
この求人情報誌はR4.7.12～R4.7.25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↓

■新着求人（フルタイム・パート）

■医療・福祉事業所説明会の開催について

■専門技術／サービス／建設・土木／農林・保安

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

ハローワークの紹介で就職したことになりませんので、ご注意ください。

8月1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

8月16日（火）



＊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。
8/1 月

2 火

3 水 ③看護のお仕事相談

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 ④あそサポステ就労相談会

12 金

15 月

16 火 ②医療・福祉事業所説明会

17 水

18 木

19 金

22 月

23 火 ②医療・福祉事業所説明会

24 水 ④あそサポステ就労相談会

25 木

26 金

29 月

30 火 ②医療・福祉事業所説明会

31 水

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】

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

熊本県社会福祉協議会
熊本県福祉人材・研修センター

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

お問い合わせ先

0967-22-8609

②医療・福祉事業所説明会については
予定が追加・変更されることがあるので事前
にお問い合わせください。



１級土木施工管理技士

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町大字宮地2221 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額250,000円～300,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 1479421 就業場所:阿蘇市一の宮町大字宮地2221 週休2日制:毎週 経験:管理業務経験
看護師

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労･厚
従業員数:7人 月給制　:月額231,000円～249,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1472921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:なし 経験:不問
准看護師

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労･厚
従業員数:7人 月給制　:月額208,000円～226,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1474021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:なし 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 理学療法士
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額225,000円～275,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1499121 就業場所:阿蘇市小里249-2 週休2日制:その他 経験:不問
歯科衛生士

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 月給制　:月額180,000円～190,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090- 1466721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 週休2日制:なし 経験:不問
歯科衛生士

①9:00～18:30

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地2405 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:土日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090- 1458721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2405 週休2日制:毎週 経験:必須(歯科衛生
変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員
①7:00～16:00
②8:30～17:30

求人:１人 ③11:00～20:00
年齢:59歳以下

熊本市東区南町16-8 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額215,800円～263,400円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43010-23419721 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 週休2日制:その他 経験:不問

土木施工管理

技士（一級）

雇用期間の定めなし

(株)山内建設

准看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

正看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

あい歯科

クリニック

理学療法士

雇用期間の定めなし

(医)坂梨ハート会

坂梨ハート

クリニック

計画作成担当者／

乙姫の家

雇用期間の定めなし

(株)

かいごのみらい

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

宇治歯科医院

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）

＊土木施工管理業務
（官公庁が主になります）
・現場管理
・書類の作成・提出
・その他上記に付随する業務

＊看護業務一般（内科・小児科外来）
外来での診療の補助、採血等の検査
点滴業務
医師の指導により調剤業務があります。

＊看護業務一般（内科・小児科外来）
・外来での診療の補助、採血等の検査
点滴業務

・医師の指導により調剤業務があります。

＊外来・入院患者様の理学療法
・訪問リハビリテーション
・診療リハビリテーション

・ドクターのサポート及び治療補助
・歯周疾患の予防の為の歯石除去及び
フッ素処理等

・歯磨きなどの口腔清掃法及び衛生指導
・空き時間は受付等をお願いする事も
あります。

・衛生士業務全般
・歯科医師のサポート
・診療所の準備
・後片付け 等

・18人の認知症高齢者が共同生活を送る
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑです。（９人×２ユニット）

・１ユニットの介護計画作成、ご家族や
関係機関との相談・調整

・ケアカンファレンス・モニタリング等
・利用者の介護業務及び生活支援業務
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:61歳以下

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

正社員 43090- 1486521 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2017-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:３人
年齢:不問

東京都豊島区西池袋5-1-3　メトロシティ西池袋4階 保険:雇･労･健･厚
従業員数:200人 月給制　:月額185,000円～185,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 13090-27877221 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松4212 週休2日制:毎週 経験:不問
日商簿記３級

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市内牧412番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:16人 月給制　:月額140,000円～200,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1465021 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

①8:30～18:00 医療事務資格
②8:30～12:30 あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労･厚
従業員数:7人 月給制　:月額174,600円～189,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1470321 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:なし 経験:必須(経験者)
変形（1年単位）
①8:45～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:150人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1482021 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(経

①9:00～17:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地4429 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:275人 時給制　:月額186,000円～186,000円 休日:土日祝 学歴:不問
正社員以外 43090- 1487421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4429 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:00
②8:30～12:00

求人:５人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1455921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地387-5 週休2日制:その他 経験:不問

廃校を活用したIT

ｻﾎﾟｰﾄの接客/営業

雇用期間の定めなし

リングロー(株)

一般事務

雇用期間の定めなし

(株)グリーンライフ

コガ
資格:不問

受付・医療事務

（経験者）

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

一般事務

雇用期間の定めなし

(有)山内経営

経理事務所

事務作業 オムロン阿蘇(株)

資格:不問

経理職

雇用期間の定めなし

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

総合職《令和５年

４月１日採用》

雇用期間の定めなし

阿蘇農業協同組合

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

○金融：貯金貸付等の事務（窓口業務）
○共済：総合生活保障推進事業/事務等
○購買：物資の供給及び事務等、他
○指導・販売：農産物の販売、営農 他
○利用：カントリー集荷、選果場、他
○特殊事業：オリジナル商品開発事業

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

・ﾊﾟｿｺﾝ/ｽﾏｰﾄﾌｫﾝのご相談対応
・中古ﾊﾟｿｺﾝの回収/自社中古ﾊﾟｿｺﾝの販売
・出張ｻﾎﾟｰﾄ・役場や本社とのやりとり
・地域交流イベントの企画・運営
・事務業務（在庫管理や備品発注など）
・集学校の施設管理（清掃や環境整備）

＊主な仕事として、事業所の確定申告の
ための記帳、決算業に係る事務をして
いただきます。

・パソコンでのデータ入力、文書の作成
（ワード、エクセル使用）
・書類の整理・接客及び事業所への訪問

＊受付、窓口会計事務、パソコンによる
保険請求事務

・患者様のカルテの整理及び管理
・診察室への案内
・院内備品の整理等

・伝票仕訳、作成・月次決算業務
・各種管理書類作成・電話/来客対応など
＊南阿蘇ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ(ｺﾞﾙﾌ場：１拠点/ﾎﾃﾙ
：２拠点)の経理を担当して頂きますが、そ
れぞれ経理担当者が常駐してますので、連
携して経理業務を行ってください。

電気機械器具組立用部品の調達業務
・データ入力
・部署間での書類の受け渡し
・その他付随する業務
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①8:00～16:30
②8:30～17:00

求人:２人 ③9:00～17:30
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字久石2815番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:120人 月給制　:月額158,000円～158,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1488321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石2815番地 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

①16:30～9:30 ホームヘルパー２級
介護福祉士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

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164,920円～221,020円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 43010-23420521 就業場所:阿蘇市乙姫2142-10 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:40歳以下

阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 月給制　:月額145,000円～150,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1462621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 週休2日制:なし 経験:不問

①7:00～21:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:１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220,000円～280,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1478521 就業場所:阿蘇市内牧1354 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(調
変形（1年単位）
①8:30～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:470人 日給制　:月額108,500円～108,500円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 43010-24303221 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3566-4週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①8:30～16:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:470人 日給制　:月額134,750円～134,750円 休日:土日祝他 学歴:不問
正社員以外 43010-24304521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田1488-2週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①6:00～15:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③10:30～19:30
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区辛島町6-7　いちご熊本ビル4階 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:50,148 時給制　:月額172,800円～190,080円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-24186421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地121 週休2日制:毎週 経験:不問

接客および販売

雇用期間の定めなし

(株)あそ望の郷

みなみあそ

雇用期間の定めなし

あい歯科

クリニック 資格:不問

介護職／乙姫の家

／夜勤専従

(株)

かいごのみらい

受付・

アシスタント業務

給食調理

（学校給食）

(株)九州フード

サプライセンター
資格:不問

調理師

雇用期間の定めなし

(有)親和苑

給食調理

（学校給食）

(株)九州フード

サプライセンター

調理員／阿蘇

グリーンヒル

日清医療食品

(株)南九州支店 資格:不問

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）
・「道の駅 あそ望の郷くぎの」での
特産品の販売

・商品管理・運営
・ファストフードコーナー
（ソフトクリーム・ジェラート等）販売
・商品の運搬（道の駅～村内各施設）

認知症高齢者グループホーム
・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

・受付・会計業務
電話対応、案内

・カルテ整理等
・院内外の清掃
・器具洗浄、片付け
・アシスタント

・朝食、夕食、宴会の和食中心の調理
・材料を洗う、切るなどの下準備
・食材の管理 ・調理場の清掃
・野菜の収穫/敷いて使う葉等の採集
＊調理補助等で経験を積みながら資格
取得し調理師を目指していただきます。

南阿蘇中学校給食センター
学校給食調理業務：食数３００名分を
６名で作業します
・食材の切込み
・調理
・食器洗浄 他

白水学校給食センター
学校給食調理業務：食数５４０名分を
１１名で作業します
・食材の切込み・調理・食器洗浄
・運搬業務
（白水・久木野小学校へ給食の運搬）

病院での給食調理業務

・施設内での給食業務全般
（調理・配膳・洗浄・切込等）

朝・昼・夕 各食６０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
①6:30～15:30 調理師
②8:30～17:30 普通自動車免許

求人:１人 ③10:30～19:30 あれば尚可
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170,240円～179,200円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43010-23480321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野185-1 週休2日制:その他 経験:不問
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- 1500121 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年単位）

調理師
あれば尚可

求人:２人
年齢:59歳以下

熊本市西区田崎町430-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:81人 月給制　:月額250,000円～400,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43010-24464021 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2395-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
変形（1年単位）
①8:00～16:45
②9:00～17:45

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:150人 月給制　:月額250,000円～291,700円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1481121 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

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町赤馬場3220 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額180,000円～220,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1483721 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場3220 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:18歳～64歳

熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:580人 日給制　:月額151,900円～195,300円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-23389821 就業場所:阿蘇市近郊 週休2日制:毎週 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丁目1番64号　マルソービル401 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 43010-23488521 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

鮮魚部調理員

雇用期間の定めなし

(株)ミツイ

給食調理

（阿蘇立野病院）

雇用期間の定めなし

(株)九州フード

サプライセンター

ホテル副支配人

雇用期間の定めなし

アーデンホテル阿蘇

（(株)南阿蘇

カントリークラブ）

又は8:00～22:00の

間の8時間程度

資格:不問

調理スタッフ

雇用期間の定めなし

(株)

三協ダイニング
10:00～21:00の

間の8時間程度

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

接客および

調理補助

雇用期間の定めなし

(有)吾亦紅

資格:不問

マシン

オペレーター

雇用期間の定めなし

(株)グローリー

資格:不問

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）

病院での給食調理業務
・調理全般、配膳、洗浄 など

（よかよか亭宮地店）
□調理スタッフ業務
※ホールスタッフ業務を含みます。
＊洋食、和食、中華、製菓ジャンルを
問いません。

「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。

・支配人の補佐として業務が円滑に進む
ようにマネジメントする役職者です。

ｱｯﾄﾎｰﾑな環境でｽﾀｯﾌ一同、仕事を助け
合いながら運営しています。ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
を図り信頼関係を築き上げ、顧客が満足
するｻｰﾋﾞｽや業績の向上を進めてください

・メニューの注文受け
・料理、飲み物等の提供
・レジ業務・下膳、及び後片づけ
・厨房での補助業務（食材の洗い、
切込み、盛り付け、皿洗い等）

・店内外の清掃等

ＮＴＴ・九電工関連の通信設備工事での
専属警備業務になります。
・光回線等の接続工事中の安全確保
「通行者誘導業務」
・工事関係者の安全確保
「通信設備警備業務」

材料を機械の治具にセットし、スタート
スイッチを押して加工を開始させます。
終わったら取り出し、次の材料を加工。
加工の間にﾃﾞｼﾞﾀﾙのﾉｷﾞ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。
仮容器に入れていく作業です。

・縫製設備、その他機械設備の
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:15～17:10

求人:１人
年齢:40歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町大字高森2294-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:74人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1477221 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2294-3 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丁目1番64号　マルソービル401 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 43010-23487221 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）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:61歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町坂梨2017-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:18人 月給制　:月額180,000円～350,000円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1490021 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2017-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(造

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村立野1598-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額187,000円～187,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1468221 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野1598-1 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 43010-24112621 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年単位）
①8:00～16:45
②20:00～5:00

求人:２人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:500人 時給制　:月額172,200円～172,200円 休日:日他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-24341021 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2141-5 週休2日制:その他 経験:不問

機械設備

ﾒﾝﾃﾅﾝｽｽﾀｯﾌ

雇用期間の定めなし

岩下(株)九州工場

土木作業員

雇用期間の定めなし

(株)日山建設

造園作業員

雇用期間の定めなし

(株)グリーンライフ

コガ

製品検査および

受入業務

雇用期間の定めなし

(株)グローリー

資格:不問

自動車用ﾎﾞﾙﾄの

入庫・出庫業務

(株)リフティング

ブレーン
資格:不問

工場作業員

雇用期間の定めなし

有価物

回収協業組合

石坂グループ

J　建設・採掘の職業（型枠大工、左官、内装等）

K　運搬・清掃・包装等の職業（配達員、倉庫作業員、清掃作業員、軽作業）

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

パート

・縫製設備、その他機械設備の
メンテナンス業務全般

・使用機械の種類、操作方法等を覚えて
いただく事から初め、業務を学んで
いただきます。長期にて技術育成。
初心者の方へも丁寧に指導いたします。

＊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。

・個人宅/別荘地/旅館/ﾚｽﾄﾗﾝ等での庭
造り、造園工事における現場作業・
材料や素材の品質管理等。

・お客様の庭園管理を行うため草切り、
芝刈り、剪定、消毒等の整備作業も
あります。

土木作業及び付帯業務全般：
・道路の舗装
・道路の補修作業
・関連する業務全般

＊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

自動車用ボルトが入った箱が集荷場に
集められており、出荷箱の伝票と品番を
照合、出荷場にある専用コンテナに収め
ます。また返却箱に異物が入ってないか
確認し、ゴミ等をエアシューターで吹き
飛ばし布で拭きます。

＊看護業務一般（内科・小児科外来）
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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

看護師
①8:30～12:30
②14:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労
従業員数:7人 時給制　:時給1,200円～1,300円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1473121 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:毎週 経験:不問
准看護師

①8:30～12:30
②14:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労
従業員数:7人 時給制　:時給1,100円～1,200円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1475721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:毎週 経験:不問
歯科衛生士

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

パート労働者 43090- 1463921 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 週休2日制:その他 経験:不問
栄養士

①9:00～15:30

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労
従業員数:470人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43010-23485721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野185-1 週休2日制:毎週 経験:必須(栄養士)
介護支援専門員

①7:00～16:00
②8:30～17:30

求人:１人 ③11:00～20:00
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1,255円～1,535円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-23596921 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:不問

阿蘇郡高森町高森1231 保険:雇･労
従業員数:16人 時給制　:時給821円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1469521 就業場所:阿蘇郡高森町高森1231 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(接

①8:30～12:30 医療事務資格
②14:00～18:00 あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労
従業員数:7人 時給制　:時給970円～1,050円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1471621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:毎週 経験:必須(経験者)

准看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

正看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

計画作成担当者

／乙姫の家

(株)

かいごのみらい

事務補助及び

販売

栄養士

（阿蘇立野病院）

雇用期間の定めなし

(株)九州フード

サプライセンター

歯科衛生士

雇用期間の定めなし

あい歯科

クリニック
9:00～18:00の

間の6時間程度

受付　医療事務

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

雇用期間の定めなし

(名)豊前屋本店

（阿蘇ﾏﾙｷﾁ醤油）
8:05～17:20の

間の5時間以上

資格:不問

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

＊看護業務一般（内科・小児科外来）
・外来での診療の補助、採血等の検査、
点滴業務

・医師の指導により調剤業務があります。

＊看護業務一般（内科・小児科外来）
・外来診療の補助、採血等の検査
点滴業務

・医師の指導により調剤業務があります。

・ドクターのサポート及び治療補助
・歯周疾患の予防の為の歯石除去及び
フッ素処理等

・歯磨きなどの口腔清掃法及び衛生指導
・空き時間は受付等をお願いする事も
あります。

病院での給栄養士業務
・検品・発注
・在庫管理

・18人の認知症高齢者が共同生活を送る
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑです。（９人×２ユニット）

・１ユニットの介護計画作成、ご家族や
関係機関との相談・調整

・ケアカンファレンス・モニタリング等
・利用者の介護業務及び生活支援業務

・事務補助
・売店（併設）での接客・販売業務
・電話対応
・商品包装等
・発送業務
・製造補助

＊受付、窓口会計事務、パソコンによる
保険請求事務

・患者様のカルテの整理、及び管理
・診察室への案内
・院内、備品の整理等

・バーコードスキャンレジ操作
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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:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市蔵原832-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:28,600 時給制　:時給825円～825円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1498921 就業場所:阿蘇市蔵原832-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川2163 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:57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- 1495421 就業場所:阿蘇市黒川2163 週休2日制:毎週 経験:不問

①17:00～22:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原1851番地 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:100人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1476821 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1851番地 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～13:00

求人:２人
年齢:不問

大分県竹田市大字拝田原201番地2 保険:労
従業員数:34人 時給制　:時給822円～822円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 44080- 1893321 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1851 週休2日制:その他 経験:不問

求人:２人
年齢:64歳以下

熊本市北区貢町537番地18　フードパル熊本内 保険:雇･労
従業員数:34人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43010-24577621 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～14:30
②17:00～23:00

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:7,374人 時給制　:時給860円～965円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 40150- 6622721 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

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:7,374人 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 40150- 6605121 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

夜間責任者

（ﾅｲﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

(株)熊本フレイン

小国店
資格:不問

売店スタッフ (株)阿蘇熊牧場

（阿蘇カドリード

ミニオン）
資格:不問

レジ業務 イオン九州(株)

ホームワイド

阿蘇店
8:00～20:30の

間の5時間程度

資格:不問

資格:不問

販売

（アソフォレ）

雇用期間の定めなし

清正製菓　(株)

9:00～18:00の

間の5時間程度

資格:不問

販売店員

雇用期間の定めなし

(有)ウィル

資格:不問

販売員

（小国店）

(株)ドラッグストア

モリ
資格:不問

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

販売員

（阿蘇一の宮店）

(株)ドラッグストア

モリ

・バーコードスキャンレジ操作
・備品の補充
・店内での接客業務
・レジ周辺の清掃及び整理整頓
＊経験がない方でも、スタッフが丁寧に
指導いたします。

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

・商品の補充、及び商品の陳列
・商品の在庫管理
・お客様のご案内、及び問合せの対応
・レジ業務
・店内外の清掃
・閉店時の見回り、及び施錠

熊本ﾌﾚｲﾝ小国店 百円ショップ・楽百市
＊商品の販売に関する業務
・商品の発注
・整理
・補充 等

・お席へのご案内やオーダー
・店内でのお召し上がりの他
テイクアウトでのお客様対応

・店内外の清掃 など
＊新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症の影響による離職者
短時間トライアル雇用併用求人

＊ドラッグストア店舗での販売業務
・商品の品出し、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

＊ドラッグストア店舗での販売業務
・商品の品出し、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

＊入所者の方の身の回りのお世話及び
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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- 1480921 就業場所:阿蘇市黒川1365 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3人 時給制　:時給850円～900円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1460421 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村下野158-48 週休2日制:その他 経験:不問

①7:00～16:30

求人:１人
年齢:64歳以下

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

パート労働者 44040- 3018421 就業場所:阿蘇郡小国町北里1908-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①11:00～16:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南小国町大字赤馬場1789-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:20人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1501021 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1789-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(飲

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川2163 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:57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- 1497621 就業場所:阿蘇市黒川2163 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(同

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町赤馬場3220 保険:雇･労
従業員数:9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- 1454621 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場3220 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①8:30～14:30
②14:30～20:30

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字久石2815番地 保険:雇･労
従業員数:120人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1493221 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4530 週休2日制:毎週 経験:不問

調理補助および

ホールスタッフ

(株)ＳＭＯ南小国

資格:不問

調理スタッフ

ケアホームネオ

雇用期間の定めなし

(同)ネオ

資格:不問

受付・

アシスタント業務

雇用期間の定めなし

あい歯科

クリニック 資格:不問

資格:不問

受付および清掃

雇用期間の定めなし

(株)あそ望の郷

みなみあそ 資格:不問

接客および

調理補助

雇用期間の定めなし

(有)吾亦紅

8:00～17:00の

間の5時間程度

レストラン

スタッフ

(株)阿蘇熊牧場

（阿蘇カドリード

ミニオン）
資格:不問

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

＊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）

＊介護業務の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。

・受付・会計業務
電話対応、案内

・カルテ整理等
・院内外の清掃
・器具洗浄、片付け
・アシスタント

・盛り付け・配膳
・食器洗浄（食洗機へセットする）
・片付け、清掃等
＊利用者２０名程度の食事の準備を
１～２名体制で行います

＊定年年齢以上の方について応募相談可

＊「きよらカァサ」内のレストランに
関わる業務

・調理・弁当作成の調理補助等
・ホールスタッフ

・接客（食券受付、食事の受渡）
・キッチンにて簡単な調理盛り付け等の
調理業務全般

・開店前、閉店後の店内外清掃
・食器、調理器具等の洗浄(食洗機あり)
・厨房、店外、客席等の清掃及び消毒

・メニューの注文受け
・料理、飲み物等の提供
・レジ業務
・下膳、及び後片づけ
・調理補助業務（盛り付け、皿洗い等）
・店内外の清掃等

＊温泉施設での受付。
＊館内の清掃
・休憩室、ロビー、脱衣所、玄関等
・サウナマット交換

・入園券販売、簡単な事務作業、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

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川2163 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:57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- 1496321 就業場所:阿蘇市黒川2163 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(同

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 43010-23410821 就業場所:阿蘇・高森近郊 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

雇用期間の定めあり 阿蘇市役犬原49-1-12 保険:
(４か月未満) 従業員数:2人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1492821 就業場所:阿蘇市蔵原大平田50 週休2日制:その他 経験:不問

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- 1453321 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

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川2163 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:57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- 1494521 就業場所:阿蘇市黒川2163 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:30～14:30

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6 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:4,086人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-24567421 就業場所:阿蘇市小里834-2 週休2日制:その他 経験:不問

①10:00～16:00

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陽5601-16 保険:採用後加入
(４か月未満) 従業員数:0人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1491721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5601-16 週休2日制:毎週 経験:不問

農業作業員 阿蘇がっちゃん

農園
6:00～16:00の

間の1時間以上

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

資格:不問

飼育補助スタッフ (株)阿蘇熊牧場

（阿蘇カドリード

ミニオン）
資格:不問

農作業

雇用期間の定めなし

(有)阿蘇健康農園

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）

資格:不問

清掃作業

（旅館）

星光ビル管理

(株)熊本営業所

清掃 プレミアム

スウィッチ･プラス

又は10:00～16:00

の間の3時間程度

資格:不問

入園券

販売スタッフ

(株)阿蘇熊牧場

（阿蘇カドリード

ミニオン）

F　保安の職業（警備員等）

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

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

・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」

阿蘇青少年の家にて

・簡易宿泊施設での客室清掃業務
・雑務（草刈り・草取り等）
＊一般的な自宅清掃が出来れば
問題ありません。

旅館内清掃、客室清掃
＊シフト制
＊１年毎の更新

・動物の餌作り
・獣舎の清掃
・動物の餌販売
・園内清掃
＊未経験の方の応募歓迎します。

＊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。

＊ﾋﾞﾆｰﾙ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。

＊ハウス内でのミニトマトの収穫
・手入れ・袋詰め
＊栽培に関わる作業全般
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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

①7:00～14:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区帯山3丁目8-44 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:436人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-23765621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地6029-1 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給830円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1456121 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:00～13:00
②12:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給830円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1457021 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～15:00

求人:２人
年齢:69歳以下

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

パート労働者 43090- 1459821 就業場所:阿蘇郡産山村大字田尻254-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:20～16:05

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2460 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:3,500人 日給制　:時給824円～824円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1467821 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2460 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市乙姫2052 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:68人 時給制　:時給840円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1464121 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:その他 経験:不問

↓6/1～6/30までに受理した求人の特集です↓

フルタイム

学校技師（会計

年度任用職員）

熊本県立

阿蘇中央高等学校
資格:不問

清掃業務

雇用期間の定めなし

(有)奥阿蘇の宿

やまなみ 資格:不問

ゴルフコース及び

別荘地管理作業員

阿蘇ハイランド

開発(株)
7:00～17:00の

間の7時間程度

フランピング

清掃スタッフ

阿蘇ハイランド

開発(株)
9:00～15:00の

間の5時間程度

清掃及び

ベッドメイク

(株)三勢

資格:不問

清掃

(ハウスキーパー)

阿蘇ハイランド

開発(株)

又は8:00～17:00の

間の7時間程度

資格:不問

阿蘇青少年の家にて
・建物共用部分、廊下、階段
トイレの清掃

・利用があった時に、講師宿泊棟
（洋室）のベッドメイキング
（２０分～多い時で１時間程度）

・フランピング施設のキャンピング
トレーラー内の清掃

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

＊ゴルフ場クラブハウス内及び各施設の
清掃を行う仕事です。

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

・チェックアウト後の客室清掃
・廊下・ロビー・玄関
・共用トイレの清掃
・アメニティ補充、在庫管理
＊お風呂の清掃はありません。
＊未経験の方も大歓迎いたします！

・学校内の環境整備
（除草作業・刈払・小修繕・清掃）
・銀行等への入金、払い出し業務
・その他校長が指示した業務

・コース・グリーン整備(草刈り/砂まき/
散水作業等）・ディボット整備

＊管理別荘地の整備・道路に落下した
枯れ枝、落ち葉、倒木の除去作業。

・側溝に溜まった落ち葉、土砂の除去。
・降雪時の融雪剤散布作業。

専門･技術特集

「土木監督員」
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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） １級土木施工管理技士

①8:00～17:00 ２級土木施工管理技士

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市一の宮町坂梨2449-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 日給制　:月額254,100円～300,300円 休日:日 学歴:不問

正社員 43090- 1269321 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2449-4 週休2日制:その他 経験:現場監督経験
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- 1228321 就業場所:阿蘇郡高森町高森1550-8 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業
変形（1年単位） １級土木施工管理技士

①8:00～17:00 ２級土木施工管理技士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:65歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町大字高森656-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 月給制　:月額205,000円～270,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1171421 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森656-1 週休2日制:その他 経験:不問
歯科医師

①8:20～17:20

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地3472-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額360,000円～500,000円 休日:土日祝 学歴:大学以上

正社員 43090- 1193821 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3472-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1年単位） 獣医師
①9:00～18:00
②9:30～17:00

求人:１人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川2163 保険:雇･労･健･厚
従業員数:57人 月給制　:月額250,000円～250,000円 休日:他 学歴:大学以上

正社員 43090- 1292421 就業場所:阿蘇市黒川2163 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:30～17:30 准看護師
②9:30～18:30

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市乙姫1776 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 月給制　:月額187,000円～225,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1263021 就業場所:阿蘇市乙姫1776 週休2日制:その他 経験:不問
看護師

①8:15～17:15 准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額177,000円～325,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1214021 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

看護師 (株)ワンバイワン

獣医師 (株)阿蘇熊牧場

（阿蘇カドリード

ミニオン）

雇用期間の定めなし

看護師（高齢者

介護施設）

(福)やまなみ会

あその杜

雇用期間の定めなし

土木施工管理技

士

(株)高梢

雇用期間の定めなし

歯科医師 (医社)きずな会

阿蘇きずな歯科医院

雇用期間の定めなし

土木施工管理技

術者

(株)佐藤建設

雇用期間の定めなし

土木施工管理技

士

(株)南阿蘇解体

雇用期間の定めなし

●歯科治療●口腔ケア
●口腔リハビリ●カルテ入力
●スタッフ教育
※訪問診療時、社用車（軽自動車）の
運転があります。

「土木監督員」
現場代理人として工事の施工管理等の
業務に従事して頂きます。
（主な現場は、阿蘇市と竹田市）

・見積もりの作成
・パソコン入力による行政等提出書類の
作成、及び提出

・現場監督、及び進歩管理
・安全、品質管理等

＊現場での土木工事においての施工管理
・担当する現場に係る期間や工事に
関する諸々な作業及び工事現場の工程
管理

・診療業務（各種検査・手術・内科的
治療・解剖など）

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

・利用者の方の日々の健康管理
・身体チェック・処置
・服薬管理全般・日常の機能回復訓練
・病院への送迎
＊介護業務全般
・食事介助・衣服の着脱・排泄介助

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

＊内科外来における看護業務全般
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり 看護師
①8:30～18:00 准看護師
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森2022-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:17人 月給制　:月額186,000円～220,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1154521 就業場所:阿蘇郡高森町高森2022-3 週休2日制:なし 経験:看護経験者
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:00～17:30
②9:30～18:30

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 1160821 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） 看護師
①8:30～17:30 准看護師
②9:00～18:00

求人:１人 上記のいずれか
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163,900円～181,200円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1175121 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） 看護師
①8:00～17:00 准看護師
②16:30～9:30

求人:１人 上記のいずれか
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額172,000円～202,000円 休日:他 学歴:専修学校以上

正社員 43090- 1114621 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(業
変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8:00～17:30
②9:30～18:30

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 1161221 就業場所:＊南阿蘇村河陽4463　　『特別 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下

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

正社員 43090- 1162521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8:30～17:30
②9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1076321 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

准看護師 (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

准看護師

（福祉施設）

(福)白久寿会

特別養護老人

ホーム　水生苑

雇用期間の定めなし

看護師（正又は

准看護師）

(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

准看護師 (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

正看護師 (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

看護師

（正、又は准）

(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

看護師

（正または准）

(医社)清流会

渡邉総合内科

クリニック

雇用期間の定めなし

＊内科外来における看護業務全般
・医師の指導の下による診療補助
・医療器具のメンテナンスと準備
・患者様の生活改善に関する指導
・患者様の観察と身体状況の把握
・往診、訪問診療の介助等

＊特別養護老人ホームの利用者に対する
看護業務全般。

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

＊健康管理及び日常生活の介護やﾚｸﾚｰｼｮﾝ
ﾘﾊﾋﾞﾘ等、楽しく生活出来る環境作りを
お手伝いします。

・経管栄養・吸引・処置・服薬の管理
・食事介助等

・入所者の身体、健康状態の把握
・身の回りのお世話
（食事、入浴、排泄等）
・病院の指示による薬の投与及び管理
＊夜勤有、３人体制をとっており負担を
軽減する様に配慮。月に4～5回勤務。

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

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

＊特養入所者様/デイサービス利用者様の
健康管理、機能訓練、食事介助、入浴

・着替えの介助、排泄介助

＊宿直 月２回程あり
（就学前児童免除あり）

＊ご利用者様に対するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの実施。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

理学療法士
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額233,000円～237,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1107921 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
作業療法士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額233,000円～242,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1108121 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
変形（1ヶ月単位） 作業療法士
①9:00～18:30

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162,700円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1129521 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:あれば尚可(業
歯科衛生士

①9:00～18:30
②9:00～13:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 保険:雇･労
従業員数:5人 月給制　:月額285,000円～315,000円 休日:日祝他 学歴:専修学校以上

正社員 43090- 1300921 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 週休2日制:その他 経験:不問
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- 1283521 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地212-1 週休2日制:その他 経験:不問
歯科衛生士

①8:20～17:20

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地3472-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額170,000円～180,000円 休日:土日祝 学歴:専修学校以上

正社員 43090- 1192721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3472-1 週休2日制:毎週 経験:不問
歯科衛生士

①9:00～18:00
②9:00～13:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1116121 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場144-1 週休2日制:その他 経験:不問

歯科衛生士 (医社)健優会

きよら歯科医院

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 (医社)エスエス会

佐藤歯科

クリニック

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 (医社)きずな会

阿蘇きずな歯科医院

雇用期間の定めなし

作業療法士

（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

歯科衛生士 とらたに歯科

雇用期間の定めなし

理学療法士

（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

作業療法士

（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

＊ご利用者様に対するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの実施。
・運動機能向上訓練
・日常生活動作訓練
・運動指導
・介助方法指導
・記録、及び計画書作成 等

＊ご利用者様に対するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの実施。
・運動機能向上訓練
・日常生活動作訓練
・運動指導
・介助方法指導
・記録、及び計画書作成 等

・高齢者と毎日向き合いながら、個別の
能力を持続させる手助けをします。
又、介護職員への技術を教えます。
利用者個々の機能訓練計画を作成。

・食事/着替え/排泄/入浴等の作業活動を
行い日常生活に考慮した治療を行う。

＊歯科医師の指導のもと、診療の補助、
患者さまの歯及び口腔を予防する処置

＊歯の病気にかからないための口腔内の
衛生指導等を担当していただきます。

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

●診療介助、滅菌作業
ドクターのサポート及び診療補助
器具の準備や滅菌消毒、片付けなど
●歯石除去やフッ素塗布/歯磨き指導など
●提供文書作成※訪問診療時、社用車
（軽自動車）の運転があります。

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

＊患者さまの送迎/物品の買い出し業務等
※パートでの応募も可能です。

病院での栄養士及び給食調理業務
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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 栄養士
①6:30～15:30
②8:30～17:30

求人:１人
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 月給制　:月額200,000円～226,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-20613621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野185-1 週休2日制:その他 経験:栄養士経験
変形（1ヶ月単位） 栄養士
①8:30～17:45
②14:38～23:00

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:7,374人 月給制　:月額176,000円～238,000円 休日:他 学歴:専修学校以上

正社員 40150- 4296421 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4522番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 管理栄養士
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:7,374人 月給制　:月額204,000円～246,000円 休日:他 学歴:専修学校以上

正社員 40150- 4996521 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
交替制あり

保育士
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原2617 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:200人 時給制　:月額186,000円～186,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1224821 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2617 週休2日制:毎週 経験:不問

保育士
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町高森1610 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:22人 日給制　:月額148,608円～148,608円 休日:土日祝他 学歴:短大以上
正社員以外 43090- 1298721 就業場所:阿蘇郡高森町高森1610 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり 幼稚園教諭免許
保育士

求人:３人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

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

正社員 43090- 1174921 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1949-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(幼
変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員
①8:00～17:00
②7:30～16:30

求人:１人 ③11:00～20:00
年齢:18歳～59歳 普通自動車免許

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220,000円～245,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1295921 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介

幼稚園教諭・

保育士

(学)高森学園

認定こども園

高森幼稚園
7:30～18:30の

間の8時間

雇用期間の定めなし

介護支援専門員

（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

雇用期間の定めなし

生活支援員 (福)小国町

社会福祉協議会

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ悠愛
7:00～19:00の

間の8時間

保育士

（有資格者）

(福)みどり福祉会

高森保育園

栄養士

（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
雇用期間の定めなし

管理栄養士

（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
雇用期間の定めなし

栄養士／

阿蘇立野病院

(株)九州フード

サプライセンター

雇用期間の定めなし

病院での栄養士及び給食調理業務
・検品
・在庫管理
・発注
・調理 など

○専門知識を活かし、お客様の食生活を
含めた栄養面でのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ。

○商品管理・店舗管理業務（レジ、接客
販売、商品陳列等の業務）

＊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。

○専門知識を活かし、お客様の食生活を
含めた栄養面でのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ。

○商品管理・店舗管理業務（レジ、接客
販売、商品陳列等の業務）

＊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。

・入所者の食事、着脱等の生活介助
・入所者の排泄、入浴等の自立指導
・機能訓練補助（散歩やパズル等）
・作業指導・居室、トイレ、ホール、
食堂、廊下等の清掃

・農業（農福連携／大豆栽培関連業務等）

＊0歳から2歳まで（主に未満児クラス）
・担任補助としての業務
・子供の基本的生活習慣の確立支援
・保育に関する事務
（子供の成長記録等に関する簡単な事務）
・環境整備（室内外の清掃等）

＊認定こども園の業務全般
・乳幼児の教育・保育が主で、
０～５歳児の教育、保育。

・預かり保育業務

・ケアプラン原案の作成
・担当者会議でﾌﾟﾗﾝ内容を確認・提供
・ケアプランによるサービス状況を把握
・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施、サービス計画の修正
・入退所の契約、解約の説明/入退所調整
・入所者の介護保険の管理

＊居宅介護支援事業所における

14



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

介護支援専門員
①8:30～17:30

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1204121 就業場所:阿蘇市一の宮町中通220-3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(未

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1106621 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

看護師
准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

阿蘇市乙姫1776 保険:雇･労･健･厚
従業員数:140人 時給制　:時給1,100円～1,500円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1264721 就業場所:阿蘇市乙姫1776 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師

①8:30～17:30 准看護師
②9:00～13:00

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給1,000円～1,500円 休日:日 学歴:不問
パート労働者 43090- 1215721 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

看護師
准看護師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:59歳以下

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1,020円～1,220円 休日:日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1157621 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
看護師
准看護師

求人:２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1,020円～1,220円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1135721 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
歯科衛生士

①8:30～13:00
②14:30～18:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給1,200円～1,500円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1301121 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1774-1 週休2日制:その他 経験:不問

歯科衛生士 とらたに歯科

雇用期間の定めなし

看護職

（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

看護職

（介護施設）

(福)岳寿会　特別

養護老人ホーム

梅香苑
9:00～18:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

パート
看護師（高齢者

介護施設）

(福)やまなみ会

あその杜
8:30～17:30の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

看護師（デイサー

ビス阿蘇ふれあ

い）

(株)ワンバイワン

又は13:00～17:00

の間の3時間程度

介護支援専門員 (株)結縁

雇用期間の定めなし

支援相談員

（福祉施設）

(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

＊居宅介護支援事業所における
居宅介護に必要な支援業務。

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

＊施設利用にあたってのご利用者様、
ご家族様との相談業務
地域包括センター、居宅事業所、医療
機関との連絡 調整及び、事務業務。

＊ショートステイご利用者様の送迎。
＊介護業務

＊歯科診療補助

＊歯科医師の指導のもと、診療の補助、
歯および口腔の疾患を予防する処置、
歯の病気にかからないための口腔内の
衛生指導などを担当して頂きます。

・利用者の方の健康状態の観察及び把握
・疾病の予防、及び管理
・早期発見治療に努める
・病院との連絡、連携
・医師の指示による服薬の管理等

・利用者の方の健康状態の観察及び把握
・疾病の予防、及び管理
・早期発見治療に努める
・病院との連絡、連携
・医師の指示による服薬の管理等

・利用者の方の日々の健康管理
・身体チェック・処置・服薬管理全般
・日常の機能回復訓練
・病院への送迎
＊介護業務全般
・食事介助・衣服の着脱・排泄介助

通所介護での看護業務一般（バイタルや
お薬の確認など）看護業務に合わせて、
通所介護で必要となる記録等の事務作業
や介護業務、送迎業務も兼務してもらい
ます。
※送迎等、難しい場合はご相談ください。
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

歯科衛生士
①9:00～18:00
②9:00～13:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

パート労働者 43090- 1117021 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

①22:00～7:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:70人 日給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1231721 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:その他 経験:不問

保育士
幼稚園教諭免許

求人:２人 (専修１種/２種)
年齢:不問 あれば尚可

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森1949-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:21人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43090- 1173621 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1949-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(幼

普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

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

パート労働者 40010-36980821 就業場所:阿蘇郡内の生徒宅 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:15～17:15

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:26人 月給制　:月額145,000円～320,000円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1207821 就業場所:阿蘇市内牧353 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:30

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町中通220-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額149,000円～166,600円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1205021 就業場所:阿蘇市一の宮町中通220-3 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経
変形（1ヶ月単位）

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- 1155421 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

介護職員 (株)結縁

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

家庭教師

／阿蘇郡

志成教育グループ

(株)
16:00～22:00の

間の2時間程度

雇用期間の定めなし

フルタイム
介護職 (株)ワンバイワン

夜勤員（夜勤

専門支援員）

(福)立正福祉会

高森寮 資格:不問

保育士及び

保育補助

(学)高森学園

認定こども園

高森幼稚園
8:00～18:30の

間の5時間以上

歯科衛生士 (医社)健優会

きよら歯科医院

雇用期間の定めなし

小・中学生を対象に当社の
カリキュラムにて学習指導を行なう

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

・預かり保育業務

＊障害をお持ちの方の夜間の支援と
巡回が主な仕事になります。

・起床準備（着替え、排泄、洗面、
ひげ剃り、検温、布団の片付け等）

・定時の施設内外の巡回

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

＊患者さまの送迎/物品の買い出し業務等

サービス特集

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ阿蘇ふれあい）・可能な限り
自立生活を送ることが出来るよう心身
機能維持回復の為の生活介助。
主に食事/入浴/排泄介助です。

・午前・午後の集団体操、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
・利用者送迎/通所介護計画書等作成指導

＊通所介護施設での介護業務
・食事、入浴、排せつ等の介助
・介護記録
（ﾀﾌﾞﾚｯﾄ、ﾊﾟｿｺﾝを使用しての入力）
・利用者の送迎
・活動中の見守り等の支援

＊特別養護老人ホーム利用者に対する

・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）
＊施設内研修がありますので未経験者の
方も安心して応募下さい
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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- 1159121 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- 1164321 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00
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- 1110221 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- 1113321 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
変形（1ヶ月単位）

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- 1128221 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

①8:20～17:20

求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地3472-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額135,000円～150,000円 休日:土日祝 学歴:高校以上

正社員 43090- 1280721 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3472-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(歯
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- 1282221 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

歯科助手

及び受付業務

(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

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

歯科助手 (医社)きずな会

阿蘇きずな

歯科医院

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

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

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

＊特別養護老人ホーム利用者に対する
身の回りのお世話及び介護業務全般。

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

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

・受付補佐、文書作成
・診療準備、介助、片付け
・滅菌作業
※訪問診療時、社用車（軽自動車）の
運転がある場合があります。

・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）
＊施設内研修により未経験者も安心して
応募下さい。

＊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

＊療養・通所ご利用者様の身の回りの
お世話及び介護業務全般。

・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

＊療養・通所ご利用者様の身の回りの
お世話及び介護業務全般。

・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

＊歯科診療の補助業務
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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- 1118721 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年単位）
①8:00～17:30 普通自動車免許

あれば尚可
求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:2,547人 時給制　:月額149,520円～168,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1287921 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:不問

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- 1229621 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: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- 1245621 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207,000円～276,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 46010-21400121 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- 1170521 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
調理師

①6:00～18:00

求人:１人
年齢:61歳以下

阿蘇市乙姫2132-133 保険:雇･労･健･厚
従業員数:80人 月給制　:月額210,200円～259,700円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1177721 就業場所:阿蘇市乙姫2132-133 週休2日制:毎週 経験:調理師経験（年

調理：旅館 (有)黒川荘

雇用期間の定めなし

調理師 (株)イー･エス･ピー

阿蘇保養センター

八仙山荘

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

調理 ケービー食品

(株)

清掃 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』

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

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

＊歯科診療の補助業務
・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

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

＊料理長の下での調理補助です。

・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
【高年齢者専用求人】

・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

○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、提供。
◆令和4年7月、阿蘇白雲山荘新築ｵｰﾌﾟﾝ
◆面接随時実施しています。
◆準備期間を含め就業可能

・お客様への食事調理
（和食を中心とした懐石料理）
・食材の仕入れ（発注・検品・管理）
・調理器具の点検・管理

・クラブハウス内及び各施設の清掃を
行う仕事です。

・ロビー、お風呂場、トイレ等の清掃
・その他不随する業務
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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）

①6:00～15:00
②13:00～22:00

求人:２人
年齢:64歳以下

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

正社員 43090- 1138521 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6777-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
変形（1ヶ月単位）

①6:00～15:00
②13:00～22:00

求人:２人
年齢:64歳以下

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

正社員 43090- 1138521 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6777-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
交替制あり
①8:30～17:30 調理師
②9:15～18:15 あれば尚可

求人:１人 ③6:30～15:30
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町大字宮原741-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:200人 時給制　:月額147,560円～147,560円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1284421 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原741-3 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①6:30～15:30
②8:30～17:30

求人:１人 ③9:30～18:30
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:159人 月給制　:月額155,700円～187,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1163421 就業場所:＊南阿蘇村河陽4463　　　『特 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①6:30～15:30
②7:30～16:30

求人:１人 ③9:30～18:30
年齢:59歳以下

熊本市北区貢町780-10 保険:雇･労･健･厚
従業員数:470人 時給制　:月額155,520円～164,160円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43010-18484721 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- 1092321 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） 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- 1111521 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2044番地2 週休2日制:その他 経験:不問

調理師

（介護施設）

(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

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

調理員 (福)小国町

社会福祉協議会

悠和の里

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

調理（旅館） (株)黒川温泉御処

月洸樹
資格:不問

雇用期間の定めなし

調理（旅館） (株)黒川温泉御処

月洸樹
資格:不問

雇用期間の定めなし

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

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

施設内の調理業務全般。切り込み調理、
盛り付け、配膳、洗浄等
提供食数 １日５０食

＊従業員への食事の調理業務
朝・昼・夕食を２人体制で作ります。

（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

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）

・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

・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

＊調理師資格なし
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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）

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- 1112421 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
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- 1112421 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
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- 1197321 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇市内牧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- 1234521 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）

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- 1195521 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）

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- 1184721 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:その他 経験:接客経験者
変形（1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- 1247121 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:その他 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

レストラン

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7:00～22:00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

調理人（旅館） (株)夢龍胆

資格:不問

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

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

＊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
・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

・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

＊１）ご宿泊のお客様の朝食/団体様の

＊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

・テーブルセッティング
・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。

・消毒・衛生に関する施設内点検
・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にも
携わっていただきます。

＊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
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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）

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- 1094921 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）

①22:00～7:00

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- 1246921 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年単位）
①7:00～17:45
②12:00～20:45

求人:１人 ③14:00～22:45
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 保険:雇･労･健･厚
従業員数:127人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1194221 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(経
変形（1ヶ月単位）

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- 1198621 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6430-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～22:00

求人: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- 1181921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

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- 1168021 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）

①14:00～21:00 普通自動車免許
(AT限定不可)

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- 1096021 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

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

フロント業務

（旅館）

(株)樹やしき

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

フロント

（ホテル）

ホテルグリーンピア

南阿蘇（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

雇用期間の定めなし

フロント (株)夢龍胆

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

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

＊１）ご宿泊のお客様の朝食/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、アウトなどの受付
・パソコン入力・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。

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

・ﾁｪｯｸｲﾝ受付・ｱｳﾄ時の精算・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）

・夜間においてお客様への対応

＊フロントでの接客業務
・お客様のチェックインの受付
・パソコン入力
・チェックアウト時の精算業務
・その他ホテル各セクションとの連携

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

①22:00～8:00

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- 1097721 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- 1103521 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）

①7:30～16:30
②13:00～22:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1139421 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6777-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(フ
変形（1ヶ月単位）

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190,000円～240,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1209521 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）

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180,000円～230,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1210321 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
交替制あり
①7:00～15:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6700番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額161,000円～209,300円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1178821 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6700番地 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180,000円～230,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1210321 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

接客および清掃

（旅館）

(有)旅館 湯本荘

資格:不問

又は13:00～21:00

の間の7時間程度
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）

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

フロント

（ホテル）

湯峡の響き 優彩

（(株)瀬の本

      観光ホテル）

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

フロント及び

接客

(株)黒川温泉御処

月洸樹

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

・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）
＊ﾊﾟｿｺﾝによる顧客管理等＊住込み可＊

・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、ｱｳﾄ時のお出迎えとお見送り

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

・フロント業務全般（チェックイン
・チェックアウト）
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/ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約受付

＊早番の場合
・朝食の準備、提供、後片付け
・ﾁｪｯｸｱｳﾄ後の客室清掃・布団の片づけ
遅番の場合

・夕食の準備、提供、後片付け
・チェックインのご案内・布団準備

・フロント業務全般（チェックイン
・チェックアウト）
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/ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約受付

＊早番の場合
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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
①7:00～15:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6700番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額161,000円～209,300円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1178821 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6700番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～10:00
②15:00～22:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧145-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 月給制　:月額200,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1123921 就業場所:阿蘇市内牧145-1 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- 1196421 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）

①7:00～21:00

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- 1182121 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6403-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

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- 1169721 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）

①8:00～22:00

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- 1100721 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:30
②16:00～23:30

求人:２人
年齢:18歳～59歳

熊本市西区花園1丁目3-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額193,000円～193,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員以外 43010-18249821 就業場所:阿蘇市内牧1038-1　 週休2日制:なし 経験:不問

ホール係 (株)富士千

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

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

接客係（旅館） (株)夢龍胆

資格:不問

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

接客および清掃

（旅館）

(有)旅館 湯本荘

資格:不問

又は13:00～21:00

の間の7時間程度
雇用期間の定めなし

接客（旅館） (資)蘇山郷

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

＊早番の場合
・朝食の準備、提供、後片付け
・ﾁｪｯｸｱｳﾄ後の客室清掃・布団の片づけ
遅番の場合

・夕食の準備、提供、後片付け
・チェックインのご案内・布団準備

＊食事準備や片づけは基本的にﾎﾞｯｸｽ
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/片づけ・布団の上げ敷き

＊客室清掃は全て委託していますので、
共有ｽﾍﾟｰｽ（ﾛﾋﾞｰ/ﾄｲﾚ）のみの清掃

・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

・ご宿泊のお客様のお部屋へのご案内
及び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/上げ・ﾁｪｯｸｱｳﾄ後の客室清掃
・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

・日帰り温泉の露天風呂、家族風呂

・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

・チェックインによるお部屋へのご案内
・夕食の準備
・朝食・夕食の提供、及び接客
・食事処の後片づけ、及び清掃
・翌朝の朝食の準備等

店内での接客
機械等の保守点検
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00
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- 1105321 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）

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 43010-19664521 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- 1201321 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:127人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1148321 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）

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- 1202621 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

大型自動車免許
①9:00～17:00 危険物取扱者（乙種）

求人:１人
年齢:61歳以下

阿蘇市乙姫2132-133 保険:雇･労･健･厚
従業員数:80人 月給制　:月額227,700円～270,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1179221 就業場所:阿蘇市乙姫2132-133 週休2日制:毎週 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- 1093621 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

保養所管理全般

（管理職候補）

(株)イー･エス･ピー

阿蘇保養センター

八仙山荘

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

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

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

パチンコホール・

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（ゴル

フスタート係）

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

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

・日帰り温泉の露天風呂、家族風呂
ご利用の方の受付業務・精算業務

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

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
・ゴルフクラブの確認、拭き上げ
・スタート案内
・ゴルフカート清掃/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。

・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

・保養所内の設備維持管理
（浴場管理、館内管理等）
・大型バスによるお客様の送迎
・農園の維持管理（草刈り、水やり等）
・社員の職務ｻﾎﾟｰﾄ（人員不足時の対応）
・お客様の受付対応など

・お客様のお車を駐車場へご案内
・「吉祥の湯」への送迎（ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ使用）
・送迎車の点検、洗車及び清掃
・環境整備
駐車場周辺他草刈り及び草取り等

＊当事業所の役員送迎が週２回程度有り

・受付

＊ゴルフ場におけるフロント業務全般。
・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

変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

大阪府大阪市北 保険:雇･労･健･厚
従業員数:70人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 27020-40532921 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6323 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(リ

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- 1236321 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(介

①8:30～16:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧353 保険:労
(４か月以上) 従業員数:26人 時給制　:時給821円～1,000円 休日:日他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1208221 就業場所:阿蘇市内牧353 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- 1156321 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

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- 1131621 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- 1134021 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
ホームヘルパー２級

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:労
従業員数:5人 時給制　:時給1,025円～1,425円 休日:土日祝 学歴:高校以上

パート労働者 43090- 1257721 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:あれば尚可(介

訪問介護員 (同)ふきのとう

8:00～18:00の

間の2時間以上

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

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 (株)ワンバイワン

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

キャンプ場

管理業務

(株)ファイブエス

コーポレーション

雇用期間の定めなし

パート
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

・受付
・場内そうじ
・草苅り
・薪割り

＊地域密着型通所介護で定員１８名の
ﾘﾊﾋﾞﾘを中心としたﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽです。

・送迎業務、・入浴補助、・体操指導、
・書類作成 ・介護業務全般 等

（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ阿蘇ふれあい）・可能な限り
自立生活を送ることが出来るよう心身
機能維持回復の為の生活介助。
主に食事/入浴/排泄介助です。

・午前・午後の集団体操、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
・利用者送迎/通所介護計画書等作成指導

＊利用者様のご自宅を訪問し、
次のような業務

・調理
・清掃
・入浴介助 等
※訪問先：波野～産山村

・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）
＊施設内研修がありますので未経験者の
方も安心して応募下さい

・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）

＊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

・排せつ、食事介助
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

ホームヘルパー２級

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1834-2 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:9人 時給制　:時給850円～1,450円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1258821 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: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 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- 1119821 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

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- 1233221 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- 1235421 就業場所:阿蘇市内牧385-1 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- 1143721 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
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880円～880円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1265821 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

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:370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- 5215221 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

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

調理員 (株)東臣

資格:不問

雇用期間の定めなし

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

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

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

温泉清掃

【夜勤】

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

訪問介護員 (同)ラポール

訪問介護事業所

糸
7:00～18:30の

間の6時間程度

・調理、後片付け、食器洗い

＊歯科診療の補助業務
・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

・排せつ、食事介助
・清拭、入浴、身体整容、体位変換
・移動、移乗、外出介助など
＊生活支援に関する業務
・調理、洗濯、衣類などの補修、清掃、
整理整頓など生活支援に関する事。

・塩素系洗剤を使用してﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼで磨き
高圧洗浄機(重さ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。

※初めての方でも大丈夫です。経験にも
選りますが5時間程度で約５～６ヵ所

・塩素系洗剤を使用してﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼで磨き
高圧洗浄機(重さ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。

※初めての方でも大丈夫です。経験にも
選りますが5時間程度で約５～６ヵ所

【東京応化阿蘇工場】
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

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）料理提供
・厨房での後片付け、整理整頓、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

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- 1136821 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
交替制あり
①7:00～11:00
②13:00～20:00

求人:２人 ③10:00～17:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 東京都渋谷区神宮前1-5-1 保険:労
(４か月以上) 従業員数:16,279 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 13070-40054321 就業場所:阿蘇市竹原765　セコムＨＤセン 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①9:00～13:30
②16:00～19:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 福岡県福岡市博 保険:労
(４か月以上) 従業員数:5,230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 40010-37827821 就業場所:阿蘇市一の宮町中通703 週休2日制:毎週 経験:不問

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- 1239121 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

①5:30～10:30
②15:30～20:30

求人:４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950円～1,050円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 46010-21395421 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
①9:00～13:00
②16:00～20:00

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- 1144821 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

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- 1221121 就業場所:阿蘇市乙姫2052 週休2日制:毎週 経験:調理経験者

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

調理補助 ケービー食品

(株) 資格:不問

厨房の調理補助 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

調理補助 (株)レパスト福岡

営業所

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

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

調理補助スタッフ セコム(株)

資格:不問

又は7:00～20:00の

間の4時間以上

・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
行われる際の食事調理。

・作業は分担制により行います。

鮮魚の調理及びパック詰め

○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
◆令和4年7月、阿蘇白雲山荘新築ｵｰﾌﾟﾝ
◆面接随時実施しています。
◆準備期間を含め就業可能

・食材の洗い
・野菜の切り込み、簡単な盛り付け
・対面調理（ｵｰﾌﾟ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

大手社員食堂の調理業務

【研修・保養施設内食堂での調理ｻﾎﾟｰﾄ】
■専用シェフの調理サポート業務です。
料理のコツが学べます。

■未経験者も歓迎です。
※土・日を含む週２、３日勤務可能な方
※勤務時間帯によっては賄付です。

＊調理補助を担当していただきます。
・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

※料理長の下、料理の調理補助業務
・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
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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

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- 2720221 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

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- 1185821 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
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
(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- 1140921 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

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川2163 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:57人 時給制　:時給880円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1290221 就業場所:阿蘇市黒川2163 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(同

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市西区田崎町430-11 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:81人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-20440821 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨産の平1400- 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

求人:２人
年齢:不問

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

パート労働者 43090- 1225221 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地3075-1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

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

パート労働者 43090- 1226521 就業場所:阿蘇市黒川14-3 週休2日制:毎週 経験:不問

接客及び

調理補助

あか牛丼専門店

ごとう屋 資格:不問10:00～16:00の

間の4時間程度

雇用期間の定めなし

接客及び

調理補助

あか牛丼専門店

ごとう屋 資格:不問10:00～16:00の

間の4時間程度

雇用期間の定めなし

レストラン

スタッフ

(株)阿蘇熊牧場

(阿蘇カドリード

　　　ミニオン)

資格:不問

フロアスタッフ

（よかよか亭坂梨

本店）

(株)

三協ダイニング 資格:不問10:00～21:00の

間の4時間以上

バーテンダー

（旅館）

(株)樹やしき

雇用期間の定めなし

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

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

・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。

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

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

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

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

（よかよか亭坂梨本店）
□店舗における接客業務全般
＊アルバイト等を希望される方も
大歓迎します！

＊旅館内にあるレストランにて、料理

＊ご宿泊のお客様のレストラン、宴会場
ご利用においての接客業務全般。

・テーブル等のセッティング
・テーブル席へのご案内
・お料理、飲み物の提供及び接客
・下膳・後片付け及び清掃等
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①17:00～22:00

求人: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- 1241221 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①5:00～10:00
②7:00～12:00

求人:２人 ③6:00～14:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給900円～1,400円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1242521 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

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- 1145221 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

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:2,113人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1260621 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

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- 1240821 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950円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 46010-21389621 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

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850円～850円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1149621 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

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

予約フロント

スタッフ

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

又は7:00～22:00の

間の2時間以上

ナイトフロント

・夜警

ケービー食品

(株) 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

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

夕食バイキング

スタッフ

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

又は17:00～22:00

の間の2時間以上

朝食バイキング

スタッフ

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

又は5:00～14:00の

間の2時間以上

＊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。

＊旅館内にあるレストランにて、料理
・配膳・接客・皿洗いなどの業務全般。
＊テーブルのセッティング、簡単な盛り
付け補助、配膳及び下膳、
ホールの清掃等。

＊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

・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

・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/夜間警備
◆令和4年7月、阿蘇白雲山荘新築ｵｰﾌﾟﾝ
◆面接随時実施しています。
◆準備期間を含め就業可能

＊朝食および夕食（バイキング形式）の

＊レストラン/宴会場ご利用においての
接客業務全般。

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

・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

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- 1244321 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:59歳以下

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

パート労働者 43010-19618121 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
②11:00～20:00

求人:２人 ③13:00～22:00
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地1873 保険:雇･労
従業員数:7人 時給制　:時給1,100円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1211621 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1873 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900円～1,050円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 46010-21386521 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

①7:00～10:00
②16:00～22:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧145-1 保険:雇･労
従業員数:25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- 1127821 就業場所:阿蘇市内牧145-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～12:00
②8:00～12:00

求人:２人 ③16:00～21:30
年齢:64歳以下

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

パート労働者 43090- 1183021 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

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- 1167121 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

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

仲居 (有)黒川荘

資格:不問

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

接客（旅館） (資)蘇山郷

資格:不問

雇用期間の定めなし

接客及び客室清掃 和数奇ホテルズ

＆リゾーツ(株) 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

接客・配膳

（旅館）

(有)つるや旅館

資格:不問

雇用期間の定めなし

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

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

＊食事準備や片づけは基本的にﾎﾞｯｸｽ
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/片づけ・布団の上げ敷き

＊客室清掃は全て委託していますので、
共有ｽﾍﾟｰｽ（ﾛﾋﾞｰ/ﾄｲﾚ）のみの清掃

・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

＊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。

・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
◆令和4年7月、阿蘇白雲山荘新築ｵｰﾌﾟﾝ
◆面接随時実施しています。
◆準備期間を含め就業可能

・宴会場の準備（ﾃｰﾌﾞﾙ等のｾｯﾃｨﾝｸﾞ）
・片付け
・宴会のお客様の接客、配膳・下膳
・宿泊のお客様への配膳・下膳
＊土・日・祝日勤務が可能な方を希望

・チェックイン前のお部屋の点検
・お部屋へのご案内
・夕食の準備
・夕食の提供、及び接客
・食事処の後片づけ、及び清掃
・翌朝の朝食の準備等

・入園券販売、簡単な事務作業、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

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川2163 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:57人 時給制　:時給880円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1289021 就業場所:阿蘇市黒川2163 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(同

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900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 46010-21393221 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

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:2,113人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1261921 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

①16:00~20:00
②11:00~15:00

求人:３人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市南区田井島2-2-1　301 保険:労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:20人 時給制　:時給2,500円～2,800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-21213121 就業場所:阿蘇市・阿蘇郡他の冠婚葬祭場 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(司

①11:00～15:00
②17:00～20:00

求人:５人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市南区田井島2-2-1　301 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:20人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-21023521 就業場所:熊本市・阿蘇市・阿蘇郡 他冠婚葬祭場 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経

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)

阿蘇郡南小国町大字赤馬場1279 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額195,500円～345,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1296121 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1279 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(土

葬祭スタッフ (同)オフィス高野

南部支店

フルタイム
作業員（管・

水道施設工事）

北里電業水道設備

(有)

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

葬祭司会者 (同)オフィス高野

南部支店

入園券

販売スタッフ

(株)阿蘇熊牧場

(阿蘇カドリード

　　　ミニオン)

資格:不問

設備 ケービー食品

(株) 資格:不問

＊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

＊お客様に上記の説明、野草園(併設)の
案内、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。

・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

◆令和4年7月、阿蘇白雲山荘新築ｵｰﾌﾟﾝ
◆面接随時実施しています。

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

通夜、葬儀における司会業務
＊エリア：熊本市・阿蘇市・阿蘇郡
・玉名市・八代市
（葬祭場には直行直帰していただく
場合が主となります）

＊社用車有

冠婚葬祭に関する業務及び各種イベント
プロデュース業
・斎場等での通夜・葬儀などのお手伝い
・通夜、葬儀の司会 等
＊社用車有＊エリア：熊本市・阿蘇市
・阿蘇郡・玉名市・八代市

建設･土木特集

＊管工事・水道施設工事が主になります。
・配管工事及び建設一般作業
・資材運搬 等
＊工事現場は主に小国郷管内になります。
＊経験のない方でも丁寧に指導致します。

＊給排水設備・浄化槽・水道・ガス・
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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

①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:３人
年齢:35歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1089721 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ヶ月単位）

①9:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 神奈川県横浜市港北区樽町4-16-21 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:30人 月給制　:月額200,000円～319,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 14150- 9825221 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺1982 週休2日制:毎週 経験:不問

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)

鹿児島県薩摩川内市里町里2587番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 日給制　:月額198,000円～330,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 46020- 4083721 就業場所:　阿蘇郡南阿蘇 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(土

①8:00～17:00

求人:１人
年齢: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- 1227421 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）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:65歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1172321 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森656-1 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～16:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1082521 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場3438-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:30～17:00
②22:00～6:30

求人:３人
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

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

正社員 43010-18035621 就業場所:阿蘇郡　南阿蘇村大字下野 週休2日制:その他 経験:不問

軌道保線工 (株)ブリエ

雇用期間の定めなし

土木作業員 (株)高梢

雇用期間の定めなし

法面緑化作業員 (有)小国緑化

雇用期間の定めなし

土木作業員 三友建設(株)

雇用期間の定めなし

土木作業員 (株)南阿蘇解体

雇用期間の定めなし

水道/ｶﾞｽ設備工・

ｽﾀﾝﾄﾞｽﾀｯﾌ・整備

(株)古屋産業

又は6:00～22:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

施工スタッフ／

南小国町営業所

(株)新日本環境

又は8:00～18:00の

間の7時間以上

＊給排水設備・浄化槽・水道・ガス・
住宅設備工事などの施工管理

＊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

＊接客、車輌販売・車検・整備等

・大工仕事から、水道/電気/ｶﾞｽ等幅広く
自社施工ができるよう準備。

・電気工事士資格など、資格取得支援は
もちろん、取得後には手当もつきます。

・図面や見積を作成/お客様との打合せや
ﾒｰｶｰとの調整などもお願いします。

※港湾工事・舗装工事・綱構造物
・管工事などの現場での土木作業
※阿蘇の現場に従事中は寮があります。
（３食付・家賃なし）

＊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

＊災害復興等に伴う土木工事/公共工事
・道路補修工事・道路改善工事
・その他作業に伴う各種工事
・現場で使用した道具などの整理整頓

・道路の造成等を行った場合や現場内で
盛土した部分、削り取られた斜面や
法面の風化による落石や崩壊を防ぐ為
植物の種や肥料を木のチップ（基材）
に混ぜたものを吹き付け草木を育成
する仕事です。

軌道の保線工事

＊枕木・レール交換等の作業であり、
体力を要する仕事です
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位）

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市小里281-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額160,000円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1213121 就業場所:阿蘇市小里281-3 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村河陽429-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 時給制　:月額139,241円～139,241円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 1150021 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陽429-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1187521 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5587 週休2日制:なし 経験:不問
交替制あり

求人:２人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡産山村大字山鹿2097-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額175,000円～222,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1153221 就業場所:阿蘇郡産山村大字山鹿2097-3 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(酪

①8:30～18:00

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 阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:70人 月給制　:月額170,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1243421 就業場所:阿蘇郡高森町大字色見822 週休2日制:毎週 経験:不問

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)

阿蘇郡高森町上色見755 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1人 日給制　:月額196,350円～254,100円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1274221 就業場所:阿蘇郡高森町上色見755 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(樹
変形（1ヶ月単位）

①7:30～17:30

求人:１人
年齢:50歳以下 自動車免許(AT不可)

大分県竹田市荻町馬場487-7 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額162,000円～233,500円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 44080- 1654021 就業場所:大分県竹田市 週休2日制:毎週 経験:不問

樹木管理作業 (株)南阿蘇緑化

雇用期間の定めなし

林業作業員 (株)堀木材

雇用期間の定めなし

酪農作業員 (株)カミチク

ファーム

阿蘇産山農場
5:00～19:00の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

養鶏作業員 (福)立正福祉会

高森寮

栽培

採取作業員

CuoreFarm(株)

資格:不問

雇用期間の定めなし

和牛の飼育管理 農事組合法人

フジ・ファーム

阿蘇牧場

雇用期間の定めなし

フルタイム
農作業 日本花商　(株)

6:00～17:00の

間の8時間程度

雇用期間の定めなし

農林･保安特集

・ﾊｳｽ内でのﾄﾙｺｷﾞｷｮｳやﾊﾞﾗ等の花の栽培
生産/管理/出荷・重い荷物を持ったり
等の力仕事は少なく花の芽を摘んだり
する繊細な仕事です。

・農業未経験の方でも、適切な説明、
指導があるので安心して働けます。

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

・小さい水草の除草/間引き/選別/増殖
・肥料やり、及び管理
＊初心者の方は丁寧に指導いたします。

＊あか牛や黒牛のエサやり（わらや飼料）
及び健康状態のチェック

・エサタンクがあり、そこから台車に
乗せエサ箱に配給

・牛の給餌
・牛舎の環境整備
・搾乳業務（パーラー）
・その他付随する業務

・剪定作業、樹木を育てる為の畑の
圃場管理

＊民間の剪定作業
植栽工事も行います。

＊事業所敷地内にある自家牧場での養鶏
有精卵の販売をしております。

・えさ作り、水やり、鶏舎管理（清掃等）
・飼料に混ぜる草刈り：軽トラック使用
・採卵作業：午前・午後の２回
・鶏卵の配達と代金回収・金銭管理

・所有者に代わって植え付けや草刈り
間伐など山の手入れを行います。
※面接時に現場を見ていただき、詳しく
仕事の内容を説明します。
※入社後、各種機械等の運転免許取得を
支援します（費用全額を当社で負担）

・植付作業及び刈払機、チェンソーを
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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:３人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市小里137-17 保険:雇･労･健･厚
従業員数:5人 日給制　:月額201,600円～201,600円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1271021 就業場所:阿蘇市小里137-17(現場は阿蘇郡市/菊池郡市) 週休2日制:その他 経験:不問

①22:00～7:00

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:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:130人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:火水木 学歴:不問
パート労働者 43090- 1232821 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①15:30～18:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村白川1648-3 保険:労
(４か月以上) 従業員数:1人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:火木土日 学歴:不問
パート労働者 43090- 1272721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村白川1648-3 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村白川2022 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給900円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1273821 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村白川2022 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(ト

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市小里281-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6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- 1212921 就業場所:阿蘇市小里281-3 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村河陽429-3 保険:労
従業員数:15人 時給制　:時給821円～821円 休日:土日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1151721 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陽429-3 週休2日制:毎週 経験:不問

普通自動車免許
あれば尚可

求人:４人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 八代市新浜町1-1-43 保険:労
(４か月以上) 従業員数:1人 時給制　:時給821円～821円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43020- 3579921 就業場所:阿蘇市波野大字滝水字臼迫738-1 週休2日制:毎週 経験:不問

農作業員 (株)モモタロウ

グローバル
8:00～17:00の

間の4時間以上

農作業員 日本花商　(株)

又は6:00～17:00の

間の6時間程度
雇用期間の定めなし

観賞用水草の

栽培、出荷作業

CuoreFarm(株)

資格:不問9:00～17:00の

間の3時間以上

雇用期間の定めなし

野菜（ﾄﾏﾄ中心）

の収穫作業

小泉農園

資格:不問

農作業 山室農園

資格:不問

又は8:00～18:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

森林整備作業員 (株)豊誠産業

雇用期間の定めなし

パート
ナイトフロント (有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

・植付作業及び刈払機、チェンソーを
使用した下刈、間伐、主伐作業

・高性能林業機械等による木材生産
・ＧＰＳを使った森林調査
（境界確認、測量等）
・森林経営計画作成補助・薪の加工

・館内外の警備や施錠の確認等
＊風呂：大浴場(2ヶ所)・貸切湯(12ヶ所)
の清掃作業・使用数によって前後しま
すが４～６ヶ所（１人）となります。

＊ﾁｪｯｸｱｳﾄ(早朝出発のお客様の為)業務
＊共用トイレやロビーなどの清掃業務

・ﾄﾏﾄを中心とした野菜の収穫作業全般
・収穫後の野菜の出荷作業
（パック詰め、箱詰め）
＊経験がない方も丁寧に指導いたします。
＊月・水・金のみの就労となります。

＊白川水源近くで主にﾄﾙｺｷｷｮｳ（年間を
通して）を中心に野菜の栽培。

・種の植え付け・育成、除草作業
・収穫作業・各種選別、及び出荷作業
＊短期就労も可能です。勤務時間や
勤務日数も相談に応じます

・主に、ハウス内でのトルコギキョウ
・バラ・ストック・サカキ等の栽培、
室内での撰花作業

・その他、植付・収穫・出荷作業 等

屋外及びﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ内で、観賞用水草
(約200種)の栽培作業（植込み/除草/
間引きなど）水洗い/束ね/ﾋﾞﾆｰﾙ袋詰め等の
出荷作業となります。観賞用の水草を
取り扱うため細かい手作業になります。
※初心者の方には丁寧に指導いたします。

しいたけ、きくらげの収穫・選別作業
＊可能であれば収穫物の運搬等もして
いただきます。
社用車（ＭＴ）を使用します。

＊トマトの収穫作業
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市蔵原810 保険:労
(４か月以上) 従業員数:1人 時給制　:時給850円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1142021 就業場所:阿蘇市蔵原810 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①5:00～10:00
②13:00～16:00

求人:２人 ③16:00～19:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡産山村大字山鹿2097-3 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:6人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1152821 就業場所:阿蘇郡産山村大字山鹿2097-3 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市黒流395 保険:
従業員数:1人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1124121 就業場所:阿蘇市黒流395 週休2日制:毎週 経験:不問

酪農作業員 (株)カミチク

ファーム

阿蘇産山農場

資格:不問

又は13:00～19:00

の間の6時間程度

農作業：

花の生産

橋本園芸

資格:不問

又は9:00～17:00の

間の3時間以上
雇用期間の定めなし

農作業員 阿蘇アグリ(株)

資格:不問8:00～17:00の

間の3時間程度

＊トマトの収穫作業
ハウス内での作業となります。

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

＊トルコキキョウ収穫後の花の選別
袋詰め作業

・屋内選花場での作業
＊トルコキキョウの苗の定植・枝整理と
収穫作業・ハウス内作業

＊他に、ヒマワリ・ストックも生産して
います。
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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）

高森町

社会福祉協議会

求人情報誌の配布場所

ハローワーク阿蘇のご案内

所在地

〒869-2612

阿蘇市一の宮町宮地2318-3

TEL：0967-22-8609

FAX：0967-22-4775

各種情報

○「月刊 求人情報誌」

・就業地別求人 ・阿蘇市

・小国／南小国

・高森／産山

・南阿蘇

について、毎月1回（おおむね月初め）発行します。

ハローワーク庁舎内で配布しておりますので、ぜひご利用ください。

○「週刊 求人情報誌」

毎週火曜日発行。前の週に受理した求人を職種問わずまとめております。

月刊と同じくハローワーク庁舎内で配布しておりますので、ぜひご利用ください。

開庁時間

月曜日～金曜日

（祝日、年末年始を除く）

午前８時３０分～午後５時１５分


