
　　　　（３月２日から３月８日までの最新の求人です。）

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

(1) 8時15分～13時00分

（従業員数 84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

変形（１年単位） 準中型一種（５トン限
その他の保安関連免許

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～12時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(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ヶ月単位）

(1) 5時30分～14時00分
(2) 6時00分～14時30分

（従業員数 7人 ）(3) 8時30分～18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
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 27人 ）(3) 9時30分～18時30分
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 27人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)16時00分～22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）

(1)22時00分～ 8時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)14時00分～22時00分

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県日南市

測量士
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県串間市 厚生年金基金

交替制あり

(1) 8時00分～16時45分
(2) 8時00分～14時00分

（従業員数 64人 ）
就業場所 宮崎県日南市

※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。

※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。

給食調理員 日南市役所 宮崎県日南市中央通１丁目－
１－１

労災
不問

813円～813円

パート労働者 45050-  801381

店員／深夜 株式会社山口商会　セ
ブンイレブン日南上平
野町店

宮崎県日南市戸高２丁目５－
１０

雇用・労災
18歳
以上 740円～740円

パート労働者 45050-  797681

店員／夕方～夜 株式会社山口商会　セ
ブンイレブン日南上平
野町店

宮崎県日南市戸高２丁目５－
１０

雇用・労災
不問

740円～740円

パート労働者 45050-  796381

測量士 株式会社　串間建設
コンサルタント

串間市西方７３１０－２ 雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 155,000円～
210,000円

正社員 45050-  799581

調理師【正社員】 有限会社　とさや 宮崎県日南市岩崎２－４－１
６

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
250,000円

正社員 45050-  798981

調理員／ハイム苑 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・
健康・厚生不問

124,320円～
159,600円

正社員以外 45010- 6903481

施設内清掃／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

雇用・労災・
健康・厚生不問

118,549円～
118,549円

正社員以外 45010- 6885781

看護師／日勤のみ
【急募】

株式会社　びろう会 宮崎県日南市南郷町中村乙６
９４７－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 151,000円～
181,000円

正社員 45050-  795081

介護職員 株式会社　びろう会 宮崎県日南市南郷町中村乙６
９４７－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 134,000円～
151,000円

正社員 45050-  794181

塵芥車運転手（週
４日）／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
１３

雇用・労災・
健康・厚生不問

139,200円～
139,200円

正社員以外 45010- 6833481

回収作業員（週４
日）／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
１３

雇用・労災・
健康・厚生不問

121,800円～
121,800円

正社員以外 45010- 6831981

施設内清掃／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- 6858581

運転手／日南事業
所

日通宮崎運輸　株式
会社

宮崎県宮崎市昭栄町６７番地 雇用・労災・
健康・厚生不問

145,400円～
145,400円

正社員以外 45010- 6839381

加入保険等 必要な免許資格

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- 9481581

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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
１３

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 195,500円～
195,500円

正社員 45010- 6829181

医療事務（午前勤
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

737円～750円

パート労働者 45010- 6986981

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３０年３月１２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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　　　　（３月２日から３月８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３月１２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00分～17時00分
(2)17時00分～ 2時00分

（従業員数 74人 ）(3)19時00分～ 4時00分
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

(1) 8時00分～16時30分
(2) 8時00分～12時00分

（従業員数 6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

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

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1)18時00分～ 8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） ホームヘルパー２級
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 61人 ）(3)10時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 歯科衛生士

(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～13時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)13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
(1)16時00分～ 0時00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

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時15分～18時00分
(2) 8時15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） 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

(1)19時00分～22時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)20時00分～22時00分 原動機付自転車免許
(3)18時00分～22時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～16時00分

（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) 9時00分～15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

※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。

又は18時00分～22時00
分の間の2時間程度

林産事業（全般） 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～
172,500円

正社員以外 45050-  766481

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-  765581

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- 2471381

医療事務及び受付
業務

医療法人　大井外科
医院

宮崎県日南市大字星倉１丁目
３－７

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
165,000円

正社員以外 45050-  793281

学校給食調理（週
３日）／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

雇用・労災
不問

737円～780円

パート労働者 45010- 6708181

家庭教師（日南市
及び近郊）

株式会社　九州教育
研修センター

熊本市中央区大江１丁目２－
１９　Ｋビル１Ｆ

雇用・労災
不問

1,500円～2,000
円

パート労働者 43010- 9092681

フロント受付業務
／パート

合同会社　ＴＳＫ 宮崎県日南市星倉４丁目２－
１５

雇用・労災
18歳
以上 800円～800円

パート労働者 45050-  792881

店員　【土日限
定】

有限会社　吉野物産
（セブンイレブン日南
松原団地入口店）

宮崎県日南市大字西弁分５－
１１－１

労災
不問

750円～750円

パート労働者 45050-  791781

又は16時00分～ 0時00
分の間の5時間以上

介護職員 医療法人慶明会　介
護老人保健施設おび
の里

宮崎県日南市飫肥６丁目１番
１５号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 139,000円～
187,400円

正社員 45050-  788381

夜間宿直員 株式会社　メモリード
宮崎　日南ライムホー
ル

宮崎県日南市上平野町２丁目
６－９

雇用・労災
18歳
以上 1,000円～1,000

円
パート労働者 45050-  807881

店員　【午前】 有限会社　吉野物産
（セブンイレブン日南
松原団地入口店）

宮崎県日南市大字西弁分５－
１１－１

雇用・労災
不問

750円～750円

パート労働者 45050-  790481

歯科衛生士 岡本歯科医院 宮崎県日南市南郷町東町６番
地６

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 161,000円～
180,000円

正社員 45050-  789681

8時00分～15時00分の間
の4時間程度

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４
６１４－３

雇用・労災・
健康・厚生不問

115,500円～
130,900円

正社員以外 45050-  806781

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４
６１４－３

雇用・労災・
健康・厚生不問

115,500円～
130,900円

正社員以外 45050-  805481

機械オペレーター 宮崎マルマン　株式
会社

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
１６５５

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 138,000円～
154,800円

正社員以外 45050-  802681

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４
６１４－３

雇用・労災
不問

750円～850円

パート労働者 45050-  804581

清掃作業員 太陽ビル管理　有限
会社

宮崎県日南市大字星倉１６０
０番地３

雇用・労災
不問

737円～737円

パート労働者 45050-  803981
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　　　　（３月２日から３月８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３月１２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

(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

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年単位）

(1) 7時50分～17時10分

（従業員数 66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 66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 66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 66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30分
(2)14時00分～21時00分

（従業員数 16人 ）(3) 8時30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) 9時00分～17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

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

介護職員初任者研修
ホームヘルパー２級
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

特定曜日のみ(2)(3)

(1) 8時30分～18時30分
(2) 9時00分～18時30分

（従業員数 3人 ）(3) 8時30分～17時00分
就業場所 宮崎県日南市

理学療法士

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

理学療法士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時00分～12時30分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

※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。

介護職／入浴介助
専従

有限会社エム・エス・
プランニング　はいび
すかす

宮崎県日南市北郷町北河内５
７５４

雇用・労災
64歳
以下 800円～850円

パート労働者 45050-  785281

介護職／デイサー
ビス

有限会社エム・エス・
プランニング　はいび
すかす

宮崎県日南市北郷町北河内５
７５４

雇用・労災
64歳
以下 760円～820円

パート労働者 45050-  784881

理学療法士／正社
員

有限会社エム・エス・
プランニング　はいび
すかす

宮崎県日南市北郷町北河内５
７５４

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 200,000円～
250,000円

正社員 45050-  783781

8時30分～16時00分の間
の5時間程度

8時00分～19時00分の間
の4時間以上

理学療法士／パー
ト

有限会社エム・エス・
プランニング　はいび
すかす

宮崎県日南市北郷町北河内５
７５４

雇用・労災
64歳
以下 1,200円～1,500

円
パート労働者 45050-  782481

歯科助手 市来歯科 宮崎県日南市南郷町中村乙２
４７９

雇用・労災・
健康・厚生不問

130,000円～
130,000円

正社員 45050-  781581

9時00分～17時30分の間
の5時間程度

フロント（接客）
【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

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 144,500円～
200,000円

正社員 45050-  778181

一般事務 田中造園土木　有限
会社

宮崎県日南市大字風田３５５
８－１１

雇用・労災・
健康・厚生49歳

以下 165,900円～
165,900円

正社員 45050-  777281

介護職／パート 株式会社　ひなこ 宮崎県日南市飫肥６丁目７－
５１

雇用・労災
不問

750円～850円

パート労働者 45050-  780981

介護職員／正社員 株式会社　ひなこ 宮崎県日南市飫肥６丁目７－
５１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 157,000円～
180,000円

正社員 45050-  779081

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２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 154,000円～
180,004円

正社員 45050-  774481

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２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生不問

132,000円～
140,800円

正社員以外 45050-  773581

歯科助手・受付 医療法人　わかば 宮崎県日南市飫肥６丁目７番
５１

雇用・労災・
健康・厚生不問

128,600円～
151,600円

正社員 45050-  776881

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２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 180,000円～
300,000円

正社員 45050-  775781

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２３２
４－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
172,500円

正社員以外 45050-  768881

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２３２
４－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
172,500円

正社員以外 45050-  767781

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２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 154,000円～
180,004円

正社員 45050-  772981

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-  769281
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　　　　（３月２日から３月８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３月１２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) 6時00分～12時00分
(2) 9時00分～14時30分
(3)13時00分～18時00分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～16時20分

（従業員数 450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～16時45分
(2)16時15分～ 0時30分

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 18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

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

変形（１年単位） 自動車整備士（３級）
普通自動車免許一種

(1) 9時30分～18時00分

（従業員数 14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)13時00分～18時00分
(2)17時00分～22時00分

（従業員数 26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15分～17時15分

（従業員数 84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) 8時00分～17時00分

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 22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 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
土木施工管理技士２級

(1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士１級

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

※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。

9時00分～16時00分の間
の5時間

現場監督 有限会社　東浜興業 宮崎県日南市南郷町榎原丙１
１９４－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 200,000円～
300,000円

正社員 45050-  751181

土木作業員 有限会社　東浜興業 宮崎県日南市南郷町榎原丙１
１９４－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 138,000円～
218,500円

正社員 45050-  750281

運転手および土木
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64歳

以下 164,000円～
184,500円

正社員 45050-  747981

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

120,400円～
175,000円

正社員以外 45010- 6587881

現場監督助手／見
習い【正社員】

有限会社　東浜興業 宮崎県日南市南郷町榎原丙１
１９４－１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 200,000円～
200,000円

正社員 45050-  749481

事務補助 宮崎南部森林管理署 宮崎県日南市飫肥５丁目３－
４５

公災
不問

880円～1,220円

パート労働者 45050-  748581

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- 6467281

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

35歳
以下 143,000円～

196,000円
正社員 45010- 6356581

臨床検査室洗浄業
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
不問

737円～750円

パート労働者 45010- 6583981

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- 6570881

8時30分～ 0時30分の間
の4時間以上

夜間の店舗責任者／鹿
児島県志布志市　宮崎
県日南市

株式会社　九州すき
家　福岡本社

福岡県福岡市博多区博多駅前
２丁目１９－２７　九勧博多
駅前ビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 166,117円～
186,117円

正社員以外 40010-19732681

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- 1090881

22時00分～ 9時00分の
間の8時間

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- 2141281

事務補助員（施
設・設備維持）

宮崎県立　日南病院 宮崎県日南市木山１丁目９番
５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

109,600円～
109,600円

正社員以外 45050-  787081

18歳
～
59歳

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
８６５３－７

労災
不問

1,000円～1,000
円

パート労働者 46080- 1089581

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- 2142181

18歳
～
59歳

調理及び調理補助 有限会社エム・エス・
プランニング　はいび
すかす

宮崎県日南市北郷町北河内５
７５４

雇用・労災
64歳
以下 780円～900円

パート労働者 45050-  786181
又は 6時00分～18時00分の間

の7時間程度

4



　　　　（３月２日から３月８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３月１２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

(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） 建築士（１級）
建築施工管理技士１級

(1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士１級

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり ホームヘルパー２級
ホームヘルパー１級

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 7時30分～16時30分

（従業員数 14人 ）(3) 9時30分～18時30分
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり ホームヘルパー２級
普通自動車免許ＡＴ
介護職員初任者研修

（従業員数 14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～17時00分

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 35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

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時30分

（従業員数 36人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時30分

（従業員数 36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) 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

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 6時00分～15時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 160人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 6時00分～11時00分
(2)14時30分～19時30分

（従業員数 160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

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) 8時30分～17時15分

（従業員数 92人 ）
就業場所 宮崎県日南市

※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。

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- 6075481

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- 6044881

臨時職員（事務補
助）／日南警察署

宮崎県警察本部 宮崎県宮崎市旭１丁目８番２
８号

雇用・公災・
健康・厚生不問

119,000円～
119,000円

正社員以外 45010- 6078281

9時30分～19時45分の間
の7時間

調理員／日南市園
田

シダックス　株式会
社

東京都調布市調布ケ丘３丁目
６番地３

雇用・労災
不問

750円～800円

パート労働者 13200- 4650581

調理補助／日南市
南郷町東町

シダックス　株式会
社

東京都調布市調布ケ丘３丁目
６番地３

雇用・労災
不問

750円～800円

パート労働者 13200- 4649381

販売員 株式会社サンメッセ
日南

宮崎県日南市大字宮浦２６５
０番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 125,000円～
160,000円

正社員 45050-  764981

ウエイトレス・ウ
エイター

株式会社サンメッセ
日南

宮崎県日南市大字宮浦２６５
０番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 125,000円～
160,000円

正社員 45050-  763681

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～850円

パート労働者 07021- 1410281

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- 6628081

客室清掃係 合同会社　ＴＳＫ 宮崎県日南市星倉４丁目２－
１５

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050-  762381

レストランスタッ
フ

ＫＯＳＣＯＩＮＮ　株
式会社　　ホテルシー
ズン日南

宮崎県日南市園田３丁目１１
－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 160,000円～
160,000円

正社員以外 45050-  761081

9時00分～15時00分の間
の3時間以上

11時00分～22時30分の
間の8時間程度

8時30分～17時30分の間
の2時間以上

調理業務／シル
バーハウス稲の穂

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
64歳
以下 750円～850円

パート労働者 45050-  760181

介護業務／ライフ
サポート

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
64歳
以下 750円～800円

パート労働者 45050-  757481

9時00分～17時00分の間
の6時間程度

現場監督および技
術者【急募】

宮川工務店　有限会
社

宮崎県日南市大字楠原２１５
－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 200,000円～
300,000円

正社員 45050-  753381

大工　【急募】 宮川工務店　有限会
社

宮崎県日南市大字楠原２１５
－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 200,000円～
250,000円

正社員 45050-  752081

訪問介護業務／ラ
イフサポート

株式会社　ライフサ
ポート

宮崎県串間市大字西方６７８
７－１８

労災
64歳
以下 1,150円～1,550

円
パート労働者 45050-  756581

訪問介護業務／ラ
イフサポート

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64歳

以下 146,000円～
163,000円

正社員 45050-  755981
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　　　　（３月２日から３月８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３月１２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) 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

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

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

視能訓練士

(1) 8時15分～17時45分
(2) 8時15分～12時30分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

視能訓練士

(1) 8時15分～17時45分
(2) 8時15分～12時30分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許ＡＴ

（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) 8時25分～17時30分
(2) 9時00分～18時30分

（従業員数 51人 ）(3)16時30分～ 9時30分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～17時00分

（従業員数 39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

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

変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時00分
(2) 7時30分～16時00分

（従業員数 79人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 8時25分～17時30分
(2) 8時25分～12時25分

（従業員数 67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 66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 66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

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

フォークリフト技能者

(1) 7時00分～17時00分
(2) 7時00分～16時00分

（従業員数 56人 ）
就業場所 宮崎県串間市

※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。

魚類養殖業／契約
社員

黒瀬水産　株式会社 宮崎県串間市西浜２丁目１５
番地４

雇用・労災・
健康・厚生不問

139,766円～
158,401円

正社員以外 45050-  730581

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５２８
８－７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 197,200円～
301,600円

正社員 45050-  728081

事務職 富岡建設　株式会社 宮崎県日南市大字平山２２９
２－４

雇用・労災・
健康・厚生30歳

以下 151,000円～
200,000円

正社員 45050-  725881

看護師長【急募】 医療法人春光会　日
南春光会病院

宮崎県日南市園田１丁目４番
２号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 300,000円～
420,000円

正社員 45050-  724781

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５２８
８－７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 174,000円～
278,400円

正社員 45050-  727181

現場管理主任 富岡建設　株式会社 宮崎県日南市大字平山２２９
２－４

雇用・労災・
健康・厚生30歳

以下 154,000円～
200,000円

正社員 45050-  726281

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-  720681

営業総合職（営業
所長候補生）

富国生命保険相互会
社　宮崎支社日南営
業所

宮崎県日南市木山２丁目６－
２２

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 210,000円～

400,000円
正社員 45050-  719181

清掃職員／正社員 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59歳

以下 121,000円～
121,000円

正社員 45050-  723481

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-  721981

18歳
～
59歳

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-  718281

サービススタッフ
（お掃除スタツ
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

労災
不問

737円～750円

パート労働者 45050-  717881

9時00分～17時00分の間
の3時間以上

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- 6110381

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- 6102381

視能訓練士／パー
ト

日南こみぞ眼科 宮崎県日南市星倉　（建物建築中
により地番未確定）※「ユニクロ
日南店」から西に１００ｍ。

59歳
以下 950円～1,300円

パート労働者 45050-  716781

視能訓練士 日南こみぞ眼科 宮崎県日南市星倉　（建物建築中
により地番未確定）※「ユニクロ
日南店」から西に１００ｍ。

59歳
以下 180,000円～

230,000円
正社員 45050-  715481

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- 6090581
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　　　　（３月２日から３月８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３月１２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) 7時00分～17時00分
(2) 7時00分～16時00分

（従業員数 56人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 6時00分～14時30分
(2) 7時00分～15時30分

（従業員数 61人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～15時30分

（従業員数 61人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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

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

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

看護師
准看護師

（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

変形（１ヶ月単位） 調理師
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 6人 ）
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

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

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 55人 ）
就業場所 宮崎県日南市

※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。

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
７５号

労災
不問

900円～900円

パート労働者 46010- 6508381

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 770円～800円

パート労働者 45050-  746681

調理・販売・接客
／正社員

合同会社　五和 宮崎県日南市戸高３丁目５－
３
見聞読タナカ日南２号店内

雇用・労災・
健康・厚生不問

173,600円～
173,600円

正社員 45050-  745381

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３７２
８

雇用・労災
不問

737円～737円

パート労働者 45050-  744081

8時00分～19時00分の間
の4時間以上

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３７２
８

雇用・労災
不問

950円～1,000円

パート労働者 45050-  743181

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３７２
８

雇用・労災
不問

737円～737円

パート労働者 45050-  742281

8時00分～17時00分の間
の4時間以上

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２
３４４

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 145,000円～
155,000円

正社員以外 45050-  739981

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２
３４４

雇用・労災・
健康・厚生

135,000円～
140,000円

正社員 45050-  738681

18歳
～
64歳

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３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 184,300円～
281,400円

正社員 45050-  741881

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２
３４４

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 135,000円～
140,000円

正社員以外 45050-  740781

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１
０１１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-  735181

加工梱包作業等 黒瀬水産　株式会社 宮崎県串間市西浜２丁目１５
番地４

雇用・労災・
健康・厚生不問

127,050円～
135,520円

正社員以外 45050-  733881

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２
３４４

雇用・労災・
健康・厚生

145,000円～
155,000円

正社員 45050-  737381

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１
０１１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-  736081

18歳
～
64歳

加工製造業 黒瀬水産　株式会社 宮崎県串間市西浜２丁目１５
番地４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 146,000円～
250,000円

正社員 45050-  732781

魚類養殖業／正社
員

黒瀬水産　株式会社 宮崎県串間市西浜２丁目１５
番地４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 165,000円～
205,000円

正社員 45050-  731481

介護職員／ホーム
【日勤のみ】

河野メディカルサービ
ス　合名会社（ロイヤ
ルガーデン日南）

宮崎県日南市大字星倉字宮之
迫１０９９番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,000円～
184,000円

正社員 45050-  688881
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　　　　（３月２日から３月８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３月１２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 看護師
准看護師

(1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(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

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 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8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）

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 5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15分

（従業員数 450人 ）
就業場所 宮崎県日南市

柔道整復師

(1) 8時30分～18時30分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 4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 2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00分～17時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 43人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30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

変形（１ヶ月単位）

(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

変形（１年単位） 保育士
幼稚園教諭免許

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 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） 建築士（１級）
建築士（２級）

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)13時00分～22時00分
(2) 7時00分～16時00分

（従業員数 25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

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県串間市

※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。

ブロック製造機械
オペレーター

江川ブロック工業
株式会社

宮崎県日南市大字平山５３５
－１

雇用・労災・
健康・厚生38歳

以下 154,700円～
208,700円

正社員 45050-  697281

調理職 株式会社　南郷包装 宮崎県日南市南郷町谷之口１
４８３番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 130,500円～
147,900円

正社員以外 45050-  699081

正・准看護師 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59歳

以下 160,170円～
218,800円

正社員 45050-  691681

柔道整復師 よこやま整骨院 宮崎県日南市春日町６番２号 雇用・労災・
健康・厚生不問

180,000円～
180,000円

正社員 45050-  657381

警備員 県南警備　株式会社 宮崎県日南市星倉２７５６番
地６

雇用・労災

145,600円～
150,080円

正社員 45050-  658681

鳶工 有限会社　八木秀組
日南営業所

宮崎県日南市大字西弁分内江
島９００－１

雇用・労災・
健康・厚生

207,000円～
230,000円

正社員 45050-  672081

管理栄養士又は栄
養士

宮崎県立　日南病院 宮崎県日南市木山１丁目９番
５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

165,000円～
198,400円

正社員以外 45050-  677481

18歳
～
45歳

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４
００番地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 135,000円～
165,000円

正社員 45050-  662281

製材工 日北木材　有限会社 宮崎県日南市北郷町大藤甲８
３８－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
180,000円

正社員 45050-  647181

看護師／日勤のみ 社会福祉法人　幸寿
会

宮崎県串間市大字串間１０９
４

雇用・労災・
健康・厚生不問

190,000円～
200,000円

正社員以外 45050-  660781

加工販売作業員 バンパ－のイシザキ 宮崎県日南市南郷町東町７－
３

雇用・労災
35歳
以下 140,000円～

140,000円
正社員 45050-  661881

正社員 45050-  635481

接客係 株式会社　なかむら
商事

宮崎県串間市大字西方６７１
４番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 145,000円～
145,000円

正社員 45050-  636781

保育教諭 学校法人宮崎カトリック学
園　認定こども園　日南・
飫肥カトリック幼稚園

宮崎県日南市大字星倉６５８
３－３

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 167,000円～
177,000円

正社員 45050-  648081

食肉加工販売／正
社員

有限会社　ミ－ト
ショップコバヤシ

宮崎県串間市大字西方５５９
０（ニシムタ内）

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 200,000円～
200,000円

正社員 45050-  650581

18歳
～
69歳

7時00分～18時50分の間
の8時間

一般事務他会議所
業務／臨時

日南商工会議所 宮崎県日南市園田二丁目１番
１号

雇用・労災・
健康・厚生不問

126,945円～
130,200円

正社員以外 45050-  639181

茶園作業員 野辺製茶工場 宮崎県串間市大字秋山３５８
６番地

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 201,600円～
201,600円

正社員 45050-  640681

建築設計 株式会社　作田建築
設計

宮崎県日南市大字風田３９９
９－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
250,000円
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　　　　（３月２日から３月８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３月１２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） 介護福祉士

(1) 8時30分～17時00分
(2)16時00分～ 9時00分

（従業員数 150人 ）
就業場所 宮崎県日南市

※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。

介護福祉士 日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１
０番１号

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 182,700円～
182,700円

正社員以外 45050-  642581
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