
　　　　（１１月１日から１１月７日までの最新の求人です。）

(1) 7時00分～11時00分
(2)10時00分～14時00分
(3)15時00分～19時00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（ＡＴ限定）

(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分

（従業員数 1,464人 ）(3)12時15分～21時15分
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～18時00分
(2)14時00分～23時30分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

(1) 6時00分～12時00分
(2)12時30分～18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

普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1)13時00分～18時00分
(2)17時00分～22時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～16時00分

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 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

(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

変形（１年単位） ２級建設機械施工技士

１級建設機械施工技士

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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 宮崎県串間市

栄養士

(1) 8時30分～12時30分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許

(1) 9時00分～12時00分
(2)13時00分～18時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 調理師

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時30分

（従業員数 8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。

加入保険等 必要な免許資格

（契約）調理補助／宮
崎県日南市／在籍出向

ユーレストジャパン
株式会社

東京都中央区築地５－５－１
２　浜離宮建設プラザ４階・
５階

労災
不問

792円～792円

パート労働者 13010-41957992

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

又は 7時00分～19時00
分の間の4時間程度

調理員 株式会社トータル・
メディカルサービス

福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜４
丁目１７－２２

労災
不問

850円～900円

パート労働者 40120-29039891

店舗スタッフ
【正】／（日南
店）

株式会社トライアル
オペレーションズ

福岡県福岡市東区多の津１－
１２－２

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 173,000円～
233,000円

正社員 40120-28932891

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 178,000円～

230,000円
正社員 15070-12055391

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

790円～800円

パート労働者 45010-26470991

グランピング（宿泊施
設）スタッフ／カーム
ラナイハーバー

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

労災
不問

1,000円～1,000
円

パート労働者 45010-26886791

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 45010-26884991

現場施工管理者／
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
８１１番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

200,000円～
280,000円

正社員以外 45010-26517691

ガソリンスタンド
スタッフ／日南店

植松エネルギー　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59歳

以下 140,384円～
140,384円

正社員以外 45010-26510791

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・厚生不問

140,000円～
180,000円

正社員以外 45010-26500691

10時00分～20時00分の
間の8時間程度

栄養士／串間市民
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
不問

900円～1,000円

パート労働者 45010-26521591

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
８１１番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
220,000円

正社員以外 45010-26520291

重機オペレーター
／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
８１１番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

190,000円～
230,000円

正社員以外 45010-26519491

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

147,560円～
173,600円

正社員以外 45010-26595791

調理師／日南市、
串間市

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

225,680円～
260,400円

正社員以外 45010-26541691

ガソリンスタンド
スタッフ／日南店

植松エネルギー　株
式会社

宮崎県宮崎市橘通西４丁目２
番３０号

労災
59歳
以下 820円～820円

パート労働者 45010-26524391

5時00分～19時30分の間
の8時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１１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。 

   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１日から１１月７日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１１月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。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

薬剤師

（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

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 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(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

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 124人 ）(3) 9時00分～18時10分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 54人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～15時30分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 54人 ）(3)10時00分～19時00分
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 21人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
(2)12時00分～21時00分

（従業員数 33人 ）(3)17時30分～ 2時30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 18人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 28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）

大型自動車第二種免許

(1)17時00分～ 3時00分 普通自動車第二種免許

(2)16時00分～ 2時00分
（従業員数 28人 ）(3) 9時00分～21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限定）

大型自動車第二種免許

(1) 8時00分～16時00分 普通自動車第二種免許

（従業員数 28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

大型自動車第二種免許

(1)17時00分～ 2時00分 普通自動車第二種免許

（従業員数 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師

保健師

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

18歳
～
59歳

清掃・洗濯業務／
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

790円～790円

パート労働者 45050- 2999291

薬剤師／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

2,500円～3,000
円

パート労働者 45050- 2998891

一般事務／正職員 一般社団法人　日南
市観光協会

宮崎県日南市材木町１番１３
号

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 135,000円～
250,000円

正社員 45050- 2997791

8時00分～17時00分の間
の5時間以上

8時00分～17時00分の間
の6時間程度

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３２２
４番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

142,720円～
167,250円

正社員以外 45050- 3002891

薬剤助手 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 137,350円～
160,000円

正社員 45050- 3001791

営繕 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 137,350円～
160,000円

正社員 45050- 3000491

大型運転手（長距
離）

宮崎ダイキュー運輸
株式会社

宮崎県日南市大字東弁分乙３
５１－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 290,000円～
340,000円

正社員 45050- 3005191

調理職 社会福祉法人善興会
障害者支援施設　北郷
荘

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
６５５

雇用・労災・
健康・厚生不問

147,000円～
160,000円

正社員以外 45050- 3004591

清掃、洗濯／パー
ト

社会福祉法人善興会
障害者支援施設　北郷
荘

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
６５５

雇用・労災
不問

790円～790円

パート労働者 45050- 3003291

一般作業及び運転
手

株式会社　谷口組 宮崎県串間市大字西方７１６ 雇用・労災・
健康・厚生不問

200,000円～
250,000円

正社員 45050- 3008691

発泡スチロール製
造《急募》

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１７
７－５

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
174,000円

正社員 45050- 3007391

製造管理 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30歳

以下 154,700円～
184,700円

正社員 45050- 3006091

タクシー運転士／
日勤（養成可）

宮交タクシー株式会
社　日南営業所

宮崎県日南市岩崎２丁目９番
２０号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
190,000円

正社員 45050- 3011291

タクシー運転士
（養成可）

宮交タクシー株式会
社　日南営業所

宮崎県日南市岩崎２丁目９番
２０号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
220,000円

正社員 45050- 3010891

運行管理者、操車
員

宮交タクシー株式会
社　日南営業所

宮崎県日南市岩崎２丁目９番
２０号

雇用・労災・
健康・厚生60歳

以下 160,000円～
170,000円

正社員 45050- 3009991

6時00分～18時00分の間
の8時間

看護師／保健師【なな
いろ訪問看護ステー
ション】

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

1,200円～1,200
円

パート労働者 45050- 3013191

タクシー運転士／
夕方～深夜
（養成可）

宮交タクシー株式会
社　日南営業所

宮崎県日南市岩崎２丁目９番
２０号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
200,000円

正社員 45050- 3012591

8時30分～17時00分の間
の5時間程度

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（１１月１日から１１月７日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１１月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。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

(1) 8時30分～12時30分
(2)14時00分～18時00分

（従業員数 3人 ）(3) 8時30分～13時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 車両系建設機械運転技能者

移動式クレーン運転士

(1) 8時00分～17時15分 車両系建設機械運転技能者

（従業員数 33人 ）
就業場所 宮崎県日南市

保育士

（従業員数 24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15分

（従業員数 33人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） １級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

(1) 8時00分～17時15分 普通自動車免許

（従業員数 33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15分

（従業員数 33人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時50分～20時20分
(2)19時50分～ 8時20分

（従業員数 67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 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

(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

(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 210人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 精神保健福祉士

普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許

（従業員数 210人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 准看護師

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時15分～17時00分 普通自動車免許

(2)16時00分～ 9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） 看護師

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時15分～17時00分 普通自動車免許

(2)16時00分～ 9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） 看護師

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許

(2) 9時30分～18時30分
（従業員数 210人 ）

就業場所 宮崎県日南市
変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(1) 8時15分～17時00分
(2)15時30分～ 0時30分

（従業員数 210人 ）(3) 0時00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15分～17時00分
(2) 0時00分～ 9時00分

（従業員数 210人 ）
就業場所 宮崎県日南市

18歳
～
59歳

18歳
～
59歳

18歳
～
59歳

18歳
～
59歳

歯科助手／パート 河野歯科医院 宮崎県日南市南郷町中村乙２
３９３

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 3014091

土木作業員 永野建設　株式会社 宮崎県日南市大字酒谷乙１０
３２２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 168,000円～
220,500円

正社員 45050- 3017991

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

167,240円～
167,240円

正社員以外 45050- 3016691

技能工 永野建設　株式会社 宮崎県日南市大字酒谷乙１０
３２２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 183,500円～
251,500円

正社員 45050- 3015391

7時00分～19時00分の間
の8時間程度

発電所運転職 ウッドエナジー協同
組合

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 181,000円～
191,000円

正社員 45050- 3020591

土木施工管理技士
（無資格者）

永野建設　株式会社 宮崎県日南市大字酒谷乙１０
３２２

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 155,000円～
290,000円

正社員 45050- 3019791

土木施工管理技士
（有資格者）

永野建設　株式会社 宮崎県日南市大字酒谷乙１０
３２２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 210,000円～
330,000円

正社員 45050- 3018491

【経験者】作業員（溶
接・配管・機械整備・
旋盤・フライス）

株式会社　冨士工業 宮崎県日南市大字平野１１１
５番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

155,000円～
190,000円

正社員 45050- 2960991

作業員（溶接・配管・
機械整備・旋盤・フラ
イス）

株式会社　冨士工業 宮崎県日南市大字平野１１１
５番地

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 155,000円～
185,000円

正社員 45050- 2959091

長距離ドライバー
（見習い可）

株式会社　日南水急 日南市大字平山字神宮司１９
４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 137,000円～
137,000円

正社員 45050- 2958191

准看護師（２交替
制）

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

147,300円～
208,500円

正社員 45050- 2963891

精神保健福祉士 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 176,000円～
210,000円

正社員 45050- 2962791

医療事務　【急
募】

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 155,000円～
165,000円

正社員 45050- 2961491

7時30分～18時30分の間
の8時間程度

介護福祉士 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

137,000円～
145,000円

正社員 45050- 2966191

正看護師（訪問看
護）

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 183,000円～
251,000円

正社員 45050- 2965591

正看護師（２交替
制）

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

146,000円～
252,000円

正社員 45050- 2964291

看護補助 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

135,880円～
135,880円

正社員 45050- 2967091

※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１日から１１月７日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１１月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。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 48人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時15分～15時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)13時15分～21時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～14時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～14時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)17時30分～21時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)17時30分～21時00分

（従業員数 6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 28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）

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許

（従業員数 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)21時00分～ 7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) 6時00分～14時50分
(2)14時30分～23時20分

（従業員数 210人 ）(3) 8時00分～16時50分
就業場所 宮崎県日南市

歯科衛生士

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～16時20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 9人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許

（従業員数 11人 ）
就業場所 宮崎県日南市

事務職／パート 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
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 2969691

お掃除スタッフ／
正社員

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

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 140,040円～
163,480円

正社員 45050- 2968391

9時00分～17時00分の間
の4時間程度

接客スタッフ／正
社員（午後）

有限会社　丸新荘 宮崎県日南市北郷町大藤３６
１９－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 145,000円～
170,000円

正社員 45050- 2973291

接客スタッフ／正
社員（日勤）

有限会社　丸新荘 宮崎県日南市北郷町大藤３６
１９－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 138,000円～
170,000円

正社員 45050- 2972891

普通作業員 日郷建設　有限会社 宮崎県日南市北郷町郷ノ原乙
２６１１－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 209,700円～
233,000円

正社員 45050- 2971791

接客補助員／パー
ト（夜）

有限会社　丸新荘 宮崎県日南市北郷町大藤３６
１９－２

労災
64歳
以下 850円～900円

パート労働者 45050- 2976091

接客補助員／パー
ト（朝・昼）

有限会社　丸新荘 宮崎県日南市北郷町大藤３６
１９－２

雇用・労災
64歳
以下 830円～900円

パート労働者 45050- 2975191

接客スタッフ／
パート（昼）

有限会社　丸新荘 宮崎県日南市北郷町大藤３６
１９－２

雇用・労災
64歳
以下 900円～1,000円

パート労働者 45050- 2974591
又は 7時30分～14時00
分の間の4時間程度

又は 7時30分～14時00
分の間の4時間程度

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- 2981291

訪問介護員（ガイ
ドヘルパー含む）

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
不問

1,100円～1,200
円

パート労働者 45050- 2980891

接客補助員／パー
ト（土日祝：夜）

有限会社　丸新荘 宮崎県日南市北郷町大藤３６
１９－２

労災
64歳
以下 900円～1,000円

パート労働者 45050- 2977391

8時00分～18時00分の間
の5時間程度

歯科衛生士／歯科
口腔外科

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

150,400円～
202,000円

正社員以外 45050- 2984091

製造技能職（選
別）／２交替制

日南ＮＯＫ株式会社 宮崎県日南市北郷町郷之原乙
３６７１－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 131,456円～
131,456円

正社員以外 45050- 2983191

世話人（夜勤専
従）／１号館

社会福祉法人　サンス
マイル（障害福祉サー
ビス事業所　サンスマ
イル）

宮崎県日南市大字星倉２３０
８番地

労災
18歳
以上 790円～790円

パート労働者 45050- 2982591

介護職／日勤のみ 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１４９
８番地８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 155,000円～
160,000円

正社員 45050- 2987991

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- 2986691

調剤補助員／薬剤
部

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

110,600円～
110,600円

正社員以外 45050- 2985391

※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１日から１１月７日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１１月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。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了者

(1) 8時30分～17時00分 介護福祉士

（従業員数 11人 ）
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限定）

（従業員数 11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修了者

(1) 7時00分～15時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(2) 8時30分～17時00分
（従業員数 20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） 一級建築士

二級建築士

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 1人 ）
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限定）

（従業員数 63人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 123人 ）(3) 8時30分～12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～12時30分

（従業員数 123人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 准看護師

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 123人 ）(3) 8時30分～12時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級

介護職員初任者研修修了者

(1) 8時00分～17時00分 介護福祉士

(2) 8時30分～17時30分
（従業員数 123人 ）(3) 9時30分～18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限定）

(1) 8時30分～17時30分
(2)12時15分～21時15分

（従業員数 30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）

(1) 8時30分～17時30分
(2)12時15分～21時15分

（従業員数 30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）

(1) 8時30分～17時30分
(2)12時15分～21時15分

（従業員数 30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）

(1) 8時30分～17時30分
(2)12時15分～21時15分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～17時30分
(2)12時15分～21時15分

（従業員数 30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～17時40分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～17時45分
(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

特定曜日のみ(2)

(1) 9時00分～19時00分
(2) 9時00分～13時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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
以上 790円～850円

パート労働者 45050- 2990591

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１４９
８番地８

雇用・労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050- 2989791

介護職／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１４９
８番地８

雇用・労災
59歳
以下 790円～800円

パート労働者 45050- 2988491
又は 8時30分～17時00
分の間の6時間程度

8時30分～17時00分の間
の5時間程度

正看護師 医療法人春光会　春
光会記念病院

宮崎県日南市大字星倉４６０
０－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 191,600円～
260,000円

正社員 45050- 2993391

正・准看護師／長
寿の里

医療法人　秀英会　介
護老人保健施設　長寿
の里

宮崎県串間市大字奈留５２９
８－３

雇用・労災
不問

1,000円～1,200
円

パート労働者 45050- 2992091

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～
300,000円

正社員 45050- 2991191

8時00分～17時00分の間
の5時間程度

看護補助者 医療法人春光会　春
光会記念病院

宮崎県日南市大字星倉４６０
０－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 138,000円～
151,000円

正社員 45050- 2996491

准看護師 医療法人春光会　春
光会記念病院

宮崎県日南市大字星倉４６０
０－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,550円～
190,000円

正社員 45050- 2995991

正・准看護師【外
来：午前】

医療法人春光会　春
光会記念病院

宮崎県日南市大字星倉４６０
０－１

雇用・労災
59歳
以下 920円～1,200円

パート労働者 45050- 2994691

エリア社員（正）
／大堂津店

株式会社　コスモス
薬品

福岡市博多区博多駅東２－１
０－１　第一福岡ビルＳ館４
階

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 170,000円～
180,000円

正社員 40010-83476591

エリア社員（正）
／油津店

株式会社　コスモス
薬品

福岡市博多区博多駅東２－１
０－１　第一福岡ビルＳ館４
階

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 170,000円～
180,000円

正社員 40010-83475291

エリア社員（正）
／吾田店

株式会社　コスモス
薬品

福岡市博多区博多駅東２－１
０－１　第一福岡ビルＳ館４
階

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 170,000円～
180,000円

正社員 40010-83473791

営業職（日南支
店）

ヤンマーアグリジャ
パン株式会社　九州
支社

福岡県筑後市大字一条５３５
番地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

146,000円～
210,000円

正社員 40140- 5640191

エリア社員（正）
／山瀬店

株式会社　コスモス
薬品

福岡市博多区博多駅東２－１
０－１　第一福岡ビルＳ館４
階

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 170,000円～
180,000円

正社員 40010-83504291

エリア社員（正）
／串間店

株式会社　コスモス
薬品

福岡市博多区博多駅東２－１
０－１　第一福岡ビルＳ館４
階

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 170,000円～
180,000円

正社員 40010-83478091

フィットネス施設ス
タッフ（受付・接客）
／日南山形屋店

合同会社　Ｔコーポ
レーション（カーブス
事業部）

宮崎県宮崎市大塚町倉ノ下２
９３番地３　グランドパレス
大塚９０６号

雇用・労災・
健康・厚生不問

138,000円～
190,000円

正社員 45010-26312591

販売員（日南平野
店）（準社員）

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

140,800円～
158,400円

正社員以外 40150- 9006391

※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１日から１１月７日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１１月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。 

   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 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市 厚生年金基金

変形（１ヶ月単位） ５トン限定準中型自動車免許

８トン限定中型自動車免許

(1) 8時00分～17時00分 中型自動車免許

（従業員数 30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) 9時30分～18時30分

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県日南市 厚生年金基金

(1) 8時30分～16時00分
(2) 8時30分～15時00分

（従業員数 20人 ）(3) 9時00分～15時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車第二種免許

(1) 7時00分～17時00分
(2)18時00分～ 6時00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

液化石油ガス設備士

普通自動車免許

(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時15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) 8時00分～16時45分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～12時00分
(2)13時00分～17時00分

（従業員数 230人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～12時00分
(2)14時00分～18時00分

（従業員数 230人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～13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） 普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許

(1) 8時00分～16時00分

（従業員数 7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) 9時00分～17時00分
(2)17時00分～ 0時00分

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 141人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時15分～17時15分

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県日南市

社会福祉士

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 170人 ）
就業場所 宮崎県串間市

18歳
～
64歳

電気通信作業員
（日南）

株式会社　南九州ア
イティシステム

宮崎県都城市中町１街区５号
マルヤマビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
250,000円

正社員 45040-11855991

事務職／パート
【急募】

株式会社　地頭鶏ラ
ンド日南

宮崎県日南市大字毛吉田２７
２３－１

雇用・労災
不問

800円～900円

パート労働者 45050- 2913791

ＣＡ／事務／業務
職

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40歳

以下 156,200円～
203,400円

正社員 45050- 2912491

運転及び作業員 株式会社　山口運送
日南営業所

宮崎県日南市大字星倉２２１
０－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
150,000円

正社員 45050- 2911991

ＬＰＧ販売・設備 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

172,500円～
172,500円

正社員以外 45050- 2916591

無線配車係 株式会社　美登タク
シー　日南営業所

宮崎県日南市上平野町２丁目
３－２

雇用・労災
64歳
以下 790円～790円

パート労働者 45050- 2915291

タクシー乗務員
【養成可】

株式会社　美登タク
シー　日南営業所

宮崎県日南市上平野町２丁目
３－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 140,000円～
200,000円

正社員 45050- 2914891

6時00分～18時00分の間
の5時間程度

惣菜係店員　
【スーパーとむら
各店舗】

株式会社　戸村精肉
本店

宮崎県日南市園田１丁目２番
４号

雇用・労災
62歳
以下 850円～850円

パート労働者 45050- 2921891

食品製造 株式会社　戸村精肉
本店

宮崎県日南市園田１丁目２番
４号

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 142,800円～
142,800円

正社員以外 45050- 2920791

製造作業員 株式会社　戸村フー
ズ

宮崎県日南市木山１丁目５番
２１号

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 142,800円～
142,800円

正社員以外 45050- 2919391

精肉係／正社員 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・
健康・厚生59歳

以下 134,379円～
134,379円

正社員 45050- 2924191

青果担当 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- 2923591

精肉係店員
【スーパーとむら
各店舗】

株式会社　戸村精肉
本店

宮崎県日南市園田１丁目２番
４号

雇用・労災
62歳
以下 850円～850円

パート労働者 45050- 2922291

精密金属部品加工
品質管理（検査業務）

日南テック　株式会
社

宮崎県日南市大字平野５６５
番地

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 138,000円～
170,000円

正社員 45050- 2929491

養殖補助員（網
場）

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

136,847円～
147,241円

正社員以外 45050- 2927691

カウンター係 有限会社　アップル
カンパニー

宮崎県日南市南郷町中村乙７
０５１－２０７

雇用・労災・
健康・厚生

162,500円～
162,500円

正社員 45050- 2926391

社会福祉士 串間市民病院 宮崎県串間市大字西方７９１
７

雇用・労災・
健康・厚生不問

190,000円～
190,000円

正社員以外 45050- 2930291

※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１日から１１月７日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１１月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。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

中型自動車免許

８トン限定中型自動車免許

(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

(1)17時30分～20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） ２級建築施工管理技士

１級建築施工管理技士

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 二級自動車整備士

普通自動車免許

(1) 9時30分～18時30分

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県日南市 厚生年金基金

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30分～17時30分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

交替制あり 普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許

(1) 9時00分～17時00分
(2)17時00分～ 0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

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 63人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 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

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 63人 ）
就業場所 宮崎県日南市

８トン限定中型自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 38人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 普通自動車免許

２級建築施工管理技士

(1) 8時00分～17時00分 １級建築施工管理技士

（従業員数 21人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 21人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 21人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 101人 ）(3)10時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師

准看護師

(1) 8時30分～17時30分
(2)16時30分～ 9時30分

（従業員数 101人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県日南市

18歳
～
64歳

店員／夕方～夜 こまどりうどん 宮崎県日南市吾田東４丁目１
－１０

労災
不問

800円～900円

パート労働者 45050- 2932191

一般廃棄物収集お
よび農園管理

南郷清掃　有限会社 宮崎県日南市南郷町津屋野２
１６２－２

雇用・労災・
健康・厚生不問

143,000円～
173,000円

正社員 45050- 2931591

営業（住宅の販
売）

株式会社　丸商建設 宮崎県日南市星倉２丁目９番
地１３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 250,000円～
250,000円

正社員 45050- 2935691

自動車整備士 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 176,600円～
255,000円

正社員 45050- 2934391

工務業務（現場監
理）

株式会社　丸商建設 宮崎県日南市星倉２丁目９番
地１３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 250,000円～
250,000円

正社員 45050- 2933091

施工管理技士 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49歳

以下 169,000円～
250,000円

正社員 45050- 2938791

ホール係 有限会社　アップル
カンパニー

宮崎県日南市南郷町中村乙７
０５１－２０７

雇用・労災・
健康・厚生

182,500円～
182,500円

正社員 45050- 2937491

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

900円～1,000円

パート労働者 45050- 2936991

9時30分～18時30分の間
の3時間以上

廃棄物収集運搬及
び作業

株式会社　保全　串
間支店

宮崎県串間市南方字新浜２２
１９番地３５

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
170,400円～
204,480円

正社員以外 45050- 2941091

運転手及び土木作
業員

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49歳

以下 170,000円～
207,000円

正社員 45050- 2940191

木工作業員／見習
い

黒岩建具店 宮崎県日南市大字平野５９３ 雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 132,600円～
154,700円

正社員 45050- 2939891

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59歳

以下 162,400円～
197,200円

正社員 45050- 2948291

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 208,800円～
371,200円

正社員 45050- 2945491

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 309,065円～
500,000円

正社員 45050- 2942391

広報及び事務職 有限会社　明光エン
タープライズ

宮崎県日南市上平野町２丁目
３－４

雇用・労災
不問

800円～1,000円

パート労働者 45050- 2955891

正・准看護師 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
２８号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 155,000円～
285,140円

正社員 45050- 2952991

介護福祉士 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
２８号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 151,700円～
285,140円

正社員 45050- 2951691

14時00分～20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１日から１１月７日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１１月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。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

(1)16時30分～21時30分

（従業員数 20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 101人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～10時00分
(2)18時00分～21時00分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～12時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
(2)16時00分～ 1時00分

（従業員数 20人 ）(3)17時00分～ 2時00分
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) 9時00分～17時00分
(2)10時00分～18時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

(1) 8時00分～12時30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）

(1)10時00分～19時00分

（従業員数 5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)10時00分～17時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時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

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ヶ月単位） 中型自動車免許

８トン限定中型自動車免許

(1) 8時00分～17時00分 大型自動車免許

（従業員数 21人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 保育士

幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

(1) 7時00分～16時30分 看護師

(2) 7時30分～17時00分
（従業員数 13人 ）(3) 8時00分～17時30分

就業場所 宮崎県日南市
調理師

栄養士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～15時00分
(2)14時00分～22時00分

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

清掃／ダイナム宮
崎日南店

株式会社　日本ヒュ
ウマップ

東京都荒川区西日暮里５－１
５－７　ダイナム綜合投資ビ
ル５階

労災
不問

800円～900円

パート労働者 13110-24087091

理学療法士 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
２８号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 165,000円～
305,140円

正社員 45050- 2957591

塾講師・チュー
ター（学習指導
員）等

有限会社　明光エン
タープライズ

宮崎県日南市上平野町２丁目
３－４

雇用・労災
不問

900円～2,000円

パート労働者 45050- 2956291

調理員（宮崎県日
南市）

昭産商事　株式会社 北九州市門司区黄金町６－７ 雇用・労災
不問

790円～790円

パート労働者 40062- 5747291

販売（ダイソー日
南吾田店）

株式会社　大創産業
（ＤＡＩＳＯ／ダイ
ソー）

広島県東広島市西条吉行東１
丁目４番１４号

労災
不問

800円～900円

パート労働者 34020-15526291

8時30分～20時40分の間
の3時間以上

クリーンスタッフ
（日南学園）

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

790円～800円

パート労働者 45040-11647591

営繕部（清掃） 株式会社　総合レ
ジャーサービスグルー
プ

宮崎県宮崎市千草町１番２２
号　Ｓｏｇｏビル２階

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 170,000円～
250,000円

正社員 45010-26074591

製造部員 株式会社　エフピコ
九州

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動
１８００番地１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳
以下 166,300円～

191,300円
正社員 41050- 6737391

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
２５６３－１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 140,000円～
180,000円

正社員 45050- 2887091

窓口スタッフ（日
南吾田店）

株式会社　ケイディ
商事

宮崎県都城市花繰町２０－８ 雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45040-11807891

窓口スタッフ（日
南吾田店）

株式会社　ケイディ
商事

宮崎県都城市花繰町２０－８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳
以下 155,000円～

200,000円
正社員 45040-11758691

集配運転手／正社
員

宮崎ダイキュー運輸
株式会社

宮崎県日南市大字東弁分乙３
５１－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 146,560円～
146,560円

正社員 45050- 2890491

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
２５６３－１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 140,000円～
180,000円

正社員 45050- 2889691

設計業務 有限会社　テクノ 宮崎県日南市北郷町郷之原乙
２５６３－１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 170,000円～
300,000円

正社員 45050- 2888391

調理人【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・厚生不問

157,000円～
267,000円

正社員 45050- 2893291

調理師又は栄養士 認定こども園　浄念
寺学園

宮崎県日南市今町２丁目８－
３９

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 128,000円～
160,000円

正社員 45050- 2892891

保育士・幼稚園教
諭

認定こども園　浄念
寺学園

宮崎県日南市今町２丁目８－
３９

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 141,440円～
176,800円

正社員 45050- 2891791

※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１日から１１月７日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１１月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。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

変形（１ヶ月単位）

(1)10時00分～17時00分

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時30分～14時30分

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)18時30分～22時00分

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許

（従業員数 18人 ）
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限定）

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 栄養士

(1) 8時00分～16時45分

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許（ＡＴ限定）

普通自動車免許

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 准看護師

看護師

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～12時30分 普通自動車免許

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～18時00分 普通自動車免許

(2) 8時30分～12時30分
（従業員数 6人 ）

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

看護師

准看護師

（従業員数 65人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 5人 ）(3) 9時00分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

普通自動車免許（ＡＴ限定）

（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 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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
不問

830円～850円

パート労働者 45050- 2896091

屋内清掃係 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
不問

800円～850円

パート労働者 45050- 2895191

施設管理補助及び
屋内外清掃

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・厚生不問

120,000円～
140,000円

正社員 45050- 2894591

正・准看護師／日
勤パート

合資会社　祥桐 宮崎県日南市飫肥二丁目９番
３５号

雇用・労災
不問

1,000円～1,000
円

パート労働者 45050- 2899991

介護職／パート 合資会社　祥桐 宮崎県日南市飫肥二丁目９番
３５号

雇用・労災
64歳
以下 790円～850円

パート労働者 45050- 2898691

7時30分～19時00分の間
の7時間程度

7時30分～19時00分の間
の3時間以上

一般事務／串間市
総合運動公園

株式会社　ジェイ
レック　串間支店

宮崎県串間市大字西方５５８
０－２

労災
不問

800円～850円

パート労働者 45050- 2902691

施設維持管理／串
間市

株式会社　ジェイ
レック　串間支店

宮崎県串間市大字西方５５８
０－２

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
165,000円

正社員以外 45050- 2901391

栄養士 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

166,000円～
166,000円

正社員以外 45050- 2900091

9時00分～18時00分の間
の5時間程度

看護師 あげた内科クリニッ
ク

宮崎県日南市星倉５丁目４番
１０号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 190,000円～
200,000円

正社員 45050- 2905791

看護師／パート あげた内科クリニッ
ク

宮崎県日南市星倉５丁目４番
１０号

雇用・労災
59歳
以下 1,000円～1,000

円
パート労働者 45050- 2904491

看護師（正・准） 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

171,000円～
171,000円

正社員以外 45050- 2903991

7時00分～19時00分の間
の8時間程度

看護職／パート 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３
５８９－１

雇用・労災
不問

1,100円～1,500
円

パート労働者 45050- 2908591

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３
５８９－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

179,000円～
254,000円

正社員 45050- 2907291

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３
５８９－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

191,400円～
226,200円

正社員 45050- 2906891

8時30分～17時30分の間
の4時間程度

養鶏業務（北郷：
直営大野農場）

株式会社　児湯食鳥 宮崎県児湯郡川南町大字川南
２１６２２－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
138,000円～
138,000円

正社員以外 45060- 4282191

ガソリンスタンド
店員／パート

平和石油　株式会社 宮崎県日南市南郷町中村甲１
２９９番地

雇用・労災
59歳
以下 800円～900円

パート労働者 45050- 2910691

ガソリンスタンド
店員【急募】

平和石油　株式会社 宮崎県日南市南郷町中村甲１
２９９番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
200,000円

正社員 45050- 2909191

8時00分～18時00分の間
の6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１日から１１月７日までの最新の求人です。）

加入保険等 必要な免許資格職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年１１月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。 

   その際はあしからずご了承下さい。 

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 207人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 二級建築士

一級建築士

(1) 7時50分～17時10分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 72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 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 中型自動車免許

準中型自動車免許

(1) 8時30分～17時00分 大型自動車免許

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）(3) 9時30分～18時30分
就業場所 宮崎県日南市

看護師

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 4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）

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 13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）

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 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師 社会福祉法人慶明会
日南慶明会訪問看護ス
テーション

宮崎県日南市飫肥１丁目４番
３６号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 175,540円～
209,490円

正社員 45050- 2861091

介護支援専門員 社会福祉法人慶明会
小規模多機能型居宅介
護つわぶき

宮崎県日南市飫肥６丁目３８
１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 180,120円～
220,280円

正社員 45050- 2862391

介護支援専門員 社会福祉法人慶明会
日南慶明会　在宅介護
支援センター

宮崎県日南市飫肥６丁目２番
２２号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 181,740円～
221,510円

正社員 45050- 2863691

産廃作業員／環境
企画部

株式会社　ニチナン
テクノ

宮崎県日南市大字益安１８４
５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 144,000円～
192,000円

正社員 45050- 2874791

生産技術 株式会社　ニチナン
テクノ

宮崎県日南市大字益安１８４
５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 144,000円～
192,000円

正社員 45050- 2875891

医療事務 有限会社　百寿会 宮崎県日南市南郷町中村乙２
１０１番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 137,000円～
137,000円

正社員 45050- 2859891

営業／正社員 吉田産業　株式会社 宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 200,000円～
200,000円

正社員 45050- 2884291

作業員 有限会社　松元建設 宮崎県日南市大字隈谷乙１９
４０番地９

雇用・労災・
健康・厚生不問

170,000円～
200,000円

正社員 45050- 2870391

プロパンガス配達
員

日州ガス住設　株式
会社

宮崎県日南市瀬貝３丁目７－
３

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 155,800円～
209,500円

正社員 45050- 2871691

電子カルテサポー
ト兼医療事務

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 155,000円～
165,000円

正社員 45050- 2882791

※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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