
　　　　（４月２７日から５月１０日までの最新の求人です。）

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
電気工事士（第２種）

(1) 8時00分～17時10分

（従業員数 22人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

（従業員数 12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 7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 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修
普通自動車免許ＡＴ

（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

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許一種

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時30分～17時30分
(2) 7時30分～18時30分

（従業員数 44人 ）(3) 9時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 72人 ）
就業場所 宮崎県日南市

言語聴覚士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 72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
看護師

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 6時15分～14時00分
(2) 7時15分～15時00分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)17時30分～21時00分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時20分～17時00分
(2) 8時20分～16時20分

（従業員数 57人 ）(3) 8時20分～17時20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。

※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。

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

技術営業職 株式会社　興電舎 宮崎県延岡市浜町２２２番地１ 雇用・労災・
健康・厚生不問

163,500円～
201,000円

正社員 45020- 2956181

一般事務 井手産商　株式会社 宮崎県串間市大字串間１４７４
－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 123,520円～
123,520円

正社員 45050- 1411781

一般事務 井手産商　株式会社 宮崎県串間市大字串間１４７４
－１

雇用・労災
59歳
以下 800円～800円

8時00分～17時00分の間
の6時間程度

パート労働者 45050- 1412881

普通作業員（土木） 株式会社　津曲建設 宮崎県串間市大字串間１１２３
－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 163,100円～
209,700円

正社員 45050- 1415081

建築技術者（見習い
可）

株式会社　津曲建設 宮崎県串間市大字串間１１２３
－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 163,100円～
256,300円

正社員 45050- 1416381

訪問介護員 合同会社　Ｐａｌｍ
Ｃｉｃｅｌｙ

宮崎県日南市南郷町中村甲３１
６０－１６

雇用・労災
不問

850円～1,200円
8時00分～18時00分の間

の4時間程度
パート労働者 45050- 1417681

石油販売／パート 津曲石油店 宮崎県串間市大字串間１１２３
番地１

雇用・労災
不問

800円～900円 7時00分～19時00分の間
の5時間程度パート労働者 45050- 1418981

石油販売／正社員 津曲石油店 宮崎県串間市大字串間１１２３
番地１

雇用・労災・
健康・厚生不問

153,600円～
192,000円

7時00分～19時00分の間
の8時間程度正社員 45050- 1419581

給食調理員 小玉共立外科 宮崎県日南市吾田東十丁目４番
１号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,200円～
156,700円

正社員 45050- 1420881

洗濯業務 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
不問

780円～800円 又は 8時00分～17時00分
の間の4時間パート労働者 45050- 1421281

言語聴覚士 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２
８号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 165,000円～
305,140円

正社員 45050- 1422181

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８－３
９

雇用・労災・
健康・厚生不問

128,000円～
144,000円

7時00分～18時30分の間
の8時間程度

正社員以外 45050- 1423081

接客・配膳及び雑務
【日勤】

有限会社　丸新荘 宮崎県日南市北郷町大藤３６１
９－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 136,850円～
150,000円

正社員 45050- 1424381

旅館雑務員【夜間】 有限会社　丸新荘 宮崎県日南市北郷町大藤３６１
９－２

労災
64歳
以下 750円～750円

パート労働者 45050- 1425681

接客・配膳及び雑務
【夜間】

有限会社　丸新荘 宮崎県日南市北郷町大藤３６１
９－２

雇用・労災
64歳
以下 900円～900円

15時00分～21時00分の間
の4時間以上

パート労働者 45050- 1426981

附属事務 菅公アパレル株式会
社　崎田工場

宮崎県串間市大字崎田５８２番
地

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 130,000円～
130,000円

正社員 45050- 1427581

℡ ０９８７－２３－８６０９　平成３０年５月１４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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　　　　（４月２７日から５月１０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３０年５月１４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

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

管理栄養士

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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 70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

（従業員数 9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) 7時45分～16時45分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

調理師
栄養士

(1) 7時45分～16時45分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～14時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

調理師
栄養士

(1) 7時45分～16時45分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 7時50分～17時10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
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～17時00分
(2) 9時00分～18時30分

（従業員数 50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

医療事務士

(1) 8時00分～16時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)22時40分～ 0時40分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時00分
(2)16時30分～ 0時00分

（従業員数 28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00分
(2)16時30分～ 0時00分

（従業員数 28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。

加工作業員または自
動車整備

ウスイ　自動車整備
工場

宮崎県日南市大字下方３７９－
５

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
200,000円

正社員 45050- 1428481

管理栄養士 社会福祉法人　幸寿
会

宮崎県串間市大字串間１０９４ 雇用・労災・
健康・厚生不問

180,000円～
190,000円

正社員以外 45050- 1429781

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１０９４ 雇用・労災・
健康・厚生不問

190,000円～
200,000円

正社員以外 45050- 1430081

店舗管理・運営（店
長候補）／日南店

株式会社　コシダカ 東京都港区浜松町２丁目４－１
世界貿易センタービル　２３階

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 145,000円～
485,000円

9時00分～ 3時00分の間
の8時間程度

正社員以外 13040-55261981

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３－１－４
７　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 45010-12339381

学校給食調理／日南
中央共同給食調理場

株式会社　総合人材
センター　宮崎支店

宮崎県宮崎市旭１丁目６番１７
号　マリンビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

128,000円～
144,000円

正社員以外 45010-12375581

調理師又は栄養士／日
南中央共同給食調理場

株式会社　総合人材
センター　宮崎支店

宮崎県宮崎市旭１丁目６番１７
号　マリンビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,800円～
152,000円

正社員以外 45010-12379281

学校給食調理／日南
中央共同給食調理場

株式会社　総合人材
センター　宮崎支店

宮崎県宮崎市旭１丁目６番１７
号　マリンビル２Ｆ

労災
不問

780円～860円

パート労働者 45010-12383581

調理師又は栄養士／日
南中央共同給食調理場

株式会社　総合人材
センター　宮崎支店

宮崎県宮崎市旭１丁目６番１７
号　マリンビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
160,000円～
180,000円

正社員以外 45010-12391581

ＣＡＤオペレーター
／串間市

スタッフラインズ
株式会社

宮崎県宮崎市松橋１丁目８番２
４号　テルスビル２階Ａ

雇用・労災・
健康・厚生不問

208,000円～
208,000円

有期雇用派遣 45010-12393781

木製品加工スタッフ
／日南市南郷町

日本物産情報通信
株式会社　宮崎本社

宮崎県宮崎市淀川１丁目２番８
号

雇用・労災・
健康・厚生不問

156,240円～
163,184円

有期雇用派遣 45010-12406281

業務管理／日南営業
所

株式会社　セキュリ
ティロード

宮崎県宮崎市祇園３丁目１７９
番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

175,000円～
250,000円

正社員 45010-12414281

外来受付業務（医療
事務）／日南市

株式会社　ソラスト
宮崎支社

宮崎県宮崎市橘通東３－１－４
７　宮崎プレジデントビル７Ｆ

労災
不問

737円～750円

パート労働者 45010-12426681

医療事務（外来受
付）／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

750円～800円

パート労働者 45010-12427981

清掃作業員／串間市
西浜

株式会社　山崎ビル
環境サービス

宮崎県宮崎市高洲町１９９－１ 労災
18歳
以上 1,000円～1,000円

パート労働者 45010-12164581

ホールスタッフ／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

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 180,000円～
244,000円

正社員 45010-12187381

ホールスタッフ／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

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 190,000円～
244,000円

正社員 45010-12188681
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　　　　（４月２７日から５月１０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３０年５月１４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)22時45分～23時45分

（従業員数 28人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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00分
(2) 7時30分～17時00分

（従業員数 9人 ）(3) 9時45分～19時15分
就業場所 宮崎県串間市

(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

交替制あり 調理師

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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

(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年単位） 普通自動車免許一種
大型特殊自動車一種

(1) 8時00分～17時00分 その他の商品販売技能

（従業員数 4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
測量士

(1) 8時30分～17時30分 測量士補

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 介護福祉士
ホームヘルパー２級

(1) 6時00分～15時00分 介護職員初任者研修
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 20人 ）(3)12時00分～21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30分

（従業員数 100人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(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

変形（１ヶ月単位） 看護師
准看護師

(1) 8時15分～18時15分
(2)16時30分～ 9時30分

（従業員数 44人 ）
就業場所 宮崎県日南市

特定曜日のみ(2) 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～11時00分
(2) 8時00分～10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00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 15人 ）(3)16時00分～ 9時00分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 6時30分～15時00分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 15人 ）(3)12時00分～18時30分
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。

夜間清掃／コア５０
５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 45010-12209081

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

138,880円～
173,600円

正社員以外 45010-12221781

調理員／串間市　長
寿の里

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

173,600円～
208,320円

正社員以外 45010-12223281

医療事務（病棟ク
ラーク）／　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

737円～750円

パート労働者 45010-12225081

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

5時00分～19時30分の間
の8時間

正社員以外 45010-12226381

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 45010-12233081

薬剤部業務／日南市 株式会社　ソラスト
宮崎支社

宮崎県宮崎市橘通東３－１－４
７　宮崎プレジデントビル７Ｆ

雇用・労災
不問

737円～737円

パート労働者 45010-12234381

切削オペレーター／
日南営業所

株式会社　キング 宮崎県宮崎市大字本郷南方２２
３－１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 230,000円～
390,000円

正社員 45010-12241381

測量・土木設計
【急募】

株式会社　日拓測量
設計

日南市上平野町１丁目１－２ 雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 185,000円～
345,000円

正社員 45050- 1404881

訪問介護 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

135,200円～
157,560円

正社員以外 45050- 1405281

製造工員【正社員】 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 150,000円～
150,000円

正社員 45050- 1406181

客室清掃係 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
不問

737円～737円

パート労働者 45050- 1407081

看護師（正・准） 小玉共立外科 宮崎県日南市吾田東十丁目４番
１号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 210,000円～
240,000円

正社員 45050- 1408381

清掃職員 合同会社　Ｔ－ＣＡ
ＲＥ　リハステップ
郷

宮崎県日南市北郷町郷之原乙２
０５８番地１

労災
59歳
以下 750円～800円

パート労働者 45050- 1409681

一般作業員 浜田建設　株式会社 宮崎県日南市大字伊比井２１７
５

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 174,750円～
221,350円

正社員 45050- 1410481

介護職 有限会社　おひさま
介護サービス

宮崎県日南市戸高１丁目１３－
４

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
64歳

140,000円～
180,000円

正社員 45050- 1374281

調理員 有限会社　おひさま
介護サービス

宮崎県日南市戸高１丁目１３－
４

雇用・労災
64歳
以下 737円～800円

パート労働者 45050- 1375181
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　　　　（４月２７日から５月１０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３０年５月１４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～12時00分

（従業員数 7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～17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) 8時00分～16時00分

（従業員数 8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30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ＡＴ
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

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～15時00分
(2) 9時00分～12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）

(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

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～13時00分
(2)12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) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 410人 ）(3)16時30分～ 8時30分
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) 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） 看護師
准看護師

(1) 8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 410人 ）(3)16時30分～ 8時30分
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
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 410人 ）(3)16時30分～ 8時30分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時45分～15時30分
(2)12時45分～20時30分

（従業員数 56人 ）(3) 7時30分～20時45分
就業場所 宮崎県日南市

(1)19時00分～22時00分
(2)15時00分～21時00分

（従業員数 56人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時45分～15時30分
(2) 7時00分～15時45分

（従業員数 56人 ）(3)13時15分～22時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 5時30分～ 8時30分
(2)12時30分～15時30分

（従業員数 41人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 41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。

惣菜係／おふくろ亭
《急募》

おふくろ亭　山下
明彦

宮崎県串間市大字西方５５９０ 雇用・労災
不問

737円～800円

パート労働者 45050- 1376081

商品配送兼接客員 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59歳

以下 168,542円～
213,129円

正社員 45050- 1377381

エリアマネージャー
（お客様専属担当者）

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59歳

以下 180,738円～
213,129円

正社員 45050- 1378681

経理事務 株式会社　ナカシマ
デザイン

宮崎県日南市大字西弁分４－７
－１１

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
300,000円

正社員 45050- 1379981

技術職（土木・建
築）

若松建設　株式会社 宮崎県日南市大字益安６７０－
１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 184,000円～
230,000円

正社員 45050- 1380781

一般事務／パート 株式会社　プラム観
光　　パチンコ　ワ
シントン

宮崎県日南市吾田東１１丁目１
番１号

雇用・労災
59歳
以下 737円～737円

パート労働者 45050- 1381881

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
18歳
～

69歳

145,600円～
150,080円

正社員 45050- 1382281

ヘルパー／パート 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災
不問

737円～737円

パート労働者 45050- 1383181

看護補助者
【夜勤あり】

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
59歳

128,100円～
187,900円

正社員 45050- 1384081

看護補助者
【日勤のみ】

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 128,100円～
187,900円

正社員 45050- 1385381

正・准看護師／グラ
ンデ櫻宴

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
226,400円

正社員 45050- 1386681

介護職／グランデ櫻
宴

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２８ 雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
59歳

128,100円～
187,900円

正社員 45050- 1387981

売店係　【急募】 日本郵政株式会社
かんぽの宿日南

宮崎県日南市大字星倉２２２８
番１

雇用・労災・
健康・厚生不問

127,148円～
127,148円

正社員以外 45050- 1388581

洗い場係 日本郵政株式会社
かんぽの宿日南

宮崎県日南市大字星倉２２２８
番１

雇用・労災
不問

760円～760円

パート労働者 45050- 1389481

フロントスタッフ 日本郵政株式会社
かんぽの宿日南

宮崎県日南市大字星倉２２２８
番１

雇用・労災・
健康・厚生不問

165,680円～
165,680円

正社員以外 45050- 1390281

仕分作業員 ヤマト運輸　株式会
社　　日南支店

宮崎県日南市大字西弁分２－１
－５

雇用・労災
64歳
以下 850円～950円

パート労働者 45050- 1391181

荷受けスタッフ ヤマト運輸　株式会
社　　日南支店

宮崎県日南市大字西弁分２－１
－５

雇用・労災
64歳
以下 750円～800円

8時00分～19時00分の間
の5時間以上

パート労働者 45050- 1392081
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　　　　（４月２７日から５月１０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３０年５月１４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ＡＴ
普通自動車免許一種

(1)16時00分～21時00分
(2)18時00分～21時00分

（従業員数 41人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時45分～18時30分
(2) 6時45分～12時45分

（従業員数 3人 ）(3)12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

(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

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） 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

保育士
幼稚園教諭免許

（従業員数 45人 ）
就業場所 宮崎県日南市

保育士
幼稚園教諭免許

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 45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） 大型自動車免許一種

(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

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 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1)10時00分～15時00分
(2)15時00分～19時30分

（従業員数 2人 ）(3)12時00分～16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ＡＴ

(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分

（従業員数10,644人 ）(3)12時15分～21時15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

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

※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。

配達ドライバー／夜
間

ヤマト運輸　株式会
社　　日南支店

宮崎県日南市大字西弁分２－１
－５

雇用・労災
64歳
以下 900円～1,200円

パート労働者 45050- 1393381

ＪＲ油津駅臨時職員 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
不問

787円～1,062円

パート労働者 45050- 1394681

活餌作業員 博栄水産 宮崎県日南市木山３丁目６－２
６59歳

以下 150,000円～
150,000円

正社員 45050- 1395981

雑務員 博栄水産 宮崎県日南市木山３丁目６－２
６不問

113,925円～
113,925円

8時00分～17時00分の間
の7時間程度

正社員 45050- 1396581

法面工　【急募】 株式会社　匠 宮崎県日南市北郷町郷之原乙２
０６４－１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 192,000円～
192,000円

正社員 45050- 1397481

保育士／パート 社会福祉法人　森と
風の郷

宮崎県日南市大字東弁分甲８７
１－１

雇用・労災
不問

920円～1,010円
7時30分～18時15分の間

の8時間程度
パート労働者 45050- 1398781

保育士 社会福祉法人　森と
風の郷

宮崎県日南市大字東弁分甲８７
１－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

175,000円～
190,000円

正社員以外 45050- 1399881

大型運転手兼営業
（日南営業所）

株式会社　キング運
輸

宮崎県児湯郡新富町大字上富田
３２０４－１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 230,000円～
390,000円

正社員 45060- 1981881

建設土木機械等の整
備士／日南営業所

株式会社　キング
サービス

宮崎県児湯郡新富町大字上富田
３２０４－１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 230,000円～
390,000円

正社員 45060- 2009181

飲食店スタッフ（大
盛軒日南店）

株式会社　さつま屋
商店　鹿児島支店

鹿児島県鹿屋市串良町岡崎寺ノ
下１８４１－１

雇用・労災
59歳
以下 800円～800円

パート労働者 46030- 3981881

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

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 172,000円～

224,000円
正社員 15070- 4360781

エリア社員（正）／
吾田店

株式会社　コスモス
薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東２
丁目１０番１号　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 40010-36194081

エリア社員（正）／
油津店

株式会社　コスモス
薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東２
丁目１０番１号　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 40010-36195381

エリア社員（正）／
大堂津店

株式会社　コスモス
薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東２
丁目１０番１号　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 40010-36196681

エリア社員（正）／
串間店

株式会社　コスモス
薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東２
丁目１０番１号　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 40010-36197981

エリア社員（正）／
星倉店

株式会社　コスモス
薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東２
丁目１０番１号　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 40010-36206881

エリア社員（正）／
山瀬店

株式会社　コスモス
薬品

福岡県福岡市博多区博多駅東２
丁目１０番１号　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 40010-36208181
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　　　　（４月２７日から５月１０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３０年５月１４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)11時00分～20時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)13時00分～18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
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 宮崎県串間市

普通自動車免許一種

(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

(1)15時00分～18時00分
(2)18時00分～21時00分

（従業員数 10人 ）(3) 8時00分～10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ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 8時00分～17時00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

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 27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）

(1)17時00分～ 9時00分

（従業員数 27人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時15分～17時15分 普通自動車免許一種

（従業員数 27人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～12時00分
(2) 8時00分～15時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(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

(1)10時00分～14時00分
(2)18時00分～21時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(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） ホームヘルパー２級
介護福祉士

(1) 8時25分～17時30分 介護職員初任者研修
(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

※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。

レジ・品出し／日南
市

ランスタッド　株式
会社　宮崎支店

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－
１３　宮崎第一生命ビルディン
グ新館１階

雇用・労災
不問

147,600円～
147,600円

有期雇用派遣 45010-12000581

レジ・品出し／日南
市

ランスタッド　株式
会社　宮崎支店

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－
１３　宮崎第一生命ビルディン
グ新館１階

雇用・労災
不問

900円～900円

有期派遣パート 45010-12027481

内務事務／串間支店 株式会社　宮崎太陽
銀行

宮崎県宮崎市広島２丁目１番３
１号

雇用・労災・
健康・厚生不問

129,360円～
137,760円

正社員以外 45010-12048181

農作業（週３～５勤
務）／飫肥

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
不問

750円～750円

パート労働者 45010-12049081

ルート営業（建設機械
レンタル）／日南営業
所

株式会社　キング 宮崎県宮崎市大字本郷南方２２
３－１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 240,000円～
390,000円

正社員 45010-12141781

清掃員（日南市） 誠商事 宮崎県都城市山之口町富吉７１
５８－１

労災
不問

800円～900円

パート労働者 45040- 5334981

一般事務 日南マルヰガス　株
式会社

宮崎県日南市大字平野１４８５
－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 130,000円～

260,000円
正社員 45050- 1330481

看護師（正・准）／
ホーム

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 980円～980円

パート労働者 45050- 1332881

調理職 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 750円～750円

パート労働者 45050- 1333281

介護職／ホーム
【夜勤専従】

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
18歳
～

64歳
888円～888円

パート労働者 45050- 1334181

相談員兼介護職／デ
イサービス

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・
健康・厚生64歳

以下 167,000円～
167,000円

正社員 45050- 1335081

食肉加工販売／パー
ト

有限会社　ミ－ト
ショップコバヤシ

宮崎県串間市大字西方５５９０
（ニシムタ内）

雇用・労災
59歳
以下 900円～900円

パート労働者 45050- 1336381

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５５９０
（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- 1337681

ホール及び調理補助
【土日祝】

有限会社　かつかい
州

宮崎県日南市中央通１－８－２
０

労災
不問

800円～850円

パート労働者 45050- 1338981

カスタマーサポート
／正社員

株式会社　Ｏｆｆｉｃｅ
Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ　日
南オフィス

宮崎県日南市岩崎３丁目７－２
６　川口ビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 180,000円～
180,000円

正社員 45050- 1339581

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- 1340881

介護職員【急募】 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

18歳
～

59歳

138,000円～
151,000円

正社員 45050- 1341281
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　　　　（４月２７日から５月１０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３０年５月１４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） 看護師

(1) 8時25分～17時30分

（従業員数 51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25分～17時30分

（従業員数 51人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時15分～17時15分

（従業員数 15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00分～17時00分

（従業員数 33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00分～17時00分

（従業員数 33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) 7時00分～12時15分

（従業員数 33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00分～17時00分

（従業員数 33人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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 63人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(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

普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(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

(1) 9時00分～17時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（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30分～17時15分 普通自動車免許一種

（従業員数 32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。

正看護師 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 194,600円～

263,000円
正社員 45050- 1342181

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 163,550円～

193,000円
正社員 45050- 1343081

精密金属部品加工 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35歳

以下 138,000円～
170,000円

正社員 45050- 1344381

事務職 有限会社　古澤水産 宮崎県日南市南郷町中村乙４６
９０

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 150,000円～
170,000円

正社員 45050- 1345681

加工作業・配達営業
／鮮魚部

有限会社　古澤水産 宮崎県日南市南郷町中村乙４６
９０

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
170,000円

正社員 45050- 1346981

加工作業員／パート 有限会社　古澤水産 宮崎県日南市南郷町中村乙４６
９０

雇用・労災
59歳
以下 800円～900円

パート労働者 45050- 1347581

加工作業・配達営業
／冷凍マグロ部

有限会社　古澤水産 宮崎県日南市南郷町中村乙４６
９０

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
170,000円

正社員 45050- 1348481

建築設計 株式会社　作田建築
設計

宮崎県日南市大字風田３９９９
－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
250,000円

正社員 45050- 1349781

林業作業員 串間森林建設有限会
社

宮崎県串間市大字串間２３２４
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

184,000円～
276,000円

正社員以外 45050- 1350081

施工管理技士 富岡建設　株式会社 宮崎県日南市大字平山２２９２
－４

雇用・労災・
健康・厚生49歳

以下 154,000円～
250,000円

正社員 45050- 1351381

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２２９２
－４

雇用・労災・
健康・厚生49歳

以下 170,000円～
207,000円

正社員 45050- 1352681

調理員【正社員】 株式会社　ＫＯＤＡ
ＭＡ

日南市飫肥４丁目５－１４ 雇用・労災・
健康・厚生不問

147,000円～
170,000円

正社員 45050- 1353981

調理補助及びホール
係：７時間／『ギャラ
リーこだま』

株式会社　ＫＯＤＡ
ＭＡ

日南市飫肥４丁目５－１４ 雇用・労災
不問

800円～1,000円

パート労働者 45050- 1354581

放課後児童クラブ支
援員／大堂津

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

労災
不問

900円～900円
14時00分～18時00分の間

の3時間程度
パート労働者 45050- 1355481

放課後児童クラブ支
援員／北郷

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

労災
不問

900円～900円
14時00分～18時00分の間

の3時間程度
パート労働者 45050- 1356781

放課後児童クラブ支
援員／桜ヶ丘

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

労災
不問

900円～900円
14時00分～18時00分の間

の3時間程度
パート労働者 45050- 1357881

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- 1361981

7



　　　　（４月２７日から５月１０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３０年５月１４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） 土木施工管理技士１級
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級

（従業員数 32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 32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 32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) 7時00分～11時30分

（従業員数 14人 ）(3)17時00分～20時30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15分

（従業員数 450人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 6時30分～14時20分
(2) 8時30分～16時20分

（従業員数 450人 ）(3) 9時00分～16時50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) 9時00分～17時00分

（従業員数 19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 3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 16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 16人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時30分～15時00分
(2) 9時30分～15時30分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 54人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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

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

(1)10時00分～13時30分

（従業員数 2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 13人 ）
就業場所 宮崎県串間市

管理栄養士

(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。

土木施工管理技士 永野建設　株式会社 宮崎県日南市大字酒谷乙１０３
２２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 210,000円～
330,000円

正社員 45050- 1362581

土木作業員 永野建設　株式会社 宮崎県日南市大字酒谷乙１０３
２２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 165,000円～
220,000円

正社員 45050- 1363481

技能工 永野建設　株式会社 宮崎県日南市大字酒谷乙１０３
２２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 181,000円～
252,000円

正社員 45050- 1364781

調理人 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 157,000円～
267,000円

正社員 45050- 1365881

正・准看護師／外来 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

173,159円～
204,827円

正社員以外 45050- 1366281

看護補助員 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

149,400円～
149,400円

正社員以外 45050- 1367181

タクシー養成乗務員 宮児タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方８９９５
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
150,000円

正社員以外 45050- 1368081

配送員 南九州液化ガス　有
限会社

宮崎県日南市飫肥５－２－１０ 雇用・労災・
健康・厚生不問

168,700円～
192,800円

正社員 45050- 1369381

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 149,500円～
161,000円

正社員 45050- 1370581

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 218,500円～
351,900円

正社員 45050- 1371481

客室清掃係 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 750円～800円

パート労働者 45050- 1373881

カー用品・家庭用品・
インテリア・青果・フ
ロア（経験

株式会社　ニシムタ 鹿児島市与次郎１丁目１０－１ 雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 173,564円～
250,101円

6時00分～ 0時00分の間
の8時間程度

正社員以外 46010-12662481

養豚管理（守山北郷
農場）［日南市］

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８
６５３－７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 154,500円～
180,500円

正社員 46080- 1920681

養豚管理（守山細田
農場）［日南市］

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８
６５３－７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 154,500円～
180,500円

正社員 46080- 1922581

屋内清掃業務／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 45010-11646481

栄養士／串間市（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・
健康・厚生不問

175,200円～
220,000円

正社員 45010-11698281

管理栄養士／串間市
（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・
健康・厚生不問

200,200円～
245,000円

正社員 45010-11700781

8



　　　　（４月２７日から５月１０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３０年５月１４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）

(1) 8時00分～15時30分

（従業員数 17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15分～17時00分

（従業員数 175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) 6時30分～15時30分
(2) 7時30分～16時30分

（従業員数 17人 ）(3) 5時30分～14時30分
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許ＡＴ
(1) 6時00分～10時00分

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

大型自動車免許一種
中型自動車免許一種

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 8時30分～18時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～12時30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～12時30分 准看護師
(2)14時00分～18時00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

変形（１ヶ月単位）

(1)16時30分～ 9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
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～16時30分

（従業員数 27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～10時00分
(2)15時00分～17時00分

（従業員数 27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～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

変形（１ヶ月単位）

(1)17時00分～ 9時00分

（従業員数 27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～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 35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 35人 ）(3)10時00分～19時00分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
ホームヘルパー１級

(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 35人 ）(3)10時00分～19時00分
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～17時00分

（従業員数 35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

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～ 0時00分

（従業員数 19人 ）(3)12時00分～ 2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。

洗浄／県立日南病院 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

107,520円～
134,400円

正社員以外 45010-11871481

環境整備 航空自衛隊　第１３警戒
群本部（高畑山分屯基
地）

宮崎県串間市大字本城４番地 公災
不問

1,109円～1,109円

パート労働者 45050- 1304981

山林作業（造林作業
員）　【急募】

有限会社　金川木材 宮崎県串間市大字南方６９０－
１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 226,000円～
319,000円

正社員 45050- 1305581

調理員／パート 株式会社プリンスホテル
日南海岸南郷プリンスホ
テル

宮崎県日南市南郷町城浦３８０
０

雇用・労災
不問

850円～1,000円 又は 6時00分～21時00分
の間の4時間程度パート労働者 45050- 1307781

車両及びホテル内外
管理業務　【急募】

株式会社プリンスホテル
日南海岸南郷プリンスホ
テル

宮崎県日南市南郷町城浦３８０
０

労災
不問

750円～1,000円
9時00分～22時00分の間

の6時間程度
パート労働者 45050- 1308881

看護師（正・准）／
正社員

医療法人南風会　島
田内科胃腸科

宮崎県日南市園田１丁目２－１
０

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 155,000円～
175,000円

正社員 45050- 1309281

看護師（正・准）／
パート

医療法人南風会　島
田内科胃腸科

宮崎県日南市園田１丁目２－１
０

雇用・労災
59歳
以下 1,000円～1,200円

又は 8時30分～18時00分
の間の4時間以上パート労働者 45050- 1310381

介護職員
【夜勤専従】

株式会社　裕富 宮崎県日南市南郷町中村甲４７
２９

雇用・労災
18歳
～

59歳
857円～929円

パート労働者 45050- 1311681

介護職／ホーム・デ
イ

株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２３
４４

雇用・労災
64歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050- 1312981

送迎ドライバー／デ
イサービス

株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２３
４４

雇用・労災
不問

750円～750円

パート労働者 45050- 1313581

看護師（正・准）
【急募】

株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２３
４４

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 190,000円～
220,000円

正社員 45050- 1314481

夜勤専門介護スタッ
フ【急募】

株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２３
４４

雇用・労災
18歳
～

64歳
740円～800円

パート労働者 45050- 1315781

看護師（正・准）／
幸せホームあすか

社会福祉法人　龍口
会

宮崎県串間市大字南方３４３１
－５

雇用・労災・
健康・厚生不問

162,900円～
178,000円

正社員以外 45050- 1316881

調理員／幸せホーム
あすか

社会福祉法人　龍口
会

宮崎県串間市大字南方３４３１
－５

雇用・労災・
健康・厚生不問

128,054円～
128,054円

正社員以外 45050- 1317281

介護職員／幸せホー
ムあすか

社会福祉法人　龍口
会

宮崎県串間市大字南方３４３１
－５

雇用・労災・
健康・厚生不問

128,054円～
128,054円

正社員以外 45050- 1318181

事務及び介護職／幸
せホームあすか

社会福祉法人　龍口
会

宮崎県串間市大字南方３４３１
－５

雇用・労災・
健康・厚生不問

128,054円～
128,054円

正社員以外 45050- 1319081

タクシー乗務員
【急募】

宮児タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方８９９５
－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
59歳

160,000円～
160,000円

正社員 45050- 1320981
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　　　　（４月２７日から５月１０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３０年５月１４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） 普通自動車免許二種

(1)18時00分～ 4時00分

（従業員数 19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

(1) 7時00分～16時00分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許二種

（従業員数 19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
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり

(1) 9時30分～16時30分
(2)10時00分～19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) 7時45分～16時45分
(2) 8時25分～17時30分

（従業員数 67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） 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 67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 67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30分～15時30分
(2) 9時00分～18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）

(1) 6時30分～15時30分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 25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

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

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)17時30分～ 8時30分

（従業員数 17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) 7時30分～16時30分
(2) 7時30分～12時30分

（従業員数 17人 ）(3)12時30分～16時30分
就業場所 宮崎県日南市

(1)10時00分～22時00分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)10時00分～22時00分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 9時30分～18時30分
(2)12時00分～21時00分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 17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。

タクシー乗務員
【夜勤】

宮児タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方８９９５
－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
59歳

130,000円～
150,000円

正社員 45050- 1321581

タクシー乗務員
【日勤】

宮児タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方８９９５
－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 130,000円～
150,000円

正社員 45050- 1322481

タクシー乗務員／
パート

宮児タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方８９９５
－１

雇用・労災
59歳
以下 737円～737円

8時00分～ 7時59分の間
の5時間以上

パート労働者 45050- 1323781

配車係／パート 宮児タクシー株式会
社　串間営業所

宮崎県串間市大字西方８９９５
－１

雇用・労災
59歳
以下 740円～740円

7時00分～18時00分の間
の6時間程度

パート労働者 45050- 1324881

洗濯・清掃係 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 750円～750円

パート労働者 45050- 1325281

正看護師 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 191,600円～
260,000円

正社員 45050- 1326181

准看護師 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 160,550円～
190,000円

正社員 45050- 1327081

看護補助者 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 135,000円～
148,000円

正社員 45050- 1328381

栄養士又は管理栄養
士（正）

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

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
220,000円

正社員 40120-12170081

栄養士又は管理栄養
士

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

雇用・労災・
健康・厚生不問

154,800円～
172,000円

正社員以外 40120-12177881

共済募集人／小林
市・串間市・日南市

宮崎県民共済生活協
同組合（県民共済）

宮崎県宮崎市宮脇町１２７－１ 雇用・労災・
健康・厚生不問

107,000円～
107,000円

7時00分～21時00分の間
の5時間以上

正社員以外 45010-11293481

介護職（夜勤専門）
／喜多郷ひばり

有限会社　クオール 宮崎県宮崎市下北方町世々町３
６９－３－２０６

雇用・労災
不問

1,154円～1,154円

パート労働者 45010-11343281

介護職（パート　７：
３０～）／喜多郷ひば
り

有限会社　クオール 宮崎県宮崎市下北方町世々町３
６９－３－２０６

労災
不問

737円～850円

パート労働者 45010-11344181

ホールスタッフ／日
南店

株式会社　夾竹園 宮崎県宮崎市大塚町水流５１３
１番地１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
180,000円～
300,000円

正社員 45010-11394081

キッチンスタッフ／
日南店

株式会社　夾竹園 宮崎県宮崎市大塚町水流５１３
１番地１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
180,000円～
300,000円

正社員 45010-11395381

ホールスタッフ／日
南店

株式会社　夾竹園 宮崎県宮崎市大塚町水流５１３
１番地１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
160,000円～
230,000円

正社員 45010-11396681

ホールスタッフ／日
南店

株式会社　夾竹園 宮崎県宮崎市大塚町水流５１３
１番地１

雇用・労災
不問

900円～1,300円
10時00分～22時00分の間

の6時間
パート労働者 45010-11397981
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　　　　（４月２７日から５月１０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３０年５月１４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。

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(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

普通自動車免許一種

(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

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

特定曜日のみ(2) 薬剤師

(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

普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時55分

（従業員数 35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30分～17時30分
(2)17時30分～ 8時30分

（従業員数 40人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)11時00分～15時00分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)17時00分～21時30分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)17時00分～21時30分
(2)18時00分～21時30分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 19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 185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

※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／
日南店

株式会社　夾竹園 宮崎県宮崎市大塚町水流５１３
１番地１

労災
不問

900円～1,300円
10時00分～22時00分の間

の5時間
パート労働者 45010-11398581

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

130,000円～
180,000円

10時00分～20時00分の間
の8時間程度

正社員以外 45010-11417081

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 136,960円～
136,960円

正社員以外 45010-11422881

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 800円～800円

パート労働者 45010-11439781

調剤薬局事務（週休２
日）／ふるかわ薬局

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

118,000円～
122,000円

正社員 45010-11603481

薬剤師／ふるかわ薬
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

530,000円～
580,000円

正社員 45010-11604781

技術／日南営業所 宮崎綜合警備　株式
会社　（ＡＬＳＯ
Ｋ）

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39歳

以下 143,000円～
160,000円

正社員 45010-11616081

機械警備／日南営業
所

宮崎綜合警備　株式
会社　（ＡＬＳＯ
Ｋ）

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18歳

～
39歳

143,000円～
160,000円

正社員 45010-11617381

クリーンスタッフ
（日南市、風田）【急
募】

つやげん九州　株式
会社

宮崎県都城市宮丸町３０４８－
１

雇用・労災
不問

750円～750円

パート労働者 45040- 4985681

ホールスタッフ
【昼：土日祝】

有限会社　ませだ 宮崎県日南市西町２丁目６－３ 労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050- 1284781

ホールスタッフ
【夜：土日祝】

有限会社　ませだ 宮崎県日南市西町２丁目６－３ 労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050- 1285881

ホールスタッフ
【夜】

有限会社　ませだ 宮崎県日南市西町２丁目６－３ 雇用・労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050- 1286281

ＷＥＢメディアの記事
編集スタッフ／契約社
員　【急募】

ポート株式会社　日
南オフィス

宮崎県日南市岩崎３丁目９－５
－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

175,000円～
205,000円

正社員以外 45050- 1287181

製造技能職（選別） 日南シール工業　株
式会社

宮崎県日南市北郷町郷之原乙３
６７１－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 124,320円～
124,320円

正社員以外 45050- 1288081

工程内作業者／２交
代【急募】

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

128,000円～
128,000円

無期雇用派遣 45050- 1290581

工程内作業者
【急募】

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 128,000円～
128,000円

無期雇用派遣 45050- 1291481

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

161,070円～
161,070円

正社員 45050- 1292781
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　　　　（４月２７日から５月１０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３０年５月１４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
介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 48人 ）(3)17時00分～10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) 9時30分～18時30分

（従業員数 48人 ）(3)17時00分～10時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 社会福祉士
介護福祉士

(1) 8時30分～17時30分 看護師
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 49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

（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00分～17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
普通自動車免許一種

（従業員数 14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～18時00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

准看護師
看護師

(1) 8時15分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 4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30分～18時00分 普通自動車免許一種
(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

普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1)10時00分～19時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～14時00分
(2) 9時00分～15時00分

（従業員数 54人 ）(3)10時00分～16時00分
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許一種
土木施工管理技士１級

(1) 8時30分～17時15分 土木施工管理技士２級

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時00分～12時00分

（従業員数 72人 ）(3)13時00分～17時00分
就業場所 宮崎県串間市

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 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(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

※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。

介護スタッフ 医療法人慶和会　介護老
人保健施設　みどりの丘

宮崎県日南市隈谷１２１８－１ 雇用・労災・
健康・厚生18歳

～
59歳

143,000円～
173,000円

正社員 45050- 1293881

看護職員 医療法人慶和会　介護老
人保健施設　みどりの丘

宮崎県日南市隈谷１２１８－１ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
210,000円

正社員 45050- 1294281

支援相談員 医療法人慶和会　介護老
人保健施設　みどりの丘

宮崎県日南市隈谷１２１８－１ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 145,000円～
200,000円

正社員 45050- 1295181

介護職／パート 医療法人慶和会　介護老
人保健施設　みどりの丘

宮崎県日南市隈谷１２１８－１ 雇用・労災
59歳
以下 850円～950円

8時00分～18時00分の間
の5時間程度

パート労働者 45050- 1296081

ホールスタッフ 玲玲　株式会社 宮崎県日南市中央通１丁目４－
１　吉村ビル１階不問

150,000円～
200,000円

9時30分～21時30分の間
の8時間程度正社員以外 45050- 1297381

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- 1298681

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
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- 1299981

看護職員／日勤のみ 社会福祉法人　滝ヶ平福
祉会　養護老人ホーム
恵老園

宮崎県日南市南郷町津屋野２５
５８番地２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 169,100円～
213,400円

正社員 45050- 1301081

機能訓練指導員・看
護職員

社会福祉法人　滝ヶ平福
祉会　養護老人ホーム
恵老園

宮崎県日南市南郷町津屋野２５
５８番地２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 169,100円～
185,600円

正社員 45050- 1302381

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１
０号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 190,000円～
200,000円

正社員 45050- 1303681

営業職（串間営業
所）

株式会社　ヰセキ九
州　南部支社　宮崎
営業部

宮崎県児湯郡新富町大字上富田
３２１０－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
146,000円～
230,700円

正社員 45060- 1883481

事務補助［串間市］ 南国殖産　株式会社 鹿児島市中央町１８－１　南国
センタービル５階

雇用・労災・
健康・厚生不問

135,680円～
144,160円

正社員以外 46010-11972681

レジ担当・売場担当
［串間市］

株式会社　ニシムタ 鹿児島市与次郎１丁目１０－１ 労災
不問

750円～800円

パート労働者 46010-12087081

土木技術者（日南国
道維持出張所）

有限会社　西薗技術
コンサルタント

鹿児島県鹿屋市古里町２３５番
地１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 285,000円～
480,000円

正社員 46030- 3714281

清掃（串間市・志布
志市）

株式会社サンエス総
合ビルメンテナンス

鹿児島県志布志市志布志町帖６
６１７

雇用・労災
不問

740円～800円

パート労働者 46080- 1751381

自動車整備／串間店 宮崎ダイハツ販売
株式会社

宮崎県宮崎市花ケ島町立毛１０
８５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 45010-11227481

作業員 有限会社　第一坂元
鉄工所

宮崎県日南市大字平野２７１７
番地３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 133,800円～
178,400円

正社員 45050- 1275481
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　　　　（４月２７日から５月１０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３０年５月１４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) 7時50分～17時10分

（従業員数 22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

美容師

(1) 9時45分～17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）

(1) 7時50分～17時10分
(2) 5時00分～14時20分

（従業員数 67人 ）(3)14時20分～23時40分
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) 5時00分～14時20分
(2) 7時50分～17時10分

（従業員数 67人 ）(3)14時20分～23時40分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 6時00分～14時00分
(2)12時00分～20時00分

（従業員数 21人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 6時00分～12時00分
(2)14時00分～20時00分

（従業員数 21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

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 25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～16時40分

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 社会福祉士
介護福祉士

(1) 8時30分～17時30分 その他社会福祉専門職

（従業員数 27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

（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。

機械保全職 宮崎パワーライン株
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40歳

以下 152,000円～
180,000円

正社員 45050- 1276781

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50歳

以下 152,000円～
180,000円

正社員 45050- 1277881

美容師／パート 池田美容室 宮崎県日南市春日町４－１５ 雇用・労災
不問

750円～750円

パート労働者 45050- 1278281

木製品加工機械操作
／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50歳

以下 152,000円～
180,000円

正社員 45050- 1279181

運搬作業員／正社員
（フォークリフト資格
必須）

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18歳

～
64歳

152,000円～
180,000円

正社員 45050- 1280681

介護職／花みずき
（ホーム）：週４日

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
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 1281981

介護職／花みずき
（ホーム）：週５日

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
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 1282581

販売業務 有限会社　高橋石油
店

宮崎県日南市南郷町榎原甲１３
９番地３

雇用・労災・
健康・厚生不問

135,000円～
165,000円

正社員 45050- 1271381

介護スタッフ／正社
員

合資会社　貴崇 宮崎県日南市南郷町中村乙１８
８４番地４

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 145,000円～
160,000円

正社員 45050- 1274581

製材所作業員 株式会社　酒谷工業 宮崎県日南市大字酒谷乙４８８
５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 154,000円～
176,000円

正社員 45050- 1253281

生活相談員／有料老
人ホーム

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・
健康・厚生64歳

以下 163,080円～
163,080円

正社員 45050- 1257681

サービススタッフ 有限会社　サン・
ロード飫肥石油

宮崎県日南市大字星倉二丁目１
番地１６

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 159,000円～
159,000円

7時00分～19時00分の間
の8時間

正社員 45050- 1233581
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