
　　　　（３月９日から３月１５日までの最新の求人です。）

(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

(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

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分
(2)12時00分～21時00分

（従業員数 0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) 9時00分～15時00分
(2)12時00分～18時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時10分
(2) 8時00分～17時10分

（従業員数 89人 ）(3) 9時00分～18時10分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 7時00分～12時10分
(2) 8時20分～13時30分

（従業員数 89人 ）(3)12時30分～17時30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 15人 ）(3)16時00分～10時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時15分～16時35分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 作業療法士
普通自動車免許一種

(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 49人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～17時15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) 8時30分～17時00分

（従業員数 151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 151人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

中型自動車免許一種
中型一種（８ｔ限定）

(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）

(1) 6時00分～16時00分

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県日南市

※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。

※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。

加入保険等 必要な免許資格

手術室受付業務／
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

737円～750円

パート労働者 45010- 7663381

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

運営スタッフ 一般社団法人　翼 宮崎県串間市大字串間１２５
０番地１

雇用・労災・
健康・厚生不問

144,000円～
144,000円

正社員 45050-  857781

薬材補助業務／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

737円～750円

パート労働者 45010- 7664681

研究補助員 宮崎県　総合農業試
験場　亜熱帯作物支
場

宮崎県日南市南郷町贄波３２
３６－３

雇用・労災
不問

768円～768円

パート労働者 45050-  859281

運営スタッフ／
パート

一般社団法人　翼 宮崎県串間市大字串間１２５
０番地１

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050-  858881

介護職員／パート 社会福祉法人　敬和会
特別養護老人ホーム昭
寿園

宮崎県日南市大字風田３２２
４番地

雇用・労災
不問

800円～850円

パート労働者 45050-  861681

介護職員 社会福祉法人　敬和会
特別養護老人ホーム昭
寿園

宮崎県日南市大字風田３２２
４番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

132,000円～
143,000円

正社員以外 45050-  860381

縫製作業員 有限会社　日南ファ
ミリーソーイング

宮崎県日南市大字下方綿地２
２１０番地３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 130,000円～
150,000円

正社員 45050-  863581

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-  862981

18歳
～
64歳

特別支援教育支援
員／学校政策課

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

120,000円～
120,000円

正社員以外 45050-  868181

作業療法士 医療法人慶和会　介護
老人保健施設　みどり
の丘

宮崎県日南市隈谷１２１８－
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 210,000円～
270,000円

正社員 45050-  866881

看護師・准看護師 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
不問

1,070円～1,090
円

パート労働者 45050-  870981

看護師・准看護師
【日勤のみ】

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

188,450円～
188,790円

正社員以外 45050-  869081

一般廃棄物収集お
よび農園管理

南郷清掃　有限会社 宮崎県日南市南郷町津屋野２
１６２－２

雇用・労災・
健康・厚生不問

143,000円～
173,000円

正社員 45050-  872481

訪問看護業務 株式会社　はまぼう 宮崎県日南市大字下方５８３
－１

雇用・労災
不問

1,120円～1,120
円

パート労働者 45050-  871581

無線配車係 株式会社　美登タク
シー　日南営業所

宮崎県日南市上平野町２丁目
３－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 127,944円～
127,944円

正社員 45050-  873781

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３０年３月１９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。 
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　　　　（３月９日から３月１５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 平成３０年３月１９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) 9時00分～16時00分

（従業員数 7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) 7時30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 15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

(1) 7時30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）(3) 9時00分～18時00分
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) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～16時30分

（従業員数 15人 ）(3) 8時30分～17時00分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 9時00分～19時00分
(2)12時00分～22時00分

（従業員数 3人 ）(3) 9時00分～13時00分
就業場所 宮崎県日南市

(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

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 35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
(2)17時00分～ 1時30分

（従業員数 46人 ）
就業場所 宮崎県日南市

特定曜日のみ(2)(3)

(1)10時00分～14時30分
(2)10時30分～15時00分

（従業員数 4人 ）(3)17時30分～20時30分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 7時00分～12時00分
(2)14時00分～19時00分

（従業員数 61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～15時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 7時00分～14時00分

（従業員数 27人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)17時00分～22時00分

（従業員数 8人 ）
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
小型移動式クレーン

(1) 8時00分～16時50分 玉掛技能者

（従業員数 49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～16時50分

（従業員数 49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～16時50分

（従業員数 49人 ）
就業場所 宮崎県日南市

※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。

味噌・醤油製造工 竹井醸造　合名会社 宮崎県日南市大堂津４丁目４
－１０

雇用・労災
59歳
以下 780円～780円

パート労働者 45050-  874881

看護師／パート 有限会社　おひさま
介護サービス

宮崎県日南市戸高１丁目１３
－４

雇用・労災
64歳
以下 800円～900円

パート労働者 45050-  876181

看護師 有限会社　おひさま
介護サービス

宮崎県日南市戸高１丁目１３
－４

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 135,000円～
180,000円

正社員 45050-  875281

調理職／正社員 中華キッチン　れん
げ

宮崎県日南市吾田東９丁目１
－２８－１

雇用・労災
25歳
以下 141,000円～

141,000円
正社員 45050-  842081

介護職／パート 有限会社　おひさま
介護サービス

宮崎県日南市戸高１丁目１３
－４

雇用・労災
64歳
以下 737円～800円

パート労働者 45050-  877081

発泡スチロール製
造　【急募】

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～
170,000円

正社員 45050-  844681

施設管理作業員／
葬祭場

株式会社　保全　串
間支店

宮崎県串間市南方字新浜２２
１９番地３５

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,800円～
167,200円

正社員以外 45050-  843381

18歳
～
40歳

店員 こまどりうどん 宮崎県日南市吾田東４丁目１
－１０

労災
不問

750円～850円

パート労働者 45050-  846581

成型員（梱包作業
員）【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

130,000円～
170,000円

正社員 45050-  845981

18歳
～
40歳

厨房調理職員／
パート

医療法人慶明会　介
護老人保健施設おび
の里

宮崎県日南市飫肥６丁目１番
１５号

雇用・労災
不問

750円～800円

パート労働者 45050-  849881

清掃業務 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

労災
不問

737円～737円

パート労働者 45050-  848781

店舗スタッフ
【正社員】

有限会社　大晃 宮崎県日南市上平野町１－４
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

147,560円～
164,920円

正社員 45050-  851081

看護師 ＮＰ０法人　心の芽 宮崎県日南市大字殿所８１番
地４

雇用・労災
不問

950円～950円

パート労働者 45050-  850181

9時30分～22時00分の間
の8時間程度

ユニック車運転手 株式会社　高嶺木材 宮崎県日南市大字伊比井１７
３－１

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 170,000円～
180,000円

正社員 45050-  853681

店舗スタッフ／
パート

有限会社　大晃 宮崎県日南市上平野町１－４
－１

雇用・労災
不問

850円～950円

パート労働者 45050-  852381

製材作業員 株式会社　高嶺木材 宮崎県日南市大字伊比井１７
３－１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 170,000円～
170,000円

正社員 45050-  855581

営業職 株式会社　高嶺木材 宮崎県日南市大字伊比井１７
３－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 180,000円～
230,000円

正社員 45050-  854981
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　　　　（３月９日から３月１５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 平成３０年３月１９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)12時00分～20時15分
(2)13時00分～20時15分

（従業員数 7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

変形（１ヶ月単位）

(1) 9時30分～18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) 7時00分～16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)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) 8時30分～17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

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 9時30分～14時30分

（従業員数 17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 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護職員初任者研修
ホームヘルパー２級

(1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 7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 18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15分
(2)16時15分～ 1時00分

（従業員数 130人 ）(3) 0時30分～ 9時15分
就業場所 宮崎県串間市

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 130人 ）(3)10時15分～19時00分
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 130人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 16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) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 190人 ）(3) 9時30分～18時30分
就業場所 宮崎県串間市

※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。

調理員／宮崎県日
南市

九州医療食　株式会
社

福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４
丁目１７番２２号

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,600円～
146,200円

正社員以外 40120- 7721281

販売員 株式会社　西松屋
チェーン日南店

宮崎県日南市吾田西１丁目８
番６号

雇用・労災・
健康・厚生不問

125,058円～
143,937円

正社員以外 45050-  856481

調理員（パート）
／日南市

九州医療食　株式会
社

福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４
丁目１７番２２号

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,600円～
146,200円

正社員以外 40120- 7752781

調理員／宮崎県日
南市

九州医療食　株式会
社

福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４
丁目１７番２２号

雇用・労災
不問

800円～850円

パート労働者 40120- 7748081

調理員（パート）
／日南市

九州医療食　株式会
社

福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４
丁目１７番２２号

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,600円～
146,200円

正社員以外 40120- 7756081

調理員（パート）
／日南市

九州医療食　株式会
社

福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４
丁目１７番２２号

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,600円～
146,200円

正社員以外 40120- 7755181

調理員（パート）
／日南市

九州医療食　株式会
社

福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４
丁目１７番２２号

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,600円～
146,200円

正社員以外 40120- 7759981

調理員（パート）
／日南市

九州医療食　株式会
社

福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４
丁目１７番２２号

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,600円～
146,200円

正社員以外 40120- 7757381

製造／日南市 株式会社　ワールド
インテック　宮崎営
業所

宮崎県宮崎市江平西１丁目３
－６　第８丸三ビル３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 154,000円～
154,000円

有期雇用派遣 45010- 7326581

調理（パート
９：３０～）／喜
多郷ひばり

有限会社　クオール 宮崎県宮崎市下北方町世々町
３６９－３－２０６

労災
不問

737円～850円

パート労働者 45010- 7450881

一般事務 黒岩建具店 宮崎県日南市大字平野５９３ 雇用・労災・
健康・厚生不問

130,000円～
160,000円

正社員 45050-  830781

介護職 社会福祉法人　大樹会
Ｓｏｃｉａｌ　Ｗｏｒ
ｋ日南

宮崎県日南市南郷町中村甲３
５２８番地２

雇用・労災
不問

850円～850円

パート労働者 45050-  829981

看護助手　【急
募】

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

140,000円～
140,000円

正社員以外 45050-  832281

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-  831881

会計担当職員
（嘱託）

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

雇用・労災・
健康・厚生不問

157,000円～
157,000円

正社員以外 45050-  834081

診療情報管理士 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

144,000円～
144,000円

正社員以外 45050-  833181

看護師（正・准） 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・厚生不問

205,000円～
275,000円

正社員以外 45050-  835381
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　　　　（３月９日から３月１５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 平成３０年３月１９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 190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 190人 ）(3)11時00分～20時00分
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 190人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1)17時00分～ 8時00分

（従業員数 190人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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30分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県串間市

准看護師
看護師
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護支援専門員
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

（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
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 23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

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

（従業員数 8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～17時00分

（従業員数 1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

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

変形（１ヶ月単位） 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

言語聴覚士

(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

（従業員数 87人 ）
就業場所 宮崎県日南市

※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。

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-  836681

介護職（無資格）
／日勤のみ

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
不問

850円～850円

パート労働者 45050-  838581

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 174,600円～
174,600円

正社員以外 45050-  837981

7時00分～19時00分の間
の5時間

受付事務 株式会社　ジーシー 宮崎県串間市大字市木２０２
５番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

130,000円～
130,000円

正社員 45050-  840281

介護職（無資格）
／夜勤専従

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
18歳
以上 1,154円～1,154

円
パート労働者 45050-  839481

介護支援専門員 医療法人慶和会　介護
老人保健施設　みどり
の丘

宮崎県日南市隈谷１２１８－
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 203,500円～
238,500円

正社員 45050-  867281

機能訓練指導員・
看護職員

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

労災
不問

860円～920円

パート労働者 45050-  841181

8時15分～17時30分の間
の4時間程度

弁当の製造・販売
【ほっともっと吾田
店】

株式会社プレナス 宮崎県日南市吾田西２丁目１
－１８

労災
不問

850円～850円

パート労働者 45050-  819381

事務員／パート 有限会社　オアシス 宮崎県日南市戸高４丁目１－
３

雇用・労災
59歳
以下 780円～780円

パート労働者 45050-  818081

9時00分～18時00分の間
の5時間程度

7時00分～23時00分の間
の4時間程度

弁当の製造・販売 株式会社プレナス
ほっともっと串間西浜
店

宮崎県串間市西浜１丁目３－
１０

労災
不問

850円～850円

パート労働者 45050-  821481

弁当の製造・販売
【ほっともっと日南平
野店】

株式会社プレナス 宮崎県日南市吾田西２丁目１
－１８

労災
不問

850円～850円

パート労働者 45050-  820581

7時00分～23時00分の間
の4時間程度

8時00分～22時00分の間
の4時間程度

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

130,000円～
130,000円

正社員 45050-  823881

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・厚生不問

168,000円～
168,000円

正社員以外 45050-  822781

正看護師 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

187,300円～
211,300円

正社員 45050-  825181

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-  824281

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

1,260円～1,260
円

パート労働者 45050-  827381

言語聴覚士 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59歳

以下 190,200円～
265,300円

正社員 45050-  826081

8時20分～15時20分の間
の6時間程度
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　　　　（３月９日から３月１５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 平成３０年３月１９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20分～15時55分

（従業員数 87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 6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30分

（従業員数 11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

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市他

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
(2)12時00分～21時00分

（従業員数 40人 ）(3)16時00分～ 1時00分
就業場所 宮崎県日南市他

変形（１ヶ月単位） 准看護師
看護師

(1) 8時30分～18時00分
(2)17時00分～ 9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） 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 18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

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県串間市

薬剤師

(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 32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）

(1) 6時00分～15時20分
(2) 8時40分～18時00分

（従業員数 32人 ）(3) 9時40分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1)22時00分～ 7時00分

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)14時00分～22時00分

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県日南市

測量士
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 宮崎県串間市 厚生年金基金

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 16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） 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

※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。

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

128,600円～
151,600円

正社員 45050-  776881

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 144,500円～
200,000円

正社員 45050-  778181

調理師【正社員】 有限会社　とさや 宮崎県日南市岩崎２－４－１
６

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
250,000円

正社員 45050-  798981

測量士 株式会社　串間建設
コンサルタント

串間市西方７３１０－２ 雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 155,000円～
210,000円

正社員 45050-  799581

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

145,000円～
261,000円

正社員 45020- 1722481

校務事務
（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

849円～849円

パート労働者 45050-  828681

警備業（交通誘導）
［志布志市・鹿屋市・
串間市］

株式会社　永代 鹿児島市谷山中央４丁目４８
８９

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 145,520円～
154,080円

正社員 46010- 7679381

支障木伐採業務
（日南）

株式会社　九南 宮崎県都城市都北町５０７０
番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

147,000円～
197,000円

正社員以外 45040- 3238781

正・准看護師 医療法人社団トータル
ライフ　産婦人科　た
なかクリニック

宮崎県日南市園田１丁目１－
５

雇用・労災・
健康・厚生不問

165,000円～
270,000円

正社員 45050-  809181

総合職（ホールスタッ
フ・店長候補）＜宮崎
エリア＞

株式会社　ガイア 東京都中央区日本橋横山町７
番１８号

雇用・労災・
健康・厚生

223,465円～
258,000円

正社員 13010-32647681

18歳
～
28歳

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50歳

以下 130,000円～
130,000円

正社員 45050-  811981

木工作業員
（見習い可）

黒岩建具店 宮崎県日南市大字平野５９３ 雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 130,000円～
200,000円

正社員 45050-  810681

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・
健康・厚生不問

137,377円～
158,440円

正社員 45050-  812581

8時00分～18時00分の間
の8時間程度

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 126,000円～
147,000円

正社員以外 45050-  815881

薬剤師 株式会社　ジーシー 宮崎県串間市大字市木２０２
５番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

600,000円～
630,000円

正社員 45050-  813481

介護職／夜勤専従 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

労災
18歳
以上 1,000円～1,063

円
パート労働者 45050-  817181

調理員 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・厚生不問

126,000円～
126,000円

正社員以外 45050-  816281
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　　　　（３月９日から３月１５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 平成３０年３月１９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)(3)

(1) 8時30分～18時30分
(2) 9時00分～18時30分

（従業員数 3人 ）(3) 8時30分～17時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～16時20分

（従業員数 450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 14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 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
土木施工管理技士２級

(1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士１級

（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 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 建築士（１級）
建築施工管理技士１級

(1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士１級

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり ホームヘルパー２級
ホームヘルパー１級

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 7時30分～16時30分

（従業員数 14人 ）(3) 9時30分～18時30分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 35人 ）
就業場所 宮崎県日南市

※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。

訪問介護業務／ラ
イフサポート

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-  755981

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・
健康・厚生18歳

以上 160,000円～
160,000円

正社員以外 45050-  761081

11時00分～22時30分の
間の8時間程度

大工　【急募】 宮川工務店　有限会
社

宮崎県日南市大字楠原２１５
－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 200,000円～
250,000円

正社員 45050-  752081

現場監督および技
術者【急募】

宮川工務店　有限会
社

宮崎県日南市大字楠原２１５
－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 200,000円～
300,000円

正社員 45050-  753381

土木作業員 有限会社　東浜興業 宮崎県日南市南郷町榎原丙１
１９４－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 138,000円～
218,500円

正社員 45050-  750281

現場監督 有限会社　東浜興業 宮崎県日南市南郷町榎原丙１
１９４－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 200,000円～
300,000円

正社員 45050-  751181

運転手および土木
作業員

小野建設　株式会社 宮崎県日南市大字酒谷乙６０
９８

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 164,000円～
184,500円

正社員 45050-  747981

現場監督助手／見
習い【正社員】

有限会社　東浜興業 宮崎県日南市南郷町榎原丙１
１９４－１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 200,000円～
200,000円

正社員 45050-  749481

歯科助手 市来歯科 宮崎県日南市南郷町中村乙２
４７９

雇用・労災・
健康・厚生不問

130,000円～
130,000円

正社員 45050-  781581

事務補助員（施
設・設備維持）

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

109,600円～
109,600円

正社員以外 45050-  787081
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