
　　　　（　３月１日から３月７日までの最新の求人です。）

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

薬剤師

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市 確定給付年金

薬剤師

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1)10時00分～15時30分

（従業員数 10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ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時15分～21時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時15分～21時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 9時00分～13時00分
(2)14時00分～18時00分

（従業員数 6人 ）(3)14時00分～17時00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
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時30分～16時30分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 14人 ）(3)13時00分～22時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時30分～13時00分

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

特定曜日のみ(2) 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時45分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
ホームヘルパー２級

(1) 6時00分～15時00分 介護職員初任者研修
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 9人 ）(3)12時00分～21時00分
就業場所 宮崎県日南市

介護福祉士
ホームヘルパー２級

(1) 6時00分～12時00分 介護職員初任者研修
(2)15時00分～21時00分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 中型一種（８ｔ限定）
準中型自動車免許

（従業員数 16人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 中型自動車免許一種

(1) 7時00分～17時00分

（従業員数 16人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 11人 ）
就業場所 宮崎県串間市

※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。

16時00分～22時00分の
間の2時間程度

16時00分～22時00分の
間の2時間程度

8時30分～17時30分の間
の6時間程度

6時00分～18時00分の間
の8時間程度

水道修理補助員 株式会社　増田工業 宮崎県串間市東町１５－１ 雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 180,000円～
200,000円

正社員 45050-  737891

製造作業員【急
募】

京屋酒造　有限会社 宮崎県日南市油津２丁目３－
２

雇用・労災
59歳
以下 770円～770円

パート労働者 45050-  736791

製造作業員【急
募】

京屋酒造　有限会社 宮崎県日南市油津２丁目３－
２

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 170,000円～
170,000円

正社員 45050-  735491

訪問介護職／パー
ト

株式会社　にじ 宮崎県日南市大字平山５４１
番地２

雇用・労災
不問

762円～1,000円

パート労働者 45050-  734991

訪問介護職 株式会社　にじ 宮崎県日南市大字平山５４１
番地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

132,284円～
147,560円

正社員以外 45050-  733691

医療事務 有限会社　みどり調
剤薬局

宮崎県日南市木山１－４－１
４

雇用・労災・
健康・厚生不問

135,000円～
135,000円

正社員 45050-  732391

調理補助／パート 株式会社ほそもと（旅
館　北郷音色香の季
合歓のはな）

宮崎県日南市北郷町郷之原字
宮野前甲２７１１

雇用・労災
59歳
以下 1,000円～1,200円

パート労働者 45050-  730191

フロント（接客）
【急募】

株式会社ほそもと（旅
館　北郷音色香の季
合歓のはな）

宮崎県日南市北郷町郷之原字
宮野前甲２７１１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 153,500円～
200,000円

正社員 45050-  729891

正・准看護師／
パート

井藤耳鼻咽喉科 宮崎県日南市園田１－４－１
２

雇用・労災
59歳
以下 850円～1,000円

パート労働者 45050-  728791

常駐警備／日南市 株式会社　スリーエ
ス　宮崎営業所

宮崎県宮崎市旭２丁目１－２
１　ビスタリー旭２Ｆ

雇用・労災
18歳
以上 762円～762円

パート労働者 45010- 7032291

常駐警備／日南市 株式会社　スリーエ
ス　宮崎営業所

宮崎県宮崎市旭２丁目１－２
１　ビスタリー旭２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 131,826円～
131,826円

正社員 45010- 7026591

ベットメイク／日
南第一ホテル

株式会社　文化コー
ポレーション

宮崎県宮崎市生目台西３丁目
４番地２

雇用・労災
不問

762円～762円

パート労働者 45010- 6976891

薬剤師（総合病院
門前）／串間市西
方

日本調剤　株式会社
九州支店

福岡市中央区天神１丁目６－
８　天神ツインビル４Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

2,400円～2,500円

パート労働者 40010-22252491

必要な免許資格

家庭教師／串間市 志成教育グループ株
式会社

福岡県福岡市博多区中洲中島
町２－３　福岡フジランドビ
ル２Ｆ

労災
不問

1,500円～3,000円

パート労働者 40010-21793591

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

調剤薬局薬剤師（総合
病院門前）／串間市大
字西方

日本調剤　株式会社
九州支店

福岡市中央区天神１丁目６－
８　天神ツインビル４Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 300,000円～

405,000円
正社員 40010-22251991

家庭教師／日南市 志成教育グループ株
式会社

福岡県福岡市博多区中洲中島
町２－３　福岡フジランドビ
ル２Ｆ

労災
不問

1,500円～3,000円

パート労働者 40010-21796391

加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年３月１１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。 

※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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　　　　（　３月１日から３月７日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年３月１１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。 

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 11人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時30分～16時00分

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(1) 9時00分～12時00分
(2)14時00分～18時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)11時00分～17時00分

（従業員数 4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 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～16時00分
(2)10時00分～18時00分

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～16時00分
(2)10時00分～18時00分

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

（従業員数 23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) 9時00分～15時00分

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 6時30分～16時20分
(2)18時30分～ 4時20分

（従業員数 366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～13時30分 幼稚園教諭免許
(2) 8時30分～17時00分
(3) 9時30分～19時00分

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 保育士
(1) 7時00分～15時30分 幼稚園教諭免許
(2) 8時30分～17時00分
(3) 9時30分～19時00分

（従業員数 39人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許一種

(1) 7時00分～17時00分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

（従業員数 9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

(1) 8時45分～17時45分

（従業員数10,890人 ）
就業場所 宮崎県日南市

8時00分～15時00分の間
の4時間程度

8時00分～15時00分の間
の4時間程度

農業アドバイザー（農
業資材の営業および営
農指導・相談対応

株式会社　コメリ 新潟市南区清水４５０１番地
１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
170,000円～
200,000円

正社員以外 15070- 2824991

運転手 有限会社　県南運送 宮崎県日南市風田１１９７－
７

労災
59歳
以下 765円～765円

パート労働者 45050-  753891

7時30分～17時30分の間
の4時間程度

林業作業員 久嶋林業　合同会社 宮崎県日南市大字吉野方２４
１４番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

200,000円～
250,000円

正社員 45050-  752791

保育教諭／臨時 社会福祉法人　さつき
福祉会　　南さくら幼
保連携型認定こども園

宮崎県串間市大字北方７３５
８－２

雇用・労災・
健康・厚生不問

182,000円～
187,000円

正社員以外 45050-  751491
又は 7時00分～19時00分の

間の8時間程度

保育教諭／臨時 社会福祉法人さつき福
祉会　さくらさくら幼
保連携型認定こども園

宮崎県串間市大字北方４２５
３番地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

182,000円～
187,000円

正社員以外 45050-  750991
又は 7時00分～19時00分の

間の8時間程度

製造オペレーター
業務

宮崎富士通コンポー
ネント　株式会社

宮崎県日南市大字東弁分乙１
０１１番地

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 140,000円～
150,000円

正社員以外 45050-  749091

事務職／パート 飫肥造林有限会社 宮崎県日南市飫肥５丁目３－
５２

雇用・労災
不問

800円～850円

パート労働者 45050-  748191

ホールスタッフ
【港の駅　めい
つ】

南郷漁業　協同組合 宮崎県日南市南郷町中村乙４
６１４－３

雇用・労災
不問

770円～850円

パート労働者 45050-  747591

キッチンスタッフ
【港の駅　めい
つ】

南郷漁業　協同組合 宮崎県日南市南郷町中村乙４
６１４－３

雇用・労災
不問

770円～850円

パート労働者 45050-  746291

ホールスタッフ
【港の駅　めい
つ】

南郷漁業　協同組合 宮崎県日南市南郷町中村乙４
６１４－３

雇用・労災・
健康・厚生不問

118,580円～
130,900円

正社員以外 45050-  745891

キッチンスタッフ
【港の駅　めい
つ】

南郷漁業　協同組合 宮崎県日南市南郷町中村乙４
６１４－３

雇用・労災・
健康・厚生不問

118,580円～
130,900円

正社員以外 45050-  744791

お掃除スタッフ／
正社員

株式会社　リバーセ
ン（ダスキン中川
日南営業所）

宮崎県日南市園田２－５－１
１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 140,040円～
163,480円

正社員 45050-  743491

フロント接客
（昼）／日南店

株式会社　すもも組 宮崎県串間市東町５－４ 雇用・労災
不問

762円～762円

パート労働者 45050-  742991

配達員／パート 株式会社　川俣泰一
商店

宮崎県日南市園田１丁目１１
番５号

雇用・労災
59歳
以下 800円～900円

パート労働者 45050-  741691

配達員 株式会社　川俣泰一
商店

宮崎県日南市園田１丁目１１
番５号

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 150,000円～
170,000円

正社員 45050-  740391

調理員／パート 社会福祉法人　新芽
福祉会

宮崎県日南市南郷町西町３－
４

雇用・労災
不問

800円～950円

パート労働者 45050-  739591

プロパンガス配送
員

株式会社　増田工業 宮崎県串間市東町１５－１ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 200,000円～
200,000円

正社員 45050-  738291

※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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　　　　（　３月１日から３月７日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年３月１１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。 

(1)10時00分～19時00分

（従業員数 0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
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

変形（１ヶ月単位） 栄養士

(1) 5時30分～14時00分
(2) 6時00分～14時30分

（従業員数 6人 ）(3)10時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～15時30分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 5時30分～14時00分
(2) 6時00分～14時30分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～14時00分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時45分～16時45分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～17時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 6時30分～16時00分

（従業員数 3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00分～17時00分

（従業員数 105人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

(1) 9時00分～16時00分

（従業員数 30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00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 91人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 理学療法士
作業療法士

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 57人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時00分～15時00分
(2)10時30分～19時30分

（従業員数 57人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

林業作業及び重機
運転

株式会社　石波林業 宮崎県串間市大字市木４３０
番地

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 186,400円～
233,000円

正社員 45050-  697991

調理作業員 河野メディカルサービ
ス　合名会社（ロイヤ
ルガーデン日南）

宮崎県日南市大字星倉字宮之
迫１０９９番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 134,500円～
165,000円

正社員 45050-  696691

作業療法士又は理
学療法士

河野メディカルサービ
ス　合名会社（ロイヤ
ルガーデン日南）

宮崎県日南市大字星倉字宮之
迫１０９９番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 215,000円～
275,000円

正社員 45050-  695391

介助員（非常勤職
員）

宮崎県立　日南くろ
しお支援学校

宮崎県日南市大字風田４０３
０番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

1,271円～1,271
円

パート労働者 45050-  693191

8時40分～15時20分の間
の6時間程度

測量技術員【見習
い可】

有限会社　田中測量
設計事務所

宮崎県日南市大字平野８１１
５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 200,000円～
250,000円

正社員 45050-  692591

一般事務／日南市 第一生命保険　株式
会社　宮崎支社

宮崎県宮崎市広島１丁目１８
番１３号　宮崎第一生命ビル
ディング新館８Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

106,500円～
106,500円

正社員以外 45010- 6939691

警備員・交通誘導
員

株式会社　富士総合
サービス

宮崎県宮崎市村角町寺田７１
７番地１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 143,000円～
143,000円

正社員 45010- 6910191

家政婦（夫）／日
南市

株式会社　夾竹園 宮崎県宮崎市大塚町水流５１
３１番地１

雇用・労災
59歳
以下 1,250円～1,250円

パート労働者 45010- 6893391

家政婦（夫）／日
南市

株式会社　夾竹園 宮崎県宮崎市大塚町水流５１
３１番地１

雇用・労災
59歳
以下 1,000円～1,000円

パート労働者 45010- 6890591

学校給食調理／日
南中央共同給食調
理場

株式会社　総合人材
センター　宮崎支店

宮崎県宮崎市旭１丁目６番１
７号　マリンビル

雇用・労災・
健康・厚生不問

128,000円～
144,000円

正社員以外 45010- 6871791

学校給食調理／日
南中央共同給食調
理場

株式会社　総合人材
センター　宮崎支店

宮崎県宮崎市旭１丁目６番１
７号　マリンビル

労災
不問

780円～860円

パート労働者 45010- 6869691

家政婦（夫）／日
南市

株式会社　夾竹園 宮崎県宮崎市大塚町水流５１
３１番地１

雇用・労災
59歳
以下 1,000円～1,000円

パート労働者 45010- 6845491

調理員／ハイム苑 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

129,360円～
159,600円

正社員以外 45010- 6820791

調理員／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

129,360円～
134,400円

正社員以外 45010- 6819391

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

160,000円～
180,000円

正社員以外 45010- 6818091

木造大工・鉄筋大
工

株式会社　元田組 宮崎県宮崎市大工３丁目８０
番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

184,000円～
322,000円

正社員 45010- 6678791

スマートフォンの操作
案内業務／宮崎県日南
市

株式会社　セントメ
ディア　福岡支店

福岡県福岡市博多区博多駅東
１丁目９番１１号
大成博多駅東ビル４階

雇用・労災・
健康・厚生不問

230,000円～
250,000円

正社員以外 40010-21315891

※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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　　　　（　３月１日から３月７日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年３月１１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。 

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 188人 ）(3)11時00分～20時00分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 188人 ）(3)11時00分～20時00分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 37人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 37人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 37人 ）
就業場所 宮崎県日南市

特定曜日のみ(2)

(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 72人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師
准看護師

(1) 8時25分～17時30分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 56人 ）(3)16時30分～ 9時30分
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

（従業員数 10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

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 3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00分～17時00分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 11人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 歯科衛生士

(1) 8時00分～17時30分
(2)14時00分～21時00分

（従業員数 10人 ）(3) 8時30分～20時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時30分
(2)14時00分～21時00分

（従業員数 10人 ）(3) 8時30分～20時30分
就業場所 宮崎県日南市

(1)18時00分～22時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 4時30分～13時30分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 4人 ）(3)13時30分～18時30分
就業場所 宮崎県日南市

パンの製造・販売
／パート

手作りパン工房　ふ
わり

宮崎県日南市戸高２丁目３－
１

雇用・労災
18歳
以上 800円～800円

パート労働者 45050-  717691

ホールスタッフ ビジネスホテル　サン
ライズ　　居酒屋「メ
ンディー」

宮崎県日南市岩崎１丁目９－
１１

労災
59歳
以下 900円～900円

パート労働者 45050-  716391

歯科助手・受付 医療法人　わかば 宮崎県日南市飫肥６丁目７番
５１

雇用・労災・
健康・厚生不問

133,000円～
151,600円

正社員 45050-  715091

歯科衛生士【急
募】

医療法人　わかば 宮崎県日南市飫肥６丁目７番
５１

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,500円～
186,200円

正社員 45050-  714191

放課後児童クラブ
支援員／油津

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-  713591

14時00分～18時00分の
間の3時間程度

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-  712291

14時00分～18時00分の
間の3時間程度

製造職／金属加
工、設計

株式会社　協和精機 宮崎県日南市北郷町北河内４
３７２番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
250,000円

正社員以外 45050-  711891

調理補助及びホール
係：５時間／『ギャラ
リーこだま』

株式会社　ＫＯＤＡ
ＭＡ

日南市飫肥４丁目５－１４ 雇用・労災
不問

800円～1,000円

パート労働者 45050-  710791

9時00分～18時00分の間
の5時間程度

クリーンスタッフ 株式会社　リバーセン
（ダスキン中川　日南
営業所）

宮崎県日南市園田２－５－１
１

雇用・労災
不問

770円～780円

パート労働者 45050-  709391

9時00分～17時00分の間
の3時間以上

サービススタッフ
（お掃除スタッ
フ）

株式会社　リバーセン
（ダスキン中川　日南
営業所）

宮崎県日南市園田２－５－１
１

労災
不問

800円～850円

パート労働者 45050-  708091

8時00分～18時00分の間
の4時間以上

正・准看護師／病
棟

医療法人　春光会
東　病院

宮崎県日南市南郷町東町８－
１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 160,550円～

260,000円
正社員 45050-  706591

医療事務 医療法人　慶明会
おび中央病院

宮崎県日南市飫肥６丁目２番
２８号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 145,000円～
271,990円

正社員 45050-  705291

事務員 有限会社　テクノ 宮崎県日南市北郷町郷之原乙
２５６３－１１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 140,000円～
170,000円

正社員 45050-  704891

設計業務 有限会社　テクノ 宮崎県日南市北郷町郷之原乙
２５６３－１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 170,000円～
300,000円

正社員 45050-  703791

加工作業員 有限会社　テクノ 宮崎県日南市北郷町郷之原乙
２５６３－１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 140,000円～
180,000円

正社員 45050-  702491

介護職（無資格） 社会福祉法人　黒潮
会

宮崎県串間市大字西方４３４
１番地１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 172,560円～
172,560円

正社員以外 45050-  699791

介護福祉士 社会福祉法人　黒潮
会

宮崎県串間市大字西方４３４
１番地１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 167,500円～
255,000円

正社員以外 45050-  698491

※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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　　　　（　３月１日から３月７日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年３月１１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。 

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)16時00分～ 9時00分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 21人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 6時30分～12時00分
(2)13時30分～19時15分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

看護師
准看護師

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許一種
危険物取扱者（乙種）

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)16時30分～ 9時30分

（従業員数 28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
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 28人 ）(3) 9時30分～18時30分
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 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 保育士

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

保育士

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 4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ＡＴ

(1) 9時00分～18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ＡＴ
(1) 8時30分～17時45分 管理栄養士
(2)14時30分～23時00分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時15分～17時15分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時15分～17時15分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

物品管理運営業務（県
立日南病院・パート）
≪急募≫

つやげん九州　株式
会社

宮崎県都城市宮丸町３０４８
－１

雇用・労災
不問

762円～762円

パート労働者 45040- 2994891

物品管理運営業務（県
立日南病院・正社員）
≪急募≫

つやげん九州　株式
会社

宮崎県都城市宮丸町３０４８
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

125,664円～
127,296円

正社員 45040- 2993791

管理栄養士（正・日南
平野店・地域専任職）

株式会社　ドラッグ
ストアモリ

福岡県朝倉市一ツ木１１４８
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

184,000円～
230,000円

正社員 40150- 1991791
又は 8時30分～23時00

分の間の8時間

【急募】軽四セールス
ドライバー職／日南営
業所（日南市）

佐川急便株式会社 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４
丁目１２－５

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,600円～
137,600円

正社員以外 40120- 7433891

し尿処理施設の運転維
持管理業務／日南市衛
生センター

株式会社　クリタス
九州支店

福岡県福岡市博多区東比恵２
丁目２番４０号　コロナ福岡
ビル５階

雇用・労災・
健康・厚生不問

170,000円～
190,000円

正社員以外 40010-20491991

保育士／宮崎県日
南市

株式会社　アイグラ
ン

広島県広島市中区光南２－１
－２０

労災
不問

850円～1,050円

パート労働者 34010-14651191

7時15分～18時45分の間
の6時間程度

保育士／宮崎県日
南市

株式会社　アイグラ
ン

広島県広島市中区光南２－１
－２０

雇用・労災・
健康・厚生不問

168,000円～
168,000円

正社員 34010-14648491

7時15分～18時45分の間
の8時間程度

介護職／パート 株式会社　びろう会 宮崎県日南市南郷町中村乙６
９４７－２

雇用・労災
不問

770円～1,000円

パート労働者 45050-  727491

介護職員／日勤の
み

株式会社　びろう会 宮崎県日南市南郷町中村乙６
９４７－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 134,000円～
165,000円

正社員 45050-  726991

介護職員／夜勤専
従

株式会社　びろう会 宮崎県日南市南郷町中村乙６
９４７－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 130,000円～
156,000円

正社員 45050-  725691

サービススタッフ 有限会社　徳村石油
店

宮崎県日南市北郷町郷之原甲
１５３番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
200,000円

正社員 45050-  724391

7時00分～20時00分の間
の8時間

看護補助者／パー
ト

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
不問

762円～762円

パート労働者 45050-  723091

8時00分～19時00分の間
の4時間以上

正・准看護師／
パート

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
不問

950円～1,000円

パート労働者 45050-  722191

8時00分～17時00分の間
の4時間以上

調理スタッフ／
パート

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
不問

762円～762円

パート労働者 45050-  721591

大型運転手（長距
離）

宮崎ダイキュー運輸
株式会社

宮崎県日南市大字東弁分乙３
５１－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 290,000円～
340,000円

正社員 45050-  720291

介護職【夜勤専従
／霧島】

株式会社　みなとグ
ループ

宮崎県日南市吾田東１丁目６
－１７

雇用・労災

959円～1,084円

パート労働者 45050-  719491

18歳
～
65歳

交通誘導警備ス
タッフ【女性限定
求人】

企業警備保障　株式
会社　日南営業所

宮崎県日南市星倉３丁目４－
３

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 154,000円～
187,000円

正社員以外 45050-  718991

※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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　　　　（　３月１日から３月７日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年３月１１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。 

特定曜日のみ(2)

(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)17時00分～ 0時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

（従業員数 5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00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時25分～17時20分

（従業員数 366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) 6時00分～12時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 45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) 9時00分～18時00分

（従業員数 35人 ）(3)16時30分～ 9時30分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 6時30分～12時00分

（従業員数 16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00分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 16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00分～17時00分

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 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 27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
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時00分～16時00分
(2)11時30分～20時30分

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

調理員【急募】 株式会社プリンスホテ
ル　日南海岸南郷プリ
ンスホテル

宮崎県日南市南郷町城浦３８
００

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
230,000円

正社員以外 45050-  688691

建設・土木・水道
資材の営業販売

株式会社　大洋商会 宮崎県日南市上平野町１－３
－５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 145,000円～
200,000円

正社員 45050-  686091

製材加工作業員 日南製材事業　協同
組合

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
７２－１

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 165,000円～
180,000円

正社員 45050-  685191

ＬＰＧ業務全般 日南マルヰガス　株
式会社

宮崎県日南市大字平野１４８
５－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 150,000円～

274,300円
正社員 45050-  683291

法面工 株式会社　匠 宮崎県日南市北郷町郷之原乙
２０６４－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 209,700円～
233,000円

正社員 45050-  682891

施工管理技士 株式会社　匠 宮崎県日南市北郷町郷之原乙
２０６４－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 201,000円～
251,000円

正社員 45050-  681791

自動車板金塗装 有限会社　中川車検
クリニック

宮崎県日南市園田３丁目６－
８

雇用・労災・
健康・厚生不問

151,382円～
302,742円

正社員 45050-  680491

調理員／パート 株式会社　和顔愛語 宮崎県日南市板敷８３０番地 労災
64歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050-  679691

介護員 社会福祉法人　愛泉会
養護老人ホーム清風園

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
３６５５－５

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 137,920円～
148,040円

正社員以外 45050-  678391

営業職 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59歳

以下 180,000円～
200,000円

正社員 45050-  677091

ルート配送 株式会社　川北製麺 宮崎県串間市大字西方４６５
５－２

雇用・労災
不問

819円～909円

パート労働者 45050-  676191

製造・仕上げ・調
整

宮崎富士通コンポー
ネント　株式会社

宮崎県日南市大字東弁分乙１
０１１番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
150,000円

正社員以外 45050-  675591

デイサービスス
タッフ

株式会社　茶の実 宮崎県日南市南郷町潟上４４
０８番地

雇用・労災
64歳
以下 780円～1,000円

パート労働者 45050-  674291

販売及び配達員／
アルバイト

株式会社　モリナガ 宮崎県日南市岩崎２丁目３番
１０号

雇用・労災
不問

850円～1,000円

パート労働者 45050-  673891

17時00分～22時00分の
間の3時間以上

店員／夜 ローソン　日南春日町
店　有限会社　マサル
商店

宮崎県日南市春日町１－１２ 雇用・労災
18歳
以上 762円～762円

パート労働者 45050-  672791

正・准看護師／
パート

でざわ小児科 宮崎県日南市吾田西三丁目２
番５８号

雇用・労災
不問

900円～1,100円

パート労働者 45050-  671491

8時30分～18時00分の間
の5時間程度

医療事務 でざわ小児科 宮崎県日南市吾田西三丁目２
番５８号

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
160,000円

正社員 45050-  670991

※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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　　　　（　３月１日から３月７日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年３月１１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。 

普通自動車免許ＡＴ
(1) 6時00分～10時00分

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

大型自動車免許一種
中型自動車免許一種

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 9時40分～18時10分
(2)10時40分～19時10分

（従業員数 36人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 4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) 5時00分～14時00分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～14時00分

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時30分～14時30分
(2) 9時00分～15時00分

（従業員数 5人 ）(3) 9時30分～15時30分
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分
(2)11時00分～20時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 85人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 85人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 85人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 39人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 6時30分～14時20分
(2) 8時30分～16時20分

（従業員数 450人 ）(3) 9時00分～16時50分
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 450人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 8時30分～15時20分

（従業員数 450人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)18時00分～22時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

ホールスタッフ／
パート

お好み焼き　えい
ちゃん

宮崎県日南市中央通２丁目３
－１４不問

850円～850円

パート労働者 45050-  659591

正・准看護師／外
来パート

宮崎県立　日南病院 宮崎県日南市木山１丁目９番
５号

雇用・労災
不問

1,097円～1,298
円

パート労働者 45050-  657891

正・准看護師／外
来

宮崎県立　日南病院 宮崎県日南市木山１丁目９番
５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

173,159円～
204,827円

正社員以外 45050-  656791

看護補助員 宮崎県立　日南病院 宮崎県日南市木山１丁目９番
５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

149,400円～
149,400円

正社員以外 45050-  655491

現場職員【製材
所】

南那珂森林組合 宮崎県串間市大字串間２３２
４－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
184,000円

正社員以外 45050-  654991

地籍調査員 南那珂森林組合 宮崎県串間市大字串間２３２
４－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
184,000円

正社員以外 45050-  653691

伐採・重機オペ
レーター作業員

南那珂森林組合 宮崎県串間市大字串間２３２
４－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
184,000円

正社員以外 45050-  652391

育林作業員 南那珂森林組合 宮崎県串間市大字串間２３２
４－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
184,000円

正社員以外 45050-  651091

移動販売 Ｂｌｕｅ　Ｂｅｅ 宮崎県都城市高城町穂満坊鳥
井前４３２番地２

雇用・労災
不問

178,000円～
280,000円

正社員 45040- 2909491
又は 8時30分～20時00

分の間の8時間

調理業務／日南く
ろしお支援学校

株式会社　文化コー
ポレーション

宮崎県宮崎市生目台西３丁目
４番地２

雇用・労災
不問

762円～762円

パート労働者 45010- 6388891

調理員／宮崎県日
南市

株式会社トータル・
メディカルサービス

福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４
丁目１７－２２

雇用・労災
不問

800円～850円

パート労働者 40120- 7009591

調理員／宮崎県日
南市

株式会社トータル・
メディカルサービス

福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４
丁目１７－２２

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,600円～
146,200円

正社員以外 40120- 6805191

調理員（パート）
／日南市

株式会社トータル・
メディカルサービス

福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４
丁目１７－２２

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,600円～
146,200円

正社員以外 40120- 6798291

調理員（パート）
／日南市

株式会社トータル・
メディカルサービス

福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４
丁目１７－２２

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,600円～
146,200円

正社員以外 40120- 6797891

7時00分～19時30分の間
の8時間

販売 株式会社　日南山形
屋

宮崎県日南市岩崎３丁目５－
３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 114,300円～
114,300円

正社員以外 45050-  691291

車両及びホテル内
外管理業務　【急
募】

株式会社プリンスホテ
ル　日南海岸南郷プリ
ンスホテル

宮崎県日南市南郷町城浦３８
００

労災
不問

850円～1,000円

パート労働者 45050-  690891

9時00分～22時00分の間
の6時間程度

調理員／パート
【急募】

株式会社プリンスホテ
ル　日南海岸南郷プリ
ンスホテル

宮崎県日南市南郷町城浦３８
００

雇用・労災
不問

850円～1,000円

パート労働者 45050-  689991

又は 6時00分～21時00
分の間の4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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　　　　（　３月１日から３月７日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年３月１１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。 

社会福祉士
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許一種

（従業員数 38人 ）
就業場所 宮崎県串間市

介護福祉士
看護師

(1) 8時30分～17時15分 准看護師

（従業員数 38人 ）
就業場所 宮崎県串間市

介護福祉士

(1) 9時00分～16時00分
(2) 9時00分～12時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～15時30分

（従業員数 74人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 4時00分～12時30分

（従業員数 74人 ）
就業場所 宮崎県串間市

介護職員初任者研修
ホームヘルパー２級

(1) 6時30分～10時00分 介護福祉士
(2)16時30分～18時00分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時00分～14時30分
(2) 7時00分～15時30分

（従業員数 74人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 7時00分～17時00分
(2) 7時00分～16時00分

（従業員数 74人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)10時00分～15時00分
(2)15時00分～19時00分

（従業員数 0人 ）(3)10時00分～19時00分
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) 7時30分～17時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 8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 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 9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
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時30分～18時45分

（従業員数 4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ＡＴ

(1) 9時30分～18時45分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

ピット／日南店 株式会社　南九州イ
エローハット

熊本県熊本市中央区本山町１
４３－４

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,219円～
303,417円

正社員 43010- 9337691

販売レジ／日南店 株式会社　南九州イ
エローハット

熊本県熊本市中央区本山町１
４３－４

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,219円～
303,417円

正社員 43010- 9331891

惣菜スタッフ（宮
崎県串間市）

東洋食品　株式会社 北九州市門司区黄金町６番２
８号

雇用・労災
不問

770円～770円

パート労働者 40062- 1396991

夜間の店舗責任者／鹿
児島県志布志市　宮崎
県日南市

株式会社　九州すき
家　福岡本社

福岡県福岡市博多区博多駅前
２丁目１９－２７　九勧博多
駅前ビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 166,117円～
186,117円

正社員以外 40010-18870191

22時00分～ 9時00分の
間の8時間

店舗管理・運営
（店長候補）／日
南店

株式会社　コシダカ 東京都港区浜松町２丁目４－
１　世界貿易センタービル２
３階

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 145,000円～
485,000円

正社員以外 13040-28605991

9時00分～ 3時00分の間
の8時間程度

婦人服販売員
（ハニーズ日南サピア
店）

株式会社　ハニーズ 福島県いわき市鹿島町走熊字七本
松２７－１（株式会社　ハニーズ
ホールディングス　本社内）

労災
不問

850円～850円

パート労働者 07021- 1368891

9時30分～19時45分の間
の4時間程度

農作業員 株式会社　池平農産 鹿児島県志布志市志布志町帖
５８２５

雇用・労災
不問

850円～1,000円

パート労働者 46080- 1083991

（契）パソコン販
売員（日南店）

パソコンおまかせ隊 鹿児島県霧島市国分中央１丁
目７－３６

労災
不問

762円～900円

パート労働者 46040- 3072491

介護職【デイサー
ビスセンター】

社会福祉法人　協同
福祉会

宮崎県日南市南郷町中村乙７
０５１－１１１

雇用・労災・
健康・厚生不問

136,680円～
136,680円

正社員以外 45050-  669091

魚類養殖業／正社
員

黒瀬水産　株式会社 宮崎県串間市西浜２丁目１５
番地４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 165,000円～
205,000円

正社員 45050-  668191

加工製造業 黒瀬水産　株式会社 宮崎県串間市西浜２丁目１５
番地４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 146,000円～
146,000円

正社員 45050-  667591

介護職／パート
（夜勤なし）

合同会社　ほほえみ
の里

宮崎県日南市大字萩之嶺１１
９０番地

雇用・労災
不問

812円～812円

パート労働者 45050-  666291

出荷作業員 黒瀬水産　株式会社 宮崎県串間市西浜２丁目１５
番地４

雇用・労災・
健康・厚生

151,000円～
205,000円

正社員 45050-  664791

18歳
～
59歳

加工梱包作業等 黒瀬水産　株式会社 宮崎県串間市西浜２丁目１５
番地４

雇用・労災・
健康・厚生不問

129,360円～
134,400円

正社員以外 45050-  663491

介護職／パート 合同会社　ほほえみ
の里

宮崎県日南市大字萩之嶺１１
９０番地

雇用・労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050-  662991

相談支援業務 社会福祉法人　串間
市社会福祉協議会

宮崎県串間市大字西方９３６
５番地８

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,700円～
140,700円

正社員以外 45050-  661691

社会福祉士 社会福祉法人　串間
市社会福祉協議会

宮崎県串間市大字西方９３６
５番地８

雇用・労災・
健康・厚生30歳

以下 170,100円～
180,700円

正社員 45050-  660391

※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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　　　　（　３月１日から３月７日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年３月１１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。 

(1)22時30分～ 0時30分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

医療事務士

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県串間市

管理栄養士
栄養士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 9時30分～19時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

栄養士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 11人 ）
就業場所 宮崎県串間市

管理栄養士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 11人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 9時30分～18時30分

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 自動車整備士（３級）
普通自動車免許一種

(1) 9時30分～18時00分

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 自動車整備士（３級）
普通自動車免許一種

(1) 9時30分～18時00分

（従業員数 7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 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
(2)21時00分～ 6時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 84人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時30分～18時30分

（従業員数 84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

変形（１年単位） 建設機械施工技士２級
建設機械施工技士１級

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

電気工事（日南
市）

西南電気株式会社 宮崎県延岡市塩浜町４丁目１
６４０番地３１

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
270,000円

正社員 45020- 1517891

重機オペレーター
／宮崎南工事事務
所

日本道路　株式会社
宮崎営業所

宮崎県宮崎市大字芳士字平田
８１１番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

190,000円～
230,000円

正社員以外 45010- 6142491

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- 6131391

総合病院での器材
滅菌業務／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

125,000円～
150,000円

正社員以外 45010- 6128891

器材滅菌業務／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
不問

762円～770円

パート労働者 45010- 6127791

現場施工管理者／
宮崎南工事事務所

日本道路　株式会社
宮崎営業所

宮崎県宮崎市大字芳士字平田
８１１番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

200,000円～
280,000円

正社員以外 45010- 6123391

交通誘導警備（一
般）／日南営業所

株式会社　Ｆ・Ｃ
ガード

宮崎県宮崎市大塚町鵜ノ島３
９２－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 155,800円～
218,800円

正社員 45010- 6101791

現場作業員／宮崎
南工事事務所

日本道路　株式会社
宮崎営業所

宮崎県宮崎市大字芳士字平田
８１１番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
220,000円

正社員以外 45010- 6080291

自動車整備／串間
店

宮崎ダイハツ販売
株式会社

宮崎県宮崎市花ケ島町立毛１
０８５番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 143,000円～

200,300円
正社員 45010- 5961891

自動車整備／日南
店

宮崎ダイハツ販売
株式会社

宮崎県宮崎市花ケ島町立毛１
０８５番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 143,000円～

200,300円
正社員 45010- 5960791

営業／日南店 宮崎ダイハツ販売
株式会社

宮崎県宮崎市花ケ島町立毛１
０８５番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 143,000円～

200,300円
正社員 45010- 5955291

管理栄養士／串間
市（長寿の里）

日清医療食品　株式会
社　南九州支店　宮崎
営業所

宮崎県宮崎市原町６番３号
サンマリノ２０２号

雇用・労災・
健康・厚生不問

200,200円～
245,000円

正社員 45010- 5855991

栄養士／串間市
（長寿の里）

日清医療食品　株式会
社　南九州支店　宮崎
営業所

宮崎県宮崎市原町６番３号
サンマリノ２０２号

雇用・労災・
健康・厚生不問

175,200円～
220,000円

正社員 45010- 5854691

調理補助／日南市
（百瀬病院）

日清医療食品　株式会
社　南九州支店　宮崎
営業所

宮崎県宮崎市原町６番３号
サンマリノ２０２号

雇用・労災・
健康・厚生不問

149,600円～
158,400円

正社員以外 45010- 5851191

栄養士／日南市・串間
市の老人介護施設、病
院

日清医療食品　株式会
社　南九州支店　宮崎
営業所

宮崎県宮崎市原町６番３号
サンマリノ２０２号

雇用・労災・
健康・厚生不問

173,600円～
260,400円

正社員以外 45010- 5825591

医療事務／串間市 株式会社　ニチイ学
館　宮崎支店

宮崎県宮崎市錦町１－１０
宮崎グリーンスフィア壱番館
４Ｆ

雇用・労災
不問

770円～820円

パート労働者 45010- 5804991

清掃作業員／日南
市

株式会社　山崎ビル
環境サービス

宮崎県宮崎市高洲町１９９－
１

労災
18歳
以上 1,050円～1,050

円
パート労働者 45010- 5797191

※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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　　　　（　３月１日から３月７日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年３月１１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。 

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 35人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)17時00分～22時00分

（従業員数 35人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)11時00分～14時00分
(2)17時00分～22時00分

（従業員数 35人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 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 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

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00分～17時00分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

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00分～17時00分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

変形（１年単位） 看護師
准看護師

(1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 17人 ）(3) 9時00分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 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) 8時00分～17時00分

（従業員数 17人 ）(3)10時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

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) 8時00分～17時00分

（従業員数 17人 ）(3)10時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～16時00分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 6時30分～12時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～12時30分
(2)13時00分～17時00分

（従業員数 63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00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 看護師
准看護師

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 196人 ）(3)10時30分～19時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 保育士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 196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ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時00分

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

精肉係／正社員 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・
健康・厚生59歳

以下 129,617円～
129,617円

正社員 45050-  645691

保育士 社会福祉法人　愛泉
会　日南病院

宮崎県日南市大字風田３６４
９番地２

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 154,200円～
197,300円

正社員 45050-  644391

（正・准）看護師 社会福祉法人　愛泉
会　日南病院

宮崎県日南市大字風田３６４
９番地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

162,800円～
215,400円

正社員以外 45050-  643091

現場作業員【正社
員】

株式会社　伊比井 宮崎県日南市大字風田３５０
２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 163,200円～
163,200円

正社員 45050-  642191

介護補助者 医療法人　小倉蒲生病
院　介護老人保健施設
しあわせの里

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
５８９－１

雇用・労災
不問

770円～850円

パート労働者 45050-  641591

調理員／シニアリ
ビングよつば

株式会社リリーフ 宮崎県日南市大字平野１５１
２番地３

雇用・労災
59歳
以下 770円～770円

パート労働者 45050-  640291

介護員／よつば通
所介護事業所

株式会社リリーフ 宮崎県日南市大字平野１５１
２番地３

雇用・労災
59歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050-  639491

又は 7時00分～18時30
分の間の7時間程度

訪問介護ヘルパー／よ
つば訪問介護事業所

株式会社リリーフ 宮崎県日南市大字平野１５１
２番地３

雇用・労災
59歳
以下 800円～850円

パート労働者 45050-  638991

訪問介護ヘルパー
／よつば訪問介護
事業所

株式会社リリーフ 宮崎県日南市大字平野１５１
２番地３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 140,000円～
150,000円

正社員 45050-  637691

看護師／よつば通
所介護事業所

株式会社リリーフ 宮崎県日南市大字平野１５１
２番地３

雇用・労災
59歳
以下 1,000円～1,000

円
パート労働者 45050-  636391

7時00分～17時00分の間
の6時間程度

看護師／よつば通
所介護事業所

株式会社リリーフ 宮崎県日南市大字平野１５１
２番地３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
200,000円

正社員 45050-  635091

管工事管理技術者 株式会社　平原設備 宮崎県日南市大字星倉３丁目
４－１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 160,000円～
200,000円

正社員 45050-  634191

土木施工管理技術
者

株式会社　平原設備 宮崎県日南市大字星倉３丁目
４－１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 160,000円～
200,000円

正社員 45050-  633591

配管技術者 株式会社　平原設備 宮崎県日南市大字星倉３丁目
４－１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 160,000円～
200,000円

正社員 45050-  632291

レストランスタッ
フ

ＫＯＳＣＯＩＮＮ　株
式会社　　ホテルシー
ズン日南

宮崎県日南市園田３丁目１１
－１

雇用・労災
59歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050-  631891

宴会スタッフ ＫＯＳＣＯＩＮＮ　株
式会社　　ホテルシー
ズン日南

宮崎県日南市園田３丁目１１
－１

労災
59歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050-  630791

調理スタッフ ＫＯＳＣＯＩＮＮ　株
式会社　　ホテルシー
ズン日南

宮崎県日南市園田３丁目１１
－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 174,000円～
185,000円

正社員 45050-  629391

10時00分～21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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　　　　（　３月１日から３月７日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年３月１１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。 

(1)15時00分～20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

(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

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時50分～16時20分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 10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ＡＴ

(1) 8時30分～16時45分
(2)16時15分～ 0時30分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 17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00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

簿記検定（全商３級）
簿記検定（日商３級）

(1) 8時10分～17時00分 簿記検定（全経３級）

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～16時00分
(2) 8時00分～12時00分

（従業員数 11人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時15分

（従業員数 170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
介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 16人 ）(3)16時00分～10時00分
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
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

訪問介護員／正社
員

合同会社　Ｐａｌｍ
Ｃｉｃｅｌｙ

宮崎県日南市南郷町中村甲３
１６０－１６

雇用・労災・
健康・厚生不問

141,000円～
141,000円

正社員 45050-  600591

7時30分～20時30分の間
の8時間

介護職員／正社員 株式会社　和顔愛語 宮崎県日南市板敷８３０番地 雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
164,000円

正社員 45050-  599691

18歳
～
64歳

設備保全（機械） 株式会社　ニチワ 宮崎県日南市大字上方字大内
田１７６５番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 140,000円～
196,500円

正社員 45050-  603391

施設維持管理／串
間市

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

140,000円～
165,000円

正社員以外 45050-  601191

加工作業員 有限会社　石井商店 宮崎県日南市字石河５８８－
１４５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 134,550円～
134,550円

正社員 45050-  616891

経理事務員 飫肥造林有限会社 宮崎県日南市飫肥５丁目３－
５２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 135,000円～
140,000円

正社員 45050-  613991

建築技術者（見習
い可）

株式会社　津曲建設 宮崎県串間市大字串間１１２
３－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 163,100円～
256,300円

正社員 45050-  610091

普通作業員（土
木）

株式会社　津曲建設 宮崎県串間市大字串間１１２
３－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 163,100円～
209,700円

正社員 45050-  609291

石油販売／正社員 津曲石油店 宮崎県串間市大字串間１１２
３番地１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 153,600円～
192,000円

正社員 45050-  607791

7時00分～19時00分の間
の8時間程度

養豚作業員 有限会社　三浦畜産 宮崎県日南市北郷町北河内７
７９６－７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 162,500円～
237,500円

正社員 45050-  625291

ホール・カウンタース
タッフ（ＭＧＭ日南
店：アルバイト）

株式会社　一六商事
西日本

鹿児島県鹿屋市串良町岡崎１
８４１－１

労災

1,100円～1,100円

パート労働者 46030- 1993491

18歳
～
59歳

8時30分～ 0時30分の間
の4時間以上

ホール・カウンタース
タッフ（ＭＧＭ日南
店：アルバイト）

株式会社　一六商事
西日本

鹿児島県鹿屋市串良町岡崎１
８４１－１

雇用・労災・
健康・厚生

178,640円～
178,640円

正社員以外 46030- 1992991

18歳
～
59歳

ホールスタッフ 有限会社　フード
アーツコミニケー
ション　「赤兵衛」

宮崎県日南市材木町２－２５ 労災
不問

900円～1,200円

パート労働者 45050-  650191

17時00分～22時00分の
間の2時間以上

営業販売 飫肥通産　株式会社 宮崎県日南市大字平野１１４
７－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

158,000円～
158,000円

正社員以外 45050-  649891

青果担当 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-  648791

惣菜部門の補助作
業

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-  647491

レジ担当（午後）
／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～1,000円

パート労働者 45050-  646991

※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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　　　　（　３月１日から３月７日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３１年３月１１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。 

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
ホームヘルパー２級

(1) 6時00分～15時00分 介護職員初任者研修
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 10人 ）(3)12時00分～21時00分
就業場所 宮崎県日南市

看護師
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 3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ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

土木技術者【見習
い可】

青山建設　有限会社 宮崎県日南市吾田東４－３－
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
280,000円

正社員 45050-  589091

建築技術者【見習
い可】

青山建設　有限会社 宮崎県日南市吾田東４－３－
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
280,000円

正社員 45050-  588191

作業員 青山建設　有限会社 宮崎県日南市吾田東４－３－
１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 197,200円～
208,800円

正社員 45050-  587591

建築作業員 日南平原工業 宮崎県日南市大字板敷９７３
－２

雇用・労災・
健康・厚生不問

152,500円～
187,000円

正社員 45050-  586291

印刷工 株式会社　おび印刷 宮崎県日南市飫肥三丁目２番
１６号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 136,800円～
136,800円

正社員 45050-  585891

訪問看護職員／正
社員

株式会社　裕富 宮崎県日南市南郷町中村甲４
７２９

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
200,000円

正社員 45050-  583491

訪問看護職員／管
理職

株式会社　裕富 宮崎県日南市南郷町中村甲４
７２９

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 220,000円～
250,000円

正社員 45050-  582991

介護職員【正社
員】

株式会社　裕富 宮崎県日南市南郷町中村甲４
７２９

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,000円～
175,000円

正社員 45050-  580391

※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。
12


