
　　　　（１２月１日から１２月７日までの最新の求人です。）

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
ホームヘルパー２級

(1) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 5人 ）(3)16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

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時00分～14時00分
(2)10時00分～15時00分

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時00分～14時00分
(2)10時00分～15時00分

（従業員数 24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

（従業員数 70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

（従業員数 70人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） フォークリフト技能者

(1) 7時50分～17時10分

（従業員数 70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

(1) 7時30分～17時10分

（従業員数 70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) 5時00分～14時20分

（従業員数 55人 ）(3)14時20分～23時40分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） フォークリフト技能者

(1) 5時00分～14時20分
(2) 7時50分～17時10分

（従業員数 55人 ）(3)14時20分～23時40分
就業場所 宮崎県日南市

中型一種（８ｔ限定）
大型自動車免許一種

(1) 7時25分～16時30分 中型自動車免許一種

（従業員数 39人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時30分～16時30分
(2) 9時00分～18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） 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） 普通自動車免許ＡＴ
ＴＯＥＩＣ６００点～

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 0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。

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 必要な免許資格

介護職員 株式会社　ひなこ 宮崎県日南市飫肥６丁目７－５
１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 157,000円～
180,000円

正社員 45050- 3272271

スタート及び清掃係／
「日南串間ゴルフコー
ス」

株式会社プリンスホテル
日南串間ゴルフコース

宮崎県串間市大字本城 雇用・労災
不問

800円～800円
8時00分～17時00分の間

の5時間程度
パート労働者 45050- 3274171

ホールスタッフ／日
南串間ゴルフコース

株式会社プリンスホテル
日南串間ゴルフコース

宮崎県串間市大字本城 雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 3275071

ホールスタッフ
【土日祝】

株式会社プリンスホテル
日南串間ゴルフコース

宮崎県串間市大字本城 労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 3276371

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２０
９１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 154,000円～
180,004円

正社員 45050- 3277671

木製品加工機械操作
／契約社員

吉田産業　株式会社 宮崎県日南市南郷町榎原甲２０
９１

雇用・労災・
健康・厚生不問

132,000円～
140,800円

正社員以外 45050- 3278571

運搬作業者
（フォークリフト資格
必須）

吉田産業　株式会社 宮崎県日南市南郷町榎原甲２０
９１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 154,000円～
180,004円

正社員 45050- 3279471

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２０
９１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 180,000円～
300,000円

正社員 45050- 3280271

木製品加工機械操作
／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２０
９１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 154,000円～
180,004円

正社員 45050- 3281971

運搬作業員
（フォークリフト資格
必須）

ウッドエナジー協同
組合

宮崎県日南市南郷町榎原甲２０
９１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
64歳

154,000円～
180,004円

正社員 45050- 3282171

運転手兼現場作業員 有限会社　朝日日南
清掃公社

宮崎県日南市大字殿所２０１０
－１５

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 176,660円～
176,660円

正社員 45050- 3283071

サービススタッフ 合同会社　日南石販
油津サービス

宮崎県日南市春日町１３番地８
号

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 139,000円～
151,000円 又は 7時30分～19時30分

の間の8時間程度正社員 45050- 3284371

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４８８
９

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 145,520円～
154,080円

正社員 46010-31705071

英会話指導員［宮崎
県日南市］

株式会社　太陽ス
ポーツクラブ

鹿児島市東谷山２丁目４４－２ 雇用・労災・
健康・厚生30歳

以下 166,000円～
171,000円

正社員 46010-31836671

パート／店舗スタッフ
／串間店／１０７１
※急募

株式会社　ヤマダ電
機

群馬県高崎市栄町１番１号 雇用・労災・
健康・厚生不問

800円～1,050円
10時00分～20時00分の間

の7時間程度

パート労働者 10020-22415571

パート／店舗スタッフ
／日南店／１０９９
※急募

株式会社　ヤマダ電
機

群馬県高崎市栄町１番１号 雇用・労災・
健康・厚生不問

800円～1,050円 10時00分～20時00分の間
の7時間程度パート労働者 10020-22435271

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成２９年１２月１１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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　　　　（１２月１日から１２月７日までの最新の求人です。）

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 必要な免許資格

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成２９年１２月１１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） 普通自動車免許一種

(1) 8時45分～17時45分

（従業員数10,644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
(2)10時00分～19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） 薬剤師

(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～13時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時00分～18時00分
(2) 8時00分～17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） 小型船舶操縦士

(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

(1) 8時30分～11時30分
(2)13時00分～16時30分

（従業員数 20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 187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

変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

（従業員数 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市

臨床心理士

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

看護師
准看護師

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり

(1) 6時30分～12時00分
(2)13時30分～19時15分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 410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～15時00分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

農業アドバイザー（農
業資材の営業および営
農指導・相談対応

株式会社コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
170,000円～
200,000円

正社員以外 15070- 9781571

携帯ショップスタッ
フ／日南市

株式会社　グッドコ
ミュニケーション

熊本県熊本市南区近見１丁目４
－１０　吉田ビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

205,440円～
222,560円

有期雇用派遣 43010-41241371

薬剤師／ひまわり薬
局

プレイン　株式会社 宮崎県宮崎市学園木花台北３丁
目８２９４番地９

雇用・労災・
健康・厚生不問

600,000円～
700,000円

正社員 45010-29736371

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５１３
１番地１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
180,000円～
230,000円

正社員 45010-29799271

船舶の保守・管理
（ハーバーマスター）
／日南市

株式会社　わらしべ 宮崎県宮崎市橘通東３丁目８番
２１号　ＬＣＳ本社ビル

雇用・労災・
健康・厚生不問

200,000円～
250,000円

正社員 45010-29802771

クリーンスタッフ（日
南市）【短時間】≪急
募≫

つやげん九州　株式
会社

宮崎県都城市宮丸町３０４８－
１

労災
不問

737円～800円

パート労働者 45040-13124071

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３
６７１－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 124,320円～
124,320円

正社員以外 45050- 3242671

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２１
０１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 173,000円～
205,000円

正社員 45050- 3243571

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２１
０１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 151,000円～
185,000円

正社員 45050- 3244471

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２１
０１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
59歳

128,500円～
128,500円

正社員 45050- 3245771

介護職【正社員】 株式会社　南の郷 宮崎県日南市南郷町中村甲４０
０番地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 135,000円～
165,000円

正社員 45050- 3246871

看護師／（日勤の
み）

株式会社　南の郷 宮崎県日南市南郷町中村甲４０
０番地

雇用・労災
64歳
以下 900円～1,100円

パート労働者 45050- 3247271

臨床心理士 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 163,500円～
263,900円

正社員 45050- 3248971

正・准看護師／パー
ト

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災
不問

950円～1,000円
8時00分～17時00分の間

の4時間以上
パート労働者 45050- 3249171

調理スタッフ／パー
ト

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災
不問

737円～737円

パート労働者 45050- 3250671

看護補助者／パート 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災
不問

737円～737円
8時00分～19時00分の間

の4時間以上
パート労働者 45050- 3251571

事務員／パート 県南警備　株式会社 宮崎県日南市星倉２７５６番地
６

雇用・労災
69歳
以下 750円～800円

パート労働者 45050- 3252471
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　　　　（１２月１日から１２月７日までの最新の求人です。）

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 必要な免許資格

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成２９年１２月１１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) 9時00分～13時00分
(2)14時00分～18時00分

（従業員数 7人 ）(3)14時00分～17時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1)18時30分～21時30分

（従業員数 14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～17時30分
(2)17時00分～ 9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） 普通自動車免許ＡＴ
介護福祉士

(1) 8時00分～17時30分
(2)17時00分～ 9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） 普通自動車免許ＡＴ
介護福祉士

(1) 8時00分～17時30分
(2)17時00分～ 9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） 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時30分
(2)17時00分～ 9時00分

（従業員数 25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

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 400人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)17時30分～ 9時00分

（従業員数 21人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時30分～15時30分
(2)10時30分～18時30分

（従業員数 45人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時15分
(2)17時00分～ 1時15分

（従業員数 74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 92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 366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 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 5時00分～13時00分
(2) 9時00分～17時00分

（従業員数 6人 ）(3)13時00分～21時00分
就業場所 宮崎県日南市

正・准看護師 井藤耳鼻咽喉科 宮崎県日南市園田１－４－１２ 雇用・労災
59歳
以下 850円～1,000円

パート労働者 45050- 3253771

洗い場／夜 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

労災
59歳
以下 750円～780円

パート労働者 45050- 3254871

介護職【急募】 株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２３
４４

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
64歳

135,000円～
140,000円

正社員 45050- 3255271

介護福祉士【急募】 株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２３
４４

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
64歳

145,000円～
155,000円

正社員 45050- 3256971

介護福祉士《契約職
員》

株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２３
４４

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 145,000円～
155,000円

正社員以外 45050- 3257171

介護職《契約職員》 株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２３
４４

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 135,000円～
140,000円

正社員以外 45050- 3258071

林産事業（全般） 南那珂森林組合 宮崎県串間市大字串間２３２４
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
172,500円

正社員以外 45050- 3259371

現場職員【森林造
成】

南那珂森林組合 宮崎県串間市大字串間２３２４
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
172,500円

正社員以外 45050- 3260571

現場職員【地籍調査、
森林境界明確化】

南那珂森林組合 宮崎県串間市大字串間２３２４
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
172,500円

正社員以外 45050- 3261471

事務補助（青色申
告）

はまゆう農業協同組
合

宮崎県日南市吾田東２丁目５番
１５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

112,761円～
112,761円

正社員以外 45050- 3262771

介護職【夜勤専従：
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
18歳
～

64歳
1,000円～1,100円

パート労働者 45050- 3263871

介護職（ケアハウ
ス）／週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 750円～800円

パート労働者 45050- 3264271

生産作業員【２交
代】

株式会社　エスエヌ
シー

宮崎県日南市大字東弁分甲２８
０番地２

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
59歳

127,890円～
170,000円

正社員 45050- 3265971

プレス金型メンテナ
ンス／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１０
１１番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳
以上 140,000円～

150,000円
正社員以外 45050- 3266171

製造オペレーター業
務

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１０
１１番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

18歳
以上 140,000円～

150,000円
正社員以外 45050- 3267071

技能工 永野建設　株式会社 宮崎県日南市大字酒谷乙１０３
２２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 181,000円～
252,000円

正社員 45050- 3268371

調理師（まかない） 学校法人　日南学園 宮崎県日南市吾田東３丁目５－
１

雇用・労災・
健康・厚生不問

168,000円～
168,000円

正社員以外 45050- 3269671
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　　　　（１２月１日から１２月７日までの最新の求人です。）

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 必要な免許資格

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成２９年１２月１１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） 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ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時30分～16時00分
(2)12時00分～18時30分

（従業員数 0人 ）(3)14時00分～20時00分
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

管理栄養士
栄養士

(1) 8時30分～17時30分

（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

交替制あり

(1) 5時30分～15時30分
(2) 8時30分～18時00分

（従業員数 7人 ）(3) 9時30分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 5時00分～15時00分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 8人 ）(3)10時00分～19時30分
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～17時00分

（従業員数 10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50分～17時50分

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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

看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 22人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 準中型一種（５トン限
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

普通自動車免許一種

（従業員数 33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00分

（従業員数 39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50分～17時50分

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 54人 ）
就業場所 宮崎県串間市他

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18歳

～
64歳

150,000円～
164,000円

正社員 45050- 3270771

自動車整備士（見習
い可）

福永自動車　有限会
社

宮崎県日南市大字星倉５９３０
－７

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 145,000円～
165,000円

正社員 45050- 3271871

販売員（Ｓｅｒｉａ
サピア日南店）

株式会社　セリア 岐阜県大垣市外渕２丁目３８番
地

雇用・労災・
健康・厚生不問

800円～800円

パート労働者 21020-14888271

販売員（Ｓｅｒｉａ
サピア日南店）（短期
スタッフ）

株式会社　セリア 岐阜県大垣市外渕２丁目３８番
地

雇用・労災
不問

900円～900円
9時30分～20時00分の間

の5時間程度

パート労働者 21020-14889971

栄養士／日南市・串間
市の老人介護施設、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

173,600円～
260,400円

正社員以外 45010-29594371

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

800円～850円

パート労働者 45010-29595671

調理員／日南市（百
瀬病院）

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

138,880円～
173,600円

正社員以外 45010-29596571

調理員／日南市（は
まゆうの里）

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

130,200円～
173,600円

正社員以外 45010-29609771

洗車係 株式会社ホンダカー
ズ宮崎南

宮崎県日南市吾田東９丁目８－
２０

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 3232071

営業 株式会社ホンダカー
ズ宮崎南

宮崎県日南市吾田東９丁目８－
２０

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 152,600円～
201,400円

正社員 45050- 3233371

薬剤師 株式会社　ジーシー 宮崎県串間市大字市木２０２５
番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

600,000円～
630,000円

正社員 45050- 3235571

介護職／訪問入浴介
護

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

175,000円～
178,500円

正社員以外 45050- 3237771

トラック運転手 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１７７
－５

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 160,000円～
185,000円

又は 8時00分～ 7時59分
の間の8時間程度正社員 45050- 3238871

経理事務 株式会社　ナカシマ
デザイン

宮崎県日南市大字西弁分４－７
－１１

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
300,000円

正社員 45050- 3239271

現場職員【製材所】 南那珂森林組合 宮崎県串間市大字串間２３２４
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
172,500円

正社員以外 45050- 3240071

カーライフアドバイ
ザー

株式会社ホンダカー
ズ宮崎南

宮崎県日南市吾田東９丁目８－
２０

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 152,600円～
201,400円

正社員 45050- 3241371

（契）日曜大工担当
（経験者）［志布志
市・串間市・鹿屋市］

株式会社　ニシムタ 鹿児島市与次郎１丁目１０－１ 雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 173,564円～
250,101円

8時00分～ 0時00分の間
の8時間程度

正社員以外 46010-31350671
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　　　　（１２月１日から１２月７日までの最新の求人です。）

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 必要な免許資格

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成２９年１２月１１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）

（従業員数 70人 ）
就業場所 宮崎県串間市他

交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許ＡＴ
原動機付自転車免許

（従業員数 8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

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 中型自動車免許一種

(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

(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

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 1人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時25分～12時25分

（従業員数 51人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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) 9時00分～18時00分

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 6時30分～15時00分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 15人 ）(3)12時00分～18時30分
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

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時30分～12時30分
(2)13時30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） 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 9人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～17時15分

（従業員数 174人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～17時15分
(2)20時00分～ 5時15分

（従業員数 170人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（契）カー用品担当
（経験者）［志布志
市・串間市・鹿屋市］

株式会社　ニシムタ 鹿児島市与次郎１丁目１０－１ 雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 173,564円～
250,101円

6時00分～ 0時00分の間
の8時間程度

正社員以外 46010-31351571

配送業務管理［日南
市］

株式会社　九州ケー
ズデンキ

鹿児島市東開町４－１２ 雇用・労災・
健康・厚生不問

920円～920円
8時20分～20時10分の間

の7時間

パート労働者 46016- 7669071

ピザ製造・宅配業務
（ピザ　テン．フォー
日南店）

株式会社　オーディン
フーズ（ピザ　テン．
フォー）

函館市柏木町２４番１９号 労災
不問

740円～740円
10時30分～22時00分の間

の2時間以上
パート労働者 01020-17995971

看護師／宮崎県日南
市

株式会社　アイグラ
ン

広島県広島市中区光南２－１－
２０

雇用・労災・
健康・厚生不問

210,000円～
210,000円

7時15分～17時45分の間
の8時間程度

正社員 34010-63814071

運転手／日南営業所 株式会社　山崎紙源
センター

宮崎県宮崎市江平東町６番地１
３

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 195,500円～
195,500円

正社員 45010-29332171

回収作業員／日南営
業所

株式会社　山崎紙源
センター

宮崎県宮崎市江平東町６番地１
３

雇用・労災・
健康・厚生不問

121,800円～
121,800円

正社員以外 45010-29333071

塵芥車運転手／日南
営業所

株式会社　山崎紙源
センター

宮崎県宮崎市江平東町６番地１
３

雇用・労災・
健康・厚生不問

139,200円～
139,200円

正社員以外 45010-29336571

農作業（週３～５勤
務）／飫肥

株式会社　わらしべ 宮崎県宮崎市橘通東３丁目８番
２１号　ＬＣＳ本社ビル

雇用・労災
不問

750円～750円

パート労働者 45010-29360471

介護補助業務／午前
パート

医療法人　春光会
東　病院

宮崎県日南市南郷町東町８－１ 雇用・労災
不問

750円～780円

パート労働者 45050- 3198571

正・准看護師 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・
健康・厚生59歳

以下 184,400円～
184,400円

正社員 45050- 3199471

調理員 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- 3200371

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３２２４
番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

132,000円～
143,000円

正社員以外 45050- 3202571

放課後児童クラブ支
援員

学校法人吾田学園　認定
こども園　あがた幼稚園

宮崎県日南市吾田西３丁目９番
２８号

労災
不問

920円～950円
14時00分～18時00分の間

の3時間程度
パート労働者 45050- 3203471

調味料の製造 株式会社　戸村フー
ズ

宮崎県日南市木山１丁目５番２
１号

雇用・労災
59歳
以下 850円～850円

パート労働者 45050- 3204771

一般土木作業員及び
運転手

株式会社　畑山建設 宮崎県串間市大字奈留５２８８
－７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 174,000円～
278,400円

正社員 45050- 3205871

一般事務（品質保証
事務）

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- 3206271

機械オペレーター 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18歳

以上 129,000円～
141,800円

正社員以外 45050- 3208171
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　　　　（１２月１日から１２月７日までの最新の求人です。）

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 必要な免許資格

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成２９年１２月１１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。

（従業員数 8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

変形（１ヶ月単位）

(1) 5時00分～14時00分
(2) 6時00分～15時00分

（従業員数 32人 ）(3) 7時00分～16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) 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

(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

交替制あり

(1) 8時00分～16時00分
(2)10時00分～18時00分

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～16時00分
(2)10時00分～18時00分

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 37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 37人 ）
就業場所 宮崎県日南市

社会福祉士

(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

作業療法士

(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

（従業員数 8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 42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30分～16時30分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(1) 8時20分～17時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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

800円～800円
7時00分～23時00分の間

の4時間程度
パート労働者 45050- 3209071

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

800円～800円
7時00分～23時00分の間

の4時間程度
パート労働者 45050- 3210471

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３２００ 雇用・労災・
健康・厚生不問

126,000円～
126,000円

正社員以外 45050- 3211771

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３２００ 雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 126,000円～
136,500円

正社員以外 45050- 3212871

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３２００ 労災
18歳
以上 1,000円～1,063円

パート労働者 45050- 3213271

キッチンスタッフ
【港の駅　めいつ】

南郷漁業　協同組合 宮崎県日南市南郷町中村乙４６
１４－３

雇用・労災・
健康・厚生不問

115,500円～
130,900円

正社員以外 45050- 3214971

店舗スタッフ【港の
駅めいつ／物産館】

南郷漁業　協同組合 宮崎県日南市南郷町中村乙４６
１４－３

雇用・労災・
健康・厚生不問

115,500円～
130,900円

正社員以外 45050- 3215171

店舗スタッフ【港の
駅めいつ】

南郷漁業　協同組合 宮崎県日南市南郷町中村乙４６
１４－３

雇用・労災
不問

750円～850円
8時00分～15時00分の間

の4時間程度
パート労働者 45050- 3216071

土木施工管理技士
【見習い可】

株式会社　畑山建設 宮崎県串間市大字奈留５２８８
－７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 197,200円～
301,600円

正社員 45050- 3217371

加工作業員 有限会社　テクノ 宮崎県日南市北郷町郷之原乙２
５６３－１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 140,000円～
180,000円

正社員 45050- 3218671

養生・出荷作業員 有限会社　テクノ 宮崎県日南市北郷町郷之原乙２
５６３－１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 130,000円～
180,000円

正社員 45050- 3219571

社会福祉士 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２
８号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 165,770円～
297,640円

正社員 45050- 3220871

作業療法士
【急募】

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２
８号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 165,000円～
305,140円

正社員 45050- 3221271

介護職員 合同会社　有料老人
ホームよりべ

宮崎県日南市大字平山２１２１
－２

雇用・労災
59歳
以下 800円～930円

8時30分～17時30分の間
の3時間以上

パート労働者 45050- 3222971

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１０
番１５号

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
59歳

160,000円～
180,000円

正社員 45050- 3223171

農作業員【急募】 由良農園 宮崎県日南市北郷町大藤甲９７
５不問

141,680円～
141,680円

正社員 45050- 3224071

建築資材販売
【急募】

株式会社　原金物店 日南市南郷町東町７－４ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
180,000円

正社員 45050- 3225371
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　　　　（１２月１日から１２月７日までの最新の求人です。）

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 必要な免許資格

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成２９年１２月１１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） 保育士

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(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

保健師
管理栄養士

(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

保健師
管理栄養士

(1) 9時00分～15時45分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

臨床検査技師

(1) 8時00分～12時00分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 8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

（従業員数 8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 26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
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)17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） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時45分 管理栄養士
(2)14時30分～23時00分

（従業員数 19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) 9時00分～18時00分

（従業員数 53人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時30分

（従業員数 53人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

交替制あり

(1)13時00分～18時00分
(2)17時00分～22時00分

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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

160,000円～
165,000円

7時00分～19時00分の間
の8時間程度

正社員以外 45050- 3226671

調理補助及びホール係
／『ギャラリーこだ
ま』

株式会社　ＫＯＤＡ
ＭＡ

日南市飫肥４丁目５－１４ 雇用・労災
不問

800円～1,000円
9時00分～18時00分の間

の5時間程度
パート労働者 45050- 3227571

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- 3228471

保健師／管理栄養士
（臨時）

日南市役所 宮崎県日南市中央通１丁目－１
－１

雇用・公災・
健康・厚生不問

147,000円～
153,300円

正社員以外 45050- 3229771

保健師／管理栄養士
（パート）

日南市役所 宮崎県日南市中央通１丁目－１
－１

雇用・公災
不問

903円～942円

パート労働者 45050- 3230971

臨床検査技師［串間
市］

株式会社　パソラボ宮崎研
究所（クリニカルパソロ
ジーラボラトリーグルー
プ）

鹿児島市城山２丁目２３番地７
５号

労災
不問

900円～900円

パート労働者 46010-31205671

婦人服販売員
（ハニーズ日南サピア
店

株式会社　ハニーズ 福島県いわき市鹿島町走熊字七本
松２７－１（株式会社　ハニーズ
ホールディングス　本社内）

雇用・労災・
健康・厚生不問

850円～900円
9時30分～20時15分の間

の7時間

パート労働者 07021- 6982371

婦人服販売員
（ハニーズ日南サピア
店）

株式会社　ハニーズ 福島県いわき市鹿島町走熊字七本
松２７－１（株式会社　ハニーズ
ホールディングス　本社内）

雇用・労災・
健康・厚生不問

850円～900円
9時30分～20時15分の間

の5時間程度
パート労働者 07021- 6983671

婦人服販売員
（ハニーズ日南サピア
店）

株式会社　ハニーズ 福島県いわき市鹿島町走熊字七本
松２７－１（株式会社　ハニーズ
ホールディングス　本社内）

労災
不問

850円～900円
9時30分～20時15分の間

の4時間程度
パート労働者 07021- 6984571

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

129,000円～
146,200円

正社員以外 40120-28892571

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

780円～850円

パート労働者 40120-28893471

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

134,160円～
146,200円

正社員以外 40120-28894771

調理補助／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

800円～800円

パート労働者 40120-28899071

管理栄養士（正・日南
平野店・地域専任職）

株式会社　ドラッグ
ストアモリ

福岡県朝倉市一ツ木１１４８－
１

雇用・労災・
健康・厚生不問

184,000円～
230,000円 又は 8時30分～23時00分

の間の8時間正社員 40150- 8592771

営業／（都城・日
南・小林）

宮崎日産自動車　株
式会社

宮崎県宮崎市花ケ島町屋形町１
１７９番地

雇用・労災・
健康・厚生29歳

以下 150,000円～
199,000円

正社員 45010-28884771

自動車整備士／（都
城・日南・小林）

宮崎日産自動車　株
式会社

宮崎県宮崎市花ケ島町屋形町１
１７９番地

雇用・労災・
健康・厚生29歳

以下 150,000円～
199,000円

正社員 45010-28888171

ホールスタッフ・カウ
ンタースタッフ／コア
５０５日南店

青山総合　株式会社 宮崎県宮崎市橘通東３丁目７番
２３号

労災
18歳
以上 1,000円～1,000円

パート労働者 45010-28956771
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　　　　（１２月１日から１２月７日までの最新の求人です。）

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 必要な免許資格

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成２９年１２月１１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) 9時30分～18時30分

（従業員数 17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00分～17時00分

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 9時30分～20時30分
(2)11時00分～22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）

(1) 9時30分～20時30分
(2)11時00分～22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） 看護師
准看護師

(1) 8時25分～17時30分
(2) 9時00分～18時30分

（従業員数 50人 ）(3)16時30分～ 9時30分
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 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) 6時30分～15時00分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 29人 ）(3)13時00分～21時30分
就業場所 宮崎県日南市

(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

ホームヘルパー２級
普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

（従業員数 4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) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 11人 ）(3)10時00分～19時00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

特定曜日のみ(2) 看護師
准看護師

(1) 8時30分～19時00分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

特定曜日のみ(2)

(1) 8時00分～13時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 13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

（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00分～13時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 5時00分～14時00分
(2) 6時00分～15時00分

（従業員数 89人 ）(3) 7時00分～16時00分
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～13時30分
(2)14時20分～19時20分

（従業員数 89人 ）
就業場所 宮崎県日南市

携帯電話の販売及び
事務／日南駅前店

植松商事　株式会社 宮崎県宮崎市橘通西４丁目２番
３０号

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

30歳
以下 150,000円～

200,000円
正社員 45010-29055271

現場作業員／宮崎南
工事事務所

日本道路　株式会社
宮崎営業所

宮崎県宮崎市大字芳士字平田８
１１番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 160,000円～

190,000円
正社員以外 45010-29229371

キッチンスタッフ
（寺里店）

虎コーポレーション
株式会社

都城市高木町７１９５－１ 雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 208,000円～
300,000円

正社員 45040-12685571

ホールスタッフ
（寺里店）

虎コーポレーション
株式会社

都城市高木町７１９５－１ 雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 193,000円～
300,000円

正社員 45040-12686471

正・准看護師 医療法人　春光会
東　病院

宮崎県日南市南郷町東町８－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 160,550円～

260,000円
正社員 45050- 3178071

一般事務【急募】 木下公認会計士税理
士事務所

宮崎県日南市上平野町１－１－
２０

雇用・労災・
健康・厚生30歳

以下 160,000円～
300,000円

正社員 45050- 3179371

生活支援員 社会福祉法人　つよし会
つよし学園　成人部

宮崎県日南市大字風田３５８５
番地

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 147,600円～
147,600円

正社員以外 45050- 3180571

作業員 有限会社　第一坂元
鉄工所

宮崎県日南市大字平野２７１７
番地３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 133,800円～
178,400円

正社員 45050- 3181471

訪問介護（登録ヘル
パー）

社会福祉法人　慶明会
日南慶明会ヘルパース
テーション

宮崎県日南市飫肥１丁目４番３
６号

労災
不問

1,000円～1,500円
6時45分～19時00分の間

の4時間程度
パート労働者 45050- 3182771

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６
２号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 132,000円～
193,950円

正社員 45050- 3183871

調理員 社会福祉法人　森と
風の郷

宮崎県日南市大字東弁分甲８７
１－１

雇用・労災
不問

920円～950円
8時00分～17時00分の間

の6時間程度
パート労働者 45050- 3185971

看護師【のだ小児科
医院】／　串間市

のだ小児科医院 宮崎県串間市大字西方５３３７
－３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
250,000円

正社員 45050- 3186171

レジ・食品製造補助 有限会社　山野水産 宮崎県日南市大字風田３８５０
－１０

雇用・労災
59歳
以下 750円～800円

パート労働者 45050- 3187071

水産物加工 有限会社　山野水産 宮崎県日南市大字風田３８５０
－１０

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 170,000円～
170,000円

8時00分～17時00分の間
の7時間程度

正社員 45050- 3188371

天ぷら製造工／パー
ト

有限会社　山野水産 宮崎県日南市大字風田３８５０
－１０

雇用・労災
59歳
以下 750円～800円

パート労働者 45050- 3189671

調理職／臨時 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３２２４
番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

126,000円～
126,000円

正社員以外 45050- 3191871

調理職／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３２２４
番地

雇用・労災
不問

800円～850円

パート労働者 45050- 3192271
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　　　　（１２月１日から１２月７日までの最新の求人です。）

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 必要な免許資格

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成２９年１２月１１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
建築施工管理技士２級

(1) 8時00分～17時00分 建築施工管理技士１級

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種
自動車整備士（３級）

(1) 8時00分～17時00分 自動車整備士（２級）

（従業員数 5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30分～17時30分
(2) 7時00分～16時00分

（従業員数 63人 ）(3)11時00分～20時00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
介護職員初任者研修

(1) 8時30分～17時30分
(2) 7時00分～16時00分

（従業員数 63人 ）(3)11時00分～20時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 准看護師
看護師

(1) 8時30分～17時30分
(2) 7時00分～16時00分

（従業員数 65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ＡＴ

(1) 7時45分～17時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～19時00分

（従業員数 3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～15時00分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(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

普通自動車免許一種

(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年単位） 普通自動車免許ＡＴ
測量士

(1) 8時30分～17時30分 測量士補

（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 20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15分 普通自動車免許一種

（従業員数 32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00分～15時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 16人 ）(3)10時30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30分～17時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 6時00分～13時30分
(2)10時30分～19時30分

（従業員数 20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 21人 ）
就業場所 宮崎県日南市

建築施工管理技士 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 172,500円～
322,000円

正社員 45050- 3193971

整備士 有限会社　有馬自動
車整備工場

宮崎県日南市大字星倉２丁目８
－８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 135,500円～
150,500円

正社員 45050- 3194171

介護福祉士 医療法人　小倉蒲生病院
介護老人保健施設　しあ
わせの里

宮崎県日南市北郷町大藤甲３５
８９－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 146,000円～
221,000円

正社員 45050- 3195071

介護職 医療法人　小倉蒲生病院
介護老人保健施設　しあ
わせの里

宮崎県日南市北郷町大藤甲３５
８９－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 139,000円～
154,000円

正社員 45050- 3196371

看護職 医療法人　小倉蒲生病院
介護老人保健施設　しあ
わせの里

宮崎県日南市北郷町大藤甲３５
８９－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 192,400円～
223,200円

正社員 45050- 3197671

営業［宮崎市・延岡
市・日南市］

インフラテック　株
式会社

鹿児島市与次郎２－７－２５ 雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 190,000円～
350,000円

正社員 46010-31037671

携帯電話販売スタッフ
（串間店）（総合職）

株式会社　島津 鹿児島県志布志市志布志町志布
志２丁目１４－１４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
235,000円

正社員 46080- 4777571

環境整備（守山細田
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８
６５３－７

労災
不問

1,000円～1,200円

パート労働者 46080- 4800771

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８
６５３－７

労災
不問

1,200円～1,200円

パート労働者 46080- 4817471

環境整備（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８
６５３－７

労災
不問

1,000円～1,000円

パート労働者 46080- 4818771

測量・土木設計
【急募】

株式会社　日拓測量
設計

日南市上平野町１丁目１－２ 雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 185,000円～
345,000円

正社員 45050- 3177171

建具・家具の製造 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 218,500円～
299,000円

正社員 45050- 3168971

介護支援専門員 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

175,000円～
175,000円

正社員以外 45050- 3169171

介護職【正社員】 株式会社　心の里　（住
宅型有料老人ホーム　心
の里）

宮崎県日南市大字楠原１８番地 雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
59歳

145,000円～
160,000円

正社員 45050- 3171571

自動車整備士 有限会社　日高自動
車整備工場

宮崎県日南市大字下方２１００
－１１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 130,000円～
200,000円

正社員 45050- 3152071

調理職 株式会社　にじ 宮崎県日南市大字平山５４１番
地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

123,750円～
140,250円

正社員以外 45050- 3134971

林業技術者／造林 飫肥造林有限会社 宮崎県日南市飫肥５丁目３－５
２

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 170,400円～
170,400円

正社員 45050- 3135171
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　　　　（１２月１日から１２月７日までの最新の求人です。）

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 必要な免許資格

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成２９年１２月１１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） 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 3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00分～17時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(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

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15分

（従業員数 170人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

設備機器設置作業員 日南平原工業 宮崎県日南市大字板敷９７３－
２

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
170,000円

正社員 45050- 3141271

工場作業員（味噌・
醤油）

谷口醸造　株式会社 宮崎県日南市大堂津２－２－１
８

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 111,888円～
111,888円

正社員 45050- 3115471

生産管理（事務職） 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- 3131771

生産技術（設備設計
業務）

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 140,000円～
196,500円

正社員 45050- 3132871

訪問介護員 有限会社　なのはな 宮崎県日南市大堂津２丁目１６
－４

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 137,000円～
189,000円

7時00分～22時00分の間
の8時間

正社員 45050- 3133271
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