
　　　　（１１月１５日から１１月２１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

中型自動車免許

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

普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

保育士

准看護師

介護福祉士

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～12時00分
(2)13時00分～16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） 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） 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） 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

(1) 9時00分～12時00分

（従業員数 40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） 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

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修了者

(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
普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(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

普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(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

※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。

養豚管理（守山細
田農場）［日南
市］

株式会社　ナンチク
ファーム

鹿児島県曽於市末吉町諏訪方
８６５３－７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 154,500円～
180,500円

正社員 46080- 4932191

養豚管理（守山北
郷農場）［日南
市］

株式会社　ナンチク
ファーム

鹿児島県曽於市末吉町諏訪方
８６５３－７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 154,500円～
180,500円

正社員 46080- 4931591

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- 3109291

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 170,000円～
190,000円

正社員 45050- 3108891

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 170,000円～
190,000円

正社員 45050- 3107791

入浴介助員 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

労災
59歳
以下 800円～1,000円

パート労働者 45050- 3106491

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

170,000円～
190,000円

正社員 45050- 3105991

介護職員 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- 3104691

介護福祉士 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- 3103391

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 131,000円～
131,000円

正社員 45050- 3102091

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 139,000円～
139,000円

正社員 45050- 3101191

農作業員／パート 向高農園 宮崎県日南市大字平山２２４
７－７不問

800円～900円

パート労働者 45050- 3100591

障がい児療育員
（有資格者）

一般社団法人　虹 宮崎県串間市大字大平６９７
７番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 136,000円～
180,000円

正社員 45050- 3099691

8時30分～18時00分の間
の8時間

又は 8時00分～16時00
分の間の4時間程度

障がい児療育員
（資格不問）

一般社団法人　虹 宮崎県串間市大字大平６９７
７番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 128,000円～
147,500円

正社員 45050- 3098391

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- 3097091

8時30分～18時00分の間
の8時間

加入保険等 必要な免許資格

入院支援センター受付
業務（医療事務）／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

790円～850円

パート労働者 45010-27834891

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

18歳
～
59歳

18歳
～
64歳

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１１月２５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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　　　　（１１月１５日から１１月２１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 令和元年１１月２５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。 

普通自動車免許

(1) 9時00分～15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）

（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

(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 確定拠出年金

交替制あり

(1)11時00分～13時00分
(2)17時00分～19時00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

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許

(2)10時00分～17時00分
(3)13時00分～17時00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～17時30分
(2)14時00分～22時00分

（従業員数 0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年単位） 普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 21人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 9時00分～15時00分

（従業員数 21人 ）
就業場所 宮崎県串間市

８トン限定中型自動車免許

中型自動車免許

(1) 8時00分～17時00分 大型自動車免許

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

(1) 8時00分～17時00分
(2) 7時00分～17時00分

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許

(1) 8時30分～17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限定）

普通自動車免許

(1) 9時00分～18時00分
(2)17時00分～ 9時00分

（従業員数 85人 ）(3) 7時00分～15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

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(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 確定給付年金

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許

(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

変形（１年単位） ２級土木施工管理技士

１級土木施工管理技士

(1) 8時00分～17時00分 ２級建築施工管理技士

（従業員数 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定給付年金

施工管理技士（有
資格者）／土木・
建築

株式会社　竹井建設 宮崎県日南市南郷町中村甲４
００番地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 200,000円～
300,000円

正社員 45050- 3093891

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

150,000円～
200,000円

正社員以外 45050- 3092791

施工管理技士（資
格不問）／土木・
建築

株式会社　竹井建設 宮崎県日南市南郷町中村甲４
００番地

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 180,000円～
285,000円

正社員 45050- 3091491

ホテル設備の保
守・メンテナンス
業務

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18歳

以上 150,000円～
300,000円

正社員以外 45050- 3090991

経理事務　《急
募》

社会福祉法人慶明会
住宅型有料老人ホーム
日南けいめい館

宮崎県日南市飫肥６丁目６番
３号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 145,000円～
179,300円

正社員 45050- 3089091

園芸作業員（ス
イートピー）

有限会社　松浦農園 宮崎県日南市大字松永７７－
１

労災
不問

158,000円～
164,000円

正社員以外 45050- 3088191

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～
160,000円

正社員 45050- 3087591

一般事務／パート 寿海酒造　株式会社 宮崎県串間市大字北方１２９
５番地

雇用・労災
59歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050- 3086291

一般事務 寿海酒造　株式会社 宮崎県串間市大字北方１２９
５番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 156,100円～
156,100円

正社員以外 45050- 3085891

リラクゼーション 株式会社　トライデ
ント

宮崎県宮崎市天満３丁目１－
１不問

850円～850円

パート労働者 45010-27724091

リラクゼーション 株式会社　トライデ
ント

宮崎県宮崎市天満３丁目１－
１不問

150,000円～
200,000円

正社員 45010-27721291

みかんの収穫・包装作
業（短期）／日南事業
所

株式会社　ネイバー
フッド

宮崎県宮崎市江平東１丁目１
０－２５

労災
不問

790円～850円

パート労働者 45010-27702791

外来受付業務（医療事
務）／県立日南病院

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

130,000円～
150,000円

正社員以外 45010-27674891

警備員（葬儀場／
日南市）

株式会社　セキュリ
ティロード

宮崎県宮崎市祇園３丁目１７
９番地

労災
18歳
以上 1,500円～1,500

円
パート労働者 45010-27663991

建設機械点検・管
理・整備／日南店

株式会社　コマツレ
ンタル宮崎

宮崎県宮崎市佐土原町下那珂
２９５７－１２

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
220,000円

正社員 45010-27791691

販売職（携帯電
話）／宮崎県日南
市

コネクシオ　株式会
社

東京都新宿区西新宿８－１７
－１
住友不動産新宿グランドタ
ワー３７階

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
213,800円

正社員 13080- 3980592

場内清掃（守山北
郷農場）

株式会社　ナンチク
ファーム

鹿児島県曽於市末吉町諏訪方
８６５３－７

労災
不問

1,200円～1,200
円

パート労働者 46080- 4946791

9時30分～20時00分の間
の8時間程度

又は 8時00分～15時00
分の間の4時間以上

10時00分～22時00分の
間の5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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　　　　（１１月１５日から１１月２１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 令和元年１１月２５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

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(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 確定給付年金

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許

(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00分～17時30分

（従業員数 5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限定）

普通自動車免許

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 12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限定）

普通自動車免許

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)10時00分～14時00分

（従業員数 1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修了者

(1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級

(2)10時00分～19時00分
（従業員数 31人 ）

就業場所 宮崎県日南市
普通自動車免許

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 栄養士

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 6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

(1)13時30分～17時30分

（従業員数 6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

変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

ホームヘルパー２級

(1) 7時00分～14時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 15人 ）(3) 9時30分～18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) 8時30分～17時00分 介護職員初任者研修修了者

（従業員数 8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修了者

(1) 9時30分～15時30分 介護福祉士

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師

准看護師

(1) 9時30分～15時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 栄養士

(1) 6時00分～15時00分
(2) 9時15分～18時15分

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県日南市

栄養士兼調理業務 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・
健康・厚生64歳

以下 163,000円～
187,000円

正社員 45050- 3077891

看護師／パート 株式会社　ひだまり 宮崎県日南市大字楠原１７番
地

労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050- 3076791

介護職／パート 株式会社　ひだまり 宮崎県日南市大字楠原１７番
地

雇用・労災
不問

790円～800円

パート労働者 45050- 3075491

介護職／正社員 株式会社　ひだまり 宮崎県日南市大字楠原１７番
地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
170,000円

正社員 45050- 3074991

介護職：フルタイム
パート／グループホー
ム

医療法人　和真会 日南市上平野町３丁目８番地
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 154,984円～
154,984円

正社員以外 45050- 3073691

調理員／日南病院 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～
176,000円

正社員以外 45010-27552891

調理補助パート／
日南市（日南病
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

労災
不問

850円～900円

パート労働者 45010-27551791

スーパー店舗業務
／日南市

株式会社　ワークス
タッフ　宮崎営業所

宮崎県宮崎市広島２丁目５－
１６　興亜宮崎ビル３Ｆ

雇用・労災
不問

830円～850円

有期派遣パート 45010-27627091

栄養士（正）／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59歳

以下 170,000円～
200,000円

正社員 40120-29783591

ルート配送（日南
営業所）

株式会社　マスヤマ 宮崎県都城市大王町４－２３ 雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 192,600円～
192,600円

正社員 45040-12352791

介護職（日勤の
み）／ホーム

株式会社　南の郷 宮崎県日南市南郷町中村甲４
００番地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
165,000円

正社員 45050- 3084791

接客及び清掃等 お食事処　平庵 宮崎県日南市飫肥８丁目１－
１５

労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 3083491

一般事務 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59歳

以下 137,720円～
156,200円

正社員 45050- 3081691

介護職員 社会福祉法人慶明会
デイサービスセンター
日南ふれあいホーム

宮崎県日南市飫肥６丁目６番
６２号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 152,000円～
193,490円

正社員 45050- 3080391

鉄筋工【正社員】 有限会社　清水鉄筋
工業

宮崎県串間市大字奈留５６３
５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 185,600円～
232,000円

正社員 45050- 3096191

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40歳

以下 152,500円～
187,000円

正社員 45050- 3095591

一般土木作業員 株式会社　竹井建設 宮崎県日南市南郷町中村甲４
００番地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 172,500円～
230,000円

正社員 45050- 3094291

8時00分～20時30分の間
の4時間以上

8時00分～18時30分の間
の8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。
3



　　　　（１１月１５日から１１月２１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 令和元年１１月２５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。 

交替制あり 普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 5時30分～11時00分
(2)12時00分～17時30分

（従業員数 25人 ）(3)14時00分～19時30分
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 6時00分～12時00分
(2)12時00分～18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（ＡＴ限定）

普通自動車免許

(1) 7時50分～17時10分

（従業員数 72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30分～16時30分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 5人 ）(3) 8時30分～17時30分
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 7時00分～17時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ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

普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時15分～18時15分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 5人 ）(3) 8時15分～12時45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

普通自動車第二種免許

(1)18時00分～ 4時00分
(2)12時00分～ 1時00分

（従業員数 35人 ）(3) 9時00分～22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

普通自動車第二種免許

(1)18時00分～ 4時00分
(2)12時00分～ 1時00分

（従業員数 35人 ）(3) 9時00分～22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

普通自動車第二種免許

(1) 7時00分～16時00分
(2)10時00分～22時30分

（従業員数 5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

普通自動車第二種免許

(1)19時00分～ 7時00分
(2)17時00分～ 1時00分

（従業員数 35人 ）(3) 9時00分～22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

普通自動車第二種免許

(1)19時00分～ 5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） 普通自動車免許

普通自動車第二種免許

(1) 8時00分～17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） 普通自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 13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30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

医療事務（メディカル
クルー）［日南市］

株式会社　サティス
ファーマ

鹿児島市西坂元町７番３５号
ガーデンサイト桜島５０１号

雇用・労災
59歳
以下 790円～850円

パート労働者 46016- 8839091

総務事務（嘱託）
【急募】

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- 3072391

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- 3070191

飼育作業員 株式会社古澤畜産 宮崎県日南市大字酒谷甲３２
５１

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 181,500円～
290,400円

正社員 45050- 3069891

看護師（正・准） 医療法人　信愛会
山見医院

宮崎県日南市中央通１丁目３
番地１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 195,000円～
200,000円

正社員 45050- 3068791

ＩＴ管理／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 172,000円～
230,000円

正社員 45050- 3067491

調理員／パート 株式会社　裕富 宮崎県日南市南郷町中村甲４
７２９

雇用・労災
不問

850円～950円

パート労働者 45050- 3066991

掃除・洗濯・入居
者見守り／花みず
き

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
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 3079591

調理職／花みずき 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
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 3078291

タクシー乗務員（日
南）【会社説明会　毎
月開催】

宮崎第一交通　株式
会社　日南営業所

宮崎県日南市吾田東８丁目８
番３５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

141,377円～
141,377円

正社員 45050- 3056391

タクシー乗務員（飫
肥）【会社説明会　毎
月開催】

宮崎第一交通　株式
会社　日南営業所

宮崎県日南市吾田東８丁目８
番３５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

141,377円～
141,377円

正社員 45050- 3058991

タクシー乗務員（北
郷）【会社説明会　毎
月開催】

宮崎第一交通　株式
会社　日南営業所

宮崎県日南市吾田東８丁目８
番３５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,400円～
137,400円

正社員 45050- 3059491

タクシー乗務員（南
郷）【会社説明会　毎
月開催】

宮崎第一交通　株式
会社　日南営業所

宮崎県日南市吾田東８丁目８
番３５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,337円～
137,337円

正社員 45050- 3060291

タクシー乗務員（日
南：夜勤）【会社説明
会　毎月開催】

宮崎第一交通　株式
会社　日南営業所

宮崎県日南市吾田東８丁目８
番３５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

141,377円～
141,377円

正社員 45050- 3061591

女性タクシー乗務員
【会社説明会　毎月開
催】

宮崎第一交通　株式
会社　日南営業所

宮崎県日南市吾田東８丁目８
番３５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,400円～
137,400円

正社員 45050- 3062191

作業員（左官・土
木技術者）

有限会社　時任工業 宮崎県串間市大字市木８０４
２

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 183,200円～
229,000円

正社員 45050- 3043791

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・厚生不問

170,000円～
190,000円

正社員 45050- 3045291

9時00分～16時00分の間
の2時間以上

※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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　　　　（１１月１５日から１１月２１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 令和元年１１月２５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。 

看護師

普通自動車免許

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

（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

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） はり師

きゅう師

(1) 8時30分～20時00分
(2) 8時30分～18時00分

（従業員数 4人 ）(3)14時00分～20時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 柔道整復師

(1) 8時30分～20時00分
(2) 8時30分～18時00分

（従業員数 4人 ）(3)14時00分～20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10分
(2)16時45分～23時50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

柔道整復師 日南スポーツ鍼灸整
骨院

宮崎県日南市中央通２丁目９
－７

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 180,000円～
200,000円

正社員 45050- 3036891

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・厚生不問

220,000円～
250,000円

正社員 45050- 3046591

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・厚生不問

180,000円～
200,000円

正社員 45050- 3047191

ホール接客係
【正社員】

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

155,000円～
155,000円

正社員 45050- 3022091

18歳
～
59歳

鍼灸師 日南スポーツ鍼灸整
骨院

宮崎県日南市中央通２丁目９
－７

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 180,000円～
270,000円

正社員 45050- 3035791

※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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