
　　　　（６月１４日から６月２０日までの最新の求人です。）

変形（１ヶ月単位） 栄養士

(1)10時00分～19時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時15分～17時15分

（従業員数 84人 ）
就業場所 宮崎県日南市

美容師

(1) 9時00分～19時00分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
(2)17時30分～ 2時30分

（従業員数 33人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護職員実務者研修
介護福祉士

(1) 7時00分～14時00分 准看護師
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 15人 ）(3) 9時30分～18時30分
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)13時00分～17時00分
(2) 9時00分～12時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～18時30分
(2) 8時30分～12時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時40分

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)15時00分～18時00分
(2)16時00分～21時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～12時00分
(2)12時00分～17時00分

（従業員数 51人 ）(3)17時00分～22時00分
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 8時30分～12時30分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
(2)17時00分～ 8時00分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

簿記検定（日商３級）
簿記検定（日商２級）

(1) 8時15分～17時00分

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市

※ハローワークの求人はインターネットで検索できます（ハローワークインターネットサービス）アドレスはhttps://www.hellowork.go.jp/です。
※この求人ウィークリーはファックスによる提供も行っています。ポーリング機能を設定し、0987-23-1292にダイヤルして下さい。

一般事務 日南商工会議所 宮崎県日南市園田二丁目１番
１号

雇用・労災・
健康・厚生36歳

以下 148,600円～
170,100円

正社員 45050- 1683991

医療相談員 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
200,000円

正社員 45050- 1682691

看護師（正・准）
／パート

医療法人　芳潤会
藤浦循環器科内科ク
リニック

宮崎県日南市中央通１丁目６
－１８

雇用・労災
不問

1,000円～1,200
円

パート労働者 45050- 1681391

レジ・商品補充
（日南店）【短
期】

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

労災
不問

850円～850円

パート労働者 41010- 9766291

世話人 社会福祉法人　サンス
マイル（障害福祉サー
ビス事業所　サンスマ
イル）

宮崎県日南市大字星倉２３０
８番地

労災
不問

770円～770円

パート労働者 45050- 1698091

製材工員／パート 株式会社　河宗本店 宮崎県日南市園田３丁目１－
２８

雇用・労災
59歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050- 1697191

動物病院スタッフ 加藤動物病院 宮崎県串間市大字西方２５２
４－１

雇用・労災
59歳
以下 133,826円～

147,730円
正社員 45050- 1696591

食品製造・梱包／
パート

南九通信　株式会社 宮崎県日南市木山１－３－３
５ＮＴＴ日南ビル１Ｆ

労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 1695291

放課後児童クラブ
支援員／北郷

社会福祉法人　日南
市社会福祉協議会

宮崎県日南市中央通１丁目８
番地１

労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050- 1704991

14時00分～18時00分の
間の3時間程度

介護職：正社員／
グループホーム

医療法人　和真会 日南市上平野町３丁目８番地
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 165,000円～
220,000円

正社員 45050- 1703691

発泡スチロール製
造

株式会社　アステッ
クコーポレーション
宮崎工場

宮崎県日南市南郷町榎原１７
７－５

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
174,000円

正社員 45050- 1702391

18歳
～
40歳

スポーツ施設管理
運営／日南市

株式会社　ジェイ
レック　串間支店

宮崎県串間市大字西方５５８
０－２

雇用・労災・
健康・厚生不問

146,630円～
146,630円

正社員以外 45050- 1701091

経理事務　《急
募》

社会福祉法人慶明会
住宅型有料老人ホーム
日南けいめい館

宮崎県日南市飫肥６丁目６番
３号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 145,000円～
179,300円

正社員 45050- 1700191

 8時00分～19時00分の
間の8時間程度

美容アシスタント ＨａｉｒＭａｋｅ
ＤＯＴ．

日南市吾田東７丁目７－１０ 雇用・労災
不問

145,085円～
145,085円

正社員 45050- 1699391

医療事務／統括責
任者（マネー
ジャー）／日南市

株式会社　ソラスト
宮崎支社

宮崎県宮崎市橘通東３－１－
４７　宮崎プレジデントビル
７Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

250,000円～
300,000円

正社員 45010-15391591

加入保険等 必要な免許資格

栄養士／山元病院 富士産業　株式会社
宮崎事業部

宮崎県宮崎市広島１丁目１８
－７　大同生命ビル２階

雇用・労災・
健康・厚生不問

155,000円～
180,000円

正社員以外 45010-15522691

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年６月２４日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 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。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下さい。 

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（６月１４日から６月２０日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年６月２４日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 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。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下さい。 

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 6時00分～12時00分
(2) 9時00分～15時00分

（従業員数 24人 ）(3)13時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 準中型一種（５トン限
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～17時30分
(2) 8時00分～19時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許一種

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 9時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)17時00分～ 9時00分

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時00分～12時00分

（従業員数 40人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修

(1) 7時00分～16時00分 介護福祉士
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 30人 ）(3)16時00分～10時00分
就業場所 宮崎県日南市

看護師
(1) 8時30分～16時30分 准看護師

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時30分
(2)10時30分～20時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時45分～13時00分
(2) 7時45分～15時00分

（従業員数 0人 ）(3)14時00分～19時15分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時15分
(2)16時15分～ 1時00分

（従業員数 180人 ）(3) 0時30分～ 9時15分
就業場所 宮崎県串間市

正・准看護師 串間市民病院 宮崎県串間市大字西方７９１
７

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 209,000円～
209,000円

正社員以外 45050- 1678891

営業販売（家電製
品）

有限会社　セブンプ
ラザ　かいでんき

宮崎県串間市寺里２－８－９ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 190,000円～
213,000円

正社員 45050- 1677791

配送（家電製品） 有限会社　セブンプ
ラザ　かいでんき

宮崎県串間市寺里２－８－９ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
201,000円

正社員 45050- 1676491

売店販売スタッフ
【急募】

株式会社　光洋
ショップ‐プラス

神奈川県横浜市金沢区福浦１
丁目５－１

労災
不問

820円～820円

パート労働者 14120- 3340991

コムサイズム／日南山
形屋店／正社員／販売
スタッフ

株式会社　ファイブ
フォックス

東京都渋谷区千駄ヶ谷３－６
０－７

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

25歳
以下 155,400円～

156,000円
正社員 13070-57312791

家電量販店での販
売のお仕事

株式会社バックスグ
ループ

東京都渋谷区恵比寿１－１９
－１９　恵比寿ビジネスタ
ワー１４Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

186,760円～
186,760円

有期雇用派遣 13070-56986891

看護師（正・准）
／パート

有限会社エム・エ
ス・プランニング
はいびすかす

宮崎県日南市北郷町北河内５
７５４

雇用・労災
64歳
以下 1,300円～1,600

円
パート労働者 45050- 1694891

介護職【リーダー
候補】

有限会社エム・エ
ス・プランニング
はいびすかす

宮崎県日南市北郷町北河内５
７５４

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
180,000円

正社員 45050- 1693791

入浴介助員 医療法人愛鍼会　山
元病院　老人保健施
設ハイム苑

宮崎県日南市中央通１丁目１
０番１５号

労災
59歳
以下 800円～1,000円

パート労働者 45050- 1692491

ホテルの清掃・雑
務【急募】

有限会社　錦海 宮崎県串間市大字高松１４６
９

雇用・労災
不問

762円～850円

パート労働者 45050- 1691991

 8時00分～18時00分の
間の8時間程度

介護職／ホーム
【夜勤専従】

株式会社　紫陽花 宮崎県日南市大字楠原７００
番地１

雇用・労災

926円～963円

パート労働者 45050- 1690691

介護職／ホーム 株式会社　紫陽花 宮崎県日南市大字楠原７００
番地１

雇用・労災
64歳
以下 770円～850円

パート労働者 45050- 1689191

18歳
～
64歳

看護師／デイサー
ビス

株式会社　紫陽花 宮崎県日南市大字楠原７００
番地１

雇用・労災
64歳
以下 1,000円～1,200

円
パート労働者 45050- 1688591

相談員兼介護職／
デイサービス

株式会社　紫陽花 宮崎県日南市大字楠原７００
番地１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 172,000円～
180,000円

正社員 45050- 1687291

トラック運転手 有限会社　県南運送 宮崎県日南市風田１１９７－
７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 132,600円～
132,600円

正社員 45050- 1686891

調理職《急募》 株式会社　紫陽花 宮崎県日南市大字楠原７００
番地１

雇用・労災
64歳
以下 770円～850円

パート労働者 45050- 1685791

放課後児童クラブ
支援員

社会福祉法人　森と
風の郷

宮崎県日南市大字東弁分甲８
７１－１

労災
不問

920円～960円

パート労働者 45050- 1684491

15時00分～18時00分の
間の3時間程度

18歳
～
64歳

又は 8時00分～17時30
分の間の7時間程度

10時00分～21時00分の
間の8時間

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（６月１４日から６月２０日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年６月２４日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 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。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下さい。 

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時15分
(2) 6時45分～15時30分

（従業員数 180人 ）(3)10時15分～19時00分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 保育士

（従業員数 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～17時15分
(2)20時00分～ 5時15分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～16時30分

（従業員数 29人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 43人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 43人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 43人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 建築施工管理技士１級
建築施工管理技士２級

(1) 8時00分～18時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～18時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～18時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～18時00分
(2) 8時00分～13時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 150人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時10分

（従業員数 50人 ）
就業場所 宮崎県日南市

受付事務／正社員 医療法人　倉元歯科
診療所　倉元歯科医
院

宮崎県日南市大字星倉１－５
－６

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 145,680円～

145,680円
正社員 45050- 1675991

鮮魚係／パート 有限会社　太陽スー
パー戸村

宮崎県日南市南郷町中村乙２
４５７

雇用・労災
59歳
以下 762円～762円

パート労働者 45050- 1669791

レジ担当（午前）
／パート

有限会社　太陽スー
パー戸村

宮崎県日南市南郷町中村乙２
４５７

雇用・労災
59歳
以下 778円～778円

パート労働者 45050- 1668491

建築作業員（内外
装）

河野板金工業　有限
会社

宮崎県串間市大字西方４６５
９

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 195,300円～
217,000円

正社員 45050- 1667991

建築作業員【見習
い】

河野板金工業　有限
会社

宮崎県串間市大字西方４６５
９

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 173,600円～
184,450円

正社員 45050- 1666691

建築施工管理技士 河野板金工業　有限
会社

宮崎県串間市大字西方４６５
９

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 217,000円～
238,700円

正社員 45050- 1665391

工員（オフセッ
ト）

サンキョウ紙工　株
式会社

宮崎県日南市梅ケ浜２丁目８
番３９号

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 135,140円～
163,100円

正社員 45050- 1664091

工員（包装紙） サンキョウ紙工　株
式会社

宮崎県日南市梅ケ浜２丁目８
番３９号

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 135,140円～
163,100円

正社員 45050- 1663191

工員（紙管） サンキョウ紙工　株
式会社

宮崎県日南市梅ケ浜２丁目８
番３９号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 135,140円～
163,100円

正社員 45050- 1662591

洗濯係／パート 社会福祉法人　滝ヶ平
福祉会　養護老人ホー
ム　恵老園

宮崎県日南市南郷町津屋野２
５５８番地２

雇用・労災
64歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050- 1661291

製造 株式会社　総合プラ
ント　都城営業所

宮崎県都城市平江町１街区１
号　都城平江町ビル５Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 164,000円～
164,000円

有期雇用派遣 45040- 6826591

牧場作業員（日南
市）

神戸畜産　株式会社 兵庫県丹波市氷上町中２６８ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,000円～
250,000円

正社員 28130- 2261491

保育士 社会福祉法人　裕愛
会　中央こども保育
園

宮崎県日南市中央通１丁目１
－８

雇用・労災・
健康・厚生不問

170,000円～
175,000円

正社員以外 45050- 1680091

看護助手 串間市民病院 宮崎県串間市大字西方７９１
７

雇用・労災・
健康・厚生不問

154,000円～
154,000円

正社員以外 45050- 1679291

看護師（正・准）
／地域医療課

日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１
０番１号

雇用・労災・
健康・厚生不問

176,610円～
176,610円

正社員以外 45050- 1657391

生産技術 株式会社　ニチナン
テクノ

宮崎県日南市大字益安１８４
５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 144,000円～
192,000円

正社員 45050- 1659991

配送員／臨時社員 有限会社　ＹＳＪ日
南

宮崎県日南市東弁分乙３５１
－１０

雇用・労災・
健康・厚生不問

132,284円～
132,284円

正社員以外 45050- 1645591

 7時00分～19時00分の
間の8時間程度

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（６月１４日から６月２０日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年６月２４日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 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。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下さい。 

変形（１年単位） 土木施工管理技士１級
土木施工管理技士２級

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 建築施工管理技士１級
建築施工管理技士２級

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 車両系基礎工事用運転
玉掛技能者

(1) 8時00分～17時00分 大型自動車免許一種

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
中型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許

（従業員数 49人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 保育士
(1) 7時00分～15時30分
(2) 9時30分～18時00分

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 6時00分～14時50分
(2)14時30分～23時20分

（従業員数 210人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)10時00分～19時00分
(2)10時00分～18時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 理学療法士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 54人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 54人 ）(3) 9時30分～18時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～15時30分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 54人 ）(3)10時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 7時45分～16時15分

（従業員数 82人 ）
就業場所 宮崎県日南市

現場監督／土木 株式会社　中幸組 宮崎県日南市大字平山６９０ 雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 380,000円～
380,000円

正社員 45050- 1646191

現場監督／建築 株式会社　中幸組 宮崎県日南市大字平山６９０ 雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 380,000円～
380,000円

正社員 45050- 1647091

重機オペレーター 株式会社　中幸組 宮崎県日南市大字平山６９０ 雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 280,000円～
280,000円

正社員 45050- 1648391

配送業務【急募】 株式会社　南郷包装 宮崎県日南市南郷町谷之口１
４８３番地

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 140,000円～
170,000円

正社員 45050- 1633491

保育士 社会福祉法人　大乗
福祉会　串間保育園

串間市大字西方８２４８－１ 雇用・労災・
健康・厚生不問

170,200円～
185,200円

正社員以外 45050- 1634791

農作業員 藤丸農園 宮崎県日南市大字酒谷乙３３
７－１

雇用・労災
不問

147,600円～
221,400円

正社員 45050- 1642791

製造技能職（画像
検査作業）

日南ＮＯＫ株式会社 宮崎県日南市北郷町郷之原乙
３６７１－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 126,797円～
126,797円

正社員以外 45050- 1621091

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
６５５

雇用・労災・
健康・厚生不問

147,000円～
160,000円

正社員以外 45050- 1609491

ドコモショップス
タッフ

ドコモショップ串間
店　（南国殖産株式
会社）

宮崎県串間市寺里２丁目７番
地１

雇用・労災・
健康・厚生不問

167,200円～
167,200円

正社員以外 45050- 1623691

理学療法士 社会福祉法人善興会
障害者支援施設　北
郷荘

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
６５５

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 171,000円～
190,000円

正社員 45050- 1607691

資材管理スタッフ
／王子製紙日南工
場

飫肥通産　株式会社
（作業部）

宮崎県日南市大字平野１１４
７番地１

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 140,000円～
189,000円

正社員 45050- 1611591

又は 7時00分～18時00
分の間の8時間程度

又は 7時30分～17時30
分の間の7時間程度

介護職 社会福祉法人善興会
障害者支援施設　北
郷荘

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
６５５

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 147,000円～
180,000円

正社員以外 45050- 1608991

調理職 社会福祉法人善興会
障害者支援施設　北
郷荘

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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