
　　　　（８月２４日から８月３０日までの最新の求人です。）

(1) 7時30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）

(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) 8時00分～17時00分

（従業員数 23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) 9時00分～18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
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30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) 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） 中型一種（８ｔ限定）
中型自動車免許一種

(1) 7時50分～16時20分 大型自動車免許一種

（従業員数 68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30分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 170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 16人 ）
就業場所 宮崎県日南市

薬剤師

（従業員数 410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 79人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時30分～16時00分
(2) 9時30分～16時00分

（従業員数 45人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

准看護師
看護師

(1) 8時30分～18時00分

（従業員数 12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

（従業員数 23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。

加入保険等 必要な免許資格

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

労災
59歳
以下 1,250円～1,250円

パート労働者 45010-21463481

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

加工作業及びメン
テナンス／正社員

日新木材工業　有限
会社

宮崎県日南市北郷町北河内７
９７２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 163,000円～
173,000円

正社員 45050- 2503981

製造技能職（金型
成形）

日南シール工業　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 126,000円～
126,000円

正社員以外 45050- 2502681

介護職　 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・厚生不問

133,000円～
133,000円

正社員 45050- 2506781

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・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 130,000円～

260,000円
正社員 45050- 2504581

清掃車運転手（中
型車）

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59歳

以下 130,300円～
147,200円

正社員 45050- 2508281

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 140,000円～

296,000円
正社員 45050- 2507881

病院事務職 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- 2496381

製材工員　【急
募】

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・
健康・厚生59歳

以下 145,600円～
179,200円

正社員 45050- 2495081

薬剤師／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

2,500円～3,000円

パート労働者 45050- 2499581

事務職／本社 株式会社　久保田木
工

宮崎県日南市大字平野６９６ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 136,500円～
147,000円

正社員 45050- 2497681

8時00分～17時00分の間
の5時間以上

介護職（デイ）／
週３～４日

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
64歳
以下 770円～800円

パート労働者 45050- 2501381

管理栄養士 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 157,310円～
299,640円

正社員 45050- 2500081

正・准看護師／日
勤パート

医療法人社団　優里会
産科婦人科　うちむら
クリニック

宮崎県日南市吾田西３－７－
４８

雇用・労災
59歳
以下 950円～1,200円

パート労働者 45050- 2485281

事務スタッフ／オープ
ニングスタッフ／日南
市

デジタルゲイト　株
式会社

福岡市中央区天神４丁目６－
７　天神クリスタルビル６Ｆ

労災
不問

800円～800円

パート労働者 40010-66235781

9時00分～21時00分の間
の6時間以上

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64歳

以下 150,000円～
170,000円

正社員 45050- 2486181

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３０年９月３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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　　　　（８月２４日から８月３０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９月３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。 

交替制あり

(1) 8時00分～16時45分
(2) 8時00分～12時30分

（従業員数 35人 ）
就業場所 宮崎県日南市

歯科医師

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 410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

(1) 9時00分～18時00分
(2)18時00分～ 0時00分

（従業員数 10人 ）(3) 0時00分～ 9時00分
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

（従業員数 10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

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～19時00分
(2) 8時30分～13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） 介護福祉士
介護職員初任者研修

(1) 6時00分～15時00分
(2)11時00分～20時00分

（従業員数 24人 ）(3) 8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ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 7時00分～15時00分
(2) 9時00分～17時00分

（従業員数 85人 ）(3)11時00分～19時00分
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 4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30分

（従業員数 100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05分～16時00分

（従業員数 100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) 6時45分～15時45分

（従業員数 85人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 7時30分～14時00分
(2)12時00分～18時00分

（従業員数 15人 ）(3)18時00分～21時00分
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり

(1) 7時30分～14時00分
(2)12時00分～18時00分

（従業員数 15人 ）(3)18時00分～21時00分
就業場所 宮崎県串間市

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) 9時00分～17時30分

（従業員数 4人 ）(3) 9時30分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～12時30分
(2)13時30分～18時30分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

調理職 社会福祉法人　裕愛
会　わかすぎ保育園

宮崎県日南市大字星倉４４８
２番地１

雇用・労災・
健康・厚生不問

145,000円～
158,000円

正社員以外 45050- 2487081

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- 2489681

歯科医師 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 400,000円～
550,000円

正社員 45050- 2488381

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

737円～750円

パート労働者 45050- 2491781

店員（コンビニエ
ンスストア）

株式会社　串間青果地
方卸売市場　（ローソ
ン串間駅前店）

宮崎県串間市大字南方４８９ 雇用・労災
不問

750円～750円

パート労働者 45050- 2490481

9時00分～17時00分の間
の3時間以上

調剤薬局事務／す
みれ大堂津薬局

すみれ薬局　有限会
社

宮崎県日南市中央通り１丁目
２－１３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 132,000円～
132,000円

正社員 45050- 2493281

訪問看護業務／正
社員

株式会社　はまぼう 宮崎県日南市大字下方５８３
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

200,000円～
220,000円

正社員 45050- 2492881

ゴルフ場フロント業務
／ジェイズカントリー
クラブ日南コース

ジェイズ北郷リゾー
ト　株式会社

宮崎県日南市北郷町郷之原甲
２８２１－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

135,000円～
200,000円

正社員以外 45050- 2475781

介護職【花みずき
（住宅型）】

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 149,520円～
149,520円

正社員以外 45050- 2494181

経理事務員／フル
タイムパート

有限会社　東進メ
ディカル

宮崎県串間市大字西方２９６
０－１１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 130,200円～
130,200円

正社員以外 45050- 2477281

牛飼育員 株式会社　宮崎谷藤
ファーム

宮崎県日南市北郷町北河内５
０９１－３５

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 157,500円～
157,500円

正社員 45050- 2476881

コース管理員／ジェイ
ズカントリークラブ日
南コース

ジェイズ北郷リゾー
ト　株式会社

宮崎県日南市北郷町郷之原甲
２８２１－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

135,000円～
200,000円

正社員以外 45050- 2479081

経理事務員／パー
ト

有限会社　東進メ
ディカル

宮崎県串間市大字西方２９６
０－１１

雇用・労災
59歳
以下 750円～750円

パート労働者 45050- 2478181

調理【急募】 株式会社　ジョイフ
ル南九州　宮崎串間
店

宮崎県串間市西浜２丁目１５
番地３号

雇用・労災
不問

830円～880円

パート労働者 45050- 2482481

ホールスタッフ
【急募】

株式会社　ジョイフ
ル南九州　宮崎串間
店

宮崎県串間市西浜２丁目１５
番地３号

雇用・労災
不問

830円～880円

パート労働者 45050- 2481581

歯科助手 医療法人　真悠会
富田歯科医院

宮崎県日南市中央通２丁目５
－２１

雇用・労災
不問

850円～1,000円

パート労働者 45050- 2484881

受付及びレセプト
請求事務

有限会社　木山調剤
薬局

宮崎県日南市木山１－７－２
２

雇用・労災・
健康・厚生不問

130,000円～
145,000円

正社員 45050- 2483781

※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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　　　　（８月２４日から８月３０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９月３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～16時30分

（従業員数 80人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)21時00分～ 7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） 普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時15分～16時35分

（従業員数 19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

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30分～17時00分 介護福祉士
(2) 9時00分～18時30分

（従業員数 18人 ）(3)10時00分～19時30分
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許一種

(1) 7時30分～16時30分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時00分
(2)16時30分～ 8時30分

（従業員数 40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～16時30分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 40人 ）(3) 9時30分～18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～16時30分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 40人 ）(3) 9時30分～18時00分
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
(2)16時30分～ 8時30分

（従業員数 80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 80人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時00分
(2)16時30分～ 8時30分

（従業員数 80人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 80人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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

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

飼育管理（日南農
場）

有限会社　ホクサツ
えびのファーム

宮崎県えびの市大字原田１６
７８番地２

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 143,360円～
161,280円

正社員以外 45070- 3256481

寝具の仕分け・病院内
集配送／県立日南病院

一般財団法人　弘潤会（野
崎病院・野崎東病院・老人
保健施設シルバーケア野
崎・友愛の里）

宮崎県宮崎市大字恒久５５６
７

雇用・労災・
健康・厚生不問

125,000円～
125,000円

正社員以外 45010-21190981

夜間フロント・警
備保安業務

日本郵便オフィスサ
ポート株式会社　九
州支社

熊本県熊本市北区大窪４丁目
１番３５号

雇用・労災
18歳
以上 800円～800円

パート労働者 43010-30018881

コールセンタースタッ
フ／オープニングス
タッフ／日南市

デジタルゲイト　株
式会社

福岡市中央区天神４丁目６－
７　天神クリスタルビル６Ｆ

労災
不問

900円～900円

パート労働者 40010-65792881

造林現場管理及び
作業

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59歳

以下 300,000円～
300,000円

正社員 45050- 2463681

事務職 株式会社フレンド 宮崎県日南市北郷町郷之原乙
３７１５番地２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 135,000円～
140,000円

正社員 45050- 2461081

林業機械のオペ
レーター

株式会社　島田林業 宮崎県串間市大字奈留１６４
９番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

175,000円～
230,000円

正社員 45050- 2465581

介護職／グループ
ホーム長寿

医療法人　秀英会　介
護老人保健施設　長寿
の里

宮崎県串間市大字奈留５２９
８－３

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 144,700円～
160,000円

正社員 45050- 2464981

介護福祉士／日勤
のみ

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 129,000円～
129,000円

正社員 45050- 2467781

正看護師・准看護
師

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

160,000円～
180,000円

正社員 45050- 2466481

18歳
～
59歳

介護職員 医療法人　愛鍼会
山元病院

宮崎県日南市中央通１丁目１
０－１５

雇用・労災・
健康・厚生

121,000円～
121,000円

正社員 45050- 2469281

介護職員／日勤の
み

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 121,000円～
121,000円

正社員 45050- 2468881

18歳
～
59歳

正・准看護師 医療法人　愛鍼会
山元病院

宮崎県日南市中央通１丁目１
０－１５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,000円～
180,000円

正社員 45050- 2471681

介護職員／日勤の
み

医療法人　愛鍼会
山元病院

宮崎県日南市中央通１丁目１
０－１５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 121,000円～
121,000円

正社員 45050- 2470381

パート労働者 45050- 2473581

正・准看護師／日
勤のみ

医療法人　愛鍼会
山元病院

宮崎県日南市中央通１丁目１
０－１５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,000円～
180,000円

正社員 45050- 2472981

又は 6時00分～21時00
分の間の4時間程度

10時00分～21時00分の
間の3時間以上

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

150,000円～
230,000円

正社員以外 45050- 2474481

調理員／パート 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

※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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　　　　（８月２４日から８月３０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９月３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15分～16時35分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 中型一種（８ｔ限定）
中型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時15分 大型自動車免許一種

（従業員数 174人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 8時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 6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～16時30分

（従業員数 50人 ）
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 13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 45人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 原動機付自転車免許

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 45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 14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 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 自動車整備士（２級）
自動車整備士（３級）

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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 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
土木施工管理技士２級

(1) 8時00分～17時30分 土木施工管理技士１級

（従業員数 6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

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県串間市

石油販売員 有限会社　井上石油
店

宮崎県串間市大字西方５７４
９－６

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 143,375円～
162,492円

正社員 45050- 2412681

大工・左官【見習
い可】

有限会社　山内建設 宮崎県串間市大字秋山２００
番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 208,800円～
313,200円

正社員 45050- 2410081

土木施工管理技士 有限会社　山内建設 宮崎県串間市大字秋山２００
番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 208,800円～
290,000円

正社員 45050- 2411381

自動車整備士【見
習い可】

井手産商　株式会社 宮崎県串間市大字串間１４７
４－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 185,000円～
250,000円

正社員 45050- 2432781

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- 2409781

土木施工管理技士
（水道施工管理技
士）

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 250,000円～
300,000円

正社員 45050- 2426281

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40歳

以下 164,000円～
205,000円

正社員 45050- 2427181

警備員（有資格
者）

有限会社　太陽 宮崎県日南市大字殿所５２０
－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 158,340円～
158,340円

正社員 45050- 2424781

警備員（資格不
問）

有限会社　太陽 宮崎県日南市大字殿所５２０
－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 142,100円～
142,100円

正社員 45050- 2425881

事務員／王子物流
株式会社

王子物流株式会社　企
画業務本部　日南事業
所

日南市大字戸高１８５０
王子製紙株式会社　日南工場
内

雇用・労災・
健康・厚生不問

151,200円～
151,200円

正社員以外 45050- 2418281

事務職 合同会社　日南プレ
ス

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
３７１５番地２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 135,000円～
140,000円

正社員 45050- 2421981

トラック運転手 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・厚生不問

129,000円～
141,800円

正社員以外 45050- 2449481

看護師 合同会社　フルール 宮崎県日南市大字東弁分字安
部口甲２５４６－３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
165,000円

正社員 45050- 2444081

8時00分～20時00分の間
の8時間程度

生産管理 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 150,000円～
200,000円

正社員 45050- 2480981

※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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