
賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

中型自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時10分

中型一種（８ｔ限定）

年齢不問 TEL 096-282-6537
（従業員数 20人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡御船町
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時00分～17時30分

省令３号のイ TEL 0967-76-0020
（従業員数 5人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡山都町
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分
フォークリフト技能者

年齢不問 TEL 096-286-8611 普通自動車免許ＡＴ
（従業員数 8人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 096-282-3065
（従業員数 7人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡御船町
変形（１年単位）

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 096-286-1500
（従業員数 100人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡益城町

59歳以下 10時15分～19時15分の
間の8時間

省令１号 TEL 096-282-4611
（従業員数 18人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡御船町
中型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 0943-77-4442
（従業員数 4人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 0967-75-0945
（従業員数 31人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡山都町
特定曜日のみ(2)(3) 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時40分～18時40分

(2) 8時40分～12時10分
年齢不問 TEL 096-287-8733 (3) 8時40分～14時10分

（従業員数 8人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町
変形（１年単位）

不問 (1) 8時30分～18時00分

年齢不問 TEL 096-282-7677
（従業員数 136人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡御船町
変形（１年単位）

不問 (1) 8時30分～18時00分

年齢不問 TEL 096-282-7677
（従業員数 136人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡御船町
交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分
保育士

(2) 8時30分～17時30分
年齢不問 TEL 096-227-9808 (3) 9時00分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 7人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町
ホームヘルパー２級

64歳以下 (1) 8時30分～17時30分
介護福祉士

省令３号のイ TEL 096-289-0777 普通自動車免許ＡＴ
（従業員数 170人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町
変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 8時15分～17時10分

年齢不問 TEL 096-237-0138
（従業員数 40人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町

子供運動靴加工作
業

時給 つちやゴム　株式会
社

熊本県上益城郡嘉島町大字井寺４３１番
地２１

雇用・労
災・健康・
厚生

112,840円～
137,020円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1547851

通所介護職員正職
員

月給 社会福祉法人慈光
会　老人保健施設
ケアポート益城

熊本県上益城郡益城町安永下露込１０３
０

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

142,500円～
170,500円

雇用期間の定めなし

43011- 1555851

保育士 月給 有限会社　かわぐち
（保育園こころ）

熊本県上益城郡益城町広崎５９９－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

163,000円～
188,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1553451

工務担当者 月給 株式会社　千興
ファーム

熊本県上益城郡御船町高木２５３０ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

173,000円～
333,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1552551

システム担当者 月給 株式会社　千興
ファーム

熊本県上益城郡御船町高木２５３０ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1551251

医療事務 月給 医療法人　秀康会
（ましきクリニック）

熊本県上益城郡益城町惣領１３０８－３ 雇用・労
災・健康・
厚生

145,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1574951

養鶏飼育員 日給 有限会社　大矢野
原農場

熊本県上益城郡山都町大字北中島２９９
２－１４

雇用・労
災・健康・
厚生

220,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1573651

運転者 月給 大石小型運送有限
会社（熊本）

熊本県上益城郡嘉島町大字井寺３０８
　　株式会社　積水化成品九州内

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

205,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1572851

衣料品等の販売及
び接客

時給 株式会社　三喜　辺
田見店

熊本県上益城郡御船町大字辺田見２３５
－１

雇用・労
災・健康・
厚生

123,264円～
123,264円

雇用期間の定めなし

43011- 1570451

菓子製造（チョコ
レート菓子）

時給 株式会社　丸菱 熊本県上益城郡益城町大字宮園７８８ 雇用・労
災・健康・
厚生

120,960円～
138,240円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1567151

現場作業員 月給 有限会社　御船設
備

熊本県上益城郡御船町大字滝川７１２番
地

雇用・労
災・健康・
厚生

220,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1566951

倉庫管理業務 月給 株式会社　八木運
送物流サービス

熊本県上益城郡益城町大字広崎１４９０
番地１

雇用・労
災・健康・
厚生

180,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1559051

雇用・労災

135,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1558151

工場内軽作業兼ド
ライバー

月給 有限会社　永田製
作所

熊本県上益城郡御船町御船５１４－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

126,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1575151

新規求人フルタイム

職種 年齢・指針 所在地・就業場所

農作業 月給 矢仁田農園 熊本県上益城郡山都町下名連石１２３０

ハローワーク上益城

（熊本公共職業安定所 上益城出張所）

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。◎面接にはハローワークが発行する紹介状が必要で

す。

◎パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。。フルタイム求人で賃金形態が日給制や時間給制の場合、賃金は月額に換算した額で表示しています。また、

労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもす

でに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
ＴＥＬ ０９６－２８２－００７７



賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

新規求人フルタイム

職種 年齢・指針 所在地・就業場所

ハローワーク上益城

（熊本公共職業安定所 上益城出張所）

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。◎面接にはハローワークが発行する紹介状が必要で

す。

◎パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。。フルタイム求人で賃金形態が日給制や時間給制の場合、賃金は月額に換算した額で表示しています。また、

労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもす

でに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
ＴＥＬ ０９６－２８２－００７７

交替制あり ホームヘルパー２級
64歳以下 (1) 7時00分～16時00分

介護福祉士
(2) 7時45分～16時45分

省令１号 TEL 096-286-4192 (3)10時00分～19時00分 介護職員基礎研修
（従業員数 170人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 096-337-3214
（従業員数 0人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村

不問 (1) 8時30分～17時15分

年齢不問 TEL 096-386-2360
（従業員数 14人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村

不問 (1) 6時00分～14時15分

年齢不問 TEL 096-386-2360
（従業員数 14人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村

18歳以上 (1)14時15分～23時00分

省令２号 TEL 096-386-2360
（従業員数 14人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村
変形（１ヶ月単位）

30歳以下 (1) 8時30分～18時00分

(2) 9時00分～18時00分
省令３号のイ TEL 096-211-1112 (3) 8時30分～14時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 096-387-3323
（従業員数 2人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
普通自動車免許一種

61歳以下 (1) 8時30分～17時15分

省令１号 TEL 075-681-8149
（従業員数 25人 ）

正社員 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村
交替制あり

不問 (1) 9時30分～18時30分

(2)11時10分～20時10分
年齢不問 TEL 096-232-2442 (3)11時30分～20時30分

（従業員数 40人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡益城町
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL 096-235-7301
（従業員数 35人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 096-289-8883
（従業員数 126人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡益城町
変形（１年単位） 准看護師

不問 (1) 8時30分～17時00分

(2)16時00分～ 0時30分
年齢不問 TEL 096-286-3611 (3) 0時15分～ 8時45分

（従業員数 265人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町
変形（１年単位） 看護師

不問 (1) 8時30分～17時00分

(2)16時00分～ 0時30分
年齢不問 TEL 096-286-3611 (3) 0時15分～ 8時45分

（従業員数 265人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町
変形（１年単位） 介護福祉士

不問 (1) 8時30分～17時00分
介護職員初任者研修

(2)16時00分～ 0時30分
年齢不問 TEL 096-286-3611 (3) 0時15分～ 8時45分

（従業員数 265人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡益城町

精神科介護士（看護
アシスタント）

月給 社会医療法人　まし
き会　益城病院

熊本県上益城郡益城町大字惣領１５３０ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

145,000円～
160,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1523951

看護師 月給 社会医療法人　まし
き会　益城病院

熊本県上益城郡益城町大字惣領１５３０ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

192,000円～
232,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1522651

准看護師 月給 社会医療法人　まし
き会　益城病院

熊本県上益城郡益城町大字惣領１５３０ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

160,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1521851

一般事務（農場管
理）

時給 株式会社　果実堂 熊本県上益城郡益城町田原１１５５番地
５（テクノリサーチパーク内）

雇用・労
災・健康・
厚生

120,960円～
120,960円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1538751

電気及び制御設計 月給 ミクロ技研　株式会
社　九州工場

熊本県上益城郡嘉島町大字井寺１３９－
２　熊本南工業団地内

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

200,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1536551

レストラン調理補
助

時給 熊本エアポートサー
ビス　株式会社

熊本県上益城郡益城町大字小谷１８０２
－２

雇用・労
災・健康・
厚生

146,240円～
146,240円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1540151

分析・精密機械の
組立調整

月給 株式会社　三起エ
ンジニアリング

京都市東山区三条通蹴上東小物座町７１
５－１３

雇用・労
災・健康・
厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

26020-14153451

半導体装置の組付
リーダー候補／嘉島
町

時給 株式会社　ヒューマ
ンアイズ　熊本営業
所

熊本県熊本市中央区水前寺３－３－２５
増永産業ビル２Ｆ

雇用・労
災・健康・
厚生

193,200円～
218,400円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43010-15963351

受付医療事務／益
城町

月給 株式会社　ミユキメ
ディカル

熊本県熊本市中央区古城町２番１６号 雇用・労
災・健康・
厚生

123,000円～
130,000円

雇用期間の定めなし

43010-15930251

小型機器の組立・検
査／阿蘇郡西原村

時給 株式会社　テクノク
リエイティブ

熊本県熊本市中央区神水１丁目３８－１
０　ＳＯＧＯ－ＰＬＡＮＴビル５Ｆ

雇用・労
災・健康・
厚生

144,787円～
160,875円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43010-16032651

小型機器の組立・検
査／阿蘇郡西原村

時給 株式会社　テクノク
リエイティブ

熊本県熊本市中央区神水１丁目３８－１
０　ＳＯＧＯ－ＰＬＡＮＴビル５Ｆ

雇用・労
災・健康・
厚生

140,400円～
156,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43010-16029251

小型機器の組立・検
査／阿蘇郡西原村

時給 株式会社　テクノク
リエイティブ

熊本県熊本市中央区神水１丁目３８－１
０　ＳＯＧＯ－ＰＬＡＮＴビル５Ｆ

雇用・労
災・健康・
厚生

140,400円～
156,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43010-16027051

事務（工場内）／
阿蘇郡西原村

時給 株式会社　リフティ
ングブレーン

熊本市北区龍田町弓削８１６番地 雇用・労
災・健康・
厚生

136,960円～
136,960円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43010-15980551

介護職員正職員 月給 社会福祉法人　慈
光会

熊本県上益城郡益城町安永１０８０ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

146,500円～
178,500円

雇用期間の定めなし

43011- 1548651



賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

新規求人フルタイム

職種 年齢・指針 所在地・就業場所

ハローワーク上益城

（熊本公共職業安定所 上益城出張所）

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。◎面接にはハローワークが発行する紹介状が必要で

す。

◎パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。。フルタイム求人で賃金形態が日給制や時間給制の場合、賃金は月額に換算した額で表示しています。また、

労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもす

でに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
ＴＥＬ ０９６－２８２－００７７

変形（１年単位） 大型自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 096-286-8624
（従業員数 12人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町 厚生年金基金
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL 096-286-6000
（従業員数 26人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町
変形（１年単位）

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 096-286-1500
（従業員数 2人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡益城町
変形（１年単位）

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 096-286-1500
（従業員数 40人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡益城町
変形（１年単位）

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 096-286-1500
（従業員数 3人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡益城町
変形（１ヶ月単位）

40歳以下 (1) 8時00分～16時00分

省令３号のイ TEL 096-279-3131
（従業員数 59人 ）

正社員 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村
変形（１年単位）

不問 (1) 8時15分～17時00分

年齢不問 TEL 096-234-5122
（従業員数 26人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡甲佐町

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 096-282-8690
（従業員数 80人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町
変形（１年単位） 調理師

不問 (1) 5時30分～14時30分

(2) 7時00分～16時00分
年齢不問 TEL 096-286-3611 (3)10時15分～19時00分

（従業員数 265人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 096-387-3323
（従業員数 0人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町

不問 (1)13時00分～ 0時00分

年齢不問 TEL 096-311-7751
（従業員数 4人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡御船町
変形（１ヶ月単位）

35歳以下 (1) 9時30分～18時30分

省令３号のイ TEL 096-360-1123
（従業員数 15人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
変形（１ヶ月単位） 美容師

不問 (1) 9時00分～19時30分
理容師

年齢不問 TEL 096-355-7255
（従業員数 14人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～17時00分

年齢不問 TEL 096-227-3110
（従業員数 15人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村

シール商品の提案
営業

月給 株式会社　タケウチ
包装

熊本県熊本市南区浜口町４９７－２ 雇用・労
災・健康・
厚生

200,000円～
280,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43010-15600851

理容・美容業務
（益城店）

月給 有限会社　ドラゴン 熊本県熊本市中央区新市街３ー１２ 雇用・労
災・健康・
厚生

130,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

43010-15596651

販売員（嘉島店） 月給 株式会社　ドゥ・ヨネ
ザワ

熊本県熊本市東区若葉１－２－１ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

138,500円～
224,500円

雇用期間の定めなし

43010-15801451

清掃／上益城郡御
船町

月給 株式会社　カリーノ
ファシリティーズ

熊本市中央区安政町１番２号　カリーノ
下通７Ｆ

雇用・労
災・健康・
厚生

195,550円～
195,550円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43010-15794251

半導体装置の設立・
組付／嘉島町

時給 株式会社　ヒューマ
ンアイズ　熊本営業
所

熊本県熊本市中央区水前寺３－３－２５
増永産業ビル２Ｆ

雇用・労
災・健康・
厚生

168,000円～
218,400円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43010-15648551

調理スタッフ 月給 社会医療法人　まし
き会　益城病院

熊本県上益城郡益城町大字惣領１５３０ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

140,000円～
142,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1520751

ソーラー用部品の
加工・検査

時給 株式会社　クレスト
アルファ　熊本支社

熊本県上益城郡益城町広崎１６３０－３ 雇用・労
災・健康・
厚生

127,920円～
127,920円

雇用期間の定めなし

43011- 1518351

溶接工 月給 九州条鋼加工株式
会社

熊本県上益城郡甲佐町大字中山１１－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

140,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1515951

品質保証・改善 月給 株式会社　インター
ナショナル・ケミカ
ル

熊本県阿蘇郡西原村鳥子梅香口３１２－
９

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

165,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1534351

一般事務 時給 株式会社マース 熊本県上益城郡益城町宮園７８８ 雇用・労
災・健康・
厚生

120,960円～
146,880円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1531951

野菜加工業務 日給 株式会社マース 熊本県上益城郡益城町宮園７８８ 雇用・労
災・健康・
厚生

172,800円～
194,400円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1530651

食品検査業務 時給 株式会社　丸菱 熊本県上益城郡益城町大字宮園７８８ 雇用・労
災・健康・
厚生

155,520円～
172,800円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1529451

一般事務 月給 株式会社　トヨタレ
ンタメカニック

熊本県上益城郡益城町大字広崎１５９２
－２７

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

142,000円～
154,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1528551

大型トラックドライ
バー《急募》

月給 有限会社　谷口運
送

熊本県上益城郡益城町広崎１５８６－８
（輸送団地内）

雇用・労
災・健康・
厚生

350,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1527251



賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

新規求人フルタイム

職種 年齢・指針 所在地・就業場所

ハローワーク上益城

（熊本公共職業安定所 上益城出張所）

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。◎面接にはハローワークが発行する紹介状が必要で

す。

◎パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。。フルタイム求人で賃金形態が日給制や時間給制の場合、賃金は月額に換算した額で表示しています。また、

労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもす

でに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
ＴＥＬ ０９６－２８２－００７７

普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 096-337-3214
（従業員数 0人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村

不問 (1) 8時30分～17時15分

年齢不問 TEL 096-382-1111
（従業員数 4人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡御船町
変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 096-249-2310
（従業員数 10人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 (1) 8時45分～21時00分

年齢不問 TEL 0979-22-1609
（従業員数 5人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 096-375-5580
（従業員数 0人 ）

正社員 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村
普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 6時00分～15時00分
普通自動車免許一種

(2) 9時00分～18時00分
年齢不問 TEL 096-381-1112 (3)10時00分～19時00分

（従業員数 7人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡山都町
変形（１ヶ月単位） あんま・マッサージ

64歳以下 (1) 8時30分～17時30分

省令１号 TEL 096-285-1131
（従業員数 26人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 0967-72-4376
（従業員数 20人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡山都町
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL 096-287-1300
（従業員数 50人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡益城町
交替制あり

59歳以下 (1) 8時45分～18時00分

(2)10時15分～19時30分
省令１号 TEL 0956-32-9207 (3)11時45分～21時00分

（従業員数 4人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町

39歳以下 (1) 7時00分～18時00分

(2) 8時00分～17時00分
省令３号のイ TEL 0967-72-1484

（従業員数 0人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡山都町
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 096-282-7259
（従業員数 4人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡御船町
変形（１ヶ月単位） 准看護師

不問 (1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許一種

年齢不問 TEL 096-234-7774 普通自動車免許ＡＴ
（従業員数 11人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
保育士

不問 (1) 8時00分～17時00分
幼稚園教諭免許

年齢不問 TEL 096-234-0519 普通自動車免許一種
（従業員数 18人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡甲佐町

保育士
　≪　急　募　≫

時給 社会福祉法人　竜
野保育園

上益城郡甲佐町上早川１１２８ 雇用・労
災・健康・
厚生

155,520円～
190,080円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1497351

准看護師 月給 株式会社ＰＬＵＮＵＲＳ
Ｅ　　訪問看護ステー
ション　Ｃｒｕｔｏ

上益城郡嘉島町上島２１１０－３　グ
ローリービル２Ｆ

雇用・労
災・健康・
厚生

244,500円～
244,500円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1495151

ルート営業・清掃作
業・ルートメンテナ
ス

月給 有限会社　ヒ゛クト
リー

熊本県上益城郡御船町大字高木４５７９ 雇用・労災

122,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1504451

カラーピーマン、合
鴨農法米の生産・販
売

月給 マルハチ　ファーム 熊本県上益城郡山都町入佐２５１６

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1502251

販売員／ハットト
リック熊本店

時給 株式会社　ザ・イン
ポート

長崎県佐世保市大塔町１９１６番地１６ 雇用・労
災・健康・
厚生

142,600円～
160,425円

雇用期間の定めなし

42020- 7547151

配送業務 時給 生活協同組合　くま
もと　中央支所

熊本県上益城郡益城町古閑１０７－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

155,520円～
155,520円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1513851

型枠大工 日給 有限会社　山中興
業

熊本県上益城郡山都町大字長田７８－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

167,300円～
215,100円

雇用期間の定めなし

43011- 1509151

あんま・マッサー
ジ師

月給 株式会社　祐将 熊本県上益城郡益城町惣領１５２６番地
２

雇用・労
災・健康・
厚生

205,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1508951

調理職 時給 九州トータルプラン
ニング　有限会社

熊本県熊本市中央区水前寺２丁目６－２
０　水前寺ＫＴビル２Ｆ

雇用・労
災・健康・
厚生

130,200円～
173,600円

雇用期間の定めなし

43010-15395951

半導体製造装置部品
の組立業務／阿蘇郡
西原村

日給 株式会社　ＳＥＣ 熊本県熊本市東区渡鹿８丁目１２－１８ 雇用・労
災・健康・
厚生

160,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

43010-15390551

販売スタッフ（熊
本）

時給 クローズアップ・ソノ
ヤ株式会社

大分県中津市新博多町１７２３－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

155,520円～
172,800円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 44030- 2777551

派）倉庫内での小物
類の検品・仕分け作
業（益城町）

時給 株式会社ラックプラ
ン

熊本県合志市幾久富１８６６－５２３ 雇用・労
災・健康・
厚生

123,200円～
136,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43030- 6656351

事務補助（御船
町）

日給 国土交通省　九州
地方整備局　熊本
河川国道事務所

熊本市東区西原１丁目１２－１ 雇用・公
災・健康・
厚生

137,600円～
137,600円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43010-15529751

組立補助・検品／
阿蘇郡西原村

時給 株式会社　リフティ
ングブレーン

熊本市北区龍田町弓削８１６番地 雇用・労
災・健康・
厚生

136,960円～
136,960円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43010-15509351



賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

新規求人フルタイム

職種 年齢・指針 所在地・就業場所

ハローワーク上益城

（熊本公共職業安定所 上益城出張所）

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。◎面接にはハローワークが発行する紹介状が必要で

す。

◎パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。。フルタイム求人で賃金形態が日給制や時間給制の場合、賃金は月額に換算した額で表示しています。また、

労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもす

でに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
ＴＥＬ ０９６－２８２－００７７

特定曜日のみ(2)(3) 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

(2) 8時00分～16時00分
年齢不問 TEL 096-368-0660

（従業員数 11人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町
特定曜日のみ(2)(3) 中型自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分
車両系解体用運転

(2) 8時00分～16時00分
年齢不問 TEL 096-368-0660 中型一種（８ｔ限定）

（従業員数 11人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町
特定曜日のみ(2)(3) 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

(2) 8時00分～16時00分
年齢不問 TEL 096-368-0660

（従業員数 11人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町
特定曜日のみ(2)(3) 医療事務士

59歳以下 (1) 8時50分～18時20分

(2) 8時50分～13時20分
省令１号 TEL 096-368-4341 (3) 8時50分～16時20分

（従業員数 4人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町

医療事務 月給 有限会社　みね 熊本市東区湖東２丁目８－２５ 雇用・労
災・健康・
厚生

133,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

43010-15243051

現場管理（営業提案
含む）／益城支店

月給 株式会社　堀田工
業

熊本県熊本市東区佐土原２丁目４番２３
号

雇用・労
災・健康・
厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

43010-15191551

解体作業員／益城
支店

日給 株式会社　堀田工
業

熊本県熊本市東区佐土原２丁目４番２３
号

雇用・労
災・健康・
厚生

187,200円～
234,000円

雇用期間の定めなし

43010-15190251

営業／益城支店 日給 株式会社　堀田工
業

熊本県熊本市東区佐土原２丁目４番２３
号

雇用・労
災・健康・
厚生

187,200円～
234,000円

雇用期間の定めなし

43010-15189051



賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

理学療法士
不問 (1) 9時00分～16時00分

作業療法士

年齢不問 TEL 0967-75-0111
（従業員数 58人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡山都町 厚生年金基金

64歳以下 (1)11時00分～19時00分

(2)10時00分～18時00分
省令１号 TEL 043-213-2211

（従業員数 40人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 096-368-3760
（従業員数 4人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 (1)13時00分～17時00分

年齢不問 TEL 096-311-7751
（従業員数 5人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡御船町

不問 (1)17時00分～19時30分

(2)14時30分～19時30分
年齢不問 TEL 096-243-8241

（従業員数 5人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町
歯科衛生士

不問 9時00分～19時00分の
間の4時間以上

年齢不問 TEL 096-243-8241
（従業員数 5人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 8時30分～17時30分の
間の5時間以上

年齢不問 TEL 096-286-1500
（従業員数 100人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 (1) 9時00分～17時00分

年齢不問 TEL 096-286-1500
（従業員数 100人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町
保育士

不問 (1) 9時00分～13時00分
幼稚園教諭免許

(2)14時00分～18時00分
年齢不問 TEL 096-227-9808

（従業員数 14人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 (1) 9時00分～13時00分

年齢不問 TEL 096-237-2500
（従業員数 72人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
交替制あり

不問 8時00分～22時00分の
間の5時間程度

年齢不問 TEL 096-235-6600
（従業員数 407人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
交替制あり

不問 8時00分～18時00分の
間の5時間

年齢不問 TEL 096-235-6600
（従業員数 390人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
変形（１年単位）

不問 (1) 9時00分～17時00分

年齢不問 TEL 096-279-2828
（従業員数 84人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村

不問 9時00分～17時00分の
間の5時間

年齢不問 TEL 096-279-2828
（従業員数 84人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村

ケーキの飾り菓子製
造（長期パート）

時給 アートキャンディ株
式会社　熊本工場

熊本県阿蘇郡西原村大字鳥子梅香口３１
２－６　鳥子工業団地

雇用・労
災・健康・
厚生

680円～700円雇用期間の定めなし

43011- 1541051
ケーキの飾り菓子製
造補助（アルバイ
ト）

時給 アートキャンディ株
式会社　熊本工場

熊本県阿蘇郡西原村大字鳥子梅香口３１
２－６　鳥子工業団地

雇用・労災

800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1542351

食料品レジ係 時給 イオン九州　株式会
社（イオン熊本店）

熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池２
２３２

雇用・労災

780円～780円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1549951

ネットスーパー担
当

時給 イオン九州　株式会
社（イオン熊本店）

熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池２
２３２

雇用・労災

730円～730円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1550351

保育士 時給 有限会社　かわぐち
（保育園こころ）

熊本県上益城郡益城町広崎５９９－１ 雇用・労災

800円～950円雇用期間の定めなし

43011- 1554751

商品の荷受及び検
品業務

時給 株式会社　ホームイ
ンプルーブメントひ
ろせ　嘉島店

熊本県上益城郡嘉島町大字鯰字皆根１７
９２－１

雇用・労災

707円～707円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43011- 1556651

食品小分け業務 時給 株式会社　丸菱 熊本県上益城郡益城町大字宮園７８８ 雇用・労災

700円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1565651

一般事務 時給 株式会社　丸菱 熊本県上益城郡益城町大字宮園７８８ 雇用・労
災・健康・
厚生

700円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1568051

受付事務及び歯科
助手

時給 内野玲歯科 熊本県上益城郡益城町宮園５３５－７ 雇用・労災

700円～910円雇用期間の定めなし

43011- 1563751

歯科衛生士 時給 内野玲歯科 熊本県上益城郡益城町宮園５３５－７ 雇用・労災

1,000円～1,200円雇用期間の定めなし

43011- 1564851

配送及び工場内作
業助手

時給 有限会紅　タタミの
栗崎

熊本県熊本市東区新生１丁目９－８ 雇用・労
災・健康・
厚生

900円～900円雇用期間の定めなし

43010-16046551

清掃／御船町 時給 株式会社　カリーノ
ファシリティーズ

熊本市中央区安政町１番２号　カリーノ
下通７Ｆ

雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43010-16100751

雇用・労
災・健康・
厚生

1,200円～1,500円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1576051
イオン熊本店でのデ
モンストレーター、
試食販売

時給 イオンデモンスト
レーションサービス
有限会社

千葉県千葉市美浜区中瀬２－６　ＷＢＧ
マリブウエスト２１階

労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めなし

12010-20819551

新規求人パート

職種 年齢・指針 所在地・就業場所

理学療法士又は作
業療法士

時給 医療法人　幸翔会
瀬戸病院

熊本県上益城郡山都町大字北中島２８０
６

ハローワーク上益城

（熊本公共職業安定所 上益城出張所）

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。◎面接にはハローワークが発行する紹介状が必要で

す。

◎パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。。フルタイム求人で賃金形態が日給制や時間給制の場合、賃金は月額に換算した額で表示しています。また、

労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもす

でに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
ＴＥＬ ０９６－２８２－００７７



賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

新規求人パート

職種 年齢・指針 所在地・就業場所

ハローワーク上益城

（熊本公共職業安定所 上益城出張所）

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。◎面接にはハローワークが発行する紹介状が必要で

す。

◎パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。。フルタイム求人で賃金形態が日給制や時間給制の場合、賃金は月額に換算した額で表示しています。また、

労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもす

でに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
ＴＥＬ ０９６－２８２－００７７

不問 (1) 8時00分～12時00分

(2)14時00分～18時00分
年齢不問 TEL 096-237-0601

（従業員数 30人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
普通自動車免許一種

不問 9時00分～18時00分の
間の2時間以上 普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL 096-282-9585 ホームヘルパー２級
（従業員数 0人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡御船町

不問 (1)14時00分～18時00分

年齢不問 TEL 096-282-3077
（従業員数 22人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡御船町
保育士

不問 7時30分～19時00分の
間の8時間程度

年齢不問 TEL 096-286-3111
（従業員数 11人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 (1) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL 096-289-8883
（従業員数 126人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町
交替制あり

不問 (1) 8時30分～15時00分

(2)16時00分～22時00分
年齢不問 TEL 075-255-1566

（従業員数 6人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町

不問 9時00分～21時00分の
間の5時間程度

年齢不問 TEL 045-476-0777
（従業員数 5人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
医療事務士

不問 9時00分～19時00分の
間の6時間程度

年齢不問 TEL 096-237-3788
（従業員数 6人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町

不問 9時00分～21時00分の
間の6時間程度

年齢不問 TEL 096-286-1111
（従業員数 0人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時00分
普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL 0967-72-4376
（従業員数 20人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡山都町
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～15時00分
普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL 096-287-0121
（従業員数 17人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 (1) 7時00分～ 9時00分

(2)17時00分～19時00分
年齢不問 TEL 096-287-1300

（従業員数 50人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 9時00分～18時00分の
間の6時間程度

年齢不問 TEL 096-214-5238
（従業員数 7人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町
変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 096-249-2310
（従業員数 10人 ）

登録型派遣パート 就業場所 熊本県上益城郡益城町

ソフトウェアイン
ストラクター

時給 株式会社　アイビー
エス

熊本県熊本市東区広木町１１－９ 雇用・労
災・健康・
厚生

800円～800円雇用期間の定めなし

43010-15519551
派）小物類の仕分
け・軽作業（益城
町）

時給 株式会社ラックプラ
ン

熊本県合志市幾久富１８６６－５２３ 雇用・労
災・健康・
厚生

770円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43030- 6660651

弁当の配達及び受
注

時給 有限会社　味彩園
（ハローランチ　味
彩園）

熊本県上益城郡益城町宮園７８３－１ 雇用・労災

750円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1512751

積込み作業 時給 生活協同組合　くま
もと　中央支所

熊本県上益城郡益城町古閑１０７－１ 雇用・労災

720円～720円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1514651

売店スタッフ 時給 阿蘇熊本空港ホテル
エミナース（熊本交通
運輸株式会社）

熊本県上益城郡益城町大字田原２０７１
－１

労災

700円～700円雇用期間の定めなし

43011- 1526351

事務員 時給 有限会社　山中興
業

熊本県上益城郡山都町大字長田７８－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

730円～750円雇用期間の定めなし

43011- 1510551

販売スタッフ（スタジオ
マリオ嘉島／イオンモー
ル熊本店）

時給 （株）キタムラ 高知市本町４丁目１－１６高知電気ビル
３Ｆ
（送付先別）

労災

800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 39010-13546551

事務職 時給 有限会社　日本福
祉整体学院

熊本県上益城郡嘉島町大字井寺３１２５
－１

雇用・労災

800円～850円雇用期間の定めなし

43011- 1524151

一般事務（総務） 時給 株式会社　果実堂 熊本県上益城郡益城町田原１１５５番地
５（テクノリサーチパーク内）

雇用・労災

700円～700円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1539851

カルチャー教室の
受付・運営

時給 株式会社　ＪＥＵＧＩ
Ａ（十字屋）

京都市中京区三条通寺町東入る石橋町１
１

雇用・労災

750円～750円雇用期間の定めなし

26010-18653451

レジ、接客業務 時給 ココストア御船豊秋
店

熊本県上益城郡御船町大字豊秋瀬口６８
０－１

労災

677円～677円雇用期間の定めなし

43011- 1533051

保育士（町立第四
保育所）

日給 益城町役場 熊本県上益城郡益城町大字宮園７０２ 雇用・労
災・健康・
厚生

929円～929円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1535251

保育士又は保育補
助

時給 社会福祉法人　光
恩福祉会　幼光保
育園

熊本県上益城郡嘉島町鯰１１７７－４ 雇用・労災

780円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1544551
居宅訪問介護と生活
困窮者の援助

時給 ＮＰＯ法人くまもとライフ
ボート　訪問介護ステー
ションみずこし

熊本県上益城郡御船町大字水越七反田２
４１５－２

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1546751



賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

新規求人パート

職種 年齢・指針 所在地・就業場所

ハローワーク上益城

（熊本公共職業安定所 上益城出張所）

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。◎面接にはハローワークが発行する紹介状が必要で

す。

◎パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。。フルタイム求人で賃金形態が日給制や時間給制の場合、賃金は月額に換算した額で表示しています。また、

労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもす

でに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
ＴＥＬ ０９６－２８２－００７７

不問 9時00分～21時00分の
間の5時間程度

年齢不問 TEL 045-476-0777
（従業員数 5人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町

不問 13時00分～20時00分の
間の5時間程度

年齢不問 TEL 0949-43-1800
（従業員数 10人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡御船町
普通自動車免許一種

不問 8時00分～20時00分の
間の6時間程度

年齢不問 TEL 096-388-7171
（従業員数 22人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 (1) 7時00分～11時00分

年齢不問 TEL 096-211-2100
（従業員数 4人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町
歯科衛生士

不問 (1) 8時40分～12時30分

(2)14時00分～17時30分
年齢不問 TEL 096-281-1182 (3)15時00分～19時00分

（従業員数 5人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡御船町

不問 7時00分～18時00分の
間の6時間程度

年齢不問 TEL 0967-72-1484
（従業員数 0人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡山都町
保育士

不問 7時00分～18時30分の
間の6時間程度 幼稚園教諭免許

年齢不問 TEL 096-289-6245
（従業員数 10人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 6時00分～22時00分の
間の6時間程度

年齢不問 TEL 0967-72-1161
（従業員数 40人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡山都町
保育士

不問 8時00分～17時00分の
間の5時間程度 幼稚園教諭免許

年齢不問 TEL 096-234-0519 普通自動車免許一種
（従業員数 18人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡甲佐町
普通自動車免許一種

不問 9時00分～18時30分の
間の5時間程度

年齢不問 TEL 096-287-7177
（従業員数 6人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 (1) 7時00分～12時00分

年齢不問 TEL 0968-71-0072
（従業員数 70人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡御船町

鮮魚部門スタッフ
（御船店）

時給 株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災

700円～710円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43040- 3172851

保育士
≪　急　募　≫

時給 社会福祉法人　竜
野保育園

上益城郡甲佐町上早川１１２８ 雇用・労災

900円～1,000円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1498251

店内業務 時給 ＧＲＯＯＶＥ　ＬＩＮＥ 熊本県上益城郡益城町大字島田９７６ 雇用・労災

750円～800円雇用期間の定めなし

43011- 1499551

保育士【急募】 時給 ＮＰＯ法人　はっぴ
いの園すくすく保育
園辻の城

熊本県上益城郡益城町辻の城３８８ 雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1505751

料飲サービス係 時給 有限会社　虹の通
潤館

熊本県上益城郡山都町長原１９２番地１ 雇用・労災

680円～1,000円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1490451

歯科衛生士 時給 医療法人　ＳＭＩＬＥ
ＦＡＭＩＬＹ

熊本県上益城郡御船町木倉１３６９－２ 労災

1,000円～1,500円雇用期間の定めなし

43011- 1501351
カラーピーマン、合
鴨農法米の生産・販
売

時給 マルハチ　ファーム 熊本県上益城郡山都町入佐２５１６

800円～1,000円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43011- 1503551

洗車・車両清掃業務
／熊本空港店

時給 株式会社　トヨタレ
ンタリース熊本

熊本県熊本市東区御領２丁目２７－１ 雇用・労災

800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43010-15279351

清掃 時給 株式会社　日本ビ
ル管理

熊本県熊本市西区上熊本１丁目９－４１ 雇用・労災

700円～700円雇用期間の定めなし

43010-15156351

販売スタッフ（スタジオ
マリオイオンモール熊本
店）

時給 （株）キタムラ 高知市本町４丁目１－１６高知電気ビル
３Ｆ
（送付先別）

労災

800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 39010-13044551
弁当総菜の調理及び
補助（ダイレックス
御船店）

時給 株式会社　イー
ティーズ

福岡県鞍手郡鞍手町大字室木７９５番地
２０

雇用・労災

720円～720円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 40080- 2448151



賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

交替制あり
不問 (1) 6時00分～14時10分

(2)13時50分～22時00分
年齢不問 TEL 096-282-2561

（従業員数 70人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡御船町
交替制あり

不問 (1) 6時25分～12時55分

(2) 7時30分～17時30分
年齢不問 TEL 096-232-2442 (3) 9時30分～19時30分

（従業員数 40人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡益城町
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～18時00分
建築大工技能士２級

年齢不問 TEL 096-279-1023
（従業員数 3人 ）

正社員 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村
交替制あり

35歳以下 (1) 8時30分～17時30分

(2)13時30分～22時30分
省令３号のイ TEL 011-615-7911

（従業員数 6人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問 TEL 096-375-4300
（従業員数 0人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県上益城郡益城町
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問 TEL 096-375-4300
（従業員数 0人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県上益城郡益城町
交替制あり

不問 (1) 5時00分～14時00分

(2) 9時30分～18時30分
年齢不問 TEL 096-323-5001 (3)10時00分～19時00分

（従業員数 8人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡益城町
交替制あり

不問 (1) 5時00分～14時00分

(2) 6時30分～15時30分
年齢不問 TEL 096-323-5001 (3) 9時30分～18時30分

（従業員数 11人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 (1) 8時00分～17時00分

(2) 8時00分～12時00分
年齢不問 TEL 096-380-6747 (3)13時00分～17時00分

（従業員数 0人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分
普通自動車免許ＡＴ

(2) 8時00分～12時00分
年齢不問 TEL 096-380-6747 (3)13時00分～17時00分

（従業員数 0人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村
交替制あり 保育士

不問 (1) 7時00分～16時00分

(2) 8時00分～17時00分
年齢不問 TEL 096-237-0601 (3)10時00分～19時00分

（従業員数 33人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町

不問 (1)12時00分～21時00分

年齢不問 TEL 096-281-4277
（従業員数 33人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡御船町

不問 (1)14時00分～23時00分

年齢不問 TEL 096-281-4277
（従業員数 33人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡御船町
変形（１年単位）

不問 (1) 8時00分～17時00分

(2) 6時00分～15時00分
年齢不問 TEL 096-285-6954

（従業員数 15人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町

一般作業員 時給 山村倉庫株式会社
熊本営業所

熊本県上益城郡御船町大字辺田見字白岩
１８８８番地８

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

124,416円～
124,416円

雇用期間の定めなし

43011- 1278351
溶接・板金加工・製
品仕上げ（見習可）

日給 株式会社　ひごいち 熊本県上益城郡益城町広崎１５９２番地
－１３

雇用・労
災・健康・
厚生

129,375円～
207,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1281851

保育士 月給 社会福祉法人　光
恩福祉会　幼光保
育園

熊本県上益城郡嘉島町鯰１１７７－４ 雇用・労
災・健康・
厚生

163,000円～
163,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1275951

一般作業員 時給 山村倉庫株式会社
熊本営業所

熊本県上益城郡御船町大字辺田見字白岩
１８８８番地８

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

129,600円～
129,600円

雇用期間の定めなし

43011- 1277051

営業事務（紹介予定
派遣）／　阿蘇郡西
原村

時給 株式会社　オフィス
派遣サービス

熊本県熊本市東区石原１丁目１１番１１
号

雇用・労
災・健康・
厚生

164,635円～
173,300円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43010-12967551
総務・経理事務（紹
介予定派遣）／阿蘇
郡西原村

時給 株式会社　オフィス
派遣サービス

熊本県熊本市東区石原１丁目１１番１１
号

雇用・労
災・健康・
厚生

164,635円～
181,965円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43010-13021351

調理員（さくら病
院）

時給 日清医療食品　株
式会社　南九州支
店

熊本県熊本市中央区辛島町６－７　辛島
第一ビル４階

雇用・労
災・健康・
厚生

124,992円～
147,560円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43010-13050651

調理員（ケアポー
ト上益城）

時給 日清医療食品　株
式会社　南九州支
店

熊本県熊本市中央区辛島町６－７　辛島
第一ビル４階

雇用・労
災・健康・
厚生

124,992円～
147,560円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43010-13067851

経理事務／上益城
郡益城町

時給 株式会社　アート
ワーク

熊本市中央区九品寺５丁目１５番５号 雇用・労
災・健康・
厚生

153,720円～
153,720円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43010-13028951
自動車販売店員／上
益城郡益城町

時給 株式会社　アート
ワーク

熊本市中央区九品寺５丁目１５番５号 雇用・労
災・健康・
厚生

153,720円～
153,720円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43010-13036151

建築大工 日給 藤本和想建築 熊本県阿蘇郡西原村大字小森　８０９－
２０

雇用・労
災・健康・
厚生

194,400円～
280,800円

雇用期間の定めなし

43011- 1292151
（上益城郡嘉島町）
ファッションアドバ
イザー

月給 株式会社　アルファ
ベットパステル

札幌市中央区南２条西２５丁目 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

155,000円～
185,000円

雇用期間の定めなし

01010-18187351

雇用・労
災・健康・
厚生

132,300円～
132,300円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1287251

物品販売及び接客 時給 熊本エアポートサー
ビス　株式会社

熊本県上益城郡益城町大字小谷１８０２
－２

雇用・労
災・健康・
厚生

146,240円～
146,240円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1290651

未充足求人フルタイム

職種 年齢・指針 所在地・就業場所

工場内作業（二交
代制勤務）

月給 龍田紡績　株式会
社　熊本工場

上益城郡御船町大字小坂１９５５

ハローワーク上益城

（熊本公共職業安定所 上益城出張所）

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。◎面接にはハローワークが発行する紹介状が必要で

す。

◎パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。。フルタイム求人で賃金形態が日給制や時間給制の場合、賃金は月額に換算した額で表示しています。また、

労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもす

でに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
ＴＥＬ ０９６－２８２－００７７



賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

未充足求人フルタイム

職種 年齢・指針 所在地・就業場所

ハローワーク上益城

（熊本公共職業安定所 上益城出張所）

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。◎面接にはハローワークが発行する紹介状が必要で

す。

◎パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。。フルタイム求人で賃金形態が日給制や時間給制の場合、賃金は月額に換算した額で表示しています。また、

労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもす

でに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
ＴＥＬ ０９６－２８２－００７７

普通自動車免許一種
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令１号 TEL 096-279-1050
（従業員数 5人 ）

正社員 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村
変形（１年単位） 大型自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 096-279-3260
（従業員数 23人 ）

正社員 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村

不問 (1) 8時00分～17時10分

年齢不問 TEL 0967-72-1177
（従業員数 10人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡山都町
交替制あり

不問 (1) 8時00分～17時00分

(2)13時00分～22時00分
年齢不問 TEL 096-249-2310

（従業員数 1人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
交替制あり

不問 (1) 8時30分～17時30分

(2)10時00分～19時00分
年齢不問 TEL 06-6636-3203 (3)12時20分～21時20分

（従業員数 9人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 096-375-4300
（従業員数 0人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県上益城郡益城町
変形（１ヶ月単位） 看護師

不問 (1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許一種

年齢不問 TEL 096-234-7774 普通自動車免許ＡＴ
（従業員数 11人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
変形（１ヶ月単位） 理学療法士

不問 (1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許一種

年齢不問 TEL 096-234-7774 普通自動車免許ＡＴ
（従業員数 11人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 096-249-2310
（従業員数 3人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 096-249-2310
（従業員数 4人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村

不問 (1) 8時30分～17時30分

年齢不問 TEL 096-249-2310
（従業員数 4人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～20時00分

年齢不問 TEL 098-859-6505
（従業員数 7人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村
変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 7時00分～16時00分

(2) 9時00分～18時00分
年齢不問 TEL 0952-32-6511 (3)13時00分～22時00分

（従業員数 203人 ）

正社員以外 就業場所 上益城郡御船町/八代市/宇土市
変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

35歳以下 8時00分～20時00分の
間の8時間程度

省令３号のイ TEL 096-324-5656
（従業員数 10人 ）

正社員 就業場所 益城町/熊本市中央区/八代市 厚生年金基金

店舗社員（熊本南エリ
ア：海士江・八代・御
船・松橋・宇土）

月給 ダイレックス　株式
会社

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

145,000円～
250,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 41010- 6708151

総合職 月給 九州自動車産業開
発　株式会社　タイ
ムズカーレンタル

熊本県熊本市中央区辛島町６５番地 雇用・労
災・健康・
厚生

174,700円～
174,700円

雇用期間の定めなし

43010-12464951

派）配線作業（阿蘇
郡西原村）

時給 株式会社ラックプラ
ン

熊本県合志市幾久富１８６６－５２３ 雇用・労
災・健康・
厚生

142,800円～
151,200円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43030- 5609851
レンタカースタッフ
（熊本空港営業所）

時給 スカイレンタリース
株式会社

沖縄県那覇市字具志一丁目２３番１３号 雇用・労
災・健康・
厚生

129,750円～
138,400円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 47010-12249951

派）軽作業（阿蘇
郡西原村）

時給 株式会社ラックプラ
ン

熊本県合志市幾久富１８６６－５２３ 雇用・労
災・健康・
厚生

140,800円～
140,800円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43030- 5607451

派）部品組立（西
原村）

時給 株式会社ラックプラ
ン

熊本県合志市幾久富１８６６－５２３ 雇用・労
災・健康・
厚生

128,000円～
128,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43030- 5608751

正看護師 月給 株式会社ＰＬＵＮＵＲＳ
Ｅ　　訪問看護ステー
ション　Ｃｒｕｔｏ

上益城郡嘉島町上島２１１０－３　グ
ローリービル２Ｆ

雇用・労
災・健康・
厚生

270,000円～
270,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1262251

理学療法士 月給 株式会社ＰＬＵＮＵＲＳ
Ｅ　　訪問看護ステー
ション　Ｃｒｕｔｏ

上益城郡嘉島町上島２１１０－３　グ
ローリービル２Ｆ

雇用・労
災・健康・
厚生

270,000円～
270,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1263551

請）受付・インフォ
メーション業務／上
益城郡

時給 株式会社センチュ
リーアンドカンパ
ニー　大阪営業所

大阪府大阪市中央区難波３－６－１１
なんば池田ビル９Ｆ

雇用・労
災・健康・
厚生

166,050円～
166,050円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 27030-16451751

工場内作業／上益
城郡益城町

時給 株式会社　アート
ワーク

熊本市中央区九品寺５丁目１５番５号 雇用・労
災・健康・
厚生

130,800円～
130,800円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43010-12762151

販売員 時給 通潤酒造　株式会
社

熊本県上益城郡山都町浜町５４ 雇用・労
災・健康・
厚生

120,116円～
120,116円

雇用期間の定めなし

43011- 1271451
派）製品の検査、梱
包作業［上益城郡嘉
島町］

時給 株式会社ラックプラ
ン

熊本県合志市幾久富１８６６－５２３ 雇用・労
災・健康・
厚生

139,400円～
147,600円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43030- 5730851

営業 月給 ジーエム工業株式
会社

熊本県西原村布田字北平２６０－３ 雇用・労
災・健康・
厚生

140,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1265751

大型トラック運転
手

月給 倉本運送株式会社
熊本営業所

熊本県阿蘇郡西原村大字布田６８２－２ 雇用・労
災・健康・
厚生

300,000円～
450,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1270551



賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

未充足求人フルタイム

職種 年齢・指針 所在地・就業場所

ハローワーク上益城

（熊本公共職業安定所 上益城出張所）

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。◎面接にはハローワークが発行する紹介状が必要で

す。

◎パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。。フルタイム求人で賃金形態が日給制や時間給制の場合、賃金は月額に換算した額で表示しています。また、

労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもす

でに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
ＴＥＬ ０９６－２８２－００７７

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 096-284-1230
（従業員数 3人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県上益城郡益城町
変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許二種

59歳以下 5時30分～翌0時34分の
間の7時間

省令１号 TEL 096-370-8181
（従業員数 75人 ）

正社員 就業場所 上益城郡甲佐町/熊本市東区
変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許二種

不問 5時00分～翌0時34分の
間の7時間

年齢不問 TEL 096-370-8181
（従業員数 75人 ）

正社員以外 就業場所 上益城郡甲佐町/熊本市東区
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時20分～20時20分

年齢不問 TEL 096-370-8181
（従業員数 75人 ）

正社員以外 就業場所 上益城郡甲佐町/熊本市東区
変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許二種

60歳～64歳 5時30分～翌0時34分の
間の7時間

省令３号のニ TEL 096-370-8181
（従業員数 75人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡甲佐町
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

35歳以下 (1) 9時30分～18時40分
中型自動車免許一種

(2) 9時30分～17時30分
省令３号のイ TEL 096-370-8181 自動二輪車免許

（従業員数 18人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡御船町
変形（１年単位） 自動車教習所指導員

59歳以下 (1) 9時30分～18時40分

(2) 9時30分～17時30分
省令１号 TEL 096-370-8181

（従業員数 18人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡御船町
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時30分～17時30分
危険物取扱者（丙種）

(2) 7時30分～16時30分
年齢不問 TEL 096-383-9111 (3) 9時30分～18時30分 電気工事士（第２種）

（従業員数 5人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町
変形（１年単位）

不問 (1) 6時00分～15時30分

(2) 9時30分～18時30分
年齢不問 TEL 096-325-8600

（従業員数 5人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡甲佐町
交替制あり 大型自動車免許一種

不問 (1) 6時00分～15時00分
大型自動車免許二種

(2) 7時00分～16時00分
年齢不問 TEL 096-289-5088 (3)14時00分～23時00分

（従業員数 60人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～16時45分

年齢不問 TEL 096-288-8144
（従業員数 56人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡益城町 厚生年金基金

不問 (1) 8時00分～16時45分

年齢不問 TEL 096-288-8144
（従業員数 56人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡益城町 厚生年金基金

不問 (1) 8時00分～16時45分

年齢不問 TEL 096-288-8144
（従業員数 56人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 (1) 8時00分～16時45分

年齢不問 TEL 096-288-8144
（従業員数 56人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡益城町 厚生年金基金

ジググラインダーオ
ペレーター

時給 日精電子　株式会
社

上益城郡益城町小池９７７－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

140,760円～
198,720円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43011- 1251151

設備組立オペレー
ター

時給 日精電子　株式会
社

上益城郡益城町小池９７７－１ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

132,480円～
198,720円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43011- 1252051

金型及び金型部品
営業

月給 日精電子　株式会
社

上益城郡益城町小池９７７－１ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

152,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1249751
マシニングセンター
オペレーター

時給 日精電子　株式会
社

上益城郡益城町小池９７７－１ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

140,760円～
198,720円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43011- 1250951

調理スタッフ／あ
ゆの里

時給 株式会社　南九州
ニチダン

熊本市西区上代１丁目２２番３４号 雇用・労
災・健康・
厚生

134,400円～
152,320円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43010-12382951

送迎運転手 月給 株式会社オフィスマダ
ム通子　（再春館製薬
所グループ）

熊本県上益城郡益城町寺中１３６３－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

160,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1247551

自動車学校教習指導
員　御船町

月給 熊本バス　株式会
社

熊本県熊本市東区画図町重富６００ 雇用・労
災・健康・
厚生

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

43010-12503051

施設管理業務 月給 株式会社　キュー
ネット

熊本市中央区帯山４丁目１８－１ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

180,510円～
200,510円

雇用期間の定めなし

43010-12591851

大型バス運転士 月給 熊本バス　株式会
社

熊本県熊本市東区画図町重富６００ 雇用・労
災・健康・
厚生

180,000円～
180,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43010-12498951
自動車学校教習指導
員（養成員）御船町

月給 熊本バス　株式会
社

熊本県熊本市東区画図町重富６００ 雇用・労
災・健康・
厚生

148,000円～
148,000円

雇用期間の定めなし

43010-12499151

大型バス運転士 月給 熊本バス　株式会
社

熊本県熊本市東区画図町重富６００ 雇用・労
災・健康・
厚生

159,000円～
210,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43010-12495751

大型バス運転士養
成員

日給 熊本バス　株式会
社

熊本県熊本市東区画図町重富６００ 雇用・労
災・健康・
厚生

113,760円～
113,760円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43010-12496851

営業アシスタント事
務（応募）／上益城
郡益城町

時給 アビリティ　株式会
社

熊本県熊本市東区長嶺東８丁目１－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

147,600円～
164,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43010-12479751

大型バス運転士
（正社員）

月給 熊本バス　株式会
社

熊本県熊本市東区画図町重富６００ 雇用・労
災・健康・
厚生

159,000円～
159,000円

雇用期間の定めなし

43010-12493551



賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

未充足求人フルタイム

職種 年齢・指針 所在地・就業場所

ハローワーク上益城

（熊本公共職業安定所 上益城出張所）

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。◎面接にはハローワークが発行する紹介状が必要で

す。

◎パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。。フルタイム求人で賃金形態が日給制や時間給制の場合、賃金は月額に換算した額で表示しています。また、

労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもす

でに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
ＴＥＬ ０９６－２８２－００７７

不問 (1) 8時00分～16時45分

年齢不問 TEL 096-288-8144
（従業員数 56人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡益城町 厚生年金基金

不問 (1) 8時00分～16時45分

年齢不問 TEL 096-288-8144
（従業員数 56人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 (1) 8時00分～16時45分

年齢不問 TEL 096-288-8144
（従業員数 56人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡益城町

35歳以下 (1) 8時30分～17時00分

省令３号のイ TEL 096-237-1008
（従業員数 20人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町

35歳以下 (1) 8時30分～17時00分

省令３号のイ TEL 096-237-1008
（従業員数 20人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時30分～17時00分
潜水士

年齢不問 TEL 096-200-8780
（従業員数 2人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡御船町
普通自動車免許一種

40歳以下 (1) 8時00分～17時00分

省令３号のイ TEL 096-282-6138
（従業員数 3人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡御船町
交替制あり

不問 (1) 9時00分～18時30分

(2) 8時30分～18時00分
年齢不問 TEL 096-282-0050 (3) 9時00分～13時00分

（従業員数 26人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡御船町
変形（１年単位）

不問 (1) 8時20分～16時45分

年齢不問 TEL 096-282-2561
（従業員数 70人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県上益城郡御船町
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～16時45分
普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL 096-237-2333
（従業員数 17人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
普通自動車免許一種

不問 (1) 8時15分～16時45分
普通自動車免許ＡＴ

年齢不問 TEL 096-237-2333
（従業員数 17人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
変形（１年単位） 普通自動車免許一種

不問 (1) 8時00分～17時00分
アーク溶接技能基本

年齢不問 TEL 096-279-4588 玉掛技能者
（従業員数 7人 ）

正社員 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村
交替制あり 普通自動車免許一種

不問 (1) 7時00分～15時30分
普通自動車免許ＡＴ

(2) 8時30分～17時00分
年齢不問 TEL 0967-22-6111 (3)10時30分～19時00分

（従業員数 5人 ）

正社員以外 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村
普通自動車免許一種

不問 (1) 9時00分～18時00分

年齢不問 TEL 096-349-2907
（従業員数 5人 ）

登録型派遣 就業場所 熊本県上益城郡益城町

給油所スタッフ 時給 阿蘇農業協同組合 熊本県阿蘇市一の宮町宮地３８７－５ 雇用・労
災・健康・
厚生

118,125円～
121,500円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43090-  864451
派）半導体製造装置（前
工程）メンテナンス業
務・益城町

時給 株式会社　アソウ・
アルファ　熊本営業
所

熊本県菊池郡菊陽町大字原水１１５７－
３　
ラ・ブリーズ菊陽２０４

雇用・労
災・健康・
厚生

208,000円～
240,000円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43030- 5378151

機械及び組立工 日給 株式会社　富田鉄
工

熊本県上益城郡嘉島町井寺７６－５ 雇用・労
災・健康・
厚生

136,200円～
204,300円

雇用期間の定めなし

43011- 1240851

溶接工・現場作業
員

月給 有限会社　宮田工
業

熊本県阿蘇郡西原村布田１５５８ 雇用・労
災・健康・
厚生

150,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1241651

工場内作業（日
勤）

月給 龍田紡績　株式会
社　熊本工場

上益城郡御船町大字小坂１９５５ 雇用・労
災・健康・
厚生

120,600円～
120,600円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1238251

製缶工 日給 株式会社　富田鉄
工

熊本県上益城郡嘉島町井寺７６－５ 雇用・労
災・健康・
厚生

136,200円～
204,300円

雇用期間の定めなし

43011- 1239551

橋梁技術員
（橋梁の補修補強業
務）

月給 株式会社　ケーヨー
テック

熊本県上益城郡御船町大字御船７１２－
２

雇用・労
災・健康・
厚生

180,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1232851

リハビリ助手 月給 医療法人社団博倫
会　小糸整形外科

熊本県上益城郡御船町木倉１１８２ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

122,000円～
122,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1236051

建築鉄骨組立工・
溶接工

日給 株式会社　真和ビ
ルド

熊本県上益城郡嘉島町井寺２２５－７ 雇用・労
災・健康・
厚生

156,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1259651

潜水士 月給 有限会社　熊本潜
水

熊本県上益城郡御船町大字高木５０２－
２

雇用・労
災・健康・
厚生

150,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1260051

ワイヤー加工機、放
電加工機オペレー
ター

時給 日精電子　株式会
社

上益城郡益城町小池９７７－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

140,760円～
198,720円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43011- 1255551

建築鉄骨機械オペ
レーター

日給 株式会社　真和ビ
ルド

熊本県上益城郡嘉島町井寺２２５－７ 雇用・労
災・健康・
厚生

156,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

43011- 1258851

金型組立オペレー
ター

時給 日精電子　株式会
社

上益城郡益城町小池９７７－１ 雇用・労
災・健康・
厚生・財形

140,760円～
198,720円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43011- 1253351

研削機オペレー
ター

時給 日精電子　株式会
社

上益城郡益城町小池９７７－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

140,760円～
198,720円

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 43011- 1254251



賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

未充足求人フルタイム

職種 年齢・指針 所在地・就業場所

ハローワーク上益城

（熊本公共職業安定所 上益城出張所）

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。◎面接にはハローワークが発行する紹介状が必要で

す。

◎パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。。フルタイム求人で賃金形態が日給制や時間給制の場合、賃金は月額に換算した額で表示しています。また、

労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもす

でに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
ＴＥＬ ０９６－２８２－００７７

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 7時00分～16時00分

年齢不問 TEL 050-3538-6293
（従業員数 3人 ）

正社員 就業場所 熊本県上益城郡御船町

配送員（商品陳列・管理
等）／宇土支店又は御船
支店

月給 株式会社　坂本 熊本県宇土市松山町３１４２番地１ 雇用・労
災・健康・
厚生

204,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

43080- 3030651



賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

交替制あり
不問 (1) 9時00分～13時00分

(2)13時00分～17時00分
年齢不問 TEL 096-288-6960 (3)17時00分～21時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町

不問 15時30分～21時00分の
間の3時間程度

年齢不問 TEL 092-781-4211
（従業員数 6人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町

不問 8時00分～17時00分の
間の5時間程度

年齢不問 TEL 0964-28-1111
（従業員数 2人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 10時00分～17時00分の
間の5時間程度

年齢不問 TEL 0964-28-1111
（従業員数 2人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町

不問 9時00分～21時00分の
間の5時間程度

年齢不問 TEL 0964-28-1111
（従業員数 2人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町
交替制あり

不問 (1)13時30分～19時30分

(2)16時00分～23時00分
年齢不問 TEL 096-281-4277

（従業員数 33人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡御船町

64歳以下 (1) 9時00分～17時00分

省令１号 TEL 096-237-7148
（従業員数 12人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
薬剤師

不問 (1) 9時30分～16時00分

年齢不問 TEL 096-289-0051
（従業員数 7人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町
変形（１ヶ月単位）

不問 (1) 6時30分～11時00分

(2) 7時00分～12時00分
年齢不問 TEL 097-533-3171 (3) 7時30分～12時30分

（従業員数 4人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡御船町

不問 (1) 5時00分～ 9時00分

(2) 8時00分～15時00分
年齢不問 TEL 096-324-3666 (3)16時00分～ 0時00分

（従業員数 12人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県阿蘇郡西原村

不問 8時30分～21時30分の
間の5時間程度

年齢不問 TEL 03-5428-5734
（従業員数 5人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

不問 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 TEL 096-368-0505
（従業員数 18人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町

不問 (1) 8時30分～14時00分

年齢不問 TEL 096-360-4700
（従業員数 6人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町
交替制あり

不問 (1) 6時30分～13時00分

(2)11時00分～18時00分
年齢不問 TEL 096-383-9461

（従業員数 3人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町

労災

750円～800円雇用期間の定めなし

43011- 1288551

未充足求人パート

職種 年齢・指針 所在地・就業場所

お菓子の販売員 時給 ｐａｔｉｓｓｉｅｉｒ　ＪＵＮ
ｎａｋａｍｕｒａ

熊本県上益城郡嘉島町上島２０７７－７
オガタビル１階

化粧品の販売／カン
ガルースタッフ／上
益城郡

時給 資生堂販売　株式
会社　九州支社

福岡市中央区大手門３丁目５－３ 労災

800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 40010-32006451

青果部門スタッフ 時給 有限会社　シーズ
ユー

熊本県熊本市南区城南町隈庄４０６－５ 雇用・労災

720円～720円雇用期間の定めなし

43080- 3281451

宅配スタッフ 時給 有限会社　シーズ
ユー

熊本県熊本市南区城南町隈庄４０６－５ 雇用・労
災・健康・
厚生

720円～720円雇用期間の定めなし

43080- 3282751

レジ業務 時給 有限会社　シーズ
ユー

熊本県熊本市南区城南町隈庄４０６－５ 雇用・労災

720円～720円雇用期間の定めなし

43080- 3283851

一般作業員 時給 山村倉庫株式会社
熊本営業所

熊本県上益城郡御船町大字辺田見字白岩
１８８８番地８

雇用・労災

720円～720円雇用期間の定めなし

43011- 1276151

食肉加工及び梱包
など

時給 株式会社　桜寿食
品

熊本県上益城郡嘉島町大字上島１９６１
番地

雇用・労
災・健康・
厚生

750円～750円雇用期間の定めなし

43011- 1280751

薬剤師 時給 有限会社　あきよし
調剤薬局

上益城郡益城町惣領１３１５－６ 労災

2,200円～2,200円雇用期間の定めなし

43011- 1282651
野菜・果物等青果物
の販売員（上益城郡
御船町）

時給 株式会社　大分中
央農産

大分県大分市豊海４丁目１番１号 雇用・労災

700円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 44010-11701651

製造販売／西原店 時給 株式会社　ヒライ 熊本市西区春日７－２６－７０ 雇用・労災

760円～950円雇用期間の定めなし

43010-12727751
販売スタッフ／イオ
ンモール熊本店

時給 株式会社　ルピシア 東京都渋谷区代官山町８－１３　ハマダ
ビル１階

労災

850円～1,200円雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 13070-39831951

造園作業員 日給 株式会社　川上六
花園

熊本県熊本市東区若葉２丁目７番２号 雇用・労
災・健康・
厚生

858円～1,429円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43010-12465151

調理パート／井関
熊本製造所

時給 栄食メディックス
株式会社　南九州
事業部

熊本県熊本市東区東野１丁目３－２５ 雇用・労災

680円～680円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43010-12575751
調理補助／コーボー
テキスタイル会社寮

時給 有限会社　東給
フーズサービス

熊本県熊本市中央区水前寺３丁目６－５ 雇用・労災

700円～720円雇用期間の定めなし

43010-12279051

ハローワーク上益城

（熊本公共職業安定所 上益城出張所）

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。◎面接にはハローワークが発行する紹介状が必要で

す。

◎パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。。フルタイム求人で賃金形態が日給制や時間給制の場合、賃金は月額に換算した額で表示しています。また、

労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもす

でに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
ＴＥＬ ０９６－２８２－００７７



賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

未充足求人パート

職種 年齢・指針 所在地・就業場所

ハローワーク上益城

（熊本公共職業安定所 上益城出張所）

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。◎面接にはハローワークが発行する紹介状が必要で

す。

◎パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。。フルタイム求人で賃金形態が日給制や時間給制の場合、賃金は月額に換算した額で表示しています。また、

労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもす

でに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。
ＴＥＬ ０９６－２８２－００７７

普通自動車免許ＡＴ
不問 8時30分～17時00分の

間の4時間程度

年齢不問 TEL 096-349-7712
（従業員数 3人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県下益城郡美里町
普通自動車免許一種

不問 8時00分～18時00分の
間の4時間程度 ホームヘルパー２級

年齢不問 TEL 096-278-7811
（従業員数 23人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡御船町
交替制あり

不問 (1) 6時30分～ 9時30分

(2)15時30分～20時00分
年齢不問 TEL 096-384-0251

（従業員数 11人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町

不問 (1) 7時00分～11時00分

年齢不問 TEL 096-384-0251
（従業員数 0人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡甲佐町

不問 (1) 7時00分～16時00分

(2) 7時00分～11時00分
年齢不問 TEL 096-384-0251

（従業員数 0人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡甲佐町

不問 (1) 7時00分～16時00分

(2) 7時00分～11時00分
年齢不問 TEL 096-384-0251

（従業員数 0人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡甲佐町

不問 (1) 9時00分～15時00分

年齢不問 TEL 096-375-4300
（従業員数 0人 ）

登録型派遣パート 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
看護師

不問 9時00分～21時00分の
間の6時間以上

年齢不問 TEL 096-289-5088
（従業員数 1,130人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡益城町
看護師

不問 8時30分～17時30分の
間の5時間程度 普通自動車免許一種

年齢不問 TEL 096-234-7774 普通自動車免許ＡＴ
（従業員数 11人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町
理学療法士

不問 8時30分～17時30分の
間の5時間程度 普通自動車免許一種

年齢不問 TEL 096-234-7774 普通自動車免許ＡＴ
（従業員数 11人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡嘉島町

不問 (1) 8時00分～13時00分

(2)13時00分～18時00分
年齢不問 TEL 0968-71-0072

（従業員数 70人 ）

パート労働者 就業場所 熊本県上益城郡御船町

送迎運転手（美
里・御船）

時給 株式会社　くまもと
健康支援研究所

熊本県熊本市東区石原１丁目１１番１１
号　３０１号室

労災

750円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43010-12302251

ホームヘルパー
（御船）

時給 セントケア九州　株
式会社

熊本県熊本市中央区十禅寺１丁目３－１ 雇用・労災

1,070円～1,510円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43010-12344551

清掃員（サント
リー九州工場）

時給 大森産業　株式会
社

熊本県熊本市東区月出１丁目７－１３
大森ビル

雇用・労災

700円～700円雇用期間の定めなし

43010-12395551

清掃（上益城郡甲
佐町）
　

時給 大森産業　株式会
社

熊本県熊本市東区月出１丁目７－１３
大森ビル

雇用・労災

750円～750円雇用期間の定めなし

43010-12041651

清掃（上益城郡甲
佐町）
　

時給 大森産業　株式会
社

熊本県熊本市東区月出１丁目７－１３
大森ビル

雇用・労災

750円～750円雇用期間の定めなし

43010-12042951

清掃（上益城郡甲
佐町）
　

時給 大森産業　株式会
社

熊本県熊本市東区月出１丁目７－１３
大森ビル

雇用・労災

750円～750円雇用期間の定めなし

43010-12043151

接客・清掃／上益
城郡嘉島町

時給 株式会社　アート
ワーク

熊本市中央区九品寺５丁目１５番５号 雇用・労災

720円～720円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43010-12050951

事務スタッフ 時給 株式会社　再春館
製薬所

熊本県上益城郡益城町寺中１３６３－１ 雇用・労
災・健康・
厚生

900円～1,000円雇用期間の定めなし

43011- 1246251

正看護師 時給 株式会社ＰＬＵＮＵＲＳ
Ｅ　　訪問看護ステー
ション　Ｃｒｕｔｏ

上益城郡嘉島町上島２１１０－３　グ
ローリービル２Ｆ

雇用・労災

1,500円～2,000円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1233651

理学療法士 時給 株式会社ＰＬＵＮＵＲＳ
Ｅ　　訪問看護ステー
ション　Ｃｒｕｔｏ

上益城郡嘉島町上島２１１０－３　グ
ローリービル２Ｆ

雇用・労災

1,500円～2,000円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43011- 1234951
レジフロア部門ス
タッフ（御船店）

時給 株式会社マルエイ 熊本県玉名市松木１１番３ 雇用・労災

700円～700円雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 43040- 2607951


