
　　　　（５月１０日から５月１６日までの最新の求人です。）

介護支援専門員
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護支援専門員
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)16時00分～ 8時30分

（従業員数 30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
介護職員初任者研修

(1) 6時30分～12時30分 介護福祉士
(2) 7時00分～14時00分

（従業員数 30人 ）(3)14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

（従業員数 30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～16時00分 介護福祉士
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 30人 ）(3)16時00分～10時00分
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30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 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県串間市

看護師

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 2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～18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） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
(2) 7時00分～16時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～13時00分
(2)20時00分～23時59分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～15時00分

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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

※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。

接客係／正社員 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- 1337291

清掃／ホテル中村
荘

株式会社　なかむら
商事

宮崎県串間市大字西方６７１
４番地

労災
59歳
以下 770円～770円

パート労働者 45050- 1336891

店員 有限会社　プラス・
ワン

宮崎県日南市大字戸高４丁目
５番地ー１１

労災
不問

762円～762円

パート労働者 45050- 1335791

管理業務／総務部 株式会社　夾竹園 宮崎県宮崎市大塚町水流５１
３１番地１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳
以下 200,000円～

250,000円
正社員 45010-12325091

【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 40120-13227491

保健事業補助業務
／宮崎県日南市

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

158,000円～
158,000円

正社員以外 40010-37762591

経理・総務事務／
宮崎県串間市

株式会社　ポータル 福岡県福岡市南区那の川１－
２３－３０　九電工別館ビル
４Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,700円～
155,040円

有期雇用派遣 40010-37708991

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- 7309791

販売・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 132,588円～
147,900円

正社員以外 45050- 1355091

 8時30分～20時40分の
間の3時間以上

販売・ホールス
タッフ／正社員

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 135,000円～
150,000円

正社員 45050- 1354191

介護職／ホーム 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

148,000円～
168,000円

正社員 45050- 1353591

18歳
～
64歳

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 210,000円～
250,000円

正社員 45050- 1352291

介護職／ホーム
（日勤のみ）

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 900円～1,200円

パート労働者 45050- 1351891

介護職／夜勤専従 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

1,010円～1,075
円

パート労働者 45050- 1350791

介護支援専門員／
パート

ＮＰ０法人　心の芽 宮崎県日南市大字殿所８１番
地４

労災
不問

2,093円～2,093
円

パート労働者 45050- 1349391

18歳
～
64歳

加入保険等 必要な免許資格

介護支援専門員 ＮＰ０法人　心の芽 宮崎県日南市大字殿所８１番
地４

雇用・労災・
健康・厚生不問

200,000円～
200,000円

正社員 45050- 1348091

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５月２０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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　　　　（５月１０日から５月１６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５月２０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） 大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 26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） 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許二種
普通自動車免許一種

(1) 6時00分～16時00分 大型自動車免許一種
(2) 7時00分～18時00分

（従業員数 18人 ）(3) 9時00分～23時00分
就業場所 宮崎県串間市

介護支援専門員
普通自動車免許ＡＴ

(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

介護支援専門員
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 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 原動機付自転車免許
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 宮崎県日南市

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 43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

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(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

(1) 9時30分～15時00分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～15時00分

（従業員数 7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～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 45人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 5時30分～11時00分
(2)12時00分～17時30分

（従業員数 25人 ）(3)14時00分～19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

(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

(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

(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

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 40010-36654191

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 40010-36652291

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 40010-36650791

調理職／花みずき 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
64歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050- 1334491

正・准看護師／
ホーム

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 187,480円～
212,300円

正社員 45050- 1333991

客室清掃係／ホテ
ルシーズン

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

雇用・労災
69歳
以下 770円～770円

パート労働者 45050- 1332691

客室清掃係／南郷
プリンスホテル

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

雇用・労災
69歳
以下 770円～820円

パート労働者 45050- 1331391

修理作業員 都城索道機械有限会
社　日南機械

宮崎県日南市大字益安７１５ 雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 170,000円～
250,000円

正社員 45050- 1330091

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

140,490円～
167,250円

正社員以外 45050- 1346591

警備員（パート） 株式会社　宮崎警備
システム

宮崎県日南市上平野町１丁目
３番地１１

雇用・労災

825円～825円

パート労働者 45050- 1345291

18歳
～
59歳

警備員／正社員 株式会社　宮崎警備
システム

宮崎県日南市上平野町１丁目
３番地１１

雇用・労災・
健康・厚生

143,220円～
143,220円

正社員 45050- 1344891

介護支援専門員／
パート

株式会社　みなとグ
ループ

宮崎県日南市吾田東１丁目６
－１７

労災
65歳
以下 2,093円～2,093

円
パート労働者 45050- 1343791

18歳
～
59歳

介護支援専門員 株式会社　みなとグ
ループ

宮崎県日南市吾田東１丁目６
－１７

雇用・労災・
健康・厚生65歳

以下 200,000円～
200,000円

正社員 45050- 1342491

タクシー乗務員
【急募】

宮交タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方５７２
６－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 135,000円～
200,000円

正社員 45050- 1341991

イルカトレーナー 有限会社　大黒　志
布志湾　海の駅

宮崎県串間市大字高松１４８
１－３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,000円～
250,000円

正社員 45050- 1340691

ルート営業 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32歳

以下 201,800円～
224,200円

正社員 45050- 1339191

 7時00分～19時00分の
間の8時間程度

生コンミキサー車
の運転手

株式会社日南セメン
ト瓦工業所

宮崎県日南市大字風田１４５
８番地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 181,900円～
181,900円

正社員 45050- 1338591

※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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　　　　（５月１０日から５月１６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５月２０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。 

交替制あり 普通自動車免許ＡＴ

(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

(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

(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

(1) 7時00分～12時00分
(2)12時00分～17時00分

（従業員数 31人 ）(3)17時00分～22時00分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

（従業員数 89人 ）
就業場所 宮崎県日南市

中型自動車免許一種

(1)14時00分～20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) 7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ヶ月単位）

(1) 7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ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分

（従業員数 0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 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市 厚生年金基金

普通自動車免許一種

(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

普通自動車免許一種

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～12時30分
(2)13時30分～18時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

歯科衛生士

（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30分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時00分～16時00分

（従業員数 5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

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

762円～762円

パート労働者 45050- 1312591

味噌・醤油製造工
／パート

竹井醸造　合名会社 宮崎県日南市大堂津４丁目４
－１０

雇用・労災
59歳
以下 780円～780円

パート労働者 45050- 1311291

鉄筋工【正社員】 有限会社　清水鉄筋
工業

宮崎県串間市大字奈留５６３
５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 139,200円～
185,600円

正社員 45050- 1310891

歯科衛生士／パー
ト

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
不問

1,000円～1,300
円

パート労働者 45050- 1309991

歯科助手／パート 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
不問

850円～1,000円

パート労働者 45050- 1308691

 8時30分～18時30分の
間の5時間程度

養豚作業補助 有限会社　三浦畜産 宮崎県日南市北郷町北河内７
７９６－７

雇用・労災
59歳
以下 800円～1,000円

パート労働者 45050- 1306091

養豚作業員 有限会社　三浦畜産 宮崎県日南市北郷町北河内７
７９６－７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 162,500円～
237,500円

正社員 45050- 1305191

 8時00分～17時00分の
間の4時間以上

営業 東洋プロパン瓦斯株
式会社

宮崎県日向市大字日知屋字亀
川１７３３０番地

雇用・労災・
健康・厚生44歳

以下 154,500円～
203,800円

正社員 45030- 2218791

鮮魚販売【チーフ
候補】（うお屋
日南店）

株式会社　岩木 宮崎県延岡市稲葉崎町２丁目
１３３番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

250,000円～
350,000円

正社員 45020- 3063891

鮮魚販売【経験
者】（うお屋　日
南店）

株式会社　岩木 宮崎県延岡市稲葉崎町２丁目
１３３番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

230,000円～
250,000円

正社員 45020- 3062791

鮮魚販売【未経
験】（うお屋　日
南店）

株式会社　岩木 宮崎県延岡市稲葉崎町２丁目
１３３番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

200,000円～
230,000円

正社員 45020- 3061491

送迎運転手／スイ
ミングスクール

株式会社　レジャー
クリエイトサービス

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 45010-12028391

非常勤職員（少年
補導職員）／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

172,000円～
172,000円

正社員以外 45010-12148591

 8時30分～17時45分の
間の6時間程度

レジ・商品補充
（サピア日南店）

ダイレックス　株式
会社

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長
瀬９３０

労災
不問

850円～1,000円

パート労働者 41010- 7621391

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 40010-36674991

エリア社員（正）
／星倉店

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 40010-36670191

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 40010-36656391

※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。
3



　　　　（５月１０日から５月１６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５月２０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)22時00分～ 6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
大型自動車免許二種

(1)17時00分～ 3時00分 普通自動車免許二種
(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
大型自動車免許二種

(1) 8時00分～16時00分 普通自動車免許二種

（従業員数 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
大型自動車免許二種

(1)17時00分～ 2時00分 普通自動車免許二種

（従業員数 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)14時30分～20時00分

（従業員数 16人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許一種

(1)11時30分～19時30分

（従業員数 16人 ）
就業場所 宮崎県串間市

中型自動車免許一種
準中型自動車免許

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 8時00分～16時00分
(2) 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） 介護職員実務者研修
介護福祉士

(1) 7時00分～14時00分 准看護師
(2) 8時30分～17時30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

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) 7時00分～14時00分
(2) 8時30分～17時30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

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7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）

(1) 8時00分～17時15分

（従業員数 170人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 中型一種（８ｔ限定）
中型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時15分 大型自動車免許一種

（従業員数 174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00分～17時15分

（従業員数 173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

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

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- 1298291

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
59歳
以下 850円～850円

パート労働者 45050- 1297891

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
59歳
以下 850円～850円

パート労働者 45050- 1296791

品質保証及び品質
管理業務／正社員

株式会社　ニチワ 宮崎県日南市大字上方字大内
田１７６５番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 143,000円～
196,500円

正社員 45050- 1295491

トラック運転手 株式会社　ニチワ 宮崎県日南市大字上方字大内
田１７６５番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

129,000円～
144,400円

正社員以外 45050- 1294991

設備保全（電気） 株式会社　ニチワ 宮崎県日南市大字上方字大内
田１７６５番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 140,000円～
196,500円

正社員 45050- 1293691

飼育作業員 株式会社古澤畜産 宮崎県日南市大字酒谷甲３２
５１

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 181,500円～
290,400円

正社員 45050- 1329291

介護職：フルタイ
ムパート／グルー
プホーム

医療法人　和真会 日南市上平野町３丁目８番地
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 154,984円～
154,984円

正社員以外 45050- 1323391

介護職：正社員／
グループホーム

医療法人　和真会 日南市上平野町３丁目８番地
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 165,000円～
220,000円

正社員 45050- 1322091

看護師／パート 合同会社　フルール 宮崎県日南市大字東弁分字安
部口甲２５４６－３

雇用・労災
59歳
以下 1,000円～1,200

円
パート労働者 45050- 1320591

作業員【急募】 有限会社落合衛生社 宮崎県日南市大字松永１０４
６－２

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 150,000円～
220,000円

正社員 45050- 1319791

資材管理及び販売
／ナフコ串間店

株式会社ナフコ
ホームプラザ　ナフ
コ串間店

宮崎県串間市西浜２丁目３－
２

雇用・労災・
健康・厚生不問

112,000円～
112,000円

正社員以外 45050- 1318491

レジ（午後）／ナ
フコ串間店

株式会社ナフコ
ホームプラザ　ナフ
コ串間店

宮崎県串間市西浜２丁目３－
２

雇用・労災
不問

780円～800円

パート労働者 45050- 1317991

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- 1316691

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- 1315391

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- 1314091

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 762円～762円

パート労働者 45050- 1313191

※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。
4



　　　　（５月１０日から５月１６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５月２０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） 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

看護師
准看護師

（従業員数 65人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護福祉士
ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修

（従業員数 63人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護福祉士
ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修

（従業員数 63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

(1) 9時00分～16時00分 栄養士

（従業員数 376人 ）
就業場所 宮崎県串間市

中型一種（８ｔ限定）
中型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分 大型自動車免許一種

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～16時30分

（従業員数 15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 3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 123人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 准看護師

(1) 7時45分～16時45分
(2) 8時25分～17時30分

（従業員数 123人 ）(3) 8時25分～12時25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

(1) 8時00分～17時00分 介護福祉士
(2) 8時25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

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時00分～15時00分
(2) 9時30分～18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） 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

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 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時45分～16時00分
(2)15時45分～ 0時00分

（従業員数 67人 ）(3)23時45分～ 8時00分
就業場所 宮崎県日南市 確定給付年金

生活習慣改善訪問
指導員／医療介護
課

串間市役所 宮崎県串間市大字西方５５５
０

雇用・公災・
健康・厚生不問

141,200円～
141,200円

正社員以外 45050- 1304591

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59歳

以下 179,000円～
254,000円

正社員 45050- 1303291

入浴介助員 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

労災
不問

850円～950円

パート労働者 45050- 1302891

介護職 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
不問

800円～900円

パート労働者 45050- 1301791

 7時00分～18時00分の
間の4時間程度

13時00分～16時30分の
間の3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- 1300491

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59歳

以下 191,400円～
226,200円

正社員 45050- 1299591

 8時30分～17時30分の
間の4時間程度

電柱設置作業員 有限会社　西諸設備 宮崎県日南市大字平山１１６
０－１１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 140,000円～
140,000円

正社員 45050- 1288791

（学校）給食調理 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・厚生不問

120,000円～
120,000円

正社員以外 45050- 1289891

スタンド店員【急
募】

株式会社　小野石油
店

宮崎県日南市戸高２丁目３－
１０

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 150,000円～
150,000円

正社員 45050- 1291091

看護師長 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 270,000円～
360,000円

正社員 45050- 1246491

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- 1247791

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 135,000円～
148,000円

正社員 45050- 1248891

調理係 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 140,000円～
150,000円

正社員 45050- 1198991

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64歳

以下 150,000円～
150,000円

正社員 45050- 1204791

土木施工管理技士
／建築施工管理技
士

株式会社　川鉄建設 宮崎県日南市大字下方３２６
－１

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 160,000円～
270,000円

正社員 45050- 1208191

機械オペレーター 日南王子紙業株式会
社

宮崎県　日南市大字戸高　１
８５０

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
173,000円

正社員 45050- 1209091

18歳
～
35歳

※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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