
　　　　（９月６日から９月１２日までの最新の求人です。）

(1) 9時40分～17時50分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

特定曜日のみ(2)

(1)14時00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

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 26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00分～17時00分

（従業員数 5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 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ＡＴ
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

中型一種（８ｔ限定）
中型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分 大型自動車免許一種

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～ 0時00分

（従業員数 19人 ）(3)12時00分～ 2時00分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

(1) 7時00分～16時00分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種

(1)18時00分～ 4時00分

（従業員数 19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～17時00分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許二種

（従業員数 19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ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 6時30分～15時30分
(2) 7時00分～16時00分

（従業員数 37人 ）(3) 8時30分～17時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師
准看護師
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 18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

（従業員数 18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。

18歳
～
59歳

18歳
～
59歳

8時00分～ 7時59分の間
の5時間以上

7時30分～19時00分の間
の8時間程度

7時30分～18時30分の間
の8時間程度

必要な免許資格

宝くじ販売員／日南山
形屋前チャンスセン
ター

株式会社　南九州商
事　宮崎支店

宮崎県宮崎市広島１－１８－
１２　宮崎フコク生命ビル８
階

労災
不問

800円～900円

パート労働者 45010-22563991

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

受付及び歯科助手 医療法人社団　欣生
会　　ふさやす歯科
医院

宮崎県日南市園田２丁目９番
１１号

雇用・労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050- 2471291

加入保険等

事務スタッフ（人事サ
ポート）／契約社員

ポート株式会社　日
南オフィス

宮崎県日南市岩崎３丁目９－
５－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

180,000円～
180,000円

正社員以外 45050- 2473191

テレフォンアポイン
ター・テレフォンオペ
レーション／契約

ポート株式会社　日
南オフィス

宮崎県日南市岩崎３丁目９－
５－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

180,000円～
180,000円

正社員以外 45050- 2472591

機械整備 稲尾リース株式会社
日南営業所

宮崎県日南市大字楠原否ケ谷
３６７８－１

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 159,000円～
196,000円

正社員 45050- 2475391

山林作業員【正社
員】

坂ノ上林業　株式会
社

宮崎県串間市大字都井３９７
１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 220,000円～
350,000円

正社員 45050- 2474091

電柱設置作業員 有限会社　西諸設備 宮崎県日南市大字平山１１６
０－１１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 140,000円～
140,000円

正社員 45050- 2477991

営業 稲尾リース株式会社
日南営業所

宮崎県日南市大字楠原否ケ谷
３６７８－１

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 183,000円～
225,000円

正社員 45050- 2476691

タクシー乗務員
【日勤】

宮児タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方８９９
５－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 130,000円～
150,000円

正社員 45050- 2479791

タクシー乗務員 宮児タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方８９９
５－１

雇用・労災・
健康・厚生

160,000円～
160,000円

正社員 45050- 2478491

タクシー養成乗務
員

宮児タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方８９９
５－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
150,000円

正社員以外 45050- 2481191

タクシー乗務員
【夜勤】

宮児タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方８９９
５－１

雇用・労災・
健康・厚生

130,000円～
150,000円

正社員 45050- 2480591

支援員兼介護職員 社会福祉法人敬和会
養護老人ホーム　和幸
園

宮崎県日南市大字風田３２０
０

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 132,300円～
147,000円

正社員以外 45050- 2483391

タクシー乗務員／
パート

宮児タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方８９９
５－１

雇用・労災
59歳
以下 762円～762円

パート労働者 45050- 2482091

介護職／正社員 合資会社　祥桐 宮崎県日南市飫肥二丁目９番
３５号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 135,000円～
145,000円

正社員 45050- 2485991

正・准看護師【日
勤のみ】

合資会社　祥桐 宮崎県日南市飫肥二丁目９番
３５号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
170,000円

正社員 45050- 2484691

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年９月１７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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　　　　（９月６日から９月１２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 令和元年９月１７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。 

(1)13時30分～15時00分

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（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ＡＴ

(1) 8時30分～18時00分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
(2)16時45分～ 0時00分

（従業員数 8人 ）(3)14時00分～22時30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ＡＴ
普通自動車免許一種

(1)15時00分～23時00分
(2)23時00分～ 7時00分

（従業員数 35人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 85人 ）(3)16時30分～ 9時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 准看護師

(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 85人 ）(3)16時30分～ 9時00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00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 85人 ）(3) 9時30分～18時30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) 8時30分～17時30分 介護福祉士

（従業員数 11人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり ホームヘルパー２級
介護福祉士
介護職員初任者研修

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

（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
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～17時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

準中型自動車免許

(1) 8時30分～15時30分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

調理師

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

18歳
～
59歳

10時00分～20時00分の
間の8時間程度

8時00分～17時00分の間
の4時間以上

9時00分～17時00分の間
の6時間程度

8時30分～17時30分の間
の2時間以上

5時00分～18時00分の間
の8時間程度

家電販売／宮崎県
日南市

株式会社　Ｊ・ス
タッフ

福岡県福岡市中央区天神１丁
目１３－２１

雇用・労災・
健康・厚生不問

1,100円～1,100
円

有期派遣パート 40010-70732791

介護職／パート 合資会社　祥桐 宮崎県日南市飫肥二丁目９番
３５号

労災
64歳
以下 1,500円～1,500

円
パート労働者 45050- 2486491

ガソリンスタンド
店員／パート

有限会社　片平石油 宮崎県串間市大字西方７３０
９－８番地

雇用・労災
不問

800円～850円

パート労働者 45050- 2457091

【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 40120-24464391

フロントスタッフ 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18歳

以上 160,000円～
160,000円

正社員以外 45050- 2461791

ホール接客係 株式会社　プラム観
光　　パチンコ　ワ
シントン

宮崎県日南市吾田東１１丁目
１番１号

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 175,000円～
180,000円

正社員以外 45050- 2458391

准看護師／百瀬病
院

医療法人　文誠会
百瀬病院

宮崎県日南市南郷町中村乙２
１０１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 151,000円～
185,000円

正社員 45050- 2463291

正看護師／百瀬病
院

医療法人　文誠会
百瀬病院

宮崎県日南市南郷町中村乙２
１０１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 173,000円～
205,000円

正社員 45050- 2462891

訪問介護業務／ヘル
パーステーション稲の
穂

株式会社　ライフサ
ポート

宮崎県串間市大字西方６７８
７－１８

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 146,000円～
163,000円

正社員 45050- 2465191

看護助手／百瀬病
院

医療法人　文誠会
百瀬病院

宮崎県日南市南郷町中村乙２
１０１

雇用・労災・
健康・厚生

132,500円～
132,500円

正社員 45050- 2464591

調理業務／シル
バーハウス稲の穂

株式会社　ライフサ
ポート

宮崎県串間市大字西方６７８
７－１８

雇用・労災
64歳
以下 800円～950円

パート労働者 45050- 2467391

訪問介護業務／ヘル
パーステーション稲の
穂

株式会社　ライフサ
ポート

宮崎県串間市大字西方６７８
７－１８

雇用・労災
64歳
以下 850円～1,550円

パート労働者 45050- 2466091

介護業務／サポー
トハウス稲の穂

株式会社　ライフサ
ポート

宮崎県串間市大字西方６７８
７－１８

雇用・労災
64歳
以下 765円～800円

パート労働者 45050- 2469991

看護師（正・准）／サ
ポートハウス稲の穂

株式会社　ライフサ
ポート

宮崎県串間市大字西方６７８
７－１８

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 157,000円～
185,000円

正社員 45050- 2468691

（契約）水処理施設の
運転管理業務／宮崎県
日南市

株式会社　クリタス 東京都豊島区南池袋１丁目１
１－２２　山種池袋ビル６Ｆ

労災
不問

900円～1,000円

パート労働者 13090-40265791

（臨）内装・室内
設営［宮崎県日南
市］

株式会社ＳＵＭＰＬ
ＵＳ　鹿児島オフィ
ス

鹿児島市東千石町５－８　Ｋ
Ｙビル４Ｆ


労災
不問

1,200円～1,200
円

パート労働者 46016- 7035891

調理師（契約社
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

160,000円～
180,000円

正社員以外 40120-24348891

※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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　　　　（９月６日から９月１２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 令和元年９月１７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 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 6時00分～15時00分
(2) 9時30分～18時30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00分～17時00分
(2)10時30分～19時30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) 4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30分～14時00分
(2)14時00分～19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

看護師
准看護師

(1) 9時00分～17時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

保育士

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

保育士
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時30分～13時30分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 看護師
准看護師

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 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） 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

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

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

(1) 8時20分～16時20分

（従業員数 45人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 8時20分～17時00分
(2) 8時20分～16時20分

（従業員数 45人 ）(3) 8時20分～17時20分
就業場所 宮崎県串間市

18歳
～
64歳

5時00分～18時00分の間
の8時間程度

又は 7時00分～19時30
分の間の8時間

又は 5時00分～18時00
分の間の8時間

7時30分～20時00分の間
の8時間

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

810円～900円

パート労働者 40120-24349291

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～
154,800円

正社員以外 40120-24362491

調理員／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

146,200円～
154,800円

正社員以外 40120-24355791

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～900円

パート労働者 40120-24364891

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 40120-24363791

看護師（正・准） 合同会社　おび杉園 宮崎県日南市戸高４丁目６番
地１０64歳

以下 160,000円～
200,000円

正社員 45050- 2442991

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

139,320円～
154,800円

正社員以外 40120-24369391

保育士／パート 合同会社　おび杉園 宮崎県日南市戸高４丁目６番
地１０64歳

以下 800円～1,000円

パート労働者 45050- 2444791

保育士 合同会社　おび杉園 宮崎県日南市戸高４丁目６番
地１０64歳

以下 160,000円～
200,000円

正社員 45050- 2443491

又は 7時00分～20時00
分の間の3時間程度

看護師（正・准）
／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 1,000円～1,200

円
パート労働者 45050- 2446291

調理員／パート 合同会社　おび杉園 宮崎県日南市戸高４丁目６番
地１０64歳

以下 800円～900円

パート労働者 45050- 2445891

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- 2448191

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- 2447591

調理職 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- 2450991

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- 2449091

ソーイングスタッ
フ／正社員

菅公アパレル株式会
社　崎田工場

宮崎県串間市大字崎田５８２
番地

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 134,000円～
140,000円

正社員 45050- 2452791

ソーイングスタッ
フ／パート

菅公アパレル株式会
社　崎田工場

宮崎県串間市大字崎田５８２
番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

790円～790円

パート労働者 45050- 2451491

※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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　　　　（９月６日から９月１２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 令和元年９月１７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) 7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 7人 ）(3)17時30分～ 9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00分～17時00分

（従業員数 1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) 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

(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

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ヶ月単位） 中型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 6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 6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30分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 11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

(1) 7時00分～12時00分
(2) 9時00分～14時00分

（従業員数 60人 ）(3)12時00分～17時00分
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～18時00分

（従業員数 60人 ）
就業場所 宮崎県串間市

鉄工作業員 安大鉄工　有限会社 宮崎県日南市大字平山１９２
－１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 156,000円～
240,000円

正社員 45050- 2454291

介護職【さくら
坂】

社会福祉法人　徳栄会
特別養護老人ホーム
はまゆうの里

宮崎県日南市楠原１８４０番
地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 160,280円～
173,280円

正社員 45050- 2453891

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- 2456191

ルート配送 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39歳

以下 180,000円～
180,000円

正社員 45050- 2455591

自動車整備士【見
習い可】

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- 2433691

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- 2432391

積込作業員／パー
ト

アイゼンライン　株
式会社

宮崎県日南市大字平野字大節
８３３８－５

労災
64歳
以下 1,000円～1,500

円
パート労働者 45050- 2435491

畜産作業員 有限会社　チェアフ
ルカウズ

宮崎県串間市大字北方１２９
５番地

雇用・労災・
健康・厚生49歳

以下 144,000円～
173,000円

正社員 45050- 2434991

13時00分～ 0時00分の
間の3時間程度

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- 2437891

大型ドライバー アイゼンライン　株
式会社

宮崎県日南市大字平野字大節
８３３８－５

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
150,000円

正社員 45050- 2436791

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- 2439591

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- 2438291

土木作業員 株式会社　河野組 宮崎県日南市南郷町中村甲１
０１０番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

162,400円～
208,800円

正社員以外 45050- 2441691

カスタマーサポー
ト／正社員

株式会社　Ｏｆｆｉｃ
ｅ　Ｃｏｎｃｉｅｒｇ
ｅ　日南オフィス

宮崎県日南市岩崎３丁目７－
２６　川口ビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 150,000円～
180,000円

正社員 45050- 2440391

惣菜製造（串間
店）

有限会社　フレッ
シュミネサキ

鹿児島県鹿屋市旭原町３５９
１－６

雇用・労災
59歳
以下 790円～790円

パート労働者 46030- 7449091

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

180,000円～
315,000円

正社員 45010-22102891

鮮魚加工調理人
【串間店】

有限会社　フレッ
シュミネサキ

鹿児島県鹿屋市旭原町３５９
１－６

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 138,880円～
156,240円

正社員以外 46030- 7460491

※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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　　　　（９月６日から９月１２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 令和元年９月１７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） 普通自動車免許一種

(1) 9時20分～18時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定給付年金

普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 31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
介護福祉士

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00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） 普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～17時30分

（従業員数 45人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～15時00分

（従業員数 7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 5人 ）
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

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(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

看護師
准看護師

(1) 9時00分～16時00分

（従業員数 345人 ）
就業場所 宮崎県串間市

看護師
准看護師

(1) 9時00分～16時00分 栄養士

（従業員数 376人 ）
就業場所 宮崎県串間市

看護師
介護福祉士

(1) 9時00分～16時00分 管理栄養士

（従業員数 376人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 11人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)10時00分～19時00分

（従業員数 27人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
(2)16時00分～ 1時00分

（従業員数 17人 ）(3)17時00分～ 2時00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00分

（従業員数 210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 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 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市

事務職 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～
170,000円

正社員 45050- 2372791

製造職／正社員 井上酒造株式会社 宮崎県日南市南郷町大字榎原
１３２６番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 150,000円～

168,000円
正社員 45050- 2378391

機械オペレーター
【急募】

株式会社　エフピコ
南郷

宮崎県日南市南郷町榎原丙２
１４７－１　（株式会社エフ
ピコ南郷工場内）

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 154,200円～
184,300円

正社員 45050- 2421591

プログラマー 医療法人同仁会　谷
口病院

宮崎県日南市大字風田３８６
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
250,000円

正社員 45050- 2365891

結束作業員 有限会社　川越木材 宮崎県日南市大字平山２１２
６－６

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 153,300円～
153,300円

正社員 45050- 2408091

レジ係 有限会社　中央スト
アー　黒木

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
１３０５

雇用・労災・
健康・厚生不問

147,560円～
147,560円

正社員 45050- 2420291

営業／日南営業所 株式会社　スズキ自
販宮崎

宮崎県宮崎市花ヶ島町屋形町
１２０４

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
160,000円～
250,000円

正社員 45010-22016191

介護福祉士／デイ
ケア

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

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 139,000円～
139,000円

正社員 45050- 2423091

整備士／日南営業
所

宮崎交通　株式会社 宮崎県宮崎市橘通西３丁目１
０番３２号　ボンベルタ橘東
館７Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

154,000円～
181,000円

正社員 45010-22031291

客室清掃係／ホテ
ルシーズン

有限会社　ひだかビ
ルシステム

宮崎県日南市西弁分３丁目３
－８

雇用・労災
69歳
以下 790円～850円

パート労働者 45050- 2425691

介護職員／デイケ
ア

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

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 131,000円～
131,000円

正社員 45050- 2424391

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- 2427491

作業員（見習い
可）

金丸林業　有限会社 宮崎県日南市大字萩之嶺５５
５番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

185,000円～
250,000円

正社員 45050- 2426991

医療事務／医療介
護課

串間市役所 宮崎県串間市大字西方５５５
０

雇用・公災・
健康・厚生不問

134,400円～
134,400円

正社員以外 45050- 2429891

畜産作業員 有限会社　光畜 宮崎県日南市星倉４丁目９－
１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 163,200円～
180,000円

正社員 45050- 2428791

地域支援事業支援
員／医療介護課

串間市役所 宮崎県串間市大字西方５５５
０

雇用・公災・
健康・厚生不問

141,200円～
141,200円

正社員以外 45050- 2431091

生活習慣改善訪問
指導員／医療介護
課

串間市役所 宮崎県串間市大字西方５５５
０

雇用・公災・
健康・厚生不問

141,200円～
141,200円

正社員以外 45050- 2430191

※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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　　　　（９月６日から９月１２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 令和元年９月１７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） 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 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) 8時00分～17時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 8時25分～17時20分
(2)20時25分～ 5時20分

（従業員数 92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30分～17時30分
(2) 7時30分～17時30分

（従業員数 0人 ）(3)11時00分～20時00分
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

中型自動車免許一種
準中型自動車免許

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 23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

変形（１ヶ月単位） 保育士

（従業員数 32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 85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00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～17時30分

（従業員数 40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 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

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 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市

倉庫作業員／地頭
鶏加工センター

株式会社　地頭鶏ラ
ンド日南

宮崎県日南市大字毛吉田２７
２３－１

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 175,000円～
175,000円

正社員 45050- 2331891

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- 2329391

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- 2330791

林業作業員 串間森林建設有限会
社

宮崎県串間市大字串間２３２
４－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 185,600円～
278,400円

正社員 45050- 2325291

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- 2328091

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- 2320691

正看護師・准看護
師／デイケア

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

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
190,000円

正社員 45050- 2324891

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- 2314491

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- 2318591

7時00分～19時00分の間
の8時間程度

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 135,090円～
135,090円

正社員 45050- 2310091

作業員【急募】 有限会社落合衛生社 宮崎県日南市大字松永１０４
６－２

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 150,000円～
220,000円

正社員 45050- 2311391

部品管理・倉庫管
理／飫肥工場

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- 2349891

看護師（正・准） 医療法人春光会　介護
付有料老人ホーム　春
光苑

宮崎県日南市園田１丁目４番
２号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 155,000円～
200,000円

正社員 45050- 2354991

土木技術者 大平開発　株式会社 宮崎県串間市大字大平３２９
１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 270,000円～
330,000円

正社員 45050- 2342191

土木作業 大平開発　株式会社 宮崎県串間市大字大平３２９
１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 183,200円～
206,100円

正社員 45050- 2343091

※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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