
　　　　（１１月２９日から１２月５日までの最新の求人です。）

変形（１ヶ月単位） 保育士

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

保育士

（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限定）

(1) 9時00分～18時30分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～14時00分
(2) 8時00分～16時00分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時45分～16時45分

（従業員数 30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） 看護師
准看護師

(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～13時00分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

原動機付自転車免許
普通自動車免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 16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 4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30分～12時30分
(2)14時00分～18時00分

（従業員数 16人 ）
就業場所 宮崎県日南市

大型自動車免許

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

変形（１ヶ月単位）

(1)10時30分～19時30分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

変形（１年単位） 普通自動車免許

(1) 9時30分～18時30分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 三級自動車整備士
普通自動車免許

(1) 9時30分～18時00分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 三級自動車整備士
普通自動車免許

(1) 9時30分～18時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 二級自動車整備士
普通自動車免許

(1) 9時00分～17時40分

（従業員数 12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。

必要な免許資格

保育士／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

173,000円～
173,000円

正社員 34010-63971991

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

7時15分～18時45分の間
の8時間程度

保育士／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

労災
不問

900円～1,100円

パート労働者 34010-63974891

加入保険等

7時15分～18時45分の間
の6時間程度

学校給食調理（急募）
／日南中央共同給食調
理場

株式会社　総合人材
センター　宮崎支店

宮崎県宮崎市旭１丁目６番１
７号　マリンビル

労災
不問

790円～860円

パート労働者 45010-29035491

【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 40120-31421691

放課後児童クラブ
支援員

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

労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050- 3203791

学校給食調理（急募）
／日南中央共同給食調
理場

株式会社　総合人材
センター　宮崎支店

宮崎県宮崎市旭１丁目６番１
７号　マリンビル

雇用・労災・
健康・厚生不問

128,000円～
144,000円

正社員以外 45010-29049091

14時00分～18時00分の
間の3時間程度

新聞配達員 朝日新聞　日南販売
所

宮崎県日南市戸高１丁目３－
１４

労災
不問

900円～1,500円

パート労働者 45050- 3206591

正・准看護師 医療法人　仁清会
かわにし脳神経外科

宮崎県日南市吾田西１丁目８
番２０号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 155,000円～
180,000円

正社員 45050- 3205291

3時00分～ 6時00分の間
の2時間程度

正・准看護師／
パート

医療法人社団　月陽会
きよひで内科クリニッ
ク

宮崎県日南市大字戸高１－６
－１０

雇用・労災
59歳
以下 1,000円～1,100

円
パート労働者 45050- 3208091

建築配管工（見習
い可）

株式会社　斎藤設備 宮崎県日南市西弁分５－１２
－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 162,500円～
210,000円

正社員 45050- 3207191

店舗スタッフ（正
社員）／日南市

株式会社　メガネトップ
（眼鏡市場・アルク・レン
ズスタイル・レンズダイレ
クト）

静岡県静岡市葵区伝馬町８－
６

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 201,650円～

237,650円
正社員 22010-32168391

バス運転手 有限会社　福留交通
観光

鹿児島県曽於郡大崎町神領２
１７５－１


雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 277,200円～
577,500円

正社員 46080- 5172791

自動車整備／日南
店

宮崎ダイハツ販売
株式会社

宮崎県宮崎市花ケ島町立毛１
０８５番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 143,000円～

200,300円
正社員 45010-28849991

営業／日南店 宮崎ダイハツ販売
株式会社

宮崎県宮崎市花ケ島町立毛１
０８５番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 143,000円～

200,300円
正社員 45010-28842891

自動車整備／日南
店

宮崎トヨペット　株
式会社

宮崎県宮崎市花ヶ島町立毛１
０７０番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
156,000円～
211,000円

正社員 45010-28880691

自動車整備／串間
店

宮崎ダイハツ販売
株式会社

宮崎県宮崎市花ケ島町立毛１
０８５番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 143,000円～

200,300円
正社員 45010-28850891

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１２月９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２９日から１２月５日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１２月９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

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県串間市

介護職員初任者研修修了者
介護福祉士

(1)18時00分～ 8時00分 ホームヘルパー２級

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(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年単位） 普通自動車免許

(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

(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

(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） 看護師
准看護師

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 124人 ）(3)13時00分～22時00分
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30分～13時30分
(2) 9時00分～15時00分

（従業員数 124人 ）(3)13時30分～18時30分
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) 7時30分～16時30分

（従業員数 124人 ）(3) 8時00分～17時00分
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

(1) 5時00分～14時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 6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) 8時00分～17時00分

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8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

(1) 5時00分～14時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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 6人 ）(3)14時00分～17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

(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

(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

介護職【夜勤専
従】

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３８
６７番地

雇用・労災

1,625円～1,625
円

パート労働者 45050- 3184591

林業作業員 串間森林建設有限会
社

宮崎県串間市大字串間２３２
４－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 185,600円～
278,400円

正社員 45050- 3183291

18歳
～
64歳

土木技術者【見習
い可】

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～
280,000円

正社員 45050- 3186091

一般事務（経理を
含む）／契約社員

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・厚生不問

160,000円～
160,000円

正社員以外 45050- 3185191

建築技術者【見習
い可】

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 180,000円～
280,000円

正社員 45050- 3188691

作業員 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50歳

以下 197,200円～
208,800円

正社員 45050- 3187391

看護師／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

1,000円～1,100
円

パート労働者 45050- 3190891

看護師／正社員 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59歳

以下 162,000円～
206,800円

正社員 45050- 3189991

山林及び農業作業
員

宮川木材　株式会社 宮崎県串間市大字一氏１７９
４番地１４

雇用・労災・
健康・厚生不問

156,800円～
224,000円

正社員 45050- 3192591

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３２２
４番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

128,000円～
128,000円

正社員以外 45050- 3191291

鮮魚係（午前）／
パート

有限会社　太陽スー
パー戸村

宮崎県日南市南郷町中村乙２
４５７

雇用・労災
59歳
以下 790円～790円

パート労働者 45050- 3194091

調理職 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・
健康・厚生不問

170,000円～
200,000円

正社員以外 45050- 3193191

山林及び農業作業
員／パート

宮川木材　株式会社 宮崎県串間市大字一氏１７９
４番地１４

雇用・労災
不問

954円～1,363円

パート労働者 45050- 3196691

レジ（午前）／
パート

有限会社　太陽スー
パー戸村

宮崎県日南市南郷町中村乙２
４５７

雇用・労災
59歳
以下 790円～790円

パート労働者 45050- 3195391

土木作業員 株式会社　ユウセイ
日南工事事務所

宮崎県日南市吾田東１丁目９
番７９号

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 184,450円～
184,450円

正社員 45050- 3198491

正・准看護師／
パート

井藤耳鼻咽喉科 宮崎県日南市園田１－４－１
２

労災
59歳
以下 850円～1,000円

パート労働者 45050- 3197991

作業員（見習い
可）

金丸林業　有限会社 宮崎県日南市大字萩之嶺５５
５番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

185,000円～
250,000円

正社員 45050- 3199791

※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２９日から１２月５日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１２月９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。 

測量士
測量士補

(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許

（従業員数 11人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～12時00分

（従業員数 11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 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

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(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

交替制あり

(1) 7時30分～17時00分
(2) 9時45分～19時15分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1)22時30分～ 0時30分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時20分～16時20分

（従業員数 45人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 8時20分～17時00分
(2) 8時20分～16時20分

（従業員数 45人 ）(3) 8時20分～17時20分
就業場所 宮崎県串間市

保育士

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護支援専門員（ケアマネージャー）

(1) 9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年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(1) 8時00分～16時40分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(1) 7時00分～13時00分
(2)15時00分～19時00分

（従業員数 0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00分

（従業員数 6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) 5時30分～14時00分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 185人 ）(3)11時00分～19時30分
就業場所 宮崎県串間市

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 188人 ）(3)11時00分～20時00分
就業場所 宮崎県串間市

測量士・測量士補 株式会社　中島測量
設計コンサルタント

宮崎県串間市大字西方８９６
４番地３

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 160,000円～
220,000円

正社員 45050- 3200691

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～850円

パート労働者 07021- 6156591

軽作業 三浦商事　株式会社 宮崎県日南市上平野町１丁目
－１１

労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 3202491

9時30分～19時45分の間
の4時間程度

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

845円～1,050円

パート労働者 10020-23632391

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

845円～1,050円

パート労働者 10020-23608091

10時00分～20時00分の
間の7時間程度

10時00分～20時00分の
間の7時間程度

調理員／串間市
長寿の里

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

156,240円～
208,320円

正社員以外 45010-28659891

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

正社員 40150- 9681591
又は 8時30分～23時00

分の間の8時間

ソーイングスタッ
フ／パート

菅公アパレル株式会
社　崎田工場

宮崎県串間市大字崎田５８２
番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

790円～790円

パート労働者 45050- 3166291

清掃作業員／日南
市

株式会社　山崎ビル
環境サービス

宮崎県宮崎市高洲町１９９－
１

労災
18歳
以上 1,050円～1,050

円
パート労働者 45010-28684291

保育士 合同会社　おび杉園 宮崎県日南市戸高４丁目６番
地１０

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
200,000円

正社員 45050- 3168191

ソーイングスタッ
フ／正社員

菅公アパレル株式会
社　崎田工場

宮崎県串間市大字崎田５８２
番地

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 134,000円～
140,000円

正社員 45050- 3167591

7時00分～20時00分の間
の8時間

製造職／金属加
工、設計

株式会社　協和精機 宮崎県日南市北郷町北河内４
３７２番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
250,000円

正社員以外 45050- 3170991

介護支援専門員／
パート

医療法人春光会　介護
付有料老人ホーム　春
光苑

宮崎県日南市園田１丁目４番
２号

雇用・労災
59歳
以下 1,100円～1,200

円
パート労働者 45050- 3169091

看護師（正・准）
／午前のみ

医療法人　秀英会
英医院

宮崎県串間市大字奈留５２８
４－３

雇用・労災
64歳
以下 1,000円～1,200

円
パート労働者 45050- 3172791

調理職（簡易な調理）
／パート／オープニン
グスタッフ

医療法人春光会　介護
付有料老人ホーム　春
光苑

宮崎県日南市園田１丁目４番
２号

雇用・労災
59歳
以下 820円～920円

パート労働者 45050- 3171491

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- 3175591

調理員 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

142,900円～
162,500円

正社員以外 45050- 3174291

※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２９日から１２月５日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１２月９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 188人 ）(3)11時00分～20時00分
就業場所 宮崎県串間市

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 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)17時00分～ 0時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～13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） 普通自動車免許

(1) 7時30分～17時00分

（従業員数 16人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時00分～12時00分
(2)15時00分～18時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 9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）

(1) 9時30分～18時45分

（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限定）

(1) 9時30分～18時45分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 31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 2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) 8時00分～17時00分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

変形（１年単位） 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 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

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 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

特定曜日のみ(2)

(1)14時00分～18時00分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修修了者
介護福祉士

（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

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県日南市

林業作業及び重機
運転

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45歳

以下 186,400円～
233,000円

正社員 45050- 3177091

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 172,560円～
172,560円

正社員以外 45050- 3176191

店員／午前 ローソン　日南春日町
店　有限会社　マサル
商店

宮崎県日南市春日町１－１２ 雇用・労災
不問

790円～790円

パート労働者 45050- 3179691

店員／夜パート ローソン　日南春日町
店　有限会社　マサル
商店

宮崎県日南市春日町１－１２ 雇用・労災
18歳
以上 790円～790円

パート労働者 45050- 3178391

一般作業員及び運
転手

有限会社　南部環境
クリーンセンター

宮崎県串間市大字本城１０９
８４番地３

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 185,920円～
250,880円

正社員 45050- 3181791

惣菜スタッフ（宮
崎県串間市）

東洋食品　株式会社 北九州市門司区黄金町６番２
８号

雇用・労災
不問

790円～790円

パート労働者 40062- 6042491

看護助手／受付事
務

のだ小児科医院 宮崎県串間市大字西方５３３
７－３

雇用・労災
59歳
以下 850円～850円

パート労働者 45050- 3182891

販売レジ／日南店 株式会社　南九州イ
エローハット

熊本県熊本市中央区本山町１
４３－４

雇用・労災・
健康・厚生不問

162,401円～
303,417円

正社員 43010-42323191

ピット／日南店 株式会社　南九州イ
エローハット

熊本県熊本市中央区本山町１
４３－４

雇用・労災・
健康・厚生不問

162,401円～
303,417円

正社員 43010-42321291

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

170,000円～
280,000円

正社員 45020- 7153791

整備士／日南営業
所

宮崎交通　株式会社 宮崎県宮崎市橘通西３丁目１
０番３２号　ボンベルタ橘東
館７Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

154,000円～
181,000円

正社員 45010-28399391

土木施工管理技術
者

株式会社　平原設備 宮崎県日南市大字星倉３丁目
４－１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 160,000円～
200,000円

正社員 45050- 3150191

管工事管理技術者 株式会社　平原設備 宮崎県日南市大字星倉３丁目
４－１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 160,000円～
200,000円

正社員 45050- 3149891

受付及び歯科助手 医療法人社団　欣生
会　　ふさやす歯科
医院

宮崎県日南市園田２丁目９番
１１号

雇用・労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050- 3152391

配管技術者 株式会社　平原設備 宮崎県日南市大字星倉３丁目
４－１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
200,000円

正社員 45050- 3151091

事務スタッフ（人事サ
ポート）／契約社員

ポート株式会社　日
南オフィス

宮崎県日南市岩崎３丁目９－
５－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

180,000円～
180,000円

正社員以外 45050- 3154991

訪問介護員 介護保険タクシーあ
い　株式会社

宮崎県日南市大字平野６２４
－１

労災
不問

1,250円～1,470
円

パート労働者 45050- 3153691

8時00分～18時00分の間
の4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２９日から１２月５日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１２月９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

(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

(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

薬剤師

（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

(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ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 35人 ）(3)16時30分～ 9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

(1) 8時00分～17時00分
(2)12時00分～21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) 8時00分～17時00分

（従業員数 210人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 7時45分～17時45分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1)10時00分～15時00分
(2)15時00分～19時30分

（従業員数 2人 ）(3)12時00分～16時30分
就業場所 宮崎県日南市

（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限定）

(1) 8時30分～16時45分
(2)16時15分～ 0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） 大型自動車免許

(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

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)17時45分～ 8時45分 ホームヘルパー２級

（従業員数 29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
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）(3) 8時00分～12時00分
就業場所 宮崎県串間市

介護福祉士
介護職員初任者研修修了者

(1) 8時15分～17時30分 ホームヘルパー２級

（従業員数 4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)10時00分～14時00分

（従業員数 2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
(2) 7時00分～16時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

育林作業員 南那珂森林組合 宮崎県串間市大字串間２３２
４－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
184,000円

正社員以外 45050- 3156791

伐採・重機オペ
レーター作業員

南那珂森林組合 宮崎県串間市大字串間２３２
４－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
184,000円

正社員以外 45050- 3155491

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 150,000円～

274,300円
正社員 45050- 3159591

薬剤師／パート 有限会社　堺薬局 宮崎県日南市吾田西３丁目２
番５５号

雇用・労災
59歳
以下 2,500円～3,000

円
パート労働者 45050- 3157891

9時00分～18時00分の間
の4時間以上

工員 飫肥の国プレカット
協同組合

宮崎県日南市大字伊比井２８
９５番地１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 170,000円～
170,000円

正社員 45050- 3161691

介護員 社会福祉法人　愛泉
会　養護老人ホーム
清風園

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
３６５５－５

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 137,920円～
148,040円

正社員以外 45050- 3160391

保育士【日祝限
定】

医療法人同仁会　谷
口病院

宮崎県日南市大字風田３８６
１

労災
59歳
以下 1,000円～1,500

円
パート労働者 45050- 3164791

プログラマー 医療法人同仁会　谷
口病院

宮崎県日南市大字風田３８６
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
250,000円

正社員 45050- 3163491

飲食店スタッフ
（大盛軒日南店）

株式会社　さつま屋
商店　鹿児島支店

鹿児島県鹿屋市串良町岡崎１
８４１－１

雇用・労災
59歳
以下 900円～900円

パート労働者 46030- 9590591

18歳
～
59歳

8時30分～ 0時30分の間
の4時間以上

ホール・カウンタース
タッフ（ＭＧＭ日南
店：アルバイト）

株式会社　一六商事
西日本

鹿児島県鹿屋市串良町岡崎１
８４１－１

雇用・労災・
健康・厚生

178,640円～
178,640円

正社員以外 46030- 9630991

18歳
～
59歳

ホール・カウンタース
タッフ（ＭＧＭ日南
店：アルバイト）

株式会社　一六商事
西日本

鹿児島県鹿屋市串良町岡崎１
８４１－１

労災

1,100円～1,100
円

パート労働者 46030- 9629091

介護職／夜勤専従
パート

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

雇用・労災
18歳
以上 995円～1,025円

パート労働者 45050- 3141591

大型運転手（経験
者：日南営業所）

インフラテックサー
ビス　株式会社

姶良市蒲生町下久徳１５３９
－３

雇用・労災・
健康・厚生・
財形169,000円～

199,000円
正社員 46040-12850591

18歳
～
59歳

介護職員／デイ
サービス

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

雇用・労災・
健康・厚生不問

164,308円～
174,444円

正社員以外 45050- 3143091

医療事務 医療法人　秀英会
英医院

宮崎県串間市大字奈留５２８
４－３

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
150,000円

正社員 45050- 3142191

製造作業員 宮崎果汁　株式会社 宮崎県串間市大字大納１６５
５番地　（恋ヶ浦）

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 140,000円～
160,000円

正社員 45050- 3145691

配達（お弁当他）
／パート

からあげ専門店　と
りかじ日南店

宮崎県日南市中央通１丁目５
－１　グレース日南１０１

労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 3144391

※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２９日から１２月５日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１２月９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ヶ月単位）

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 9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00分～17時00分

（従業員数 210人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー）
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許

(2) 8時30分～12時30分
（従業員数 124人 ）

就業場所 宮崎県日南市
介護福祉士
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 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護職員初任者研修修了者
介護福祉士

(1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 測量士
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許

（従業員数 14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

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

大型自動車免許

(1)15時30分～ 3時30分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

特定曜日のみ(2)

(1) 8時30分～18時30分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 55人 ）
就業場所 宮崎県日南市

350,000円～
440,000円

正社員 45050- 3122491

医療事務／契約社
員

医療法人　慶心会
川越整形外科

宮崎県日南市吾田東１１丁目
９－１８

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
150,000円

正社員以外 45050- 3123791

測量・土木設計 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40歳

以下 185,000円～
345,000円

正社員 45050- 3120691

運転手（九州管
内）【急募】

株式会社　信興運輸 宮崎県日南市大字下方２２１
７－７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 200,000円～
350,000円

正社員 45050- 3121991

運転手（中型・大
型）

スリーナイン物流
合同会社

宮崎県日南市北郷町郷之原甲
１００３－１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下

サービス提供責任
者

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 177,280円～
177,280円

正社員 45050- 3133591

サービス提供者 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 170,280円～
173,280円

正社員 45050- 3134191

事務補助 医療法人同仁会　谷
口病院

宮崎県日南市大字風田３８６
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 135,880円～
135,880円

正社員 45050- 3139491

介護支援専門員／
正社員

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59歳

以下 179,200円～
207,800円

正社員 45050- 3131891

ホールスタッフ／
パート

株式会社　ＫＩＤＳ
－九州　地鶏黒木屋

宮崎県日南市上平野町２－４
－５

雇用・労災
64歳
以下 930円～930円

パート労働者 45050- 3148791

ホールスタッフ 株式会社　ＫＩＤＳ
－九州　地鶏黒木屋

宮崎県日南市上平野町２－４
－５

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 177,072円～
177,072円

正社員以外 45050- 3147491

14時00分～ 0時00分の
間の8時間程度

17時00分～ 0時00分の
間の3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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