135,362円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43010-33275611 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区戸島町2874 保険:雇･労･健･厚
従業員数:280人 月給制　:月額202,200円～245,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43010-33137911 就業場所:阿蘇市跡ケ瀬177 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～16:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森1652-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:110人 月給制　:月額170,000円～170,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 2070511 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1978-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(販

土木作業員

雇用期間の定めなし

江藤建設　(有)

配送

雇用期間の定めなし

(株)丸立

土木作業員

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

清掃

（阿蘇温泉病院）

雇用期間の定めなし

(株)熊本紅屋

ルート配送業務

工場作業員

雇用期間の定めなし

有価物回収協業

組合 石坂ｸﾞﾙｰﾌﾟ

雇用期間の定めなし

熊本綜合管理

(株) 資格:不問

生鮮食品係

（スーパー）

雇用期間の定めなし

(有)

スーパーみつい 資格: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）

＊土木、舗装工事作業全般。
・現場内での建設機械の運転、手元作業。
＊工事現場は阿蘇管内、大津、菊陽方面、
熊本市内

＊災害復興等に伴う各種工事
・道路補修・道路改良・河川工事・宅内
排水工事

・草刈り作業等の土木作業全般。

＊新建材の配達。配達の地域は阿蘇市内、
南阿蘇方面、熊本市内が主になります。

＊配達には社用車（軽ﾄﾗｯク、１ｔ、２ｔ
ﾄﾗｯｸを使用。３ｔﾀﾞﾝﾌﾟ、ﾕﾆｯｸ車有）

＊荷物の積み下ろし（住建材/ﾎﾞｰﾄﾞ板等）
※応援作業をお願いする場合もあります。

・各契約家庭への製品配送
（１日25～30件、熊本市方面に配送）
・トラックによる資材移動
（製品配送、資材の搬入と移動）
・出荷手配、積み込み作業
・商品在庫管理・工場内の整理整頓

・病院での清掃業務全般
外来、病棟、廊下、階段、ﾄｲﾚ、浴室等

（トイレは女性用トイレあり）
＊モップがけ、ゴミ処理などの作業を
それぞれの担当範囲ごとに分かれて

（単独で）清掃を行います。

＊重機や車輛の運転および
機械オペレーター

＊廃棄物や有価物の選別作業

・肉・鮮魚のカット、加工
・加工後のパック詰め、値付け
・陳列スペースへの品出し・商品整理
・陳列商品の日付、賞味期限等の確認
・後片付け及び清掃業務
・その他、付随する業務

＊病院で使用する点滴や注射用医療材料
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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

①8:50～17:30

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 月給制　:月額180,000円～180,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 43010-32602611 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 看護師
准看護師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市東区神園2丁目1番1号 保険:労
(４か月以上) 従業員数:220人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:火水金土日他 学歴:不問
パート労働者 43010-32669011 就業場所:阿蘇郡小国町　阿蘇郡高森町 週休2日制:毎週 経験:不問

看護師

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:95人 時給制　:時給1,150円～1,480円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-32061011 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:毎週 経験:不問

看護師
①8:30～12:00 准看護師
②13:00～17:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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

パート労働者 43090- 1992911 就業場所:阿蘇市黒川1178 週休2日制:毎週 経験:不問
理学療法士

①9:00～17:00 作業療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市東区神園2丁目1番1号 保険:労
(４か月以上) 従業員数:220人 時給制　:時給1,300円～1,300円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-32816711 就業場所:阿蘇圏域の公共施設 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

幼稚園教諭免許
①8:00～14:00 保育士
②10:00～16:00

求人:２人 ③11:00～17:00 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇郡小国町大字下城401-3 保険:雇･労
従業員数:13人 時給制　:時給1,250円～1,250円 休日:日祝他 学歴:短大以上

パート労働者 43090- 2028711 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城401-3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

看護師

准看護師

(株)くまもと

健康支援研究所
9:00～16:00の

間の4時間程度

医療材料及び薬品

の物流管理業務

(株)八尾ムトウ

資格: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）

訪問看護師

雇用期間の定めなし

阿蘇郡医師会立

訪問看護

ステーション

看護職／乙姫の家 (株)

かいごのみらい
8:30～17:30の

間の6時間以上

理学療法士・作業

療法士／阿蘇圏域

(株)くまもと

健康支援研究所

又は9:00～17:00の

間の4時間

保育士又は

幼稚園教諭

雇用期間の定めなし

(学)桐原学園

小国幼稚園

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

パート

＊病院で使用する点滴や注射用医療材料
を必要な数だけ揃えて院内デリバリー
等行うお仕事です

＊他、データ入力業務等ＰＣを使用した
付帯管理業務もあります

※雇用期間：１年毎の年度更新

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

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

＊在宅での看護業務・病状や健康生活を
守り、適切なｹｱとｱﾄﾞﾊﾞｲｽで自立した
生活がおくれるよう支援。

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

・健康教室における高齢者のｱｾｽﾒﾝﾄ業務
及び運動指導

・訪問アセスメント業務（スポット訪問）
・アセスメントに関わる書類作成

＊受付業務

＊主に１歳～２歳児の保育を担当。
全体で６０名程度の園児

（１ｸﾗｽ１０～２０名）担任補助として
子供たちの教育や生活習慣の業務を
担当して頂きます。

※土曜勤務可能な方を希望します。
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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

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地1963-5 保険:雇･労
従業員数:58人 時給制　:時給900円～900円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 2029811 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
日商簿記３級

①9:00～16:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧412番地 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:16人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:土日 学歴:不問
パート労働者 43090- 1982311 就業場所:阿蘇市内牧412番地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①9:00～15:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 保険:雇･労
従業員数:364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- 2062511 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(事

交替制あり
①8:00～13:00

求人:３人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2065311 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

熊本市東区健軍本町53-9 保険:雇･労
従業員数:99人 時給制　:時給830円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43010-33118411 就業場所:阿蘇市蔵原832-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:00～11:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:308人 時給制　:時給825円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2008611 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- 1991611 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

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
9:00～18:30の

間の4時間程度

資格:不問

雇用期間の定めなし

(医社)大徳会

介護老人保健施設

ﾘﾊｾﾝﾀｰひばり

資格:不問

一般事務 (有)山内経営経理

事務所

事務

惣菜部スタッフ

雇用期間の定めなし

(株)丸勢

6:00～17:00の

間の3時間以上

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7:00～18:00の

間の5時間程度

資格:不問

パン販売

雇用期間の定めなし

(有)みなつき

（めるころ

　　　パン工房）
9:00～17:00の

間の6時間程度

資格:不問

販売職（内牧店

惣菜部）

雇用期間の定めなし

(株)みやはら

又は6:00～17:00の

間の5時間程度

資格:不問

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）
スーパーの青果部門
－商品づくり、仕入商品のカットや
小分け・パック詰め・ラベル貼り

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

・来客対応・電話対応
・各種書類等の作成
・介護保険請求業務：未経験でも可

＊顧客の会計情報を会計ソフト入力に
より帳簿を作成

＊領収書等の簡単な集計

＊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。

○店内で販売するお惣菜を作り、パック
詰めにして陳列するお仕事です。

スーパーの惣菜部門
－商品づくり、お弁当や焼き物・フライ
・和え物・寿司など
－商品販売、商品陳列・接客・鮮度確認
－清掃業務、作業場の清掃、店舗の清掃
※立ち仕事になります

・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
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:30～16:00

求人:１人
年齢:60歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給821円～1,000円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2073311 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

ホームヘルパー２級
①16:30～10:00 介護福祉士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:18歳以上

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:88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- 2054211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:毎週 経験:不問
介護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- 4513211 就業場所:阿蘇郡小国町北里1908-1 週休2日制:毎週 経験:必須(施設での

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:95人 時給制　:時給930円～1,250円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-32052411 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 保険:雇･労
従業員数:22人 時給制　:時給823円～823円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2005411 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原11番地の3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介

①8:30～12:30
②14:30～18:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市三久保541-5 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:6人 時給制　:時給850円～1,100円 休日:土日祝 学歴:高校以上
パート労働者 43090- 2032311 就業場所:阿蘇市三久保541-5 週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市小里250-4 保険:雇･労
従業員数:8人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2016311 就業場所:阿蘇市小里250-4 週休2日制:毎週 経験:不問

介護職【高年齢者

専用求人】

(株)ワンバイワン

介護職

（夜勤専従）

雇用期間の定めなし

(同)ネオ

8:00～18:00の

間の3時間以上

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス

施設介護員

（ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ）

歯科助手及び

受付

(医)市原会

市原歯科

クリニック

資格:不問

介護職

（デイサービス）

雇用期間の定めなし

(株)翔祐（デイサー

ビス　みなみだ祥

苑・デイサービス

みなみだ荘）

8:30～17:30の

間の4時間以上

介護職／乙姫の家 (株)

かいごのみらい
8:30～17:30の

間の6時間以上

資格:不問

一般事務職

雇用期間の定めなし

(有)野の花薬局

9:30～18:30の

間の4時間程度

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

要介護者であり認知症高齢者のご利用者
に家庭的な環境と地域住民との交流の下
で入浴、排せつ、食事等の介護、その他
の日常のお世話/機能訓練を行うことにより、
能力に応じ自立した日常生活を営む
ことが出来る様支援するものです。

・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

・夕食、朝食の配膳
・下膳及び後片付け・食事の介助
・着替え等の介助
・トイレの介助
・夜間の見守り等
※月２回から勤務可（ダブルワーク可）

○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 「介護」

・デイケアの送迎業務
社用車（軽自動車～普通車）を使用。

・食事の配膳、下膳
・食事介助・入浴介助・排泄介助
・レクレーション参加等
＊１日の利用定員１０名まで

・治療に使う器具の準備、後片付け
・患者さんの誘導・医師の治療の補助/
減菌室での洗い物、消毒作業

・道具の補充、Ｘ線撮影のサポート
・印象材の練和、セメントの練和
・受付でのｶﾙﾃの用意、会計、予約業務

＊調剤補助：薬剤師の指示のもと、
薬の準備等

＊阿蘇市内での薬の配達をして頂く事も
あります。

（社用車使用：ＡＴ車２台あります）

個人宅・病院・デイサービスセンター・
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

理容師
①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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

パート労働者 40010-61427811 就業場所:阿蘇郡高森町、産山村、西原村 週休2日制:毎週 経験:不問
理容師

①9:00～18:00 美容師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

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

パート労働者 40010-61429511 就業場所:阿蘇市/阿蘇郡南小国町/小国町/南阿蘇村 週休2日制:毎週 経験:不問

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- 2037811 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
①5:30～10:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2026911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野135-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①6:00～15:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市西区城山下代2丁目7番11号 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:240人 時給制　:時給950円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-33318811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字両併2385 週休2日制:毎週 経験:不問

①6:00～9:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 保険:労
従業員数:88人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2056411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村久石2721-2 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～16:45 調理師
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地504番地1 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:391人 時給制　:時給1,029円～1,055円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2063411 就業場所:阿蘇市波野大字波野3748 週休2日制:毎週 経験:不問

(株)シルバー

サポートジャパン

又は9:00～18:00の

間の2時間以上

福祉理容師

福祉美容師

雇用期間の定めなし

(株)シルバー

サポートジャパン

又は9:00～18:00の

間の2時間以上

調理補助業務

／湯の里荘

(株)

南九州ニチダン

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

お湯はり・

清掃業務

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

調理員

（教育課）

阿蘇市役所

調理員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(株)南阿蘇

ケアサービス 資格:不問

福祉理容師

福祉美容師

資格:不問

雇用期間の定めなし

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

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

＊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。

＊お風呂の湯はりや施設内清掃作業、
その他付帯作業を行っていただきます。

＊老若男女問わず募集中です。

養護老人ホームでの調理補助。
・補助業務全般・盛り付け
・配膳、下膳
・洗浄、清掃等
＊朝夕５０食、昼４０食程度

＊朝食２０食程度の調理
・入所者の方の身体状況等により調理
方法が異なります。

・食材の洗い、切込み・調理
・調理器具、器等の洗浄、整理整頓及び
厨房内の清掃等

＊波野学校給食ｾﾝﾀｰにおいて学校給食の
調理業務に従事していただきます。

・業務につきましては、所長/担当職員の
指示のもと調理を行っていただきます。

＊障害者施設内(50食～90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

①6:00～12:00
②9:00～16:00

求人:２人 ③13:00～19:00
年齢:60歳以上

阿蘇市黒川431 保険:雇･労
従業員数:140人 時給制　:時給850円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2045811 就業場所:阿蘇市黒川431 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00
②17:00～22:00

求人:２人
年齢:69歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4518-4 保険:雇･労
従業員数:13人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1997511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4518-4 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地1861番地 保険:雇･労
従業員数:11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- 2024311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1861番地 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地2369-1 保険:雇･労
従業員数:20,000 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2036711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2369-1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地2369-1 保険:雇･労
従業員数:20,000 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2035111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2369-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4518-4 保険:雇･労
従業員数:13人 時給制　:時給850円～900円 休日:月火水木他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1995811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4518-4 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- 1984911 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

調理補助

雇用期間の定めなし

(有)ホテルサンク

ラウン大阿蘇 資格:不問

調理員もしくは

調理補助者

雇用期間の定めなし

(福)やまなみ会

阿蘇くんわの里 資格:不問

調理（ファミリー

レストラン）

雇用期間の定めなし

(株)ｼﾞｮｲﾌﾙ西九州

阿蘇一の宮店
9:00～2:00の間

の4時間程度

資格:不問

調理及び

ホールスタッフ

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇はなびし

8:00～18:00の

間の7時間程度

レストランホー

ル係（ホテル）

雇用期間の定めなし

(有)ホテルサンク

ラウン大阿蘇 資格:不問

接客係（ファミ

リーレストラン）

雇用期間の定めなし

(株)ｼﾞｮｲﾌﾙ西九州

阿蘇一の宮店
9:00～2:00の間

の4時間程度

ホールスタッフ

雇用期間の定めなし

(株)輝

コーポレーション

（居酒屋もり蔵）

又は18:00～23:00

の間の3時間以上

資格:不問

資格:不問

資格:不問

＊障害者施設内(50食～90食程度)
＊献立作成の補助＊調理全般
（切込み、盛り付け、配膳、食器洗い等）
＊食材の発注、検品の補助
＊厨房内の清掃及び整理整頓
【高年齢者専用求人】

＊ﾚｽﾄﾗﾝ調理で経験に応じて作業分担
（現在４名で対応）

・仕込み・食材切り込み作業
・必要に応じてホール業務もあり
・洗い場・開店前・閉店後の片付け等
＊立ち作業が多いです。

＊ホテル調理場での調理補助業務
・料理の盛り付け
・野菜洗い、切り込み
・お皿等の準備
・食器、調理器具等の洗い等

＊レストランの接客業務全般
・お客様より料理、飲料等の注文受け
・デザート、簡単な料理の盛り付け
・お料理等の提供・精算、レジ業務
・後片付け・レストラン内の清掃等

＊ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝﾆおける調理全般
・各種メニューによる仕込み
・ハンバーグ、魚等の焼成
・揚げ物・サラダの盛り付け
・調理器具、皿等の洗い
・厨房内の清掃等

＊レストラン「阿蘇カランドリエ」の
サービススタッフ

・料理の提供（配膳、下膳）
※付帯業務として食器洗いをしていた
だくこともあります

・レジ

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

・清掃 等

・２４頃よりホテル内の施錠
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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

①21:00～8:00

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧99 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:37人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2030411 就業場所:阿蘇市内牧99 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:59歳以下

熊本市中央区上通町7番35号 保険:雇･労
従業員数:48人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43010-33450411 就業場所:阿蘇郡小国町大字北里1517ー1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①7:00～16:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺2805-3 保険:雇･労
従業員数:8人 時給制　:時給900円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2069711 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺2805- 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(接

①6:00～9:00
②16:30～22:00

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- 2031011 就業場所:阿蘇市内牧99 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

求人:１人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43010-32104811 就業場所:阿蘇市内牧1038-1　 週休2日制:その他 経験:不問

①18:00～8:00

求人:２人
年齢:60歳以上

阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 保険:雇･労
従業員数:25人 日給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 2034911 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～15:00
②9:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2141-4 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:95人 時給制　:時給888円～888円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2061211 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-4 週休2日制:毎週 経験:不問

ナイトフロント

（ホテル）

(株)阿蘇ホテル

資格:不問

資格:不問

旅館の接客

雇用期間の定めなし

(有)辰己観光

お宿華坊

又は13:00～20:00

の間の6時間程度

資格:不問

接客及び客室清掃

雇用期間の定めなし

和数奇ホテルズ

＆リゾーツ(株)
7:00～21:00の

間の5時間程度

製造作業員 (株)九州トリック

ス　高森工場 資格:不問

資格:不問

夜警（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯）
資格:不問

ホール係

雇用期間の定めなし

(株)富士千

9:00～22:00の

間の3時間程度

F　保安の職業（警備員等）

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

接客係

（ホテル）

(株)阿蘇ホテル

又は6:00～22:00の

間の6時間

資格:不問

山川温泉和数奇別邸小杉庵
・お客様対応
・ご案内（客室）
・食事の配膳
・客室清掃

・２４頃よりホテル内の施錠
・売店販売補助、接客補助
・夜間警備、見回り（３回）・電話応対
・緊急時対応・ﾌﾛﾝﾄへの連絡/引き継ぎ
・館内外清掃等
（ロビー周辺・玄関・大浴場片付け）

お客様のお迎え、お部屋へのご案内、
お食事の提供等
お客様に関するお仕事全般を行っていた
だきます。

・店内での接客
・機械等の保守点検

・お客様のお出迎え・お見送り
・食事会場設営、ﾃｰﾌﾞﾙ等のセッティング
・ﾚｽﾄﾗﾝ/宴会場での料理の配膳・ｾｯﾃｨﾝｸﾞ
・料理、飲み物等の提供
・後片づけ、及び清掃等

＊旅館の夜警として下記の業務：
・布団の上げ下ろし
・皿洗い後の片付け
・夜間の見回り
※深夜仮眠中のお客様対応はありません
【高年齢者専用求人】

・自動車用板金部分の製造作業
・ﾌﾟﾚｽ/ｽﾎﾟｯﾄ溶接/ﾀｯﾌﾟ/ﾚｰｻﾞｰｶｯﾄ加工、
部品の外観検査、その他軽作業。

＊製造業未経験の方でも、定められた
ﾙｰﾙの中で作業を行って頂きますので、
特に難しい作業ではありません。

・洋菓子やクッキーの製造補助
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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

求人:３人
年齢:不問

阿蘇市内牧224 保険:雇･労
従業員数:13人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:火他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 2049011 就業場所:阿蘇市内牧224 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～14:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町黒渕530-14 保険:雇･労
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- 2075911 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6608週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり

求人:１人
年齢:18歳以上

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- 2027111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野135-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:２人
年齢:60歳以上

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

パート労働者 43090- 2033611 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～14:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区渡鹿2丁目11-17 保険:労
(４か月以上) 従業員数:139人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-32040711 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区渡鹿2丁目11-17 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:139人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-32045011 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～14:00

求人:１人
年齢:69歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4518-4 保険:雇･労
従業員数:13人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1998411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4518-4 週休2日制:毎週 経験:不問

資格:不問

清掃

雇用期間の定めなし

九州環境美装

資格: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）

製造補助

雇用期間の定めなし

(有)お菓子の味幸

9:00～17:00の

間の3時間以上

清掃員 (株)総美

資格:不問

客室清掃係

（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯）
資格:不問

施設内レストラン

業務・清掃業務

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

カントリークラブ） 8:00～23:00の

間の3時間以上

資格:不問

清掃係

（ホテル）

雇用期間の定めなし

(有)ホテルサンク

ラウン大阿蘇 資格:不問

清掃員 (株)総美

資格:不問

・洋菓子やクッキーの製造補助
・簡単な仕込み
（オーブンでシューやパイを焼成）
・クッキーや付随する雑貨等の袋詰め
・店舗内や店舗前駐車場の清掃

＊掃除機かけ/拭き掃除/洗面台やﾄｲﾚ等の
清掃、ｱﾒﾆﾃｨの準備、ﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｷﾝｸﾞ等の
作業がありますが、相談の上決定。
勤務時間延長希望の方は、ゆうｽﾃｰｼｮﾝ
のﾄｲﾚ清掃もありますのでご相談くださ
い。部屋の浴室清掃はありません。

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

＊レストラン接客業務全般
・テーブル等のセッティング
・お客様のご案内
・後片付けや清掃
＊施設内の清掃業務（どんどこ湯等）

院内の清掃業務
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃

院内の清掃作業
・フロア、廊下、トイレ等の日常清掃

＊チェックアウト後のお部屋の清掃
・客室清掃、ベットメイキング
・ｱﾒﾆﾃｨｰの補充（歯ブラシ、タオル等）
・部屋着・湯のみｾｯﾄ、ﾎﾟｯﾄの入れ込み
・洗濯物の仕分け
・共用部の清掃（廊下、トイレ等

・ゴルフ場コースの整備、及び管理業務
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①6:00～15:30
②8:00～17:30

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:177人 日給制　:時給1,000円～1,500円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 2058311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:毎週 経験:不問

ゴルフ場

コース管理

東急ﾘｿﾞｰﾂ&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』

・ゴルフ場コースの整備、及び管理業務
肥料、薬剤、資材散布

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

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


