
●仕事内容の欄は、文字数の関係ですべて表示されていないものもあります。

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

をご確認ください。

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

ださい。

●この求人情報誌に掲載した後に、募集内容の変更、募集が終了している

場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●事業所への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

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

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

それを満たしたことになりませんので、ご注意ください。

この求人情報誌はR5.2.10～R5.2.21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。

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、
前後することがあります。

次回発行予定日

3月16日（木）

R5.3月1日

■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

■今回の特集は『事務・販売』です



＊①就職支援セミナーを受講希望の方は
窓口にお尋ね・またはお電話ください。

3/1 水 ③看護のお仕事相談

2 木

3 金 ①就職支援セミナー

6 月

7 火 ②医療・福祉事業所説明会

8 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ④あそサポステ就労相談会

9 木

10 金

13 月

14 火 ②医療・福祉事業所説明会

15 水 ⑤福祉のお仕事相談会

16 木

17 金

20 月

22 水 ②医療・福祉事業所説明会

水 ④あそサポステ就労相談会

23 木

24 金

27 月

28 火 ②医療・福祉事業所説明会

29 水

30 木

31 金

 ハローワーク阿蘇　相談会などの予定 

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

☆内容☆仕事探しのポイント。
応募書類作成・面接の事前準備・
想定問答など

☆雇用保険受給者の方は、求職活動に
カウントされます。

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

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

【熊本県看護協会熊本県ﾅｰｽｾﾝﾀｰ】

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

【熊本県社会福祉協議会
熊本県福祉人材・研修センター】

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

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

お問い合わせ先

0967-22-8609



変形（1年単位） １級土木施工管理技士

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:60人 月給制　:月額230,000円～410,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  323531 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 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
②16:00～0:30

求人:２人 ③0:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:506人 月給制　:月額200,000円～230,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  364831 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:30～17:30
②16:00～0:30

求人:２人 ③0:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:506人 月給制　:月額225,000円～263,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  368731 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 看護師
①8:00～17:00 准看護師
②9:00～18:00

求人:２人 ③12:00～21:00 上記のいずれか
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市東区戸島西1丁目23-63 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額186,000円～394,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43010- 7289231 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1493-1 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
②8:30～17:30

求人:１人 ③9:00～18:00 上記のいずれか
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市小池9番地 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:56人 月給制　:月額233,500円～263,500円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  360631 就業場所:阿蘇市小池9番地 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
②16:00～0:30

求人:２人 ③0:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:506人 月給制　:月額161,000円～190,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  363031 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 准看護師
①8:30～17:30
②16:00～0:30

求人:２人 ③0:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:506人 月給制　:月額185,000円～217,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  370131 就業場所:阿蘇市内牧1153-1 週休2日制:その他 経験:不問

看護師（ワークラ

イフバランス型）

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）

土木技術者

（ー級）

雇用期間の定めなし

(株)藤本建設工業

看護業務

／縁がわ小国

雇用期間の定めなし

(特非)

コレクティブ

看護師

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）

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）

准看護師

看護師（小規模多

機能型居宅介護）

(有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい

准看護師(ワークラ

イフバランス型）

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）

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）

・土木工事（公共工事）に関する
現場での施工管理、及び監督

・現場における人員の管理
・打ち合わせ業務
・工事に関する書類作成、及び提出等

＊診療補助、採血等の検査、点滴業務、
患者様の看護、病棟業務

＊月に４回程度の夜勤あり。
＊夜勤の出来る方が望ましいが、日勤
のみの勤務についても相談に応じます。

※ご本人の働き方を考慮します。

＊外来及び病棟においての診療の補助、
採血等の検査、点滴業務、患者様の
看護、病棟業務

＊月に４回程度の夜勤あり。
＊夜勤の出来る方が望ましいが日勤のみ
の勤務についても相談に応じます。

小規模多機能型居宅介護事業所における
・介護及び看護業務・送迎
＊送迎エリア：小国町、南小国町
（社用車使用）
※定年年齢以上の方の応募も
ご相談ください。

＊「小規模多機能型居宅介護」
・健康管理（身体状態観察/把握）
・病院受診の付き添い
・病院との連絡、連携、服薬管理
・日常の記録・身体介護（食事介助、
入浴介助、排泄介助）・送迎業務

・外来及び病棟においての診療の補助、
採血等の検査

・点滴業務、患者様の看護、病棟業務。
＊月に４回程度の夜勤有、
夜勤のできる方優遇。

※ご本人の働き方を考慮します。

・外来及び病棟においての診療の補助、
採血等の検査

・点滴業務、患者様の看護、病棟業務。
＊月に４回程度の夜勤有
夜勤のできる方優遇。

＊施設利用の発達障がい児(0才～18才)に

1



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1ヶ月単位） 作業療法士
①8:30～18:00
②9:00～18:30

求人:３人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字久石3516 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 月給制　:月額200,000円～225,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  322231 就業場所:大津町/阿蘇市/阿蘇郡南阿蘇村 週休2日制:毎週 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:15～17:30
②7:00～16:00

求人:２人 ③16:00～9:00
年齢:18歳～64歳 普通自動車免許

阿蘇市三久保715番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:65人 月給制　:月額196,900円～257,500円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  356831 就業場所:阿蘇市三久保715番地 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 保育士
①8:30～18:00
②9:00～18:30

求人:３人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡南阿蘇村大字久石3516 保険:雇･労･健･厚
従業員数:35人 月給制　:月額200,000円～225,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  340531 就業場所:大津町/阿蘇市/阿蘇郡南阿蘇村 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(児

①9:00～18:00 Word・Excelの基本操作

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇市小里781 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2人 月給制　:月額180,000円～180,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  348831 就業場所:阿蘇市黒川ＪＲ阿蘇駅構内 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(外

①8:30～17:15 Word・Excelの基本操作

定型ﾌｫｰﾑへの入力
求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許(AT可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市小里751-9 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:254人 月給制　:月額154,600円～154,600円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-  375431 就業場所:阿蘇市小里751-9 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①8:30～17:30 Word・Excelの基本操作

求人:１人
年齢:69歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1753-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:36人 月給制　:月額170,000円～180,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  353931 就業場所:阿蘇市黒川1753-2 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(建

①8:00～17:00 Word・Excelの入力程度

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川974-9 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:250人 月給制　:月額170,000円～180,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  342731 就業場所:阿蘇市黒川974-9　他 週休2日制:毎週 経験:不問

雇用期間の定めなし

(社)こども

サポートセンター

あそら

生活支援員

作業療法士

雇用期間の定めなし

(社)こども

サポートセンター

あそら

観光案内業務

及び事務業務

雇用期間の定めなし

(福)蘇幸会

障害者支援施設

たちばな園

保育士

（直接支援員）

一般事務

雇用期間の定めなし

江藤建設(有)

雇用期間の定めなし

阿蘇市観光協会

一般事務員 熊本県農業共済

組合　阿蘇支所

一般事務および

施設管理

一般(財)自然公園

財団阿蘇支部

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

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

（介護記録等のパソコン入力有り）
・利用者様の買物の代行にて普通車を
使用します。

＊施設利用の発達障がい児(0才～18才)に
対する見守り及び療育支援業務
その他、利用者の送迎
請求書入力作業
パソコン（簡単なエクセル・ワード）
を使用して書類作成及び整理整頓等

＊施設利用の発達障がい児(０～１８才)に
対する見守り及び支援業務補助
その他、利用者の送迎
書類作成等の事務補助

＊就業場所：南阿蘇村、阿蘇市、大津町
のいずれかになります。

・データ入力及びチェック作業
・発送書類等の封緘作業
・金融機関での記録等
・電話対応（担当者への取次）
・事務所内の清掃等
・出張所への文書配布（公用車利用）

阿蘇インフォメーションセンターでの
観光案内業務、およびその他の事務作業
（ＰＣ入力・簡易な経理事務等）
※車での外出等もあります。

・総務課において財務データ入力
・仕訳作成、請求書データチェック/入力
・金融機関への手続き
・官庁への書類提出・事務所内の清掃等
＊ワード、エクセルは専用ソフト使用。
使用方法は指導致します。

１．財団の一般事務２．阿蘇市/南阿蘇村
内の国立公園施設の駐車場料金業務

３．国立公園内の施設管理
※駐車場、登山道、遊歩道、トイレ等の
管理及び清掃・草刈り業務

４．登山道の巡視業務

建設機械レンタル会社営業所での事務

2



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:30～17:30

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中洲中島町2-3　福岡フジランドビル10階 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:59人 時給制　:月額196,560円～196,560円 休日:日祝他 学歴:高校以上
有期雇用派遣労働 40010-11225431 就業場所:阿蘇市黒川字横井ノ本1536-2 週休2日制:その他 経験:事務経験

①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:45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171,000円～180,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-  372831 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

①8:30～18:00 普通自動車免許
②8:30～12:30 あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

熊本市中央区南熊本5丁目1-1　テルウェル熊本5Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:55人 月給制　:月額150,000円～170,000円 休日:日祝他 学歴:不問

無期雇用派遣労働 43010- 6528331 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(医
交替制あり
①8:30～18:00
②8:30～12:30

求人:１人
年齢:59歳以下

八代市日奈久中西町新12-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:18人 月給制　:月額150,000円～160,000円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43020- 1052031 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2022-1　週休2日制:その他 経験:あれば尚可(パ

①8:00～17:00

求人:１人
年齢:63歳以下

福岡県福岡市博 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2,400人 月給制　:月額205,000円～205,000円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

無期雇用派遣労働 40010-11145431 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1743 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）
①9:00～18:00
②9:30～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川2163 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:58人 時給制　:月額147,805円～167,960円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  374531 就業場所:阿蘇市黒川2163 週休2日制:その他 経験:不問

交替制あり
①9:00～18:00 普通自動車免許
②11:00～20:00 あれば尚可

求人:２人
年齢:59歳以下

阿蘇市三久保47-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:74人 月給制　:月額170,000円～260,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  326331 就業場所:阿蘇市小里781番地 週休2日制:毎週 経験:不問

一般事務 (株)スタッフ・

アクティオ

九州支店

資格:不問

医療事務

雇用期間の定めなし

(株)メイコー

受付・事務

雇用期間の定めなし

松見内科

クリニック 資格:不問

医師事務作業補助

雇用期間の定めなし

(株)

エヌジェーシー

福岡支社

資格:不問

調剤事務

雇用期間の定めなし

ヤマトファルマ

(有) 資格:不問

ASO　MILK

FACTORY店員

雇用期間の定めなし

(有)阿部牧場

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

D　販売の職業（小売店・卸売販売印、営業等）

建設機械レンタル会社営業所での事務
・電話、来客応対・自社ｼｽﾃﾑの入出力
業務（注文内容を入力し伝票発行）

・各種書類処理（請求書・納品書など）
・ファイリング・庶務業務
・郵便局、銀行用務（社用車使用） 等

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
＊受付、窓口会計事務、患者情報入力
・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・調剤の補助
※応募前の職場見学もご相談下さい。

クリニックでの受付及び会計
ＰＣ入力等 医療事務全般

・患者様の受付、接客
・処方箋の入力、データ管理
・レセプト処理、レセプト請求
・調剤補助

＊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
・調理全般（簡単な調理）、食器片付け
清掃等

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

・品出し、補充

（ドクターズクラーク）
＊医師の指示のもと、事務的な補助を
行っていただきます。

・文書作成代行（診断書・紹介状など）
・各種データ入力（電子化カルテ等）
・その他、医師の指示事項
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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

①8:30～17:45

求人:１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:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7,374人 時給制　:月額151,200円～151,200円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 2023831 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4522番地 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:45

求人:１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:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7,374人 時給制　:月額151,200円～151,200円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 2044731 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1283- 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:45

求人:２人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

鹿児島県鹿児島 保険:雇･労･健･厚
従業員数:432人 月給制　:月額203,098円～242,230円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 46010- 6574431 就業場所:阿蘇市　他 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①9:30～18:30 見積書/注文書作成で

パソコン操作必須
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- 7625431 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）

①8:30～17:30
②16:00～0:30

求人:２人 ③0:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:506人 月給制　:月額140,000円～145,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  365231 就業場所:阿蘇市内牧1105-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
①8:30～17:30
②16:00～0:30

求人:２人 ③0:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:506人 月給制　:月額158,000円～158,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  366531 就業場所:阿蘇市内牧1105-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30
②16:00～0:30

求人:２人 ③0:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:506人 月給制　:月額159,000円～164,400円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  369331 就業場所:阿蘇市内牧1105-1 週休2日制:その他 経験:不問

販売員

（小国店）

(株)ドラッグストア

モリ
資格:不問

販売員（阿蘇一の

宮店）

(株)ドラッグストア

モリ
資格:不問

営業職

／阿蘇支店

雇用期間の定めなし

日産プリンス熊本

販売(株)

営業職

（熊本県内）

雇用期間の定めなし

ホシザキ南九

(株)

介護福祉士

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）

介護職

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

介護職

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

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

・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

・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

担当ｴﾘｱのお客様（飲食店/ﾁｪｰﾝ店/ｽｰﾊﾟｰ
病院/学校）を訪問してご要望やお困り
ごとを汲み取り快適な厨房づくりの為の
ｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行うお仕事です。
※熊本県内の何れかの営業所配属となり
ます。※社用車/携帯電話/ﾊﾟｿｺﾝ貸与

【未経験歓迎・ワークライフバランス型】
・食事介助（食事の配膳、下膳）
・入浴介助（清拭、着替え等）/排泄介助
・環境整備（清掃、シーツ交換等）
・日常生活における支援等
※ご本人の働き方を考慮します。

（ワークライフバランス型）
・食事、排泄、入浴等の介護業務全般。
・環境整備（清掃、シーツ交換等）
・日常生活における支援、介護記録の
記入等

※ご本人の働き方を考慮します。

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・食事介助（食事の配膳、下膳）
・入浴介助（清拭、着替え等）
・排泄介助
・環境整備（清掃、シーツ交換等）
・日常生活における支援等

・入院患者様の食事、排泄、入浴等の

日産車(新車)の販売/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
移動手段：自家用車（手当有）ｶﾞｿﾘﾝ支給
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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） 介護福祉士
①8:30～17:30
②16:00～0:30

求人:２人 ③0:00～9:00
年齢:18歳～64歳

阿蘇市内牧1153-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:506人 月給制　:月額178,000円～183,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  371031 就業場所:阿蘇市内牧1105-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①8:30～17:30
②11:30～20:30

求人:２人 ③14:00～0:00
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市東区戸島西1丁目23-63 保険:雇･労･健･厚
従業員数:67人 月給制　:月額158,000円～402,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010- 7284631 就業場所:阿蘇郡小国町宮原1493-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①7:30～16:00 介護福祉士
②8:30～17:00 あれば尚可

求人:２人 ③12:00～20:30
年齢:18歳～59歳

阿蘇市一の宮町坂梨2365 保険:雇･労･健･厚
従業員数:39人 月給制　:月額155,000円～210,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  345931 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2365 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:00～15:00
②10:00～19:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区武蔵ケ丘1丁目15-15　2階 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:33人 時給制　:月額152,768円～173,600円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43010- 7492931 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位）

求人:１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199,000円～300,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43010- 7442631 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ヶ月単位）

①7:00～16:00
②12:00～21:00

求人:２人
年齢:64歳以下

阿蘇郡高森町大字高森3219 保険:雇･労･健･厚
従業員数:2,158人 月給制　:月額152,000円～220,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  334731 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3219 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(接
変形（1年単位）
①8:00～17:30 専用ソフトへの
②10:00～19:30 簡単な入力

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4369-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:200人 時給制　:月額168,000円～201,600円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  335331 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽4369-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(接

介護職

／縁がわ小国

雇用期間の定めなし

(特非)

コレクティブ

介護福祉士

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）

調理スタッフ 九州パートナー

フーズ　(株) 資格:不問

介護職員

（介護施設）

雇用期間の定めなし

(福)治誠会

フロント業務 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』

資格:不問

ホテルスタッフ

雇用期間の定めなし

一般(財)

休暇村協会

「休暇村 南阿蘇」
又は6:30～21:30の

間の8時間程度

資格:不問

フロアスタッフ

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

・入院患者様の食事、排泄、入浴等の
介護業務全般。

・環境整備（清掃、シーツ交換等）
・日常生活における支援、介護記録の
記入等

・食事、入浴、トイレ介助
・身の回りのお世話
・送迎（添乗） 等
＊利用者：２８名＊日勤のみの勤務も可
※定年年齢以上の方の応募もご相談くだ
さい。

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
＊入所者の生活面を中心とした身の回り
のお世話及び介護業務全般

・食事の介助
・入浴介助、及び着替えの介助
・排泄介助等

・高齢者施設における調理業務全般
・３０から４０食程度の食事を準備して
いただきます。

＊親切丁寧に教えさせていただきます。
初心者の方も歓迎します。

（よかよか亭宮地店）
□店舗における接客業務全般

＊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
＊レクレーションサービス
＊売店、ﾚｽﾄﾗﾝ及び宴会場の接客業務。

・ゴルフ及び宿泊のお客様の
チェックイン・アウト業務

・各種サポート
・電話予約対応
・インターネット予約管理等

・客室案内/お見送り・配膳、下膳
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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）

①7:30～20:30 普通自動車免許
②8:00～20:30 あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺5965 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 月給制　:月額175,000円～402,500円 休日:他 学歴:不問

正社員 43090-  347031 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5965 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２人
年齢:65歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:580人 日給制　:月額173,600円～217,000円 休日:土日 学歴:不問
正社員以外 43010- 7005731 就業場所:高森町/南阿蘇村白水の何れか 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:２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153,202円～203,849円 休日:土日 学歴:不問

正社員 43010- 6310731 就業場所:阿蘇市竹原 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:65歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:580人 日給制　:月額173,600円～217,000円 休日:土日 学歴:不問
正社員以外 43010- 7004431 就業場所:小国町/南小国町/阿蘇市内牧の何れか 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～17:00

求人:３人
年齢:65歳以上

雇用期間の定めあり 熊本市中央区帯山4丁目18-11 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:580人 日給制　:月額173,600円～217,000円 休日:土日 学歴:不問
正社員以外 43010- 7025931 就業場所:阿蘇市一の宮/波野/産山村 等 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1年単位） 簡単なパソコン入力
①8:00～17:00 大型自動車免許
②6:00～15:00 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ/準中型免許

求人:２人 あれば尚可
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡小国町下城2701 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 日給制　:月額172,800円～200,016円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  343331 就業場所:阿蘇郡小国町下城2701 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(ト

①8:20～17:30

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168,000円～176,000円 休日:土日祝他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010- 6934031 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1970-1 週休2日制:毎週 経験:不問

配膳係（接客）

雇用期間の定めなし

(有)離れ宿 山崎

［警備係］ 九州警備保障

(株) 資格:不問

［警備係］ 九州警備保障

(株) 資格:不問

警備係／阿蘇

雇用期間の定めなし

九州警備保障

(株) 資格:不問

農作業

雇用期間の定めなし

(株)下巣畑農産

又は6:00～18:00の

間の8時間

警備係（第１期） 九州警備保障

(株) 資格:不問

部品の製造

【はんだ付け】

アビリティ(株)

資格: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）

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

・客室案内/お見送り・配膳、下膳
・電話の応対（主に予約内容の確認）等
・業務状況により皿洗いをお願いする事
もあります。※お客様の車での送迎
（黒川温泉～旅館）をお願いすること
もあります。（自動車免許有りの方）

◆工事付近で行う簡単な誘導業務です。
・通行する方への誘導や声かけ。
・まわり道の案内
◎初心者でも交通量が少ない場所が
多いので安心。

【阿蘇火口監視業務】
阿蘇火山規制解除に伴い緊急大募集！
阿蘇火山に訪れる観光客へのご案内や
登山者へのご案内を主に行います。
年間を通してのシフト勤務となります。

◆工事付近で行う簡単な誘導業務です。
・通行する方への誘導や声かけ。
・まわり道の案内
◎初心者でも交通量が少ない場所が
多いので安心。

◆工事付近で行う簡単な誘導業務です。
・通行する方への誘導や声かけ。
・まわり道の案内
◎初心者でも交通量が少ない場所が
多いので安心。

◎「一の宮町」営業所です。

・除草作業・トラクターでの耕運
・収穫作業、配送業務（社用車を使用）
・作業記録等のﾊﾟｿｺﾝ入力＊必要であれば
特殊免許取得(大型特殊等)支援。

＊夏季日中の重労働を避けて作業時間、
作業を工夫しています。

座り作業がメイン！モクモク/コツコツ
作業が得意な方にはピッタリです。
その他付随する業務があります。
○重量物はございません！○安心の研修
期間を設けていますので工場勤務未経験
の方も挑戦できるおしごとになります！

ライン作業によるお菓子の製造に関する6



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽5579-3 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:62人 月給制　:月額161,000円～200,000円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 43090-  357231 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
②17:00～2:00

求人:１人
年齢:18歳～59歳

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2042 保険:雇･労･健･厚
従業員数:56人 月給制　:月額154,829円～172,800円 休日:日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  338131 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字吉田2111 週休2日制:その他 経験:不問

①8:00～16:45

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市北区弓削5丁目1番17号 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:500人 時給制　:月額180,400円～180,400円 休日:日他 学歴:不問
有期雇用派遣労働 43010- 6326531 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

①9:00～17:00 Word・Excelの
基本知識

求人:３人
年齢:20歳～44歳 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡高森町大字高森1537-2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9人 月給制　:月額155,000円～200,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  327631 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1537-2 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①8:00～17:00 2級土木施工管理技士

あれば尚可
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3377-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:60人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:日他 学歴:不問

正社員 43090-  324431 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽3377-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(二

交替制あり 看護師
准看護師

求人:２人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市東区御領6丁目8-20 保険:労
(４か月未満) 従業員数:220人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:火金土日他 学歴:不問
パート労働者 43010- 6720731 就業場所:阿蘇郡小国町　　小国町民セン 週休2日制:毎週 経験:不問

菓子の製造

（包装）

(株)古今堂

資格:不問

鉄道運転士

雇用期間の定めなし

南阿蘇鉄道(株)

自動車用ボルト

の計量作業

(株)リフティング

ブレーン
資格:不問

電装部品ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

成形加工ｵﾍﾟﾚｰﾀ

雇用期間の定めなし

(株)白水

ディエイチシー 資格:不問

看護師

准看護師

(株)くまもと

健康支援研究所
9:00～16:00の

間の4時間程度

土木技術者候補

雇用期間の定めなし

(株)藤本建設工業

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

I　輸送・機械運転の職業（鉄道・自動車・船舶・建設機械の運転等）

J　建設・採掘の職業（型枠大工、左官、内装等）

ライン作業によるお菓子の製造に関する
作業。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
生産箱の補充等。工場内の簡単な清掃。

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

製品箱から計量用の箱に移し替え重さを
計ることによって数を確認。ボトルに
入ったサビ止めの合成油をスプレーで
吹き付けます。箱の大きさは３０ｃｍ×
３０ｃｍ×たかさ１０ｃｍほど、重さは
１０数キロです。

＊6月～10月まで北九州で動力車操縦車
運転免許資格取得の為、訓練を受けて
頂きます。（費用は会社負担）

＊資格取得後は4ヶ月程度JR九州管内で
見習い実習となり、その後は南阿蘇
鉄道での勤務となります。

＊土木工事の施工管理全般
・土木工事（公共工事）に関する現場
での施工管理補助、及び監督補助

・工事に関する書類作成、及び提出等
・現場監督補助

・高齢者のアセスメント業務・運動指導

・参加者の体調管理・運営補助
・ストレッチや筋力トレーニングの補助
＊高齢者の介護予防教室での仕事です。
運動ｽﾀｯﾌと一緒に教室が実施される
ため、未経験の方でも安心して仕事が
出来ます。見学も可能です。

7



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
①9:00～17:00 作業療法士

求人:１人 上記のいずれか
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 熊本市東区御領6丁目8-20 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:220人 時給制　:時給1,300円～1,300円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010- 6674331 就業場所:阿蘇圏域の公共施設 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(経

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許(AT可)

雇用期間の定めあり 阿蘇郡小国町宮原1735-9 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:19人 時給制　:時給853円～900円 休日:日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  341431 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1963-5 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～15:30
②8:30～14:30

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 合志市栄3801 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:5,344人 日給制　:時給859円～1,082円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43030- 1901231 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地5896-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川2163 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:58人 時給制　:時給880円～1,000円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  367431 就業場所:阿蘇市黒川2163 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:30～16:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町坂梨2365 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:39人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:火土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43090-  346131 就業場所:阿蘇市一の宮町坂梨2365 週休2日制:毎週 経験:不問

①11:00～16:00

求人:１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2331番地 保険:雇･労
従業員数:8人 時給制　:時給900円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  336631 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2331番地 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可
交替制あり

求人:５人
年齢:不問

阿蘇市乙姫2132-133 保険:雇･労･健･厚
従業員数:80人 時給制　:時給855円～855円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  354131 就業場所:阿蘇市乙姫2132-133 週休2日制:毎週 経験:不問

理学療法士・

作業療法士

(株)くまもと

健康支援研究所

又は9:00～17:00の

間の4時間

一般事務 (有)

阿蘇中央調剤薬局
8:30～18:00の

間の5時間程度

C　事務的職業（総務・一般・経理・受付・医療事務等）

経理・総務補助

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

研究補助員 熊本県

農業研究センター
資格:不問

サービス・

清掃スタッフ

雇用期間の定めなし

(資)垂玉温泉山口

旅館（瀧日和）

又は10:00～18:00

の間の5時間程度

入浴介助員

（介護施設）

(福)治誠会

資格:不問

資格:不問

配膳・客室清掃

雇用期間の定めなし

(株)ｲｰ・ｴｽ・ﾋﾟｰ

阿蘇保養センター

八仙山荘
6:00～21:00の

間の6時間程度

E　サービスの職業（介護、看護助手、調理、接客・給仕、管理人）

【熊本県会計年度任用職員】
（高原農業研究所）
・水田及び野菜ほ場（ハウス内含む）の
栽培管理の補助業務

・水稲、野菜等の試験研究に関する補助
業務

＊保険調剤における請求事務
ﾚｾﾌﾟﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀ操作/（調剤報酬明細書）
のデータ作成＊受付、会計業務

＊薬剤師の指示に従い、計数調剤や調剤
準備（調剤補助）業務

＊事業所内外の清掃/近隣施設等への配達

・高齢者のアセスメント業務・運動指導
・訪問アセスメント業務（スポット訪問）
・アセスメントに関わる書類作成

・経理・総務事務全般
・管理ソフトのデータ入力等
・銀行用務（社用車使用）
・社員管理に関する業務等
・請求、入金管理業務等
※基本的に動物を扱う業務はありません。

・入所者の入浴介助が主になります。
排泄・移動の介助もあります。

・衣類の準備・管理
＊１日の入浴人数は２０名程度を、
４名のスタッフで入浴介助します。

・カフェスタッフ：お客様対応/洗い物等
・館内清掃： 脱衣所、貸切風呂などの
清掃

＊厨房での補助業務・盛り付け・皿洗い
・配膳等(注文受け/提供等の接客もあり)
・客室清掃及びシーツ、タオル等の交換
・風呂清掃（男性・女性別の浴場もあり）
＊布団敷きはセルフサービスとなります。
＊時間帯によって業務内容が変わります。

・だご汁・高菜めし等の材料切り込等の

8



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①9:30～15:00
②13:00～19:00

求人:３人
年齢:不問

阿蘇郡南阿蘇村大字白川445-1 保険:雇･労
従業員数:6人 時給制　:時給1,000円～1,500円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  325731 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字白川445-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①6:30～11:00
②16:30～19:00

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:2,158人 時給制　:時給950円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  332531 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

①6:30～11:00
②16:30～20:00

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:2,158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-  330831 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森3219 週休2日制:毎週 経験:調理業務経験

①10:00～14:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇市一の宮町宮地1869ー2 保険:労
従業員数:0人 時給制　:時給900円～1,000円 休日:水土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  373231 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1869ー2 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(接
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か月以上) 従業員数:2,158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-  331231 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

変形（1ヶ月単位）

①7:30～20:30 普通自動車免許
②8:00～20:30 あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺5965 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 時給制　:時給1,200円～1,300円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  350731 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5965 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

①9:00～14:00 普通自動車免許
②15:00～20:30 あれば尚可

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺5965 保険:労
従業員数:4人 時給制　:時給1,200円～1,300円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  351331 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺5965 週休2日制:その他 経験:不問

調理補助

雇用期間の定めなし

(有)白水乃蔵

又は9:30～19:00の

間の6時間程度

資格:不問

料理係 一般(財)

休暇村協会

「休暇村 南阿蘇」

資格:不問

料理補助

（ホテル）

一般(財)

休暇村協会

「休暇村 南阿蘇」

資格:不問

配膳係（接客）

雇用期間の定めなし

(有)離れ宿 山崎

ホテルスタッフ 一般(財)

休暇村協会

「休暇村 南阿蘇」
6:30～21:00の

間の8時間程度

資格:不問

配膳係（接客）

【短時間】

雇用期間の定めなし

(有)離れ宿 山崎

接客／配達

（天ぷら専門店）

雇用期間の定めなし

天ぷら豊丸

・だご汁・高菜めし等の材料切り込等の
調理補助

・炭火焼用の地鶏の調理盛付、食器洗い
（食洗機使用）
・店内業務（ｵｰﾀﾞｰ受/配膳/片づけ/レジ）
・店内の掃除

＊宿泊のお客様の食事の調理・片付け・
洗い物

＊ビュッフェコーナーでの調理・接客
＊調理場内の清掃・片付け

＊料理の調理サポート業務です。
・接客サービス。・ﾚｽﾄﾗﾝ業務全般
（料理の準備、片付け、食事提供等）
・調理場内の衛生管理
（清掃、調理器具殺菌等）

・接客
・お弁当の配達（社用車のデリカ使用／
もしくは自家用車可）

・簡単な盛り付け
・店内外の掃除

＊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。

・客室案内/お見送り・配膳、下膳
・電話の応対（主に予約内容の確認）等
・業務状況により皿洗いをお願いする事
もあります。※お客様の車での送迎
（黒川温泉～旅館）をお願いすること
もあります。（自動車免許有りの方）

・客室案内/お見送り・配膳、下膳
・電話の応対（主に予約内容の確認）等
・業務状況により皿洗いをお願いする事
もあります。※お客様の車での送迎
（黒川温泉～旅館）をお願いすること
もあります。（自動車免許有りの方）

＊阿蘇の自然や動植物を紹介する
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

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:2,158人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  329131 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

簡単なパソコン入力
①8:00～15:00 大型自動車免許
②6:00～13:00 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ/準中型免許

求人:２人 あれば尚可
年齢:不問 自動車免許(AT不可)

阿蘇郡小国町下城2701 保険:雇･労･健･厚
従業員数:4人 時給制　:時給950円～1,050円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  344631 就業場所:阿蘇郡小国町下城2701 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(ト

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市的石958 保険:労
従業員数:4人 時給制　:時給870円～870円 休日:日他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-  352631 就業場所:阿蘇市的石958 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00
②18:00～21:00

求人:４人
年齢:不問

阿蘇郡南小国町満願寺7250 保険:雇･労･健･厚
従業員数:7人 時給制　:時給855円～1,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

パート労働者 43090-  376731 就業場所:阿蘇郡南小国町満願寺7250 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:00～10:30
②14:00～17:00

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許(AT可)

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地115-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:263人 時給制　:時給860円～860円 休日:土日 学歴:不問
パート労働者 43090-  349231 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

①6:00～8:00
②12:00～15:30

求人:２人
年齢:64歳以下 自動車免許(AT不可)

阿蘇市小里249-2 保険:雇･労
従業員数:66人 時給制　:時給855円～880円 休日:日他 学歴:不問

パート労働者 43090-  359431 就業場所:阿蘇市小里249-2 週休2日制:毎週 経験:不問

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

送迎運転手 (医)高森会

ドライバー

資格:不問

ミネラルウォーター

製造

雇用期間の定めなし

(株)みずの里

資格:不問

食肉加工

雇用期間の定めなし

(有)石本商店

8:00～17:00の

間の4時間程度

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

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）

G　農林漁業の職業（農業、林業、漁業）

H　生産工程の職業（金属加工、製品製造、機械の組立等）

I　輸送・機械運転の職業（鉄道・自動車・船舶・建設機械の運転等）

農作業

雇用期間の定めなし

(株)下巣畑農産

又は6:00～18:00の

間の6時間程度

＊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、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。

＊畑(野菜等・さつま芋)の管理・農作業
・除草作業・トラクターでの耕運
・収穫作業、配送業務（社用車を使用）
・作業記録等のパソコン入力
＊必要であれば特殊免許取得（大型特殊
等）の支援もします。

・食肉のカット、及びパック詰め
・食肉の梱包、及び発送準備
全てネットによる注文です、又発送は
ヤマト便のみです。

・カット機械の洗浄、店内の整理整頓
及び清掃等

＊ミネラルウォーターの製造ライン作業
・ペットボトルラベル装着
・完成品の検品及び梱包等

＊利用者様のご自宅から施設までの
送迎業務

・介助補助
・車両の点検・整備
＊午前・午後、合計５時間３０分の
勤務となります。

＊外来患者、人工透析患者等の送迎を
担当して頂きます。

＊病院車の清掃業務。
＊駐車場の整備等。

・部屋の清掃
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

求人:１人
年齢:不問

阿蘇市乙姫16 保険:
従業員数: 時給制　:時給1,400円～1,400円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  355031 就業場所:阿蘇市乙姫16 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字色見822 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:70人 時給制　:時給1,100円～1,200円 休日:土日他 学歴:不問
パート労働者 43090-  328931 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

①9:00～15:00

求人:２人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇郡高森町大字高森3219 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:2,158人 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  333431 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

①7:00～10:00
②16:00～19:00

求人:１人
年齢:64歳以下

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

パート労働者 43090-  361931 就業場所:阿蘇市小池9番地 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①9:00～12:00
②19:00～22:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 保険:雇･労
従業員数:5人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-  339031 就業場所:阿蘇郡南小国町大字満願寺6069-1 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～18:00 Word・エクセル操作

での資料作成
求人:１人
年齢:64歳以下 普通自動車免許

阿蘇市黒川1440-1 保険:雇･労･健･厚
従業員数:24人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  189431 就業場所:阿蘇市黒川1440-1 週休2日制:毎週 経験:不問

いろり民泊

阿蘇乙姫物語
10:00～14:00の

間の1時間程度

資格:不問

清掃

資格:不問

生活支援員 (福)立正福祉会

高森寮
8:30～17:00の

間の5時間程度

資格:不問

雇用期間の定めなし

食器洗浄係

雇用期間の定めなし

(有)藤本商事 夫婦

露天風呂の宿 藤の

や「ふじリゾート

(株)グループ」

資格:不問

食堂の補助業務

雇用期間の定めなし

(有)ふきの企興

小規模多機能型

居宅介護つどい

資格:不問

客室清掃係

（ホテル）

一般(財)

休暇村協会

「休暇村 南阿蘇」

フルタイム
一般事務 NPO法人 ASO

田園空間博物館

雇用期間の定めなし

・部屋の清掃
・廊下の清掃
・伝票・書類の整理等
・Ｗｅｌｃｏｍｅ Ｔｅａ（抹茶）を
点てられる方歓迎します。

・施設利用者の居室、ホール・スタッフ
ルーム・その他の場所の清掃業務

・洗濯業務。衣類によっては天日干しを
することがあります。

・施設利用者の衣類、ﾀｵﾙ、ﾘﾈﾝの洗濯

〇ふじリゾートグループ
「夫婦露天風呂の宿 藤のや」
・朝食、夕食後の食洗器による洗浄
・調理場の調理器具の片付け
・食器類の片付け

「サービス付高齢者向け住宅」
・食堂でのお茶配り
・食事の配膳、片づけ
・コップ洗い、テーブル整理
・食堂の清掃
・食事中の見守り

・客室のお掃除（和室及び洋室）
室内、バス、トイレ、洗面所のお掃除

・客室備品のセッティング
・パブリックのお掃除
ホール、大浴場、トイレ、廊下等

＊原則、土曜・日曜日は出勤となります。

＊パソコンを使った資料作成、商品情報
の入力

＊簡単な会計ソフトの入力
＊総務事務
＊土、日、祝日勤務可能な方希望

＊パソコンを使った資料作成、商品情報

事務･販売特集

(1/4～1/31までに受理した求人の特集です。)
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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

①9:00～18:00 Word・エクセル操作

での資料作成
求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

雇用期間の定めあり 阿蘇市黒川1440-1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:24人 月給制　:月額180,000円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-  190631 就業場所:阿蘇市黒川1440-1 週休2日制:毎週 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①9:00～17:30 PC操作可能な方

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5579-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:180人 月給制　:月額175,000円～225,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  117131 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:あれば尚可(簡

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労･健･厚
従業員数:134人 月給制　:月額193,200円～199,700円 休日:土日他 学歴:大学以上

正社員 43090-  169031 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

①9:00～18:00

求人:１人
年齢:59歳以下

阿蘇郡高森町大字高森3175 保険:雇･労･健･厚
従業員数:134人 月給制　:月額156,300円～177,100円 休日:土日他 学歴:高校以上

正社員 43090-  170531 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
Excel・Wordの

①9:00～18:00 基本操作

求人:２人 普通自動車免許
年齢:不問 あれば尚可

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187,000円～187,000円 休日:他 学歴:不問

正社員 13090- 3234231 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
変形（1年単位）
①8:30～17:30

普通自動車免許
求人:１人
年齢:59歳以下

東京都中央区日本橋3丁目12-2　朝日ビルヂング9Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:9,102人 月給制　:月額165,320円～271,100円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 13010- 3704431 就業場所:阿蘇市黒川字横井ノ本1536-2 週休2日制:その他 経験:不問

①8:30～17:15

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市東区西原1丁目12-1 保険:雇･公･健･厚
(４か月以上) 従業員数:3,000人 日給制　:月額150,100円～185,200円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43010- 1632231 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2628 週休2日制:毎週 経験:業務上PC経験

一般事務 NPO法人 ASO

田園空間博物館

予約・営業事務 (株)阿蘇

ファームランド

雇用期間の定めなし

一般事務（事務

系総合職）

(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

一般事務

（介護施設）

(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

中古ＰＣの販売・

地域ITｻﾎﾟｰﾄ運営

リングロー(株)

雇用期間の定めなし

事務

／阿蘇営業所

(株)アクティオ

雇用期間の定めなし

事務補助 国土交通省　九州

地方整備局　熊本

河川国道事務所
資格:不問

＊パソコンを使った資料作成、商品情報
入力等

＊簡単な会計ソフトの入力
＊総務事務
＊土、日、祝日勤務可能な方希望
＊正社員への登用あり

＊WEBからの電話予約・受付/問い合わせな
どの対応/営業スタッフのサポートなど後方
でのお仕事です。
・パソコン入力等の業務
（メール、専用システムへの入力など）
・施設内の簡単な清掃

・介護保険請求事務
・行政事務手続き・予算管理
・企画立案イベントの実施等
・社会保険事務
・役員会の運営
・勤怠管理

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

・中古PC販売/回収/修理(ﾋｱﾘﾝｸﾞ/商材手配)
・書類管理・作成（在庫・備品管理など）
・お客様対応(PC・ｽﾏﾎに関する相談対応)
・お客様訪問(ﾌﾟﾘﾝﾀｰ設定/ﾈｯﾄ環境設定)
・ICT支援アウトソース・地域企業への
買取、ＰＣ導入の顧客新規開拓営業他

建設機械のレンタル会社において、電話
応対、接客、ＰＣオペレーション、伝票
処理等の仕事を行います。
※一部機械手配の補佐も有り。機械/商品
知識は入社後に身につけられますので、
業界未経験の方でも安心です。

・電話交換業務・書類整理
・文書管理業務/配車業務/旅費関係事務
・その他、指示に基づく国土交通行政
事務の補助 データ入力、資料作成

（各種システム入力・表計算ソフト、
ワープロソフト、パワーポイント他）

・陪席（電子カルテ操作）
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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

変形（1ヶ月単位） 電子ｶﾙﾃ等ｼｽﾃﾑ操作
①8:30～17:30
②8:30～12:30 診療情報管理士

求人:１人 ③13:30～17:30 普通自動車免許
年齢:59歳以下 あれば尚可

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139,480円～181,100円 休日:日祝他 学歴:不問

正社員 43090-   65531 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村立野185-1 週休2日制:その他 経験:あれば尚可(診

①8:30～17:30 医療事務
医師事務作業補助者

求人:１人 あれば尚可
年齢:59歳以下

熊本市中央区花畑町1-7　ＭＹ熊本ビル5Ｆ 保険:雇･労･健･厚
従業員数:88,000 月給制　:月額149,240円～152,520円 休日:土日祝他 学歴:不問

無期雇用派遣労働 43010-  930531 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～18:00 PC基本操作
②8:30～12:30 医師事務資格

求人:１人 あれば尚可
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176,400円～189,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 43090-    8531 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:なし 経験:医療事務経験

①9:00～17:30 PC操作
(Word・Excel)

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

熊本市東区健軍3丁目50-19　菊乃井ビル3階 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 月給制　:月額140,000円～150,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43010- 1325931 就業場所:阿蘇市内牧963-11 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(法

①8:45～17:30

求人:２人
年齢:59歳以下

上益城郡益城町広崎1630-3 保険:雇･労･健･厚
従業員数:190人 月給制　:月額230,000円～300,000円 休日:土日祝他 学歴:不問

正社員 43011-   41931 就業場所:阿蘇市-の宮町宮地4429 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(電
変形（1ヶ月単位）

①9:00～21:00

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

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

正社員 43090-   28631 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
①8:00～17:00
②6:00～15:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労･健･厚
従業員数:294人 時給制　:月額149,322円～173,630円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090-   52931 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1985-2 週休2日制:その他 経験:不問

医師事務

作業補助者

(医社)順幸会

阿蘇立野病院

雇用期間の定めなし

医師事務作業補助 (株)ニチイ学館

熊本支店

雇用期間の定めなし

受付・医療事務

（経験者）

松見内科

クリニック

雇用期間の定めなし

法律事務 (弁)ひのくに

雇用期間の定めなし

製造工程の

管理業務

(株)

クレストアルファ

熊本支社
資格:不問

雇用期間の定めなし

備品管理業務 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

販売職（一の宮店

惣菜部）

(株)みやはら

資格:不問

又は5:00～17:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

・陪席（電子カルテ操作）
・書類作成
・その他、医師事務作業補助業務全般

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

＊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

＊来客・電話応対・弁護士のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理
＊簡易な法律文書の作成補助
＊裁判所・金融機関等への手続き、
書面提出など

＊事務所内の清掃など
＊その他付随する業務

【未経験者／就職氷河期世代歓迎求人】
・備品類の管理・発注（食材・飲料等）
・飲み物等の管理・清掃の補助
・在庫管理（アメニティ等）
・仕入、製品の選定・各種の手配
（清掃員の方の手配・配置を行う）

電子機械製造工程の管理業務です。
太陽光発電機器の製造工程における、
設備・材料・作業手順・人材等を効率的
に管理し運用していただきます。
※トライアル雇用併用求人

・商品づくり、お弁当や焼き物・フライ
・和え物・寿司など
・商品販売、商品陳列・接客・鮮ど確認
・清掃業務、作業場の清掃・店舗の清掃
・その他これらに付随する業務
※立ち仕事になります。

スーパーの青果部門
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

交替制あり
①7:00～16:00
②6:00～15:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労･健･厚
従業員数:294人 時給制　:月額149,322円～156,267円 休日:他 学歴:不問

正社員以外 43090-   45131 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位）

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:11,315 月給制　:月額147,300円～250,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 41010-  366731 就業場所:（●菊陽店●大津店●東野店●阿 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 登録販売者(一般医薬品)

①8:30～17:45
②15:30～0:00

求人:１人
年齢:59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181,000円～287,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 40150-  602631 就業場所:阿蘇郡南小国町赤馬場1283-1 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1ヶ月単位） 登録販売者（一般医薬品）

①8:30～17:45
②15:30～0:00

求人:１人
年齢:59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181,000円～287,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 40150-  603931 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）

①7:30～16:00
②9:30～18:00

求人:１人 ③10:30～19:00
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387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:457人 時給制　:月額147,656円～147,656円 休日:日祝他 学歴:不問
正社員以外 43090-   74431 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1969-1 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1ヶ月単位）

①7:00～15:30
②9:00～17:30

求人:１人 ③10:30～19:00
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387-5 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:457人 時給制　:月額147,656円～147,656円 休日:日祝他 学歴:高校以上
正社員以外 43090-   75731 就業場所:阿蘇郡南阿蘇村大字久石2642-2週休2日制:その他 経験:不問

①14:30～23:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7,374人 時給制　:月額160,380円～160,380円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 1386431 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

販売職（内牧店

青果部）

(株)みやはら

資格:不問

雇用期間の定めなし

店舗社員（熊本

中エリア）

ダイレックス

(株) 資格:不問

又は7:00～22:00の

間の8時間程度
雇用期間の定めなし

登録販売者

（小国店）

(株)ドラッグストア

モリ

又は8:30～0:00の間

の8時間程度
雇用期間の定めなし

登録販売者

（阿蘇一の宮店）

(株)ドラッグストア

モリ

又は8:30～0:00の間

の8時間程度
雇用期間の定めなし

給油所スタッフ

（高森給油所）

阿蘇農業協同組合

給油所スタッフ

（久木野給油所）

阿蘇農業協同組合

販売員（阿蘇一の

宮店）

(株)ドラッグストア

モリ
資格:不問

スーパーの青果部門
－商品作り、仕入商品のカットや小分け
・パック詰め・ラベル貼り
－商品販売、商品陳列・接客・鮮度確認
－清掃業務、作業場の清掃、店舗の清掃
※立ち仕事になります

商品管理（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。その後は
全国転勤の可能性があります。その後に
関しては、特記事項をご参照ください。

○商品管理・店舗管理業務
（レジ、接客、販売、商品陳列等の業務）
＊転勤：原則として自宅から通勤可能な
エリア内での勤務（車で１時間以内）

＊ｴﾘｱを限定せずに勤務する（グローバル
職）への変更も可能です。

○商品管理・店舗管理業務（レジ、接客
販売、商品陳列等の業務）

＊未経験の方も歓迎いたします。
＊転勤のエリア：原則として自宅から
通勤可能なエリア内での勤務

（車で１時間以内）

＊給油所での接客
・給油、窓ふき、洗車等・電話対応
・ピット内での作業
（タイヤ交換、オイル交換）
・事業所、個人宅への燃料の配達業務

＊久木野給油所においての接客/販売業務
・車種によっての給油業務
・タイヤ交換
・オイル交換
・電話応対・車の移動等

・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

・品出し、補充・陳列棚の整理
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①14:30～23:00

求人:１人
年齢:18歳以上

雇用期間の定めあり 福岡県朝倉市一木1148番地の1 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:7,374人 時給制　:月額160,380円～160,380円 休日:他 学歴:不問
正社員以外 40150- 1397631 就業場所:阿蘇郡南小国町大字赤馬場1283- 週休2日制:その他 経験:不問

変形（1年単位）
①9:00～17:40

求人:１人
年齢:59歳以下 自動車免許(AT不可)

福岡県筑後市大字一条535番地2 保険:雇･労･健･厚
従業員数:3,984人 月給制　:月額151,000円～300,000円 休日:日祝他 学歴:高校以上

正社員 40140-  153131 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2407 週休2日制:その他 経験:不問
変形（1年単位）
①8:30～17:30

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

阿蘇郡小国町大字上田838番地 保険:雇･労･健･厚
従業員数:22人 月給制　:月額160,000円～200,000円 休日:他 学歴:高校以上

正社員 43090-  126031 就業場所:阿蘇郡小国町大字上田838番地 週休2日制:その他 経験:不問

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

愛媛県上浮穴郡久万高原町下畑野川乙488番地 保険:労
従業員数:6人 時給制　:時給880円～950円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 38010- 3187931 就業場所:阿蘇市波野大字小地野663ー1 週休2日制:毎週 経験:不問
PC基本操作が可能な方

①9:00～17:00 看護師
保険師

求人:２人 あれば尚可
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-  116931 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

①10:00～15:00 Excel・Word
操作が可能な方

求人:１人
年齢:59歳以下 普通自動車免許

宮崎県都城市平江町43-6-1 保険:雇･労
従業員数:118人 時給制　:時給860円～860円 休日:土日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 45040-  990331 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森2164-4 週休2日制:毎週 経験:不問

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目18-1 保険:雇･公･健･厚
(４か月未満) 従業員数:5,344人 日給制　:時給925円～1,159円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43010- 2603431 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地2402 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(官

販売員

（小国店）

(株)ドラッグストア

モリ
資格:不問

営業職

（阿蘇支店）

ヤンマーアグリ

ジャパン(株)

九州支社

雇用期間の定めなし

営業 小国ウッディ

協同組合

雇用期間の定めなし

パート
受付・清掃・

調理補助等

JPT　Tours

JAPAN(株)

愛媛支店
9:00～20:00の

間の4時間程度

雇用期間の定めなし

健康指導員 (株)阿蘇

ファームランド

一般事務 (株)

宮崎ヒューマン

サービス

雇用期間の定めなし

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策

関係嘱託員

熊本県

健康福祉部

健康危機管理課

資格:不問9:00～17:00の

間の6時間程度

・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

ﾄﾗｸﾀ等の農業用機械の販売/ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ。
一定期間は先輩社員がお客様訪問に同行
するなどして指導致します。機械の取り
扱い、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ技術は社内研修や先輩社員
から指導を行い、資格取得も出来ます。

＊九州管内の建築会社や材木店などを
訪問し、販売や促進をするお仕事です。

・原則、日帰り出張(営業車使用)となり
ますが、状況によっては泊りになる
場合もあります。その場合の宿泊代

（会社規定あり）は会社負担です。

なみの高原やすらぎ交流館は団体の宿泊、ｺ
ｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰの運営等を行なっています。
電話による予約の受付、来客時の応対、
施設の清掃、ｶﾌｪｽﾍﾟｰｽでの飲食物の提供
宿泊時の調理補助等をお願いします。

・相談内容の記録、集計
・広報業務等

（会計年度任用職員）

＊電話応対・接客
＊発注・請求・管理・伝票発行 他
＊備品整理

＊健康ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ内での健康指導/管理
・受付、レジ業務
・測定の補助や案内
・測定結果の説明や指導
・施設内及び測定機器の清掃や点検
・備品確認

（令和５年度会計年度任用職員）
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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

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1944 保険:雇･公
(４か月以上) 従業員数:53,274 時給制　:時給920円～950円 休日:土日祝 学歴:不問
パート労働者 43090-  179231 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1944 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(パ

①8:30～12:30 メディカルクラーク
または同等の資格

求人:１人 あれば尚可
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区花畑町1-7　ＭＹ熊本ビル5Ｆ 保険:雇･労･健･厚
(４か月未満) 従業員数:88,000 時給制　:時給910円～930円 休日:土日祝他 学歴:不問
パート労働者 43010-  927931 就業場所:阿蘇市黒川1266 週休2日制:毎週 経験:不問

①8:30～12:30 PC基本操作
②14:00～18:00 医療事務資格

求人:１人 あれば尚可
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980円～1,050円 休日:日祝他 学歴:高校以上

パート労働者 43090-    7231 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地4735-6 週休2日制:毎週 経験:医療事務経験

PC操作
(Excel・Word)

求人:１人
年齢:不問 普通自動車免許

熊本市東区健軍3丁目50-19　菊乃井ビル3階 保険:雇･労･健･厚
従業員数:8人 時給制　:時給1,000円～1,000円 休日:土日祝 学歴:不問

パート労働者 43010- 2739831 就業場所:阿蘇市内牧963-11 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(法
交替制あり
①9:00～15:00

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:労
(４か月以上) 従業員数:150人 時給制　:時給853円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-   21031 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

①9:00～14:00

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1184-2 保険:雇･労
(４か月未満) 従業員数:10,100 時給制　:時給900円～900円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 43090-  127831 就業場所:阿蘇郡小国町大字宮原1184-2 週休2日制:毎週 経験:不問

①9:00～17:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目29-20 保険:雇･労･健･厚
(４か月以上) 従業員数:1,337人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-  535031 就業場所:阿蘇市内牧258 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(銀

事務補助 阿蘇税務署

資格:不問9:00～17:00の

間の5時間程度

医療事務／阿蘇

医療センター

(株)ニチイ学館

熊本支店

受付　医療事務 松見内科

クリニック

雇用期間の定めなし

法律事務 (弁)ひのくに

9:00～17:00の

間の5時間以上

雇用期間の定めなし

経理補助 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

商品管理、及び

レジ業務

(株)ホームプラザ

ナフコ小国店
資格:不問

銀行店頭業務／

阿蘇支店

(株)熊本銀行

資格:不問

（令和５年度会計年度任用職員）
・申告業務に関する書類整理
・パソコンへの入力、補完入力
・来客者の応対等
（パソコンの入力補助や案内等）
・その他の事務補助

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

＊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

来客・電話対応・弁護士のｽｹｼﾞｭｰﾙ管理
簡易な法律文書の作成補助
裁判所・金融機関等への手続き、
書類提出など
事務所内の清掃など
その他付随する業務

＊経費管理や各種書類作成、ﾃﾞｰﾀ入力等
経理業務の補助。

・平日のみ・１日４Ｈ～５Ｈ勤務でも可
・作業によっては姉妹ホテルのｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ
南阿蘇でも勤務が発生する場合があり
ます。

・商品の在庫管理
・商品の発注業務
・商品の補充、及び陳列
・検品業務
・販売、レジ業務
・店内の清掃等

営業店後方での伝票の仕訳・集計や
端末機操作による事務処理
営業店窓口での預金受入・支払、振込、
税金払込等の事務処理
ロビー案内

営業店後方での伝票の仕訳・集計や

16



職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①9:00～15:30
②9:30～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目29-20 保険:労
(４か月以上) 従業員数:1,337人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-  536831 就業場所:阿蘇市内牧258 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(銀

①9:00～15:30
②9:30～16:00

求人:１人
年齢:不問

雇用期間の定めあり 熊本市中央区水前寺6丁目29-20 保険:労
(４か月以上) 従業員数:1,337人 時給制　:時給1,100円～1,100円 休日:土日祝他 学歴:高校以上
パート労働者 43010-  538531 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1871-5 週休2日制:毎週 経験:あれば尚可(銀

交替制あり
①7:00～11:00

求人:１人
年齢:64歳以下

阿蘇市内牧966 保険:雇･労
従業員数:294人 時給制　:時給870円～1,000円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   47831 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1985-2 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①9:00～13:00
②14:00～18:00

求人:２人
年齢:64歳以下

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

パート労働者 43090-   34331 就業場所:阿蘇市内牧966 週休2日制:その他 経験:不問
交替制あり
①6:00～10:00
②12:00～16:00

求人:２人
年齢:64歳以下

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

パート労働者 43090-   27331 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地1985-2 週休2日制:その他 経験:不問

①12:00～17:00

求人:２人
年齢:不問 普通自動車免許

阿蘇郡高森町大字高森1978-2 保険:雇･労
従業員数:4人 時給制　:時給860円～860円 休日:他 学歴:不問

パート労働者 43090-   69631 就業場所:阿蘇郡高森町大字高森1978-2 週休2日制:毎週 経験:不問
交替制あり
①9:30～16:30
②10:00～17:00

求人:２人 ③11:30～16:00
年齢:不問

雇用期間の定めあり 阿蘇市一の宮町宮地3321 保険:雇･労
(４か月以上) 従業員数:9人 時給制　:時給860円～1,000円 休日:木他 学歴:不問
パート労働者 43090-  136231 就業場所:阿蘇市一の宮町宮地162　門前町 週休2日制:毎週 経験:不問

銀行店頭業務／

阿蘇支店

(株)熊本銀行

資格:不問

銀行店頭業務／

宮地支店

(株)熊本銀行

資格:不問

販売職（一の宮店

鮮魚部）

(株)みやはら

資格:不問

又は6:00～15:00の

間の4時間程度
雇用期間の定めなし

販売職（内牧店

レジ係）

(株)みやはら

資格:不問

又は7:30～21:00の

間の4時間程度
雇用期間の定めなし

販売職（一の宮店

惣菜部）

(株)みやはら

資格:不問

又は6:00～15:00の

間の4時間程度
雇用期間の定めなし

販売員

（衣料品）

(有)色見屋呉服店

又は9:00～19:00の

間の5時間程度
雇用期間の定めなし

接客、及び販売 阿蘇薬草園(株)

資格:不問

又は13:00～17:00

の間の4時間

営業店後方での伝票の仕訳・集計や
端末機操作による事務処理
営業店窓口での預金受入・支払、振込、
税金払込等の事務処理
ロビー案内

営業店後方での伝票の仕訳・集計や
端末機操作による事務処理
営業店窓口での預金受入・支払、振込、
税金払込等の事務処理
ロビー案内

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

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

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

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

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

・商品の値段の表示、値札の取り付け
・商品のディスプレイ、整理
・レジ係（レジ打ち・袋詰め）
・商品案内等の接客業務・店内清掃
・近隣のお客様への配達をお願いする
事もあります

＊薬草茶、ﾊｰﾌﾞﾃｨｰ、ﾄﾞﾘﾝｸ等の販売/接客
・喫茶ｺｰﾅｰでのﾒﾆｭｰ注文受け、及び提供
・レジ業務、販売・後片付け、食器洗い
・商品陳列/在庫管理・売店内の清掃等
＊土、日、祝日勤務可能な方募集＊

・品出し、補充
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職種 求人者名 仕事の内容・賃金 就業時間 資格経験

①8:30～14:30
②13:00～19:00

求人:５人 ③17:00～23:00
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875円～950円 休日:他 学歴:不問
パート労働者 40150-  352731 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

販売員

（小国店）

(株)ドラッグストア

モリ
資格:不問

・品出し、補充
・陳列棚の整理
・在庫商品の管
（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
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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

《お知らせ》

月刊・週刊の求人情報誌はR5年1月から廃止となります。

今後は月2回発行しております当求人情報誌、「60歳からの就職応援求人」を

ハローワーク庁舎内で配布、「未経験者/就職氷河期世代歓迎求人」を掲示し

ておりますので、ぜひご活用ください。

開庁時間

月曜日～金曜日

（祝日、年末年始を除く）

午前８時３０分～午後５時１５分


