
この求人情報誌はR3.7.12～R3.7.26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。

次回発行予定日

8月16日（月）

■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／生産・工程／運搬・清掃（軽作業）
（※6/1～6/30に受理した求人です）

！

※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。

8/2 月

3 火

4 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ③看護のお仕事相談

5 木

6 金 ①就職支援セミナー

10 火 ②医療・福祉事業所説明会

11 水 ④あそサポステ就労相談会

12 木

13 金

16 月

17 火 ②医療・福祉事業所説明会

18 水 ②医療・福祉事業所説明会

19 木

20 金

23 月

24 火 ②医療・福祉事業所説明会

25 水

26 木

27 金

30 月

31 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



①8:30～17:15 危険物取扱者（乙種）

あれば尚可
求人:１人
年齢:30歳以下

阿蘇市一の宮町宮地4454-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:1,385人 月給制　:月額166,900円～258,400円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1279211 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4454-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字上田3217 保険:雇･労･健･厚
従業員数:28人 月給制　:月額167,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1304311 就業場所:阿蘇郡小国町大字上田3217 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(同
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:30～17:30 准看護師

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:80人 月給制　:月額165,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1311011 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 週休2日制:その他 経験:不問
看護師

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･雇･厚
従業員数:6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- 1282611 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:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･雇･厚
従業員数:6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- 1284111 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） 管理栄養士
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:80人 月給制　:月額200,000円～220,000円 休日:他 学歴:短大以上

正社員 43090- 1314911 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(栄
交替制あり

求人:１０人
年齢:44歳以下 普通自動車免許

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-9-9　吉祥寺じぞうビル2階 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額200,000円～300,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 13170-10385711 就業場所:阿蘇郡高森町大字上色見2803番 週休2日制:毎週 経験:不問

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

フルタイム

劇団運営ｽﾀｯﾌ、

マネージャー

雇用期間の定めなし

(株)クマモト　コ

ミュニケーション
9:00～21:00の

間の8時間

管理栄養士

雇用期間の定めなし

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）

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

看護職

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）

土木施工管理者

雇用期間の定めなし

(株)肥後建設社

製造

雇用期間の定めなし

東京応化工業(株)

阿蘇工場

＊化学薬品の製造業務全般
・液体に粉を混ぜ撹拌、充填
・原材料・副資材（容器等）の管理
・使用した原材料/副資材の廃棄物の処分
・充填容器の管理
・諸設備の保全管理（洗浄等）

＊公共工事の現場に従事し、工程調整や
品質・安全管理を行う。

＊現場責任者の補佐や関係機関への
諸手続き等の連絡調整/書類作成・
整理が主な仕事です。

※書類作成等にはパソコンを使用します。

◎劇団ｽﾀｯﾌ移動ｱｼｽﾀﾝﾄ/広報ｱｼｽﾀﾝﾄなどを
幅広く担当していただきます。

＊ｲﾍﾞﾝﾄ内容によっては、劇団員に随行し
現場を取り仕切っていただきます。

＊写真または動画撮影スキルのある方は
特に歓迎します。

＊特別養護老人ホーム内における
管理栄養士業務全般

・栄養ケアマネジメント業務
・ご利用者の身体、栄養状態の管理
・食事管理等

＊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。

・利用者の方の健康状態の把握及び管理
・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

1



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地2402 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:5,100人 月給制　:月額150,600円～150,600円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43090- 1315111 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2402 週休2日制:毎週 経験:不問

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 阿蘇市一の宮町宮地4607-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:6人 時給制　:月額155,775円～155,775円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43090- 1306911 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4607-1 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

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:440人 月給制　:月額140,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1318211 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(医

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･雇･厚
従業員数:6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- 1280011 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(医療事務

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市中央区花畑町1-7　ＭＹ熊本ビル5Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:87,237 月給制　:月額136,650円～139,830円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-20636111 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市中央区花畑町1-7　ＭＹ熊本ビル5Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:87,237 月給制　:月額153,150円～156,330円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010-20638811 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:必須(医療事務

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡小国町大字宮原1719 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 月給制　:月額160,000円～160,000円 休日:土日 学歴:高校以上

正社員 43090- 1329011 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1719 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(Ｌ

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

店内販売／ガス

販売、配管工事等

雇用期間の定めなし

(同)大友商店

医療事務

（経験者）

雇用期間の定めなし

(株)ニチイ学館

熊本支店 資格:不問

医療事務／阿蘇

医療センター

雇用期間の定めなし

(株)ニチイ学館

熊本支店 資格:不問

受付・医療事務

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック 資格:不問

雇用期間の定めなし

(医社)坂梨会

（阿蘇温泉病院、

愛・ライフ内牧）
資格:不問

一般事務 公益(財)

阿蘇地域振興

デザインセンター

医療事務

（病院）

事務職

（衛生環境課）

熊本県

県北広域本部

阿蘇地域振興局

資格:不問

阿蘇医療センター
・患者対応
・診療料金計算
・コンピュータ入力
・電話対応
・業務従事者指導・統括・管理

プロパンガス／農機具部品／陶磁器等
販売店における下記業務：
・店内でのお客様対応
・店内等の清掃
・ガス料金等の受領
・ＬＰガスの検針、点検、配管工事等

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

・受付・レセプト入力
・請求業務、及び会計業務
・カルテの整理および管理
・電話応対
・その他付随する業務

＊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

＊事務補助全般
＊経理・会計の補助
＊会議資料の作成
（ワード・エクセルにて作成）
＊電話対応
＊お客様対応等

＊営業許可等に係る次の事務：
・資料整理
・データ入力業務
（パソコンを使用した定形フォームへの
入力作業）
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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

変形（1ヶ月単位）

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- 9751311 就業場所:●阿蘇店●高森店●小国店 他 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①9:30～18:30

求人:１人
年齢:35歳以下 自動車免許(AT不可)

熊本市東区西原一丁目2番15号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:276人 月給制　:月額182,800円～285,700円 休日:火他 学歴:高校以上

正社員 43010-21539911 就業場所:阿蘇市黒川145番地1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:00
②8:00～17:30

求人:２人 ③9:30～18:30
年齢:18歳以上 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:80人 日給制　:月額158,880円～184,920円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1312311 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 週休2日制:その他 経験:不問

理学療法士
①8:30～17:30 作業療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額228,000円～298,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1292111 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原2033-4 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(業
変形（1ヶ月単位） 医療事務資格
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140,000円～190,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1293711 就業場所:阿蘇市小里250-4 週休2日制:その他 経験:必須(＊医療事
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 40010-41100611 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
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 40010-41101911 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

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

雇用期間の定めなし

(株)シルバー

サポートジャパン

雇用期間の定めなし

(株)シルバー

サポートジャパン

福祉理容師

福祉美容師

雇用期間の定めなし

(有)野の花薬局

福祉理容師

福祉美容師

雇用期間の定めなし

(株)BEST REVE

リハビリ特化型

デイサービス リスタ

医療事務職

介護職員

（介護施設）

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）

リハビリ職員

営業職／阿蘇店

雇用期間の定めなし

日産プリンス熊本

販売(株)

店舗社員

（熊本中ｴﾘｱ）

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

資格:不問

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。

＊医療事務：パ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）

デイサービス施設内での次のような業務
・リハビリ業務
・利用者の送迎業務
・各種書類作成 等

販売/顧客管理、ｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰ
・車検、点検、その他ﾒﾝﾃﾅﾝｽの案内/獲得
・自動車保険の案内・獲得
・その他、自動車関連商品の販売 など
＊エリア ：阿蘇市内がメイン
自家用車（手当有）、ガソリン支給

＊入所者の方の身の回りのお世話及び
介護全般

・食事介助
・入浴介助
・着替えの介助
・トイレ介助等

商品の管理（食品・生活必需品等）販売、
お客様対応、棚卸業務等店舗の運営に
かかわるお仕事です。
＜転勤について＞
初任地は自宅から通える店舗となりますが
その後は全国転勤の可能性があります。

・施設内での給食業務全般

3



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

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:49,852 時給制　:月額172,800円～190,080円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010-21668311 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

変形（1ヶ月単位）

①8:15～18:00
②6:00～15:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:80人 日給制　:月額143,654円～147,560円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1313611 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5854-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①6:00～15:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③10:30～19:30
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 月給制　:月額165,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010-21411111 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:不問
変形（1年単位）
①7:00～17:00 調理師
②10:00～20:00 あれば尚可

求人:１人 ③11:00～21:00
年齢:64歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字立野461-94 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額200,000円～400,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1310411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野461-94週休2日制:その他 経験:あれば尚可(調
変形（1年単位）
①9:00～18:00

求人:２人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5277 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額180,000円～200,000円 休日:水他 学歴:不問

正社員 43090- 1305611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5277 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①8:00～18:00
②9:30～19:30

求人:２人 ③11:00～21:00
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1328411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(フ
交替制あり
①7:00～17:45
②12:00～20:45

求人:１人 ③14:00～22:45
年齢:18歳以上

阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 保険:雇･労･健･厚
従業員数:150人 月給制　:月額208,400円～250,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1316711 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

フロント

（ホテル）

雇用期間の定めなし

ホテルグリーンピア

南阿蘇（(株)南阿蘇

カントリークラブ）
資格:不問

フロント係

雇用期間の定めなし

(株)和夢

接客/調理補助

レストラン

雇用期間の定めなし

(有)

Ｍｉｎａａｓｏ

調理人

雇用期間の定めなし

(株)栄輝

阿蘇支店

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
資格:不問

調理員

（介護施設）

(福)昭寿会

（特別養護老人

ホーム　悠清苑）

資格:不問

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

・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

・栄養士の指導の下で朝食、夕食、
おやつ作り

・配食サービス用弁当作り
・調理
・調理器具、器等の洗浄、及び整理整頓
・厨房内の清掃等

病院での給食調理業務
・調理全般、配膳、洗浄 など
＊提供食数：各３５食程度

・ﾁｪｯｸｲﾝ時のお出迎え及びお見送り

＊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

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

・調理補助：洗い物、盛りつけ補助
・料理提供：赤牛ステーキ、ハンバーグ、
カレー等

・店内清掃・屋外フィールド作業
＊経験不問。
＊明るく楽しい仕事としたいです。

・南阿蘇温泉『癒しの里』における調理
業務

・宿泊客の食事及びレストラン
（洋・和食）の調理業務全般
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり

求人:２人
年齢:44歳以下

阿蘇郡南小国町満願寺6346 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額200,000円～350,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1321611 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6346 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①6:30～16:00
②8:00～17:30

求人:１人 ③10:30～20:00
年齢:不問

阿蘇郡産山村大字田尻254-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額160,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1323111 就業場所:阿蘇郡産山村大字田尻254-3 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:77人 時給制　:月額137,600円～137,600円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1317811 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

①8:00～17:00 原動機付自転車免許

求人:５人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市東区戸島3丁目8-30 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:45人 日給制　:月額187,200円～187,200円 休日:日他 学歴:不問
正社員以外 43010-21682011 就業場所:熊本市東区戸島3丁目8-30 週休2日制:毎週 経験:不問

原動機付自転車免許
①8:00～17:00
②21:00～6:00

求人:５人
年齢:18歳以上

熊本市東区戸島3丁目8-30 保険:雇･労･健･厚
従業員数:45人 日給制　:月額156,000円～249,600円 休日:日他 学歴:不問

正社員以外 43010-21683311 就業場所:熊本市東区戸島3丁目8-30 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:18歳以上

熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
従業員数:580人 日給制　:月額141,050円～195,300円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010-20738611 就業場所:阿蘇市近郊 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町坂梨2764 保険:雇･労･健･厚
従業員数:30人 月給制　:月額200,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1296511 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2764 週休2日制:毎週 経験:不問

F　保安の職業（警備員等）

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株)

飼育管理

（肥育課）

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇高原

ファーム

資格:不問

雇用期間の定めなし

(株)トラスト熊本

通信設備警備社

員／阿蘇地区

交通誘導員

（短期）

(株)トラスト熊本

交通誘導員

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

接客・調理補助

・清掃（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)奥阿蘇の宿

やまなみ 資格:不問

接客サービス係

（旅館）

雇用期間の定めなし

(株)帆山亭

6:30～20:00の

間の8時間程度

資格:不問

・魚（ヤマメ、マス）の養殖管理

・肉豚へのエサ給与、ワクチン接種、
体重の計量

・豚舎内の温度の調整、換気の調整
・除糞作業・通路、エサ箱の水洗い等
・出荷（トラックへの積込）作業

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を行う
「通行者誘導業務」
・工事関係者の安全確保を行う
「通信設備警備業務」

・工事現場における車両、歩行者誘導
・各種イベント警備
・巡回、保安業務 等
＊エリア：熊本市内を中心とする県内

一円、阿蘇ｴﾘｱ/主は熊本市内）
社用車/ﾏｲｶｰ使用(ﾏｲｶｰは運行手当あり）

・工事現場における車両、歩行者誘導
・各種イベント警備
・巡回、保安業務 等
＊エリア：熊本市内を中心とする県内

一円、阿蘇ｴﾘｱ/主は熊本市内）
社用車/ﾏｲｶｰ使用(ﾏｲｶｰは運行手当あり）

・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/建築設備の清掃等

・お食事処の準備
・お料理、飲料水の提供及び後片付け
・簡単な調理補助（盛り付け・配膳等）
・館内のフロント、食事処、客室の清掃

・ﾁｪｯｸｲﾝ時のお出迎え及びお見送り
・お部屋へのご案内、及び館内のご説明
・お食事処の準備
・お料理、お飲物等の提供
・下膳、及び後片づけ
・布団の敷き、上げ等

5



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:40歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町草部191 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1309811 就業場所:阿蘇郡高森町草部191 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15

求人:４人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区出水4丁目14-15 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:120人 時給制　:月額195,840円～195,840円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010-21518511 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1479 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:63人 月給制　:月額161,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1325811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇市山田885 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 日給制　:月額161,000円～184,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1331111 就業場所:阿蘇市山田885 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
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206 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 時給制　:月額168,407円～168,407円 休日:土日他 学歴:高校以上

無期雇用派遣労働者 43010-21559811 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
交替制あり
①8:00～17:15
②14:00～23:00

求人:１人 ③23:00～8:00
年齢:18歳～44歳

阿蘇市赤水1127-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:22人 月給制　:月額185,000円～200,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1289411 就業場所:阿蘇市赤水1127-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
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206 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 時給制　:月額168,407円～168,407円 休日:土日他 学歴:高校以上

無期雇用派遣労働者 43010-21562311 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

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）
軽作業 (株)

テクノ・ジャパン
資格:不問

製品検査および

受入業務

雇用期間の定めなし

(株)セレナ

資格:不問

製造（ポリ袋）

雇用期間の定めなし

(株)阿蘇ポリ

資格:不問

マシン

オペレーター

雇用期間の定めなし

(株)セレナ

資格:不問

製材工及び

配送業務

雇用期間の定めなし

(名)小西製材所

菓子の製造

（包装）

雇用期間の定めなし

(株)古今堂

資格:不問

養殖管理

雇用期間の定めなし

(有)川部養魚場

電子部品・基盤のはんだ付け、組み立て
作業です。

三次元測定計測機械を用いたプラスチック
製品の検査業務
手順書に従った在庫の出庫及び梱包または
入荷業務です。
切削加工のマシン補助業務もあります。

・原料が製造機の中を通過し、機械から
出た時は、袋になっている。その工程
をオペレーターとして、調整する。

・印刷
出て来た袋を印刷機に通し、顧客名等
の印刷作業のセット等の作業。

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品加工用の材料を、ﾏｼﾆﾝｸﾞ機械の
治具にｾｯﾄしｽﾀｰﾄを押し加工を開始。
終わったら取り出し、次の材料をセット
し加工を開始。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の確認/目視での外
観検査。仮容器に入れていく作業です。

＊木材の切断、丸太の皮はぎ、製材
＊プレーナー加工（機械を使用しての
かんながけ等）

＊製材加工された商品を2t/４tﾄﾗｯｸを
使用し、阿蘇郡市から熊本県内の
配送業務です。

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

・魚（ヤマメ、マス）の養殖管理
餌やり・選別・魚卵のふ化作業など

・出荷作業
取引先（飲食店/宿泊施設）等への配達

・水槽などの清掃作業
・施設（水槽・電気設備等）のﾒﾝﾃﾅﾝｽ
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3886-1 保険:雇･労
従業員数:2人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:土日祝 学歴:不問

正社員 43090- 1320311 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3886-1 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:00～16:30

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

高知県高知市鴨部一丁目11番1-312号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:25人 日給制　:月額279,500円～279,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 39010-15014911 就業場所:当社の指定する場所（全国） 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市永草1291-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額190,000円～230,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1290611 就業場所:阿蘇市永草1291-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(経
交替制あり
①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3886-1 保険:雇･労
従業員数:2人 月給制　:月額185,000円～260,000円 休日:土日祝 学歴:不問

正社員 43090- 1319511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3886-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり フォークリフト運転技能者

①8:00～17:00 車両系建設機械(解体用)

②17:00～2:00 あれば尚可
求人:２人
年齢:18歳～64歳

阿蘇郡小国町黒渕5036-296 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額170,000円～170,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090- 1308711 就業場所:阿蘇郡小国町黒渕5036-296 週休2日制:その他 経験:不問

看護師
①8:30～12:30
②14:00～18:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労
従業員数:6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- 1283911 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

B　専門的・技術的職業（各種技術者、看護師、保育士、栄養士等）

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）

正看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

現場作業員

：製造

雇用期間の定めなし

(株)恒奇通商

熊本営業所

パート

軽トラック運転手

雇用期間の定めなし

(株)軽トランス

ポート

土木作業員

雇用期間の定めなし

中城建設(株)

配送

／倉庫作業員

雇用期間の定めなし

(株)たすけあい

携帯基地局

ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換作業員

雇用期間の定めなし

(株)たすけあい

＊看護業務一般（内科・小児科外来）

＊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。

・原料の仕分け、再生ペレットの製造を
担当していただきます。

・基本的に手作業での仕分け。
＊ユンボ、フォークリフトの有資格者の
方は材料となる廃プラスチックの配置
も担当していただきます。

・トラックを運転して荷物の配送・集荷
作業

・荷物の仕分け、積み下ろし、倉庫内で
トラック会社に引渡し

・お水（保存水）の受注・発送業務

・阿蘇郡市の企業や個人宅への配達。
・乗務前後の車の点検
・配達先の確認等

＊配達物は「電気製品や事務用品」等。
軽トラックで運ぶ商品なので、個々の
大きさや重量はさまざまです。

・日本各地のトンネル坑内で、覆工
（シート張り、生コン打設等）作業
＊入居できる宿舎あり(単身用/会社負担)
＊作業車の運転あり
宿舎と現場を往復するため

※未経験者歓迎します

＊携帯基地局における次の作業：
・基地局バッテリー交換作業
・その他部品交換作業
・交換後の１コール試験、アラーム試験
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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

准看護師
①8:30～12:30
②14:00～18:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労
従業員数:6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- 1285711 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
保育士

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市西区花園6丁目38番45号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:200人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-20775811 就業場所:阿蘇市内牧1172　阿蘇温泉病院 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～12:30
②14:00～18:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地4735-6 保険:雇･労
従業員数:6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- 1281311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(医

①9:00～16:00

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:雇･労･健･厚
従業員数:38人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:祝他 学歴:不問

パート労働者 44040- 2900611 就業場所:阿蘇郡小国町北里1908-1 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(医

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:38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- 2901911 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
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 40010-41021911 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
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 40010-41022111 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

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

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

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

施設介護員

（ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ）

雇用期間の定めなし

(同)ネオ

8:00～18:00の

間の3時間以上

事務員（ケア

ホーム　ネオ）

雇用期間の定めなし

(同)ネオ

又は9:00～17:00の

間の5時間以上

受付　医療事務

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック 資格:不問

保育士 (株)アピカル

熊本支店
7:00～19:00の

間の6時間程度

准看護師

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック

＊温泉施設の業務終了後、男湯・女湯

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。

○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

○介護事務業務全般
・電話、来客対応・介護報酬請求
・請求書作成・ﾊﾟｿｺﾝを使用した入力業務
（会計ソフト使用）
・外出用務あり（私有車使用）
・事業所内の清掃、整理整頓 等

＊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
＊医療事務の経験者又は医療事務有資格
あれば尚可

□阿蘇温泉病院事業所内保育園での
保育業務です。

＊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。
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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

①22:00～0:00

求人:４人
年齢:18歳以上

阿蘇市内牧1126-1 保険:準備中
従業員数: 時給制　:時給2,000円～2,500円 休日:火他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1299311 就業場所:阿蘇市内牧1126-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①14:00～19:30

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900円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43010-21122811 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:不問

①8:30～14:30

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850円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-21143011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字両併2385 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～11:00
②18:00～20:30

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市小里834-2 保険:労
従業員数:8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- 1327511 就業場所:阿蘇市小里834-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～15:30

求人:３人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5277 保険:雇･労
従業員数:4人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:水他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1303011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5277 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1635-5 保険:雇･労
従業員数:2人 時給制　:時給800円～1,000円 休日:月他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1332711 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1635-5 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～12:00
②17:00～22:00

求人:７人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 保険:雇･労
従業員数:35人 時給制　:時給850円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1287211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 週休2日制:毎週 経験:不問

資格:不問

配膳係

雇用期間の定めなし

(株)和夢

資格:不問

配膳・調理・

接客

雇用期間の定めなし

手打そば優心

又は9:00～17:00の

間の6時間程度

資格:不問

接客

雇用期間の定めなし

(有)

Ｍｉｎａａｓｏ

雇用期間の定めなし

(有)湯の宿 入船

資格:不問

調理補助業務

／湯の里荘

(株)

南九州ニチダン

皿洗い

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
資格:不問

清掃員

（温泉施設）

雇用期間の定めなし

阿蘇内牧音泉

湯楽 資格:不問

＊ホール係 ・接客、料理の提供

・レストラン及び部屋食の準備
（宿泊状況によって準備の変動あり）
・料理、お飲物の提供及び下膳
・レストラン等の後片づけ
＊土、日、祝日のみの勤務も可能です。

＊営業中の調理（主に天ぷら）、接客
業務はもちろんのこと、食材の発注
業務や仕込みなど、飲食店業務全般。

＊希望があれば、蕎麦打ちの習得も並行
して可能。

あか牛ステーキ・カレー・ハンバーグ
などを提供する洋食レストランでの接客
業務全般。

＊洗い物（皿洗い、器等）に従事して
いただきます。

原則：土・日・祝日勤務可能な方】

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

病院での給食調理業務
・調理全般、配膳、洗浄 など
＊提供食数：３５食程度

＊温泉施設の業務終了後、男湯・女湯
各々、大・小の内湯各１、ｻｳﾅ室１、
半露天風呂１、洗い場、洗面器、風呂
イスの清掃

※高圧洗浄機、ホース（水）、スポンジ
等を使用した清掃業務
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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

①8:30～17:00

求人:１人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町大字満願寺3951 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:木他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1297411 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺3951 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～13:00
②13:00～19:00

求人:４人 ③15:00～21:00
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1286811 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 週休2日制:毎週 経験:不問

①6:30～10:30
②13:00～17:00

求人:１人 ③17:30～21:30
年齢:不問

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900円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1324711 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

①9:30～17:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:２人
年齢:不問

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

パート労働者 43090- 1307111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字中松1561-1週休2日制:その他 経験:不問

①18:00～8:00

求人:２人
年齢:18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- 1278811 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺黒川6567 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

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 43010-20733211 就業場所:阿蘇・高森近郊 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市黒流395 保険:採用後加入予定

従業員数:0人 時給制　:時給800円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1300211 就業場所:阿蘇市黒流395 週休2日制:毎週 経験:不問

F　保安の職業（警備員等）

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）
農作業：

花の生産

雇用期間の定めなし

橋本園芸

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

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

接客・調理補助

雇用期間の定めなし

(有)村上養魚場

接客・調理補助

・清掃（旅館）

雇用期間の定めなし

(有)奥阿蘇の宿

やまなみ 資格:不問

フロント係

雇用期間の定めなし

(株)和夢

ホール・厨房係

雇用期間の定めなし

(有)八菜家

又は12:00～15:00

の間の3時間程度

資格:不問

・ハウス内作業
＊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
＊畑作り、補助作業
・ハウス内作業
＊他に、ﾋﾏﾜﾘ・ｽﾄｯｸも生産しています。

・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」
任研修を行いますので、初めての方も
安心して働くことができます。

＊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。

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

＊ご宿泊（客室１１部屋）のお客様への
接客業務全般

・お食事処の準備
・お料理、飲料水の提供及び後片付け
・簡単な調理補助（盛り付け・配膳等）
・館内のフロント、食事処、客室の清掃

・チェックイン、チェックアウト時の
フロント業務の補助

・パソコンでの予約管理
・電話応対
＊お客様の「離れ」への移動や駅までの
送迎の為に車を運転する事があります

＊ホール係 ・接客、料理の提供
・会計（レジはタッチパネルで簡単です）
・ホール、トイレの清掃等
＊厨房係・材料の切り込み
・食器洗い（洗浄機使用）
・厨房の清掃等
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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

①7:00～12:00

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森2216 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:125人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1330911 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2216 週休2日制:毎週 経験:不問

危険物取扱者（乙種）

①8:00～12:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 東京都杉並区浜 保険:労
(４か月以上) 従業員数:270人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 13080-43056811 就業場所:阿蘇市竹原765 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～14:00

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町満願寺6346 保険:労
従業員数:15人 時給制　:時給930円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1322911 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺6346 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:５人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 保険:雇･労
従業員数:35人 時給制　:時給850円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1288511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5-56 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～16:00
②10:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:63人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090- 1326211 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

１級建築施工管理技士

①7:30～17:30 ２級建築施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市内牧963-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 月給制　:月額300,000円～400,000円 休日:土日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  958111 就業場所:阿蘇市内牧963-2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(施

フルタイム
建築施工管理 (株)田上建設

雇用期間の定めなし

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）

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

清掃 (株)世起

清掃係（旅館）

惣菜係 (株)熊本フレイン

高森店

菓子の包装 (株)古今堂

資格:不問

清掃係

雇用期間の定めなし

(株)和夢

資格:不問

雇用期間の定めなし

(株)帆山亭

又は11:00～14:00

の間の3時間程度

資格:不問

資格:不問

専門･技術特集

・土木施工管理

・新築/リフォーム工事等の現場の施工、
現場監督。

・見積り、原価管理、施工計画書等の
書類作成。

・設計担当者と連携し施工、予算、品質、
安全工程等各管理業務。

ライン作業によるお菓子（主にクッキー
・生チーズ饅頭・サンドクッキー等）の
商品検査、袋詰め、各種箱の組み立て。
工場内の簡単な清掃等。簡単な機械操作
がありますが丁寧に指導いたしますので
安心してご応募ください。

・各客室内の清掃・お茶ｾｯﾄの入れ込み
・ｱﾒﾆﾃｲｰ及び備品等の補充
・ベッドメイクやその他付随する業務
・トイレ、廊下の清掃等
・備品等の管理及び整理整頓
＊土、日、祝日の翌日のみの勤務も。

＊旅館施設における清掃に係る仕事です。
・旅館客室の清掃
・浴場脱衣室の清掃
・館内施設の清掃

研修所内の客室、浴室の日常清掃

植栽の管理（除草、芝刈り他）

・各種惣菜類の調理
・パック詰め作業・商品の値段打ち
・品出し・陳列の整理
・陳列・調理スペースの後片付け及び
清掃作業＊時間/日数/曜日はできる
限り相談に応じます。
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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

１級土木施工管理技士

①8:30～17:30 ２級土木施工管理技士

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

福岡県福岡市南 保険:雇･労･健･厚
従業員数:60人 月給制　:月額300,000円～450,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

正社員 40180- 7920511 就業場所:熊本内直行直帰 週休2日制:毎週 経験:必須(土木経
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

求人:２人 上記のいずれか
年齢:65歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1112111 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森656-1 週休2日制:その他 経験:不問
１級土木施工管理技士

①8:30～17:15 ２級土木施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43010-18393811 就業場所:阿蘇砂防事務所、または熊本復興事務所 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(土
１級土木施工管理技士

①8:30～17:15 ２級土木施工管理技士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43010-17644311 就業場所:白川/緑川下流/緑川上流出張所/熊本復興事務所のいずれか 週休2日制:毎週 経験:必須(官公庁で
看護師

①8:30～17:00 准看護師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:64歳以下

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

正社員 43090- 1042811 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1902-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(看
看護師

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額206,450円～260,350円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1031911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり 看護師
①8:30～17:30

求人:５人
年齢:18歳以上

阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額191,450円～245,350円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1033711 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問

正看護師

（病院）

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

又は17:00～9:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

正看護師

（透析室）

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

雇用期間の定めなし

看護職 (同)ぽっかぽか

ぽっかぽか・

ハートケア阿蘇

雇用期間の定めなし

土木技術者（工事

監督支援業務）

ジェイエイシー

エンジニアリング

(株)中九州営業所

雇用期間の定めなし

土木技術者（行政

事務補助業務）

ジェイエイシー

エンジニアリング

(株)中九州営業所

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

土木技術者 日栄プランニング

(株)

雇用期間の定めなし

・利用者の方の日々の健康管理

＊病院の看護業務全般
・病棟の勤務は２交替制です
・夜勤は月４回程度あります。

○透析室内の看護業務全般に従事して
いただきます。
※夜間勤務はありません。

＊入居者及びデイサービス利用者に
おいての介護業務全般

・血圧測定等の健康管理、配薬等の看護
業務

・食事介助、入浴介助、排泄介助等
＊病院関係の往診立会

工事実施のために監督職員の支援。
１）工事の履行に必要な資料作成等
２）工事の施工状況の照合等
３）地元及び関係機関との協議・調整に

必要な資料作成
４）工事検査・監督への臨場

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

＊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

・土木施工管理
・土木現場技術
・直行直帰が基本（社用車あり）
・不可能な場合は費用全額会社負担の
単身用宿舎あり
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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） 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

阿蘇郡産山村田尻618番地2 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- 1016111 就業場所:阿蘇郡産山村田尻618番地2 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:00～17:30
②9:30～18:30

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4463番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:159人 月給制　:月額170,700円～230,700円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  942711 就業場所:＊南阿蘇村大字河陽4463 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり 看護師
①8:00～17:00 准看護師
②16:30～9:30

求人:１人
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-  975711 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
交替制あり 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: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･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-  988011 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
交替制あり 准看護師
①8:00～17:00
②9:00～18:00

求人:１人 ③9:20～18:20
年齢:59歳以下

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 月給制　:月額190,000円～215,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1107211 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり 准看護師
①8:30～17:30

求人:５人
年齢:18歳以上

阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:95人 月給制　:月額148,000円～210,600円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090- 1032111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:毎週 経験:不問
准看護師

①8:45～18:00
②8:45～13:15

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地1801-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:10人 時給制　:月額173,000円～202,000円 休日:日祝 学歴:不問

正社員以外 43090- 1003411 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1801-1 週休2日制:その他 経験:不問

准看護師 一の宮整形外科

雇用期間の定めなし

准看護師

（病院）

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

又は17:00～9:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

准看護師

（内科外来）

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

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

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（介護

老人福祉施設）

(福)やまなみ会

なでしこの里

雇用期間の定めなし

・利用者の状態観察

看護業務全般、外来患者様の看護、処置、
医師診察の補助等
・採血・検査等の準備
・薬剤の管理業務
＊電子ｶﾙﾃを採用。操作方法等は熟練した
職員がお手伝いいたします。

＊病院の看護業務全般
・病棟の勤務は２交替制です
・夜勤は月４回程度あります。

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

＊施設ご利用者様の健康管理/日常生活の
介護やレクレーション/リハビリ等、
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勤務者
の負担を軽減する様に配慮しています。
月に４～５回の勤務。

・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
・ドクター指示による薬の投与及び管理
・主治医への報告、連絡、相談

・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
＊介護支援全般
・食事介助・衣服の着脱・排泄介助
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 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:159人 月給制　:月額158,700円～202,700円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  943811 就業場所:＊南阿蘇村河陽4463 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:159人 月給制　:月額158,700円～202,700円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  944211 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
交替制あり 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:68人 月給制　:月額185,880円～279,100円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  976811 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
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-  972611 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-  971311 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-  982111 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
変形（1ヶ月単位） 栄養士
①9:00～18:00

求人:１人
年齢:64歳以下

福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目3番3号　新比恵ビル2階 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4,500人 月給制　:月額172,000円～250,000円 休日:他 学歴:専修学校以上

正社員 40010-32515311 就業場所:阿蘇市内牧1153ー1 週休2日制:その他 経験:不問

栄養士 栄食メディックス

(株)

又は5:00～18:00の

間の8時間程度
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

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

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

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

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)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

献立展開、食材発注、事務業務、厨房調理
補助

※朝食１６０食、昼食１８０食、
夕食１６０食 提供

・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。

・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

・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

＊特養入所者様、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用者様の
健康管理 機能訓練、食事介助、入浴

・着替えの介助、排泄介助

＊宿直 月２回程あり
（就学前児童免除あり）

・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

・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
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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） 栄養士
①9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目3番3号　新比恵ビル2階 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:4,500人 月給制　:月額172,000円～250,000円 休日:他 学歴:専修学校以上
正社員以外 40010-32519711 就業場所:阿蘇市内牧1153ー1 週休2日制:その他 経験:不問

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

福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,352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- 3718311 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

福岡県朝倉市一ツ木1148-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7,352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- 3675211 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） 保育士
①7:00～16:00 幼稚園教諭免許
②7:30～16:30

求人:２人 ③8:00～17:00 上記のいずれか
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川1708-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:78人 月給制　:月額162,566円～190,895円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1129911 就業場所:阿蘇市黒川1708-1 週休2日制:その他 経験:不問

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165,000円～175,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  937511 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
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145,000円～150,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43090-  938411 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:不問

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇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-  973911 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

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

雇用期間の定めなし

介護支援専門員

（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

(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

保育士 (福)熊本YMCA

福祉会　熊本

YMCA黒川保育園

介護支援専門員 (株)結縁

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 栄食メディックス

(株)

又は5:00～18:00の

間の8時間程度

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

＊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/事務業務。

＊ショートステイご利用者様の送迎。
＊介護業務

・主に居宅においての介護支援計画の作成
・要介護認定申請代行
・ﾊﾟｿｺﾝ入力によるレセプト請求作業等の
ケアマネジャー業務

・各種相談業務、自宅訪問（社用車使用）
・地域との連携への取り組み等

＊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

・基本的生活習慣（食事、排泄、衣類の
脱着など）確立のための手助け

・社会性を身に付ける・心身の健やかな
成長を促す手助け/保護者との連携業務

＊教材作成、園内の環境整備などの業務
＊月に数回の送迎バス乗車 など

○栄養士として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を
行っていただきます。

○商品管理・店舗管理業務（店内レジ、
接客、販売、商品陳列等の業務）

○栄養士として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を
行っていただきます。

○商品管理・店舗管理業務（店内レジ、
接客、販売、商品陳列等の業務）

献立展開、食材発注、事務業務、厨房調理
補助

※朝食１６０食、昼食１８０食、
夕食１６０食 提供
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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
①9:00～17:00 保健師

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:180人 時給制　:時給1,250円～1,400円 休日:他 学歴:高校以上
パート労働者 43090- 1086211 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 週休2日制:毎週 経験:不問

看護師
准看護師

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡産山村田尻618番地2 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- 1017711 就業場所:阿蘇郡産山村田尻618番地2 週休2日制:毎週 経験:不問
看護師

①8:00～13:00 准看護師
②14:00～18:00

求人:３人 上記のいずれか
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労･健･厚
従業員数:364人 時給制　:時給1,050円～1,450円 休日:土日 学歴:不問

パート労働者 43090-  934711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5833 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(看
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-  984811 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
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-  990111 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
保育士

①9:00～18:00 幼稚園教諭免許

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 阿蘇郡高森町大字上色見2746-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:12人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:月土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1142411 就業場所:阿蘇郡高森町大字上色見1388-1週休2日制:毎週 経験:不問

介護支援専門員
①9:00～17:00

求人:２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 時給制　:時給795円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  939011 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原11番の3 週休2日制:毎週 経験:不問

雇用期間の定めなし

保育士 (社)ｓｏｌ

又は9:00～18:00の

間の6時間以上

介護支援専門員

（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

(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）

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

看護師

／准看護師

(医社)大徳会

（大阿蘇病院）

又は8:00～18:00の

間の4時間以上
雇用期間の定めなし

看護師（介護

老人福祉施設）

(福)やまなみ会

なでしこの里
8:30～17:30の

間の6時間程度

雇用期間の定めなし

パート
健康指導員 (株)阿蘇

ファームランド

小・中学生を対象に当社のカリキュラム

・主に居宅においての介護支援計画の作成
・要介護認定申請代行
・ﾊﾟｿｺﾝ入力によるレセプト請求作業等の
ケアマネージャー業務

・各種相談業務、自宅訪問（社用車使用）
・地域との連携への取り組み等

・子ども達やスタッフと学びつつ、保育
業務に従事していただきます。

・野外活動が中心なので森へも行きます。
周辺を散策します。

・送迎業務：高森町・南阿蘇村

・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

病棟での次ぎのような看護業務：
・バイタル測定、記録
・処置（創処置、注射、点滴 等）
・検査準備
・食事、排泄、入浴介助、リネン交換

＊老人介護施設における看護業務。
・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
＊介護支援全般
・衣服の着脱・排泄介助・食事介助等

・各種健康測定器の使用説明
・健康測定器の簡単な操作（補助含む）
・ﾏｳｽﾋﾟｰｽの使い捨てｶﾊﾞｰの装着
・その他各種装置の簡単な操作(補助含む)
・検査結果からの簡単なアドバイス
・当施設の利用案内（ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ業務）
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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

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 40010-31046211 就業場所:阿蘇郡内の生徒宅 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～17:15

求人:５人
年齢:不問

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

変形（1ヶ月単位）

①8:00～17:00 普通自動車免許
あれば尚可

求人:３人
年齢:不問

福岡県北九州市小倉北区三萩野1丁目2-5-202 保険:雇･労･健･厚
従業員数:6人 月給制　:月額300,000円～450,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 40060-11060511 就業場所:阿蘇市黒川528-17 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:00～17:00
②18:30～3:30

求人:２人
年齢:18歳以上

岡山県岡山市北区津高919-7　サーパス津高通り一番館501号 保険:雇･労･健･厚
従業員数:12人 月給制　:月額350,000円～435,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 33010-19791111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字立野180-3 週休2日制:その他 経験:不問

①5:00～14:00

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090- 1136311 就業場所:阿蘇市小里781番地（はな阿蘇美） 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①6:00～15:00
②8:00～17:00

求人:２人 ③16:30～1:30
年齢:18歳以上

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

飲料水の製造・

検査

サポートグループ

(株)
資格:不問

乳製品製造に関わ

る作業

(有)阿部牧場

又は8:00～17:00の

間の8時間
雇用期間の定めなし

製造・品質管理・

設備維持管理

(有)

山陽エンジニア

サービス
資格:不問

雇用期間の定めなし

一般作業員／

（鍛冶工）

(株)ＫＯＵ

雇用期間の定めなし

フルタイム
太陽光パネルに

関わる製品組立

(資)エフピーシー

資格:不問

家庭教師 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

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

生産工程特集

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

＊簡単に出来る作業です。

◎某大手プラント工場内でのお仕事です。
★入場教育があるので、未経験者でも
安心して働けます。★転職者も大歓迎。

★資格支援もあるので、『手に職を』と
いう方にもおすすめです。

ダム現場においてコンクリート製造
プラントの運転管理、コンクリートの
品質管理、それに付随する設備の維持
管理の仕事です。

９月中に開業予定のはな阿蘇美内工房で、
チーズ製造に関わる作業全般。
・チーズ製造時の温度管理・器具洗浄
・商品包装・熟成庫内での反転作業
※９月の開業前から勤務可能。工房稼働
前は菓子製造/ｶﾌｪでの勤務があります。

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

・製造/出荷/資材発注管理/資材搬入業務
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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
①6:00～15:00
②8:00～17:00

求人:２人 ③18:30～3:30
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 保険:雇･労･健･厚
従業員数:37人 月給制　:月額212,000円～355,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  940911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陰3032 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:64歳以下

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

正社員 43090- 1062411 就業場所:阿蘇市内牧1034-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(下
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町赤馬場1260-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:23人 時給制　:月額138,240円～138,240円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090- 1001211 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場1260-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:２人
年齢:不問

阿蘇市内牧1034-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:15人 時給制　:月額138,240円～138,240円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090- 1002511 就業場所:阿蘇市内牧1034-1 週休2日制:その他 経験:不問

①9:00～17:30

求人:６人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:500人 時給制　:月額186,000円～186,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010-16028111 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

①8:30～17:15

求人:３人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区長嶺東8丁目1-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:450人 時給制　:月額192,000円～192,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働者 43010-18270211 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4429 週休2日制:毎週 経験:不問

交替制あり
①8:00～16:40
②6:00～14:20

求人:３人 ③14:20～22:40
年齢:18歳以上 普通自動車免許

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

パート
一般技能職 ＮＯＫ(株)

熊本事業場

電気部品の検査 アビリティ(株)

資格:不問

電力機器の組立 (株)リフティング

ブレーン 資格:不問

縫製・検査・

裁断

(株)ベルファム

資格:不問

雇用期間の定めなし

縫製・検査・

裁断

(株)

クリーンヒット 資格:不問

雇用期間の定めなし

婦人下着の縫製

業務

(株)マルキ熊本

工場 資格:不問

雇用期間の定めなし

製造　検査

（管理者候補）

ﾊｲｺﾑｳｫｰﾀｰ(株)

南阿蘇村工場 資格:不問

雇用期間の定めなし

・製造業務（Ｏリング・パッキン等）

・製造業務（Ｏリング・パッキン等）
・選別（目視によるキズ、変形/機械検査
による硬さや、強さ、伸び等）

・その他付随する業務
（ＰＣを利用し入力作業）

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

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

工業用ミシンで婦人用ショーツ/インナーを
縫製します。

＊経験の有る方は、縫製指導員も募集
しています。

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

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

＊婦人下着（主にショーツ）の縫製
縫製後の検査：ほつれ、糸切り等

＊裁断業務：専用のバンドナイフを使用
しての手裁断

・電動ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰを使用しながら部品などを
取付けます。

・作業はﾏﾆｭｱﾙ化されており、空調設備の
整った環境でのお仕事になります。
※視力については仕事内容により０．７
以上が望ましいです。

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞﾝｻｰの検査のお仕事です。
ﾁｪｯｸｼｰﾄに基づきネジが閉まっているか、部
品が取り付けられているかﾁｪｯｸする
簡単な作業です。
未経験の方でも親切丁寧な作業研修が
あるので安心です。

18



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①8:00～16:40
②6:00～14:20

求人:２人 ③14:20～22:40
年齢:18歳以上 普通自動車免許

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

変形（1ヶ月単位）

①7:30～19:15

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

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

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

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1649 保険:雇･労･健･厚
従業員数:11人 月給制　:月額158,400円～172,800円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  998611 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6392-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業

①8:15～17:15

求人:２人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3958-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 月給制　:月額170,000円～170,000円 休日:土日他 学歴:不問

正社員 43090- 1067111 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3958-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

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

正社員 43090- 1098311 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4454-8 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:00～21:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

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:不問

正社員 43090-  968811 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）

①6:30～17:00
②7:00～17:00

求人:４人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:77人 時給制　:月額137,600円～154,800円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090- 1045411 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(業

コース管理 阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

営膳係（旅館） (株)樹やしき

雇用期間の定めなし

作業員 (株)環境

雇用期間の定めなし

廃棄物収集・

運搬業務

(有)上村商会

雇用期間の定めなし

清掃 あすなろ企画

資格:不問7:30～14:30の

間の6時間

雇用期間の定めなし

施設管理

（旅館）

(有)黒川温泉農園

（旅館　奥の湯）

雇用期間の定めなし

一般技能職 ＮＯＫ(株)

熊本事業場

フルタイム

・製造業務（Ｏリング・パッキン等）
・選別（目視によるキズ、変形/機械検査
による硬さや、強さ、伸び等）

・その他付随する業務
（ＰＣを利用し入力作業）

運搬･清掃(軽作業)特集

・大浴場、露天風呂、各２ヶ所の清掃、
及び脱衣場の清掃・温泉の温度管理

・外廻りの清掃(掃き掃除/剪定/草取り等)
・館内の簡単な修理・照明灯等の交換
・厨房での朝、夕洗った器の収納及び
整理整頓

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

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

＊産業廃棄物の分別作業
・場内において木くず、鉄くず、ビン、
缶、ペットボトル等の分別作業です。

・分別作業がない時は、別の作業（収集
・運搬作業等）がある場合があります。

＊温泉の温度管理及び露天浴室清掃
＊館外の草刈り・草取り・清掃を
軽トラックを使用して作業

＊食事後の食器類の片づけ補助

＊ゴルフ場内での芝・草など、コース
メンテナンスを行う仕事です。

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

準中型自動車免許
①7:00～13:30

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市西町927-3 保険:雇･労
従業員数:12人 時給制　:時給850円～850円 休日:水日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1093811 就業場所:阿蘇市西町927-3 週休2日制:毎週 経験:不問

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- 1137611 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

①10:00～14:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給793円～800円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1110611 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字下野147-10 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～14:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給793円～830円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1118011 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石4411-9 週休2日制:毎週 経験:不問

普通自動車免許
あれば尚可

求人:１人
年齢:不問

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

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

①10:30～14:30

求人:１人
年齢:69歳以下

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

パート労働者 43090- 1090911 就業場所:阿蘇市小里834-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市赤水1600-3 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:77人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1047311 就業場所:阿蘇市赤水1600-3 週休2日制:毎週 経験:不問

客室清掃係 阿蘇リゾートグラン

ヴィリオホテル阿蘇

リゾートグランヴィ

リオホテルゴルフ場

資格:不問

清掃

（旅館：入船）

星光ビル管理(株)

阿蘇事務所 資格:不問

雇用期間の定めなし

清掃 (有)クリーニング

のレインボー
9:00～15:00の

間の5時間程度

雇用期間の定めなし

客室清掃

（ホテル）

ホテルグリーンピア

南阿蘇((株)南阿蘇

カントリークラブ)
資格:不問

客室清掃

（ホテル）

アーデンホテル阿蘇

((株)南阿蘇

カントリークラブ)
資格:不問

清掃 九州環境美装

資格:不問

雇用期間の定めなし

配送 アサヒフーズ

(株)

雇用期間の定めなし

パート
＊主に熊本県内、大分市のお得意様の
スーパー、一般のお店、レストランへ
の食肉の配達を行っていただきます。

（社用車を使用）
＊配達の無い時は工場内で鶏肉、豚肉、
牛肉の仕分け作業。

・掃除機/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などの作業が
ありますが、相談の上決定。また勤務
時間延長希望の方には、ゆうｽﾃｰｼｮﾝの
ﾄｲﾚ清掃もありますのでお気軽にご相談
下さい。部屋の浴室清掃はありません

・客室清掃/ﾍﾞｯﾄﾒｲｷﾝｸﾞ・ﾊﾞｽ/洗面の清掃
・ｱﾒﾆﾃｨｰの補充（歯ブラシ、タオル等）
・部屋着の入れ込み
・湯のみセット、ポットの入れ込み
・共用部（ホール、廊下、階段、トイレ
等）の清掃

・客室清掃/ﾍﾞｯﾄﾒｲｷﾝｸﾞ・ﾊﾞｽ/洗面の清掃
・ｱﾒﾆﾃｨｰの補充（歯ブラシ、タオル等）
・部屋着の入れ込み
・湯のみセット、ポットの入れ込み
・共用部（ホール、廊下、階段、トイレ
等）の清掃

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

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

＊客室全体のお掃除・ベッドメイク・
ユニットバス清掃、備品補充などを
お願いします。

＊掃除機かけや拭き掃除、ｼｰﾂ交換など
ご家庭での掃除と同様です。

＊慣れるまでは丁寧に指導いたします。

郵便局内の清掃業務
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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

①8:00～10:00

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:136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 43010-17613711 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2300 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

①8:30～13:00
②7:30～9:30

求人:１人
年齢:69歳以下

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

パート労働者 43090- 1028511 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村河陽4463 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字宮原1649 保険:雇･労
従業員数:11人 時給制　:時給1,000円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  997311 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6392-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～14:30

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:90人 時給制　:時給800円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  930311 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①10:00～15:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:労
従業員数:170人 時給制　:時給1,200円～1,200円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  953411 就業場所:阿蘇郡小国町大字下城4223番地 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:15～17:15

求人:２人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3958-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:27人 日給制　:時給1,066円～1,067円 休日:土日他 学歴:不問

パート労働者 43090- 1066911 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3958-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～15:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区本荘5丁目10番26号 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:65人 時給制　:時給850円～850円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43010-18753711 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(パ

医療材料の小分け

管理/院内ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ

(株)八尾ムトウ

資格:不問

廃棄物収集・

運搬業務

(有)上村商会

雇用期間の定めなし

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

館内清掃

（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

又は9:30～14:30の

間の2時間以上

清掃 あすなろ企画

資格:不問9:30～14:30の

間の5時間

雇用期間の定めなし

清掃

（陽ノ丘荘）

星光ビル管理(株)

阿蘇事務所 資格:不問

雇用期間の定めなし

清掃員 (株)総美

資格:不問

郵便局内の清掃業務
・局内のフロア、廊下、トイレ等の日常
清掃

・外廻りの清掃（草取り、落ち葉掃き）

・居室・廊下の清掃
・洗濯業務
・居室のベッドメイク
・食堂の後片付け

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

＊館内の清掃業務を担当。
・共用部（トイレ、廊下、ロビー等）の
清掃、客室の清掃

・備品の入れ込み
・清掃後のチェック

・主にホール、レストラン等の共用部の
窓ガラス拭き作業です。

（客室の窓拭きは有りません）
・廊下の掃除機掛け
・掃除道具、洗剤等の管理

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

＊病院で使用する点滴や注射用の医療
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
付帯業務もあります

＊館内清掃及び敷地内通路周辺清掃
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:00～14:00
②18:00～22:00

求人:２人
年齢:不問

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

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

①7:30～12:00
②8:00～12:00

求人:４人 ③19:00～22:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市内牧385-1 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:90人 時給制　:時給800円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  929511 就業場所:阿蘇市内牧385-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～14:30

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市一の宮町宮地5833 保険:雇･労
従業員数:364人 時給制　:時給870円～870円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  935811 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

①8:00～12:00
②19:00～22:00

求人:２人
年齢:不問

阿蘇郡小国町大字下城4223番地 保険:雇･労
従業員数:170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-  950811 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

①8:00～12:00
②16:30～21:00

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 時給制　:時給800円～950円 休日:他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  959711 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6755-1 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:00～15:30
②8:00～17:30

求人:１人
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:177人 日給制　:時給1,000円～1,500円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090- 1125411 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①7:00～16:00

求人:５人
年齢:不問
日雇（日々雇用または１ヶ月未満） 福岡県糸島市志摩吉田字大深田1-1 保険:労
日雇 従業員数:4人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 40190- 3941311 就業場所:阿蘇市黒流町298-1 週休2日制:その他 経験:不問

又は10:00～19:00

の間の8時間程度

ゴルフ場

コース管理

東急リゾーツ＆スティ

(株)阿蘇東急ゴルフク

ラブ『阿蘇キャニオン

テラス＆ロッジ』

いちごの栽培設備

の解体・移設作業

(株)みのりのりん

資格:不問

洗い場 (有)黒川荘

資格:不問

雇用期間の定めなし

営繕係

（ホテル）

(株)杖立観光

ホテル ひぜんや 資格:不問

雇用期間の定めなし

洗浄業務

（病院内厨房）

(医社)大徳会

（大阿蘇病院） 資格:不問

雇用期間の定めなし

洗い場係

（旅館）

(有)コンフォート

クリエーション

（湯巡追荘）

資格:不問

館内作業 (株)日の出観光

和風旅館

華もみじ

資格:不問

雇用期間の定めなし

＊館内清掃及び敷地内通路周辺清掃
＊食器洗浄機による洗浄
＊客室の布団敷き

・旅館内にあるレストランにて、下膳
された食器の洗浄

・調理道具の洗浄
・食器のふき上げ、タオルの洗濯
・食器の片づけ

＊病院内厨房においての食器・調理器具
等の洗浄業務

・厨房内の清掃
・配膳、下膳

＊厨房内の洗い場に於いて器を洗い
（洗浄機使用）乾いたら所定の場所に
整理整頓する作業です。

・器の種類によっては、手洗いする場合
もあります。

・器、皿洗い
・器の管理
・厨房、盛り込み補助等

・ゴルフ場コースの整備、及び管理業務
肥料、薬剤、資材散布

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

・いちごの高設栽培設備の解体・移設
作業の補助をお願いします。

・単純作業ですので、未経験の方でも
大丈夫です。
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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


