
　　　　（６月２２日から６月２８日までの最新の求人です。）

変形（１ヶ月単位） 薬剤師

(1) 8時30分～18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ＡＴ
普通自動車免許一種

(1)18時00分～ 8時00分

（従業員数 7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

(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

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)16時30分～ 9時30分 介護福祉士

（従業員数 16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 5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 5人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 8時25分～17時20分
(2)20時25分～ 5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) 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

(1) 8時00分～17時15分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～17時15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
普通自動車免許一種

(1) 7時50分～17時10分

（従業員数 67人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 207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
準中型自動車免許

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～12時00分

（従業員数 10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。
※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

薬剤師 有限会社　みどり調
剤薬局

宮崎県日南市木山１－４－１
４

雇用・労災・
健康・厚生不問

350,000円～
500,000円

正社員 45050- 1882781

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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- 1885181

加入保険等

介護職／パート
【夜勤専従】

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

1,084円～1,184
円

パート労働者 45050- 1887381

18歳
～
59歳

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 750円～800円

パート労働者 45050- 1886081

土木施工管理技術
者／正社員

株式会社　高橋工務
店

宮崎県串間市大字都井３０４
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
350,000円

正社員 45050- 1876281

土木作業員／正社
員

株式会社　高橋工務
店

宮崎県串間市大字都井３０４
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 172,500円～
230,000円

正社員 45050- 1875881

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- 1878081

部品管理・倉庫管
理【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・厚生不問

140,000円～
150,000円

正社員以外 45050- 1877181

事務員 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39歳

以下 140,000円～
170,000円

正社員 45050- 1880581

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 130,000円～
180,000円

正社員 45050- 1879381

出荷・在庫管理
［宮崎県日南市］

イタックス株式会社 鹿児島市小松原一丁目４４番
８号

雇用・労災・
健康・厚生不問

168,000円～
193,200円

無期雇用派遣 46010-17245081

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- 1881481

安全管理者／次長 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64歳

以下 300,000円～
350,000円

正社員 45050- 1870681

一般事務［日南
市］

イタックス株式会社 鹿児島市小松原一丁目４４番
８号

雇用・労災・
健康・厚生不問

168,000円～
193,200円

無期雇用派遣 46010-17249581

作業員 有限会社　西部衛生
公社

宮崎県串間市大字南方２５３
５－３０

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 170,000円～
180,000円

正社員 45050- 1872581

医療事務（受付） 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
59歳
以下 737円～800円

パート労働者 45050- 1871981

℡ ０９８７－２３－８６０９ 平成３０年７月２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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　　　　（６月２２日から６月２８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 平成３０年７月２日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修

(1)16時00分～10時00分 介護福祉士

（従業員数 16人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 41人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18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）

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時45分～12時45分
(2)15時00分～18時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１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 18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 42人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 42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00分～16時00分

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 26人 ）
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

（従業員数 16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～17時00分

（従業員数 6人 ）(3) 8時30分～13時00分
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(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

普通自動車免許一種

(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

※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。

一般事務／２２条
職員

宮崎県　日南土木事
務所

宮崎県日南市戸高１－１２－
１

雇用・労災・
健康・厚生不問

120,000円～
120,000円

正社員以外 45050- 1874781

介護職員【夜勤専
従】

株式会社　和顔愛語 宮崎県日南市板敷８３０番地 雇用・労災

860円～900円

パート労働者 45050- 1873481

18歳
～
64歳

事務スタッフ／新支店
オープニングスタッフ
／日南市

デジタルゲイト　株
式会社

福岡市中央区天神４丁目６－
７　天神クリスタルビル６Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

130,560円～
130,560円

正社員以外 40010-49331181

コールセンターＳＶ候
補／新支店オープニン
グ正社員／日南市

デジタルゲイト　株
式会社

福岡市中央区天神４丁目６－
７　天神クリスタルビル６Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

220,000円～
220,000円

正社員 40010-49319981

9時00分～21時00分の間
の8時間以上

コールセンタースタッ
フ／新支店オープニン
グスタッフ／日南

デジタルゲイト　株
式会社

福岡市中央区天神４丁目６－
７　天神クリスタルビル６Ｆ

労災
不問

900円～1,200円

パート労働者 40010-49340181

10時00分～21時00分の
間の3時間以上

販売及び配達業務
【正社員】

上村商事 宮崎県日南市南郷町東町４－
３

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 170,000円～
275,000円

正社員 45050- 1862681

受付 ふじまる動物病院 宮崎県日南市西弁分３丁目７
番１１

雇用・労災
不問

850円～850円

パート労働者 45050- 1861381

店員（惣菜・ベー
カリー）／本店

有限会社　スーパー
ほりぐち

宮崎県串間市大字西方３９３
３－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 129,392円～
146,640円

正社員 45050- 1864581

木工作業員（見習
い可）

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 130,000円～
200,000円

正社員 45050- 1863981

店員（鮮魚・惣
菜）／西浜店

有限会社　スーパー
ほりぐち

宮崎県串間市大字西方３９３
３－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 129,392円～
146,640円

正社員 45050- 1866781

店員（調理・惣
菜）／本店

有限会社　スーパー
ほりぐち

宮崎県串間市大字西方３９３
３－１

雇用・労災
59歳
以下 740円～800円

パート労働者 45050- 1865481

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- 1868281

店員（精肉・鮮
魚・惣菜）／西浜
店

有限会社　スーパー
ほりぐち

宮崎県串間市大字西方３９３
３－１

雇用・労災
59歳
以下 740円～800円

パート労働者 45050- 1867881

市民課窓口業務／
日南市

株式会社　共立メンテ
ナンス　ＰＫＰ事業本
部　九州支店

福岡県福岡市博多区博多駅前
３丁目２６－２９　九勧博多
ビル２階

雇用・労災
不問

787円～850円

パート労働者 40010-49009881

正・准看護師／正
社員

井藤耳鼻咽喉科 宮崎県日南市園田１－４－１
２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 144,200円～
186,200円

正社員 45050- 1869181

8時30分～17時15分の間
の5時間程度

配送（パート）日
南営業所

株式会社　マスヤマ 宮崎県都城市大王町４－２３ 雇用・労災
不問

900円～900円

パート労働者 45040- 6997681

警備職（交通誘導　女
性限定求人）／日南営
業所

企業警備保障　株式
会社

宮崎県宮崎市青葉町６２番地 雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 154,000円～
187,000円

正社員以外 45010-16110781
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　　　　（６月２２日から６月２８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 平成３０年７月２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30分～17時30分

（従業員数 100人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時05分～16時00分

（従業員数 100人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時00分～15時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 40人 ）(3) 9時30分～18時30分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種

(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

交替制あり ホームヘルパー２級
保育士
介護福祉士

（従業員数 22人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１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

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時00分～14時30分

（従業員数 74人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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 36人 ）(3)16時30分～ 9時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 土木施工管理技士１級
土木施工管理技士２級

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（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ヶ月単位） 看護師
准看護師

(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

変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 85人 ）(3)16時30分～ 9時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 准看護師

(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 85人 ）(3)16時30分～ 9時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 社会保険労務士
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時50分～17時10分 普通自動車免許一種

（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ＡＴ
普通自動車免許一種

(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ヶ月単位）

(1) 8時00分～16時30分
(2) 8時00分～12時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 40人 ）(3)10時00分～19時00分
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。

製造工員 有限会社　東進メ
ディカル

宮崎県串間市大字西方２９６
０－１１

雇用・労災
59歳
以下 750円～750円

パート労働者 45050- 1855681

製造工員【フルタ
イムパート】

有限会社　東進メ
ディカル

宮崎県串間市大字西方２９６
０－１１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 130,200円～
130,200円

正社員以外 45050- 1854381

大型ドライバー アイゼンライン　株
式会社

宮崎県日南市大字平野字大節
８３３８－５

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 130,000円～
130,000円

正社員 45050- 1857581

調理員 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

165,000円～
175,000円

正社員以外 45050- 1856981

児童指導員／保育
士　【急募】

特定非営利活動法人
さんぽ

宮崎県日南市中平野１－７－
２

雇用・労災
59歳
以下 830円～900円

パート労働者 45050- 1858481

8時00分～18時00分の間
の4時間以上

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- 1846381

ガソリンスタンド
店員／パート

株式会社　エネルギ
ア星倉サービス

宮崎県日南市吾田東十丁目８
番６号

雇用・労災
59歳
以下 840円～840円

パート労働者 45050- 1860081

8時00分～19時00分の間
の5時間以上

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- 1848981

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 140,000円～
140,000円

正社員 45050- 1847681

看護師（正・准） 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 190,000円～
230,000円

正社員 45050- 1830981

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 190,000円～
220,000円

正社員 45050- 1850881

准看護師／百瀬病
院

医療法人　文誠会
百瀬病院

宮崎県日南市南郷町中村乙２
１０１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 151,000円～
185,000円

正社員 45050- 1833781

正看護師／百瀬病
院

医療法人　文誠会
百瀬病院

宮崎県日南市南郷町中村乙２
１０１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 173,000円～
205,000円

正社員 45050- 1832481

用務員／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

182,500円～
182,500円

正社員以外 45050- 1840481

一般事務／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 195,500円～
247,550円

正社員 45050- 1839681

介護職員 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18歳

以上 175,000円～
195,000円

正社員以外 45050- 1824481

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・
健康・厚生不問

128,054円～
128,054円

正社員以外 45050- 1821681

3



　　　　（６月２２日から６月２８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 平成３０年７月２日 

ハローワーク日南 

   （日南公共職業安定所） 
◎ スペースの都合により全ての項目を掲載できない場合がありますので、必ず求人票にて内容確認をお願いします。 

◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 9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
ホームヘルパー２級

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

（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30分～17時00分
(2) 9時00分～17時30分

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

土木施工管理技士１級
土木施工管理技士２級

(1) 8時00分～17時00分 中型一種（８ｔ限定）

（従業員数 68人 ）
就業場所 宮崎県串間市 確定拠出年金

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時50分～17時50分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 看護師
准看護師

(1) 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

普通自動車免許一種

(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 87人 ）(3)13時00分～22時00分
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（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。

キッチンスタッフ 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 180,880円～
180,880円

正社員以外 45050- 1827281

14時00分～ 0時00分の
間の8時間程度

販売及びホールス
タッフ

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- 1804681

介護職／正社員
（日勤）

社会福祉法人　大樹
会Ｓｏｃｉａｌ　Ｗ
ｏｒｋ日南

宮崎県日南市南郷町中村甲３
５２８番地２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 149,000円～
166,000円

正社員 45050- 1803381

カーライフアドバ
イザー

株式会社ホンダカー
ズ宮崎南

宮崎県日南市吾田東９丁目８
－２０

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 152,600円～
201,400円

正社員 45050- 1807481

現場監督又は現場
代理人

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61歳

以下 181,000円～
289,000円

正社員 45050- 1805981

自動車整備士【見
習い可】

有限会社　中川車検
クリニック

宮崎県日南市園田３丁目６－
８

雇用・労災・
健康・厚生不問

113,498円～
229,988円

正社員 45050- 1811081

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 180,000円～
240,000円

正社員 45050- 1809881

現場作業員【正社
員】

株式会社　伊比井 宮崎県日南市大字風田３５０
２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 153,000円～
153,000円

正社員 45050- 1794781

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 165,000円～
180,000円

正社員 45050- 1791981
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