
　　　　（１１月２４日から１１月３０日までの最新の求人です。）

交替制あり
又は 8時00分～18時00分の間の5時間程度

（従業員数 33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45分～17時15分
(2) 8時30分～18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） 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

自動二輪車免許

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 60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)17時00分～22時30分

（従業員数 4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

（従業員数 4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
普通自動車免許ＡＴ

(1) 6時00分～15時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 4人 ）(3)13時30分～22時30分
就業場所 宮崎県串間市

介護福祉士
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～11時00分 普通自動車免許一種
(2)13時00分～16時30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
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

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

交替制あり 准看護師
看護師

(1) 7時00分～15時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時30分～19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） 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

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～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

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

変形（１年単位）

(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

※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

店員（レジ・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８
２９番地１

雇用・労災
不問

737円～737円

パート労働者 45010-28780771

正・准看護師 医療法人　福岡医院 宮崎県日南市春日町１の７ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,000円～
230,000円

正社員 45050- 3176971

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

郵便物の集配業務 日本郵便　株式会社　郵
便事業総本部　日南郵便
局

宮崎県日南市材木町１－１０ 雇用・労災・
健康・厚生不問

145,824円～
145,824円

正社員以外 45050- 3162671

事務（施設運営）／
夜間パート

株式会社　ジェイ
レック　串間支店

宮崎県串間市大字西方５５８０
－２

雇用・労災
18歳
以上 800円～850円

パート労働者 45050- 3163571

事務（施設運営）／
パート

株式会社　ジェイ
レック　串間支店

宮崎県串間市大字西方５５８０
－２

雇用・労災
不問

800円～850円
8時00分～22時30分の間

の4時間以上
パート労働者 45050- 3164471

事務職（施設運営）
／契約社員

株式会社　ジェイ
レック　串間支店

宮崎県串間市大字西方５５８０
－２

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 140,000円～
180,000円

正社員以外 45050- 3165771

介護職 医療法人　弘和会
松田整形外科医院

宮崎県日南市中央通２丁目３－
５

労災
59歳
以下 800円～1,000円

パート労働者 45050- 3166871

木工作業員 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40歳

以下 149,500円～
161,000円

正社員 45050- 3167271

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

看護師／パート 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
59歳
以下 900円～900円

パート労働者 45050- 3170671

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

介護職／パート 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
18歳
～

59歳
750円～850円

パート労働者 45050- 3172471

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１４９８
番地８

雇用・労災
59歳
以下 900円～900円

8時30分～17時00分の間
の5時間程度

パート労働者 45050- 3173771

一般事務員 大隅リース　有限会
社

宮崎県日南市南郷町谷之口２５
２５

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 145,000円～
165,000円

正社員 45050- 3174871

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成２９年１２月４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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　　　　（１１月２４日から１１月３０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４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～14時00分

（従業員数 53人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時00分～15時00分

（従業員数 54人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～14時00分

（従業員数 54人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時00分～15時00分
(2)15時00分～21時00分

（従業員数 54人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時00分～15時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～17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） 普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18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ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～16時30分
(2) 7時30分～12時30分

（従業員数 17人 ）(3)12時30分～16時30分
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30分
(2) 8時30分～13時30分

（従業員数 17人 ）(3)13時30分～17時30分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 17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） 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 17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） 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1)17時30分～ 8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） 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 45人 ）
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

変形（１ヶ月単位） 保健師

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 168人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時00分～18時00分
(2) 9時00分～12時00分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)16時30分～ 9時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

日配担当［宮崎県串
間市］

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・厚生不問

737円～837円

パート労働者 46010-30774371

家庭用品／ペット／イ
ンテリア担当［宮崎県
串間市］

株式会社　ニシムタ 鹿児島市与次郎１丁目１０－１ 雇用・労災
不問

737円～837円

パート労働者 46010-30775671

食品・飲料担当［宮
崎県串間市］

株式会社　ニシムタ 鹿児島市与次郎１丁目１０－１ 労災
不問

737円～837円

パート労働者 46010-30776571

食鮮レジ担当［宮崎
県串間市］

株式会社　ニシムタ 鹿児島市与次郎１丁目１０－１ 労災
不問

743円～843円

パート労働者 46010-30777471

栄養士事務補助／県
立日南病院

富士産業　株式会社
宮崎事業部

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－
７　大同生命ビル２階

雇用・労災
不問

850円～850円

パート労働者 45010-28630371

事務／日南市 テンプスタッフ福岡
株式会社　宮崎支店

宮崎県宮崎市錦町１－１０　宮
崎グリーンスフィア壱番館６Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
140,000円

有期雇用派遣 45010-28636271

タイヤ販売及び交換
業務／日南店

株式会社　ビーライ
ン

宮崎県宮崎市佐土原町下那珂７
６７１番地１

雇用・労災・
健康・厚生30歳

以下 170,000円～
300,000円

正社員 45010-28659771

介護職（パート　７：
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３
６９－３－２０６

労災
不問

737円～850円

パート労働者 45010-28688071

介護職（パート　８：
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３
６９－３－２０６

労災
不問

737円～850円

パート労働者 45010-28689371

介護職（パート）／
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３
６９－３－２０６

雇用・労災・
健康・厚生不問

128,533円～
148,240円

正社員以外 45010-28690571

介護職（正職員）／
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３
６９－３－２０６

雇用・労災・
健康・厚生不問

143,000円～
180,000円

正社員 45010-28691471

介護職（夜勤専門）
／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３
６９－３－２０６

雇用・労災
不問

1,154円～1,154円

パート労働者 45010-28692771

ルート営業 サンキョウ紙工　株
式会社

宮崎県日南市梅ケ浜２丁目８番
３９号

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 180,000円～
210,000円

正社員 45050- 3151171

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

保健師／串間市病院
企業職員

串間市民病院 宮崎県串間市大字西方７９１７ 公災
35歳
以下 174,200円～

174,200円
正社員 45050- 3153371

診療助手 長鶴医院 宮崎県日南市中平野１丁目１－
１３

雇用・労災
不問

850円～850円

パート労働者 45050- 3154671

介護職員
【夜勤専従】

株式会社　裕富 宮崎県日南市南郷町中村甲４７
２９

雇用・労災
18歳
～

59歳
857円～929円

パート労働者 45050- 3155571
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　　　　（１１月２４日から１１月３０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４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。

保育士

（従業員数 24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15分～12時00分
(2)12時30分～16時30分

（従業員数 6人 ）(3) 8時15分～15時30分
就業場所 宮崎県日南市

准看護師
看護師

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時15分～17時15分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）(3) 8時00分～12時30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

(1) 8時15分～17時15分

（従業員数 28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15分～17時15分

（従業員数 28人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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） 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 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

(1) 8時00分～13時00分
(2)14時00分～19時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 54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

(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分

（従業員数 1,401人 ）(3)12時15分～21時15分
就業場所 宮崎県日南市

(1)10時00分～13時30分

（従業員数 2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

変形（１ヶ月単位） 調理師

(1) 7時00分～15時00分
(2) 7時00分～11時30分

（従業員数 14人 ）(3)17時00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

(1)10時00分～15時00分

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

保育士 敬慈福祉会　にちな
ん保育園

宮崎県日南市吾田東５丁目９番
４２号

雇用・労災・
健康・厚生不問

169,240円～
169,240円

7時00分～19時00分の間
の8時間程度

正社員以外 45050- 3156471

介護員【急募】
／ほりかわ苑デイサー
ビス

有限会社　よこやま 宮崎県日南市春日町５－２２ 雇用・労災
不問

750円～750円

パート労働者 45050- 3157771

看護師【急募】
／ほりかわ苑デイ
サービス

有限会社　よこやま 宮崎県日南市春日町５－２２ 雇用・労災
不問

900円～900円
8時15分～16時00分の間

の5時間程度
パート労働者 45050- 3158871

受付窓口 医療法人社団　とめ
のファミリークリ
ニック

宮崎県串間市都井２１７９ 雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
160,000円

正社員 45050- 3159271

介護職【パート】
／とめのファミリーク
リニック

医療法人社団　とめ
のファミリークリ
ニック

宮崎県串間市都井２１７９ 雇用・労災
不問

800円～850円

パート労働者 45050- 3160071

介護職【正社員】
／とめのファミリーク
リニック

医療法人社団　とめ
のファミリークリ
ニック

宮崎県串間市都井２１７９ 雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
180,000円

正社員 45050- 3161371

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１６７
８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- 4483971

検体集配業務［日南
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

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 153,000円～
153,000円

正社員以外 46010-30712971

検体集配業務［日南
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

雇用・労災
不問

740円～740円

パート労働者 46010-30714071

（臨）売場担当・サー
ビスカウンター担当
［串間市］

株式会社　ニシムタ 鹿児島市与次郎１丁目１０－１ 雇用・労災
不問

800円～1,000円
6時00分～ 0時00分の間

の5時間程度
パート労働者 46010-30734471

販売・店舗運営職
（リージョナル社
員）

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

35歳
以下 161,000円～

213,000円
正社員 15070- 9250971

屋内清掃業務／日南
市

株式会社　文化コー
ポレーション

宮崎県宮崎市生目台西３丁目４
番地２

労災
不問

750円～750円

パート労働者 45010-28588871

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

調理人 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 157,000円～
267,000円

正社員 45050- 3136071

フロント【接客】 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- 3137371

屋内清掃係【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

労災
59歳
以下 780円～800円

パート労働者 45050- 3138671
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　　　　（１１月２４日から１１月３０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４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～11時30分

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時00分～12時00分
(2)14時00分～20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） 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

(1) 7時00分～12時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1)19時00分～22時00分
(2)15時00分～21時00分

（従業員数 50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00分

（従業員数 40人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時15分～17時15分
(2) 8時00分～12時30分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり 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)12時00分～21時00分

（従業員数 10人 ）(3)13時00分～22時00分
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

(1) 8時00分～17時30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
(2)21時00分～ 5時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～16時30分

（従業員数 45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

看護師
准看護師

(1) 8時30分～12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） 看護師
准看護師

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 410人 ）(3)16時30分～ 8時30分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 410人 ）(3)16時30分～ 8時30分
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 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

洗い場／午前 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- 3139571

店員／ローソン県立日
南病院サテライト
ショップ

ローソン　日南大堂
津店

宮崎県日南市大堂津５丁目１７
－１

雇用・労災
不問

750円～750円

パート労働者 45050- 3140871

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

惣菜係／おふくろ亭 おふくろ亭　山下
明彦

宮崎県串間市大字西方５５９０ 雇用・労災
不問

737円～800円

パート労働者 45050- 3142971

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３－１
０

労災
不問

800円～800円
8時00分～22時00分の間

の4時間程度
パート労働者 45050- 3143171

洗い場係 日本郵政株式会社
かんぽの宿日南

宮崎県日南市大字星倉２２２８
番１

雇用・労災
不問

760円～770円

パート労働者 45050- 3144071

ベーカリー（正社
員）／本店

有限会社　スーパー
ほりぐち

宮崎県串間市大字西方３９３３
－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 129,392円～
146,640円

正社員 45050- 3145371

受付窓口 医療法人社団　とめ
のファミリークリ
ニック

宮崎県串間市都井２１７９ 雇用・労災
不問

800円～850円

パート労働者 45050- 3148471

介護職／グループ
ホーム

医療法人社団　とめ
のファミリークリ
ニック

宮崎県串間市都井２１７９ 雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 160,000円～
160,000円

正社員 45050- 3149771

【急募】軽四セールス
ドライバー職／日南営
業所（日南市）

佐川急便株式会社 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁
目１２－５

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,600円～
137,600円

正社員以外 40120-28643171

警備（高速部隊）／
日南営業所

株式会社　Ｆ・Ｃ
ガード

宮崎県宮崎市大塚町鵜ノ島３９
２－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
64歳

162,400円～
208,800円

正社員以外 45010-28524171

介護職（デイ）／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- 3114571

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

正・准看護師 医療法人　福岡医院 宮崎県日南市春日町１の７ 雇用・労災
59歳
以下 850円～1,000円

パート労働者 45050- 3116771

正・准看護師／グラ
ンデ櫻宴

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 170,000円～
226,400円

正社員 45050- 3118271

介護職／グランデ櫻
宴

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18歳

～
59歳

128,100円～
187,900円

正社員 45050- 3119971

看護補助者
【日勤のみ】

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 128,100円～
187,900円

正社員 45050- 3120371
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　　　　（１１月２４日から１１月３０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４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）

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 410人 ）(3)16時30分～ 8時30分
就業場所 宮崎県串間市

作業療法士

(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

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～13時00分
(2)12時00分～17時00分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

作業療法士

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
ホームヘルパー２級

(1) 7時30分～16時30分 介護職員初任者研修
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 11人 ）(3) 9時00分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

看護師
介護支援専門員

(1) 9時00分～16時00分 介護福祉士

（従業員数 345人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許ＡＴ
看護師

(1) 8時30分～15時30分 准看護師

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県串間市

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 5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

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
(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

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 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 保育士

(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 21人 ）(3) 7時30分～16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00分～17時30分

（従業員数 67人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
(2)16時00分～ 9時00分

（従業員数 151人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護補助者 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18歳

～
59歳

128,100円～
187,900円

正社員 45050- 3121671

作業療法士 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 210,000円～
259,000円

正社員 45050- 3122571

ヘルパー／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- 3123471

作業療法士／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

1,200円～1,200円
8時00分～17時00分の間

の4時間以上
パート労働者 45050- 3124771

介護職【日勤のみ】 特定非営利活動法人
ヒューマンネットワーク
２２

宮崎県日南市大字吉野方３８６
７番地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 140,800円～
158,400円

正社員以外 45050- 3125871

介護認定調査員／串
間市医療介護課

串間市役所 宮崎県串間市大字西方５５５０ 雇用・公災・
健康・厚生不問

170,000円～
170,000円

正社員以外 45050- 3128171

看護師／市木診療所 串間市役所 宮崎県串間市大字西方５５５０ 雇用・公災・
健康・厚生不問

141,200円～
141,200円

正社員以外 45050- 3129071

ホームヘルパー
【急募】

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
64歳
以下 800円～1,000円

7時00分～18時00分の間
の6時間程度

パート労働者 45050- 3130471

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

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５７２６
－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 130,000円～
200,000円

正社員 45050- 3102171

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２２
１０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- 3108771

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１４８５
－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 128,000円～

260,000円
正社員 45050- 3080071

保育士 特定非営利活動法人　Ｈ
ａｐｐｙ　Ｃｒａｙｏｎ

宮崎県日南市春日町１３－２４ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
200,000円

正社員 45050- 3082671

農作業員（甘藷） 株式会社　くしまア
オイファーム

宮崎県串間市大字奈留６５６４
－１２

雇用・労災・
健康・厚生不問

127,280円～
137,600円

正社員以外 45050- 3088971

看護助手　【急募】 日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１０
番１号

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 145,440円～
145,440円

正社員以外 45050- 3091571
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　　　　（１１月２４日から１１月３０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４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）

(1) 8時30分～17時15分
(2)10時30分～19時15分

（従業員数 55人 ）(3)12時15分～21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
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 27人 ）
就業場所 宮崎県日南市

予約受付スタッフ 日本郵政株式会社
かんぽの宿日南

宮崎県日南市大字星倉２２２８
番１

雇用・労災・
健康・厚生不問

156,960円～
156,960円

正社員以外 45050- 3070971

相談員兼介護職／デ
イサービス

株式会社　紫陽花 宮崎県日南市大字楠原７００番
地１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 152,600円～
152,600円

正社員 45050- 3073371
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