
令和３年１１月２日現在　　

地域 仕事内容
材料の

運搬方法
その他特記事項

1
(東区）
東野

財布、バッグ等の部品作り
①両面テープを使用して貼り合わせ作業
②ミシン掛け作業
③部品組み立て作業
④糸きり、検品、仕上げ作業
＊②はミシン専門の人だけです。

事業所
又は本人

・できるだけ事業所に近い方。(熊本市東部方面）
・テープ貼り等は、最初会社で３０分程度指導しま
す。
・毎日の量はご本人と相談の上決めていきます。
・工業ミシンが使える方。（ミシンの貸出はします。）
・①③④のしごとだけでも可。
(時期により仕事の増減があります。）

2
（南区）
出仲間

・白衣上下・エプロン・袋などの縫製 事業所/本人

・縫製の経験者。地区は問いません。
・面接を行い２．３枚試し縫いをしていただきます。
・工業用ミシンの貸し出しは相談に応じます。
・工業用ミシンをお持ちの方を希望。

3
（北区）
黒髪

・小物（帽子、バッグ）作り　　型紙あり
・婦人服の一枚仕立て
（ベスト、ジャケット、スカート）

本人

・経験者。
・工業用ミシンを持っている方。
・家庭用ミシンでも可。
・一着を責任を持って仕上げられる方。

4
（北区）

龍田陳内
・和服縫製 本人

・和裁経験者のみ。
・国家検定有級者に限る。

5
（北区）

清水新地

学生服衣料のまとめ（ブレザー）
・釦付
・ベンツしつけ
・糸切・検品
・まつり

事業所
又は本人

・事業所近隣の方希望。
・室内でペット（毛のある動物）を飼っている方は不
可。
・針仕事は初めに指導あり。

6
（中央区）
上林町

・洋裁の出来る方（婦人服仕立て） 事業所

・3年以上の経験者。
・ミシン所有の方。（家庭用ﾐｼﾝでも可）
・裁断から仕上げまで出来る方。
・お客様から注文があった時、見本縫いができる
方。

7
（中央区）
水道町

①バッグの生産（革、布両方有り）
②バッグの内袋の生産（ファスナー付け有り）
③革の裁断、加工（カッター、ハサミ使用）
　（型紙にあわせて裁断加工します。仕事は
不定期です）

事業所

・工業用ﾐｼﾝをお持ちの方で経験者希望。（都合に
より貸出も可能）
・縫製はある程度指導しますので大丈夫です。
・②については、ミシン経験者希望。
・③については、型紙を自社から支給し、切り方は
指導します。
・①～③の流れがすべてできる方。

8
（中央区）
本山町

婦人服のまとめ作業
①スカートの裾まつり
②ボタン付け
③糸ループ付け
④その他部分まつりなど

本人
・事業所周辺の方希望。
・最初に指導を受けてからの作業となります。

9
（南区）
近見

住宅模型の製作
・材料のカット・パーツ作成
・パーツの組立て（ボンドづけ）

本人

・事業所の求める品質レベルの物を納品できる方
・責任を持って最後まで仕上げられる方
・ペット・喫煙原則不可（模型に匂い・汚れ等がつか
ない場合は可）
・面接及び技術審査を行います。
・最初に指導を受けてからの作業（発注）となりま
す。
・製作する商品は一件ずつ異なります。
・納期は1件につき１～２週間です。
・登録制につき仕事量には変動があります。

10
（南区）
近見

住宅模型用データ作成補助 メールにて

・ＪＷＣＡＤが必要となります
・初心者でも可
・ＪＷＣＡＤ、Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ等のソフト経験者優遇
・面接有り
・月に１回はご来社いただく必要があります

11
（西区）
島崎

商品のミシン縫製（ミシン貸出しあり）
①裁断していある商品を指示書に従い縫い上
げる
②縫製後の商品を整理し重ね納品する

事業所

・事業所より車にて２５分圏内の方希望します。
・未経験の方は、適性を判断させていただきます。
・縫製技術に見合った仕事量と納期を提供させてい
ただきます。

八代市 12 豊原上町

①キャラクターグッズ作成（ミシン掛け不要）
　・生地のカット　　・綿入れ、入れ口のとじ
　・検品・袋入れ
②ベビー用品作成
　・生地のカット
　・縫製（ミシンをお持ちの方）
　※工業用、職業用、家庭用可
　・綿入れ、入れ口のとじ
　・検品・袋入れ

事業所/本人

・事業所周辺の方希望（遠方の方は要相談）
・室内でペットを飼っている方は不可
・適性・面接を行います。
・工業用ミシンをお持ちの方急募
　（経験はあるがお持ちでない方には職業用ミシン
の貸し出し可）

所在地

熊本市



地域 仕事内容
材料の

運搬方法
その他特記事項所在地

13 高森町

ベビー用品の仕上げ、検品作業
①商品にアイロンをかける
②台紙の大きさにたたむ
③袋に入れる
④３～５枚ずつ紐でくくる
上記の作業内で不良の商品がないか検品を
行う。

事業所

・集配地域：高森町、大津町、菊陽町、熊本市一部
・室内ペット不可（観賞魚等異物混入の可能性の低
いものは可）
・積荷の際、駐車スペースがあるか確認させていた
だきます。
　
　

14 高森町
・ミシン作業によるベビー小物、肌着類の縫製
作業 事業所

・集配地域：高森町、大津町、菊陽町、熊本市一部
・室内ペット不可（観賞魚等異物混入の可能性が低
いものは可）
・工業用ミシンを置く専用スペースが必要です。
・不衛生な場所での作業は不可。定期的に室内検
査を行います。
・工業用ミシン貸与。事前研修が事業所にてありま
すので経験は不問です。
・積荷の際、駐車スペースがあるか確認させていた
だきます。

山鹿市 15 中
・婦人服のまとめ仕上げ、まつり縫い、パット
付、釦付、カギホック付、スナップ付

事業所/本人

・ 事業所周辺の方を希望。（山鹿市、菊池市）
（植木、北部、は応相談）
・細かい作業があるので、依頼時は来店のうえ説
明。
・ペットは自己管理できていれば可。

16 森北

電子部品の組立作業
・半田付け作業
・プラスチック部品の組立
・プラスチック部品のカット作業
・電線、コネクタの組立
・電線へのテープ巻作業　など

本人

・視力が矯正後、1.0以上ある方。
・できれば毎日納品できる方
・自宅（室内）に体毛のあるペットを飼っていない
方。（製品に毛が付着するのを防ぐため）
※ご興味のある方は、担当者まで気軽にご連絡く
ださい。作業研修にて指導させていただいた後、開
始となります。

17 旭志
建築設計補助
・ＣＡＤにて建築設計図作成

メールにて
・建築設計経験者優遇。
・自宅にて作業。
・ＪＷ ＣＡＤ又はＪＡ ＣＡＤが必要。

宇土市 18 高柳町 ・ポーチ類の縫製 本人
・工業用ミシン経験者。
・ミシンの貸出は相談に応じます。
・月に3000個仕上げる事ができ、長期にできる方。

19 松橋町
・天然石ビーズにゴムを通(ブレスレット作成)
・簡単なアクセサリー作成
・アクセサリーパーツの検品

本人
・１週間に１回から４週間に１回程度の納品
・初めに、当事業所で面接を行います。

20 小川町 ・毛筆による宛名書き　賞状、手紙など
事業所/本人
場合によりま
す

・筆耕経験者、または書道経験者。
・技術審査、面接を行います。

上益城郡 21 嘉島町

★手提げ袋や角底袋などの紙製品をつくる
　お仕事です★
　“みなさんが作った紙袋が全国のお店や
　　イベントへ！”
※未経験の方も大歓迎！
　手先が器用な方や、編み物等のハンドメイ
　ドが得意な方にはピッタリなお仕事です！
・ロゴや絵柄が印刷された紙を、両面テープ
　や糊を使って袋にする作業です。
（ハサミやカッターなどは必要ありません。)

本人

・面談の際に、作り方やお仕事の流れなどをご説明
します。
・時間、曜日応相談　 （日・祝日不可/土曜日は当
社カレンダーによる）
・当社工場まで、車で受け渡しが可能な方。
・室内でペットを飼っている方はご遠慮ください。

天草市 22 楠浦町

自動車用配線の組付け作業
①端子のついた電線を１～１０本の範囲で
ケースに組み付けていく
②電線に保護資材を取り付ける
③ゴムで束ねて箱に入れる

事業所
（２階以上の
集配：不可）

・事業所周辺の方希望（１０㎞以内）
・室内にペットを飼っている方は不可
・自宅訪問をします。回収時間が日中になります。

　　　　＜内職情報のお問い合わせ先＞

熊本県しごと相談・支援センター（熊本市中央区水道町８－６　朝日生命熊本ビル１階）

・　電話番号　　０９６－３５１－０５００

・　利用時間　　月曜日～金曜日　午前９時～午後５時

　　（祝日及び年末年始は休み）

宇城市

阿蘇郡

菊池市


