
　　　　（１２月２１日から１月３日までの最新の求人です。）

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 31人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 31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

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時45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) 8時45分～18時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(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

変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 7時50分～17時10分

（従業員数 67人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)16時00分～ 0時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 7時50分～17時10分
(2)16時10分～ 1時30分

（従業員数 72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
(2)17時00分～ 2時00分

（従業員数 75人 ）(3)19時00分～ 4時00分
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時30分～13時30分
(2)13時30分～19時30分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)11時00分～17時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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

※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。

必要な免許資格

店員（惣菜部門）
／南郷店

株式会社　エーコー
プみやざき

宮崎県宮崎市花ヶ島町鴨ノ丸
８２９番地１

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,500円～
172,000円

正社員以外 45010-31698681

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

店員（惣菜部門）
／南郷店

株式会社　エーコー
プみやざき

宮崎県宮崎市花ヶ島町鴨ノ丸
８２９番地１

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,000円～
215,000円

正社員以外 45010-31702381

加入保険等

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 45010-31562481

医療事務（入院算定業
務・経験者）／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

150,000円～
160,000円

正社員以外 45010-31620181

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42歳

以下 190,000円～
210,000円

正社員 45050- 3658081

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 180,000円～
180,000円

正社員 45050- 3656281

一般作業員　【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59歳

以下 123,200円～
123,200円

正社員以外 45050- 3660581

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42歳

以下 180,000円～
200,000円

正社員 45050- 3659381

キッチンスタッフ
【正社員】

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 雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 150,000円～
180,000円

正社員 45050- 3662781

営業事務／正社員 ウッドエナジー協同
組合

宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
160,000円

正社員 45050- 3661481

機械オペレーター 宮崎マルマン　株式
会社

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
１６５５

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 138,000円～
154,800円

正社員以外 45050- 3648281

木製品加工機械操
作／正社員

吉田産業　株式会社 宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 140,000円～
195,000円

正社員 45050- 3647881

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- 3650681

店員／サピア
ショッピング内

合名会社　由地百貨
店

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
４８７３－１

雇用・労災
不問

800円～900円

パート労働者 45050- 3649181

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- 3652581

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- 3651981

7時00分～18時30分の間
の8時間程度

7時00分～18時30分の間
の8時間程度

8時30分～18時00分の間
の5時間程度

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３０年１月７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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　　　　（１２月２１日から１月３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３０年１月７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) 8時00分～12時00分
(2)14時00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） 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ヶ月単位） 介護福祉士

(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

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00分 介護福祉士

（従業員数 11人 ）
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 11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

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

言語聴覚士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 72人 ）
就業場所 宮崎県日南市

薬剤師

(1) 8時30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） その他の通信関連免許
(1) 8時30分～17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ＡＴ
普通自動車免許一種

（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) 7時00分～17時00分

（従業員数 15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) 8時00分～17時00分

（従業員数 31人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種
牽引免許（一種）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 45人 ）(3)16時00分～ 9時00分
就業場所 宮崎県日南市

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- 3654781

調剤薬局事務／
パート

株式会社　ウェルズ 宮崎県日南市戸高１丁目７番
地５

労災
64歳
以下 850円～900円

パート労働者 45050- 3653481

介護職／日勤のみ 株式会社　心の里
（デイサービス　心の
里）

宮崎県日南市大字平野１４９
８番地８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 155,000円～
160,000円

正社員 45050- 3637581

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- 3655881

看護師／パート 株式会社　心の里
（デイサービス　心の
里）

宮崎県日南市大字平野１４９
８番地８

雇用・労災
59歳
以下 900円～900円

パート労働者 45050- 3639781

介護職／パート 株式会社　心の里
（デイサービス　心の
里）

宮崎県日南市大字平野１４９
８番地８

雇用・労災
59歳
以下 770円～800円

パート労働者 45050- 3638481

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- 3641381

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- 3640081

言語聴覚士 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 165,000円～
305,140円

正社員 45050- 3644581

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 128,016円～
128,016円

正社員以外 45050- 3643981

無線通信及び関連
する業務

宮崎県無線漁業協同
組合連合会

宮崎県日南市大字下方字外浜
２３６１番地１

雇用・労災・
健康・厚生

129,000円～
156,000円

正社員 45050- 3634381

18歳
～
25歳

管理薬剤師（日南
営業所）

九州東邦　株式会社 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３
丁目４番４６号

雇用・労災・
健康・厚生不問

250,000円～
250,000円

正社員以外 40120-32228581

一般事務 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
59歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050- 3635681

9時00分～18時00分の間
の5時間程度

総合職（電気設備
技術者）

株式会社　ナミト
大阪支店

大阪府大阪市中央区本町１丁
目８－１２　オーク堺筋本町
ビル７階

雇用・労災・
健康・厚生不問

236,240円～
440,640円

正社員 27010-88222181

一般作業員及び運
転手

有限会社　南部環境
クリーンセンター

宮崎県串間市大字本城１０９
８４番地３

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 172,640円～
208,000円

正社員 45050- 3636981

介護職【くろしお
の里】

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

170,000円～
220,000円

正社員 45050- 3628981

18歳
～
59歳

運転手（大型及びけん
引）／　宮崎県日南市

株式会社　ミクニ
テック　九州支社

福岡県北九州市若松区響町３
丁目１－３２

雇用・労災・
健康・厚生不問

129,700円～
129,700円

正社員 40040-26461581

6時00分～18時00分の間
の8時間程度

8時30分～17時00分の間
の5時間程度

又は 8時30分～ 8時29
分の間の16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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　　　　（１２月２１日から１月３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３０年１月７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。 

看護師
准看護師

(1) 8時00分～12時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 5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 195人 ）(3)10時30分～19時30分
就業場所 宮崎県日南市

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

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時10分

（従業員数 35人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許一種

(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

変形（１年単位）

(1) 7時50分～17時10分
(2)16時10分～ 1時30分

（従業員数 72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
(2)17時00分～ 2時00分

（従業員数 75人 ）(3)19時00分～ 4時00分
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

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

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(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

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

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

普通自動車免許一種

(1) 7時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 45人 ）(3)16時00分～ 9時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 大型自動車免許一種

(1) 7時50分～16時40分

（従業員数 72人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～16時30分

（従業員数 15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
普通自動車免許一種

(1) 6時00分～16時00分 大型自動車免許一種
(2) 7時00分～18時00分

（従業員数 18人 ）(3) 9時00分～23時00分
就業場所 宮崎県串間市

（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- 3630881

看護師／パート デイサービス　スタイ
ル　鍋倉設備工業　株
式会社

宮崎県日南市大字殿所８１－
１

雇用・労災
59歳
以下 950円～950円

パート労働者 45050- 3629581

一般事務 株式会社　ジェイエ
イアイ電子

宮崎県串間市大字西方字上ノ
城２９６０番地１４

雇用・労災・
健康・厚生不問

108,281円～
113,680円

正社員以外 45050- 3632181

機械加工（金型製作）
【就職面接会対象求
人】

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 143,000円～
196,500円

正社員 45050- 3631281

木製品加工機械操
作／正社員

吉田産業　株式会社 宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 140,000円～
195,000円

正社員 45050- 3647881

大家畜自衛防疫専
門員／農業振興課

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

156,000円～
156,000円

正社員以外 45050- 3633081

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- 3651981

機械オペレーター 宮崎マルマン　株式
会社

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
１６５５

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 138,000円～
154,800円

正社員以外 45050- 3648281

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- 3640081

介護職／日勤のみ 株式会社　心の里
（デイサービス　心の
里）

宮崎県日南市大字平野１４９
８番地８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 155,000円～
160,000円

正社員 45050- 3637581

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 128,016円～
128,016円

正社員以外 45050- 3643981

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- 3641381

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
220,000円

正社員 45050- 3628981

18歳
～
59歳

一般作業員及び運
転手

有限会社　南部環境
クリーンセンター

宮崎県串間市大字本城１０９
８４番地３

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 172,640円～
208,000円

正社員 45050- 3636981

雇用・労災・
健康・厚生不問

120,000円～
120,000円

正社員以外 45050- 3621781

大型及びトレー
ラー運転手

吉田産業　株式会社 宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 205,000円～
265,000円

正社員 45050- 3619681

タクシー乗務員
【急募】

宮交タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方５７２
６－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 135,000円～
200,000円

正社員 45050- 3606881

（学校）給食調理 株式会社　なかむら
商事

宮崎県串間市大字西方６７１
４番地

介護職【くろしお
の里】

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

※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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　　　　（１２月２１日から１月３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３０年１月７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 39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 2人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 薬剤師

(1) 8時30分～18時00分

（従業員数 4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）

(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

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
184,000円

正社員以外 45050- 3614881

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 290,000円～
340,000円

正社員 45050- 3604481

配管作業員 有限会社　橋川設備 宮崎県串間市大字奈留３２３
７番地

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 153,360円～
255,600円

正社員 45050- 3602981

雇用・労災・
健康・厚生不問

350,000円～
500,000円

正社員 45050- 3582781

一般事務／嘱託職
員

一般社団法人　日南
市観光協会

宮崎県日南市材木町１番１３
号

雇用・労災・
健康・厚生不問

157,000円～
157,000円

正社員以外 45050- 3578081

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 134,500円～
165,000円

正社員 45050- 3586081

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- 3583881

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

薬剤師 有限会社　みどり調
剤薬局

宮崎県日南市木山１－４－１
４

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

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

※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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