
　　　　（３月８日から３月１４日までの最新の求人です。）

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

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成３１年３月１８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。

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 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり

(1) 6時00分～13時30分
(2)10時30分～19時30分

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 6時00分～12時00分
(2) 9時00分～15時00分

（従業員数 24人 ）(3)13時00分～19時00分
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)16時30分～ 9時30分 介護福祉士

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 5時00分～11時00分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 作業療法士

(1) 8時15分～17時00分
(2) 8時15分～12時15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
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1)10時00分～14時00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
(1) 8時30分～17時00分 介護職員初任者研修

介護福祉士

（従業員数 11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
介護福祉士

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修

(1) 7時00分～15時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 20人 ）(3)10時30分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 0人 ）(3) 9時00分～13時00分
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。

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５５５
番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

185,000円～
250,000円

正社員 45050-  798591

配送（家電製品） 有限会社　セブンプ
ラザ　かいでんき

宮崎県串間市寺里２－８－９ 雇用・労災・
健康・厚生42歳

以下 180,000円～
201,000円

正社員 45050-  799191

営業販売（家電製
品）

有限会社　セブンプ
ラザ　かいでんき

宮崎県串間市寺里２－８－９ 雇用・労災・
健康・厚生42歳

以下 190,000円～
213,000円

正社員 45050-  800791

調理職 株式会社　にじ 宮崎県日南市大字平山５４１番
地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

124,016円～
138,338円

正社員以外 45050-  801891

調理職《急募》 株式会社　紫陽花 宮崎県日南市大字楠原７００番
地１

雇用・労災
64歳
以下 770円～770円

パート労働者 45050-  802291

【夜勤のみ】ケアス
タッフ／入所者へのサ
ポート業務

合同会社　ほほえみ
の里

宮崎県日南市大字萩之嶺１１９
０番地

雇用・労災
18歳
以上 940円～940円

パート労働者 45050-  804191

一般作業員　【急
募】

京屋酒造　有限会社 宮崎県日南市油津２丁目３－２ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 123,200円～
123,200円

正社員以外 45050-  805091

スポーツクラブ運営
スタッフ

株式会社　レジャークリ
エイトサービス日南

宮崎県日南市園田２丁目１２－
１７

雇用・労災
59歳
以下 850円～1,000円

12時00分～19時30分の間
の5時間程度

パート労働者 45050-  806391

作業員【急募】 株式会社　信興運輸 宮崎県日南市大字下方２２１７
－７

雇用・労災・
健康・厚生23歳

以下 131,675円～
131,675円

正社員 45050-  807691

作業療法士 医療法人同仁会　谷
口病院

宮崎県日南市大字風田３８６１ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 230,000円～
257,000円

正社員 45050-  808991

事務職 串間商工会議所 宮崎県串間市大字西方５６５７
番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

125,240円～
125,240円

正社員以外 45050-  790091

ホール係 シーサイドレストラ
ン　イーハ・トーヴ

宮崎県日南市石河５８８－１２
５

労災
不問

800円～850円

パート労働者 45050-  791391

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１４９８
番地８

雇用・労災
59歳
以下 770円～800円 又は 8時30分～17時00分

の間の6時間程度パート労働者 45050-  792691

介護職／パート 株式会社　ひだまり 宮崎県日南市大字楠原１７番地 雇用・労災
59歳
以下 770円～800円

8時30分～17時00分の間
の6時間程度

パート労働者 45050-  793991

介護職／パート 株式会社　心の里　（住
宅型有料老人ホーム　心
の里）

宮崎県日南市大字楠原１８番地 雇用・労災
18歳
～

59歳
770円～850円

パート労働者 45050-  794491

調剤事務 株式会社　ＯＫカン
パニー

宮崎県日南市大字星倉４６００
－３35歳

以下 135,000円～
145,000円

正社員 45050-  795791

※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。
1



　　　　（３月８日から３月１４日までの最新の求人です。）

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

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成３１年３月１８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) 9時00分～16時00分
(2) 9時00分～13時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 9時30分～15時30分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時45分～13時00分
(2) 7時45分～15時00分

（従業員数 0人 ）(3)15時00分～19時15分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 8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
中型自動車免許一種

(1) 9時00分～18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） 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～16時30分

（従業員数 15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) 8時30分～12時30分

（従業員数 84人 ）(3) 9時00分～13時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)10時00分～20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） 看護師
准看護師

(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～18時30分

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

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時50分～16時00分

（従業員数 80人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)20時00分～22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） 看護師
准看護師

(1) 8時00分～18時00分
(2) 8時30分～18時30分

（従業員数 6人 ）(3) 8時00分～17時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～15時00分

（従業員数 31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30分

（従業員数 72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) 9時00分～16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
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～15時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

ケアスタッフ／デイ
サービス利用者のサ
ポート業務

合同会社　ほほえみ
の里

宮崎県日南市大字萩之嶺１１９
０番地

雇用・労災
不問

762円～1,100円

パート労働者 45050-  796891

看護師／パート 株式会社　ひだまり 宮崎県日南市大字楠原１７番地 労災
59歳
以下 900円～900円

パート労働者 45050-  797291

売店販売スタッフ
【急募】

株式会社　光洋
ショップ‐プラス

神奈川県横浜市金沢区福浦１丁
目５－１

労災
不問

820円～820円

パート労働者 14120- 1670591

三ツ和荘販売スタッフ
（アルバイト）／日南
市

宮交ショップアンド
レストラン　株式会
社

宮崎県宮崎市中村東２丁目８番
１２号

雇用・労災・
健康・厚生不問

138,880円～
156,240円

正社員以外 45010- 7314791

自動車の回送・洗車
／日南営業所

株式会社　スズキ自
販宮崎

宮崎県宮崎市花ヶ島町屋形町１
２０４

雇用・労災・
健康・厚生不問

132,435円～
132,435円

正社員以外 45010- 7316291

医薬品配送／日南支
店

株式会社　アステム
宮崎営業部

宮崎県宮崎市江平中町５－１ 雇用・労災・
健康・厚生不問

129,920円～
129,920円

正社員以外 45010- 7382291

患者様案内業務（短時
間、午前中パート）／
日南市

株式会社　ソラスト
宮崎支社

宮崎県宮崎市橘通東３－１－４
７　宮崎プレジデントビル７Ｆ

労災
不問

850円～900円

パート労働者 45010- 7394391

ホールスタッフ 株式会社　まんりょ
う

宮崎県日南市南郷町東町１４－
４

雇用・労災・
健康・厚生不問

190,491円～
301,750円

正社員 45050-  773191

正・准看護師／日勤
のみ

医療法人　えとう循
環器科・内科

宮崎県日南市吾田西３丁目７－
４３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 185,000円～
210,000円

正社員 45050-  774091

用務員／パート 吉田産業　株式会社 宮崎県日南市南郷町榎原甲２０
９１

雇用・労災
不問

1,000円～1,000円

パート労働者 45050-  775391

清掃業務 有限会社　ひだかビ
ルシステム

宮崎県日南市西弁分３丁目３－
８

労災
69歳
以下 765円～765円

パート労働者 45050-  776691

看護師（正、准） 医療法人　津曲小児
科

宮崎県日南市大字戸高１－６－
３

雇用・労災
59歳
以下 1,080円～1,250円

パート労働者 45050-  777991

雑務係 株式会社　南の郷 宮崎県日南市南郷町中村甲４０
０番地

労災
64歳
以下 770円～770円

パート労働者 45050-  778491

正・准看護師（外
来）

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２
８号

雇用・労災
59歳
以下 1,000円～1,200円

パート労働者 45050-  779791

【綺麗な施設】ケアス
タッフ／施設利用者の
サポート業務

合同会社　ほほえみ
の里

宮崎県日南市大字萩之嶺１１９
０番地

雇用・労災
不問

800円～900円

パート労働者 45050-  780591

経理事務 ミヤカワ運輸　株式
会社

宮崎県日南市大字吉野方字中野
１０５４５番地１７

労災
不問

860円～860円

パート労働者 45050-  781191

正看護師／嘱託 公益財団法人　宮崎県健
康づくり協会　日南駐在

宮崎県日南市吾田西１丁目５－
１０　日南保健所内

雇用・労災・
健康・厚生不問

175,000円～
205,000円

正社員以外 45050-  782091

※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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　　　　（３月８日から３月１４日までの最新の求人です。）

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

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成３１年３月１８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。

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 6時30分～18時30分
(2)18時30分～ 6時30分

（従業員数 54人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時25分～17時20分

（従業員数 54人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時30分～20時30分
(2)20時30分～ 8時30分

（従業員数 74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30分～17時15分

（従業員数 74人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 幼稚園教諭免許
保育士

（従業員数 34人 ）
就業場所 宮崎県日南市

保育士
幼稚園教諭免許

（従業員数 34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 9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30分
(2)10時30分～20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)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ヶ月単位） 司書

(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 16人 ）
就業場所 宮崎県日南市

栄養士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 11人 ）
就業場所 宮崎県日南市

栄養士
管理栄養士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 11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) 9時00分～17時10分

（従業員数 0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) 9時00分～16時00分

（従業員数 9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

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(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

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１２
９９番地

雇用・労災
不問

850円～1,000円
8時00分～18時00分の間

の6時間程度

パート労働者 45050-  783391

工程内作業者（２交
代）

株式会社　エスエヌ
シー

宮崎県日南市大字東弁分甲２８
０番地２

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
59歳

139,000円～
139,000円

無期雇用派遣 45050-  784691

工程内作業者 株式会社　エスエヌ
シー

宮崎県日南市大字東弁分甲２８
０番地２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 130,560円～
130,560円

無期雇用派遣 45050-  785991

生産作業員（２交
代）

株式会社　エスエヌ
シー

宮崎県日南市大字東弁分甲２８
０番地２

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
59歳

134,657円～
134,657円

正社員 45050-  786491

生産管理者【幹部候
補】

株式会社　エスエヌ
シー

宮崎県日南市大字東弁分甲２８
０番地２

雇用・労災・
健康・厚生49歳

以下 133,640円～
210,000円

正社員 45050-  787791

幼稚園教諭・保育士 学校法人　黒田学園
日南幼稚園

宮崎県日南市飫肥２丁目１１番
２３号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
250,000円

7時00分～18時30分の間
の8時間程度

正社員 45050-  788891

幼稚園教諭・保育士
／パート

学校法人　黒田学園
日南幼稚園

宮崎県日南市飫肥２丁目１１番
２３号

雇用・労災
不問

850円～900円
7時00分～18時30分の間

の8時間程度

パート労働者 45050-  789291

積込み及び仕分け業
務

倉本運送　株式会社 宮崎県えびの市大字大明司９番
地８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,000円～
200,000円

正社員 45070- 1100091

コムサイズム／日南山
形屋店／正社員／販売
スタッフ

株式会社　ファイブ
フォックス

東京都渋谷区千駄ヶ谷３－６０
－７

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

25歳
以下 155,400円～

156,000円
正社員 13070-26793991

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

不問
201,000円～
237,000円

正社員 22010- 8346491

図書館図書司書業務
／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・
健康・厚生不問

158,300円～
158,300円

正社員以外 40010-23172991

栄養士／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

雇用・労災・
健康・厚生不問

175,200円～
220,000円

正社員 45010- 7238191

管理栄養士／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

雇用・労災・
健康・厚生不問

200,200円～
245,000円

正社員 45010- 7239091

営業事務／串間市 株式会社　フジワー
ク　宮崎事業所

宮崎県宮崎市西高松町１－３５
西高松店舗１階

雇用・労災・
健康・厚生不問

182,000円～
182,000円

有期雇用派遣 45010- 7114191

運転手兼事務補助 宮崎地方法務局　日
南支局

宮崎県日南市飫肥３丁目６－２ 雇用・公災・
健康・厚生不問

858円～858円

パート労働者 45050-  761791

アシスタント ＲＥＡＮｈａｉｒ 宮崎県日南市星倉１丁目５－２
０不問

950円～1,250円
8時00分～19時00分の間

の4時間以上

パート労働者 45050-  763291

一般事務／嘱託職員 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・厚生不問

157,000円～
157,000円

正社員以外 45050-  764591

※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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　　　　（３月８日から３月１４日までの最新の求人です。）

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

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成３１年３月１８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

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 15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 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～15時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～12時30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50分～17時10分
(2)16時10分～ 1時30分

（従業員数 72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50分～16時40分

（従業員数 72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

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～16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） 普通自動車免許一種

(1) 9時00分～17時30分

（従業員数 30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)10時00分～19時00分

（従業員数 3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
(2) 9時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種
危険物取扱者（乙種）

（従業員数 1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

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２９６０
－１１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 134,540円～
134,540円

正社員以外 45050-  767391

製造工員／パート 有限会社　東進メ
ディカル

宮崎県串間市大字西方２９６０
－１１

雇用・労災
59歳
以下 775円～775円

パート労働者 45050-  768691

養豚作業員 有限会社　南郷
ファーム

宮崎県日南市南郷町榎原乙１１
６４番地２７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
250,000円

正社員 45050-  769991

養豚作業員／パート 有限会社　南郷
ファーム

宮崎県日南市南郷町榎原乙１１
６４番地２７

雇用・労災
59歳
以下 800円～1,000円

8時00分～17時00分の間
の5時間以上

パート労働者 45050-  770891

工場内作業員 Ｐ．Ｆ－Ｌｉｎｋ株
式会社

宮崎県日南市大字東弁分乙１０
１１－１８

雇用・労災
不問

780円～780円

パート労働者 45050-  771291

受付事務【正社員】 医療法人　真悠会
富田歯科医院

宮崎県日南市中央通２丁目５－
２１

雇用・労災・
健康・厚生不問

155,000円～
165,000円

正社員 45050-  754291

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２０
９１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 140,000円～
195,000円

正社員 45050-  755591

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２０
９１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 205,000円～
265,000円

正社員 45050-  756191

営業事務／正社員 ウッドエナジー協同
組合

宮崎県日南市南郷町榎原甲２０
９１

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 150,000円～
160,000円

正社員 45050-  757091

金属加工作業員 株式会社　キョーリ
ツ

宮崎県日南市北郷町郷之原乙５
２５番地１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 130,000円～
160,000円

正社員 45050-  758391

金属加工作業員／
パート

株式会社　キョーリ
ツ

宮崎県日南市北郷町郷之原乙５
２５番地１

雇用・労災
64歳
以下 780円～780円

パート労働者 45050-  759691

草刈業務・動物担当 株式会社サンメッセ
日南

宮崎県日南市大字宮浦２６５０
番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

125,000円～
125,000円

正社員以外 45050-  760491

携帯電話販売スタッ
フ（串間店）

株式会社　島津 鹿児島県志布志市志布志町志布
志２丁目１４－１４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
255,000円

正社員 46080- 1208391

配達員 株式会社　川俣泰一
商店

宮崎県日南市園田１丁目１１番
５号

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 150,000円～
170,000円

正社員 45050-  740391

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２－５－１１ 雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 140,040円～
163,480円

正社員 45050-  743491

サービススタッフ 有限会社　徳村石油
店

宮崎県日南市北郷町郷之原甲１
５３番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
200,000円

7時00分～20時00分の間
の8時間

正社員 45050-  724391

医療事務 でざわ小児科 宮崎県日南市吾田西三丁目２番
５８号

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
160,000円

正社員 45050-  670991

※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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　　　　（３月８日から３月１４日までの最新の求人です。）

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

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成３１年３月１８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。

社会福祉士
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許一種

（従業員数 38人 ）
就業場所 宮崎県串間市

介護福祉士
看護師

(1) 8時30分～17時15分 准看護師

（従業員数 38人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 35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 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
普通自動車免許一種

(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
普通自動車免許一種

(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） 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00分～17時00分

（従業員数 17人 ）(3) 9時00分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修

(1) 7時00分～16時00分 介護福祉士
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 17人 ）(3)10時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時50分～16時20分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

社会福祉士 社会福祉法人　串間
市社会福祉協議会

宮崎県串間市大字西方９３６５
番地８

雇用・労災・
健康・厚生30歳

以下 170,100円～
180,700円

正社員 45050-  660391

相談支援業務 社会福祉法人　串間
市社会福祉協議会

宮崎県串間市大字西方９３６５
番地８

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,700円～
140,700円

正社員以外 45050-  661691

介護職【デイサービ
スセンター】

社会福祉法人　協同
福祉会

宮崎県日南市南郷町中村乙７０
５１－１１１

雇用・労災・
健康・厚生不問

136,680円～
136,680円

正社員以外 45050-  669091

調理スタッフ 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59歳

以下 174,000円～
185,000円

10時00分～21時00分の間
の8時間程度

正社員 45050-  629391

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 160,000円～
200,000円

正社員 45050-  632291

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-  633591

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-  634191

看護師／よつば通所
介護事業所

株式会社リリーフ 宮崎県日南市大字平野１５１２
番地３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
200,000円

正社員 45050-  635091

訪問介護ヘルパー／よ
つば訪問介護事業所

株式会社リリーフ 宮崎県日南市大字平野１５１２
番地３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 140,000円～
150,000円

正社員 45050-  637691

営業販売 飫肥通産　株式会社 宮崎県日南市大字平野１１４７
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

158,000円～
158,000円

正社員以外 45050-  649891

※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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