
　　　　（４月１９日から４月２５日までの最新の求人です。）

(1) 8時00分～17時15分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 原動機付自転車免許

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 45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 45人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師

(1) 8時30分～10時30分

（従業員数 450人 ）
就業場所 宮崎県日南市

臨床検査技師

(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

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
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
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 15人 ）(3) 8時00分～17時30分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
(2) 8時00分～16時30分

（従業員数 15人 ）(3) 8時30分～17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) 7時30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）(3) 9時00分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 7時30分～16時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）(3) 9時00分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種
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ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2)10時30分～19時00分

（従業員数 150人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり
(1) 5時30分～12時30分
(2) 8時00分～12時00分
(3) 8時30分～12時30分

（従業員数 150人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 管理栄養士
栄養士

(1) 5時30分～14時30分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 150人 ）(3)10時30分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 150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
(2)16時00分～ 9時00分

（従業員数 150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。

看護助手【２階：回復
期リハビリテーション
病棟】／臨時

日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１
０番１号

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 146,160円～
146,160円

正社員以外 45050- 1173991

看護師（正・准）
／外来：臨時

日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１
０番１号

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,550円～
176,610円

正社員以外 45050- 1172691

管理栄養士又は栄
養士／臨時【急
募】

日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１
０番１号

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,550円～
176,610円

正社員以外 45050- 1171391

給食調理員／パー
ト【急募】

日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１
０番１号

雇用・労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050- 1170091

給食調理員／臨時
【急募】

日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１
０番１号

雇用・労災・
健康・厚生不問

146,160円～
146,160円

正社員以外 45050- 1169291

事務職／パート 岩満自動車株式会社 宮崎県日南市大字平山１３７
－１

雇用・労災
不問

800円～1,000円

パート労働者 45050- 1168891

看護師／パート 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 800円～900円

パート労働者 45050- 1185291

看護師 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64歳

以下 135,000円～
180,000円

正社員 45050- 1184891

介護職／パート 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 762円～800円

パート労働者 45050- 1183791

介護福祉士 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

140,000円～
180,000円

正社員 45050- 1182491

臨床検査技師 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

158,600円～
200,800円

正社員以外 45050- 1181991

正看護師（パー
ト）

宮崎県立　日南病院 宮崎県日南市木山１丁目９番
５号

労災
不問

1,130円～1,270
円

パート労働者 45050- 1180691

警備員（有資格
者）

有限会社　太陽 宮崎県日南市大字殿所５２０
－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 142,100円～
158,340円

正社員 45050- 1179191

警備員（資格不
問）

有限会社　太陽 宮崎県日南市大字殿所５２０
－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 138,040円～
142,100円

正社員 45050- 1178591

清掃／串間市 株式会社　花岡エン
タープライズ

宮崎県宮崎市大字塩路２７５
９番地３７不問

800円～900円

パート労働者 45010-10874491

 8時00分～18時00分の
間の4時間程度

加入保険等 必要な免許資格

リフト・配送ス
タッフ／日南市

株式会社　エフオー
テクニカ

宮崎県宮崎市清武町今泉丙１
８６４番地１０号（今泉工業
団地内）

雇用・労災・
健康・厚生不問

144,000円～
152,000円

有期雇用派遣 45010-10864691

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

18歳
～
64歳

 8時30分～16時00分の
間の5時間程度

又は 5時30分～19時00
分の間の8時間

又は 5時30分～19時00分の
間の4時間

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年５月７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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　　　　（４月１９日から４月２５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７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～17時00分

（従業員数 150人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～12時30分

（従業員数 150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00分～17時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 48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
介護職員実務者研修

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 48人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 美容師

(1) 9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県串間市

美容師

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 5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

普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

(1)10時00分～14時30分

（従業員数 19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 宮崎県串間市

管理栄養士

(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 准看護師
看護師

(1) 7時00分～15時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時30分～19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） 看護師
准看護師

(1) 7時00分～15時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時30分～19時00分

（従業員数 20人 ）(3) 8時30分～17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） 普通自動車免許一種

（従業員数 0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
調理師

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県串間市

調理職 株式会社プリンスホ
テル　日南串間ゴル
フコース

宮崎県串間市大字本城 雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
170,000円

正社員以外 45050- 1167791

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１６45歳

以下 159,000円～
159,000円

正社員 45050- 1166491

看護師／正社員 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・
健康・厚生59歳

以下 165,000円～
180,000円

正社員 45050- 1164691

看護師【正社員】 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・
健康・厚生59歳

以下 145,000円～
160,000円

正社員 45050- 1163391

看護師／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
59歳
以下 900円～900円

パート労働者 45050- 1162091

管理栄養士 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

167,400円～
202,000円

正社員以外 45050- 1161191

一般土木作業員及
び運転手

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 185,600円～
278,400円

正社員 45050- 1159791

調理補助【昼】 有限会社　ませだ 宮崎県日南市西町２丁目６－
３

雇用・労災
64歳
以下 1,000円～1,000

円
パート労働者 45050- 1158491

ルート営業 株式会社　富士薬品
都城営業所

宮崎県都城市吉尾町６１９０
－３

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 169,544円～

216,315円
正社員 45040- 4777591

スポーツクラブ運
営スタッフ／日南
市

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
59歳
以下 1,000円～1,500

円
パート労働者 45010-10656991

店舗スタッフ
（パートタイム契
約社員）／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・厚生不問

1,077円～1,077
円

パート労働者 22010-11305191

スタイリスト・ア
シスタント
（串間店）

株式会社　トレピ
ウーノ

鹿児島県志布志市志布志町帖
４３７１番地

雇用・労災
不問

800円～950円

パート労働者 46080- 1853691

スタイリスト、ア
シスタント
（串間店）

株式会社　トレピ
ウーノ

鹿児島県志布志市志布志町帖
４３７１番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
250,000円

正社員 46080- 1851091

介護職員 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 153,000円～
184,000円

正社員 45050- 1177291

介護福祉士 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 167,000円～
207,000円

正社員 45050- 1176891

事務職／パート 日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１
０番１号

雇用・労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050- 1175791

事務職／臨時
【急募】

日南市立　中部病院 宮崎県日南市大堂津５丁目１
０番１号

雇用・労災・
健康・厚生不問

146,160円～
146,160円

正社員以外 45050- 1174491

 9時00分～19時00分の
間の6時間程度

10時00分～19時30分の
間の6時間以上

 9時00分～22時00分の
間の5時間程度

 7時00分～19時00分の
間の8時間

※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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　　　　（４月１９日から４月２５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７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

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 17人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)10時00分～15時00分
(2)15時00分～19時00分

（従業員数 0人 ）(3)10時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1)10時00分～15時00分
(2)15時00分～19時00分

（従業員数 0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）

(1)10時30分～19時30分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～10時00分

（従業員数 1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30分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)22時00分～ 7時00分

（従業員数 37人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)15時00分～18時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)15時00分～20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～16時30分 介護職員初任者研修

介護福祉士

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 11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) 7時30分～13時30分
(2)13時30分～19時30分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～19時15分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） フォークリフト技能者
中型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時30分 普通自動車免許一種

（従業員数 76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～17時30分

（従業員数 76人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 6時15分～14時00分
(2) 7時15分～15時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 歯科衛生士
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時30分 普通自動車免許一種
(2) 8時00分～12時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

歯科衛生士 医療法人社団よつば
会　かわさき歯科口
腔外科医院

宮崎県日南市天福２－４－１ 雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 161,000円～
171,000円

正社員 45050- 1147391

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- 1145191

集荷配達・倉庫管
理業務

株式会社　くしまア
オイファーム

宮崎県串間市大字奈留６５６
４－１２

雇用・労災・
健康・厚生不問

131,064円～
154,800円

正社員以外 45050- 1144591

集荷配送・倉庫管
理業務【経験者】

株式会社　くしまア
オイファーム

宮崎県串間市大字奈留６５６
４－１２

雇用・労災・
健康・厚生不問

154,800円～
206,400円

正社員以外 45050- 1143291

１００円ショップ
での販売等（ミー
ツ串間店）

株式会社　ワッツ西
日本販売

大阪市中央区城見１－４－７
０　住友生命ＯＢＰプラザビ
ル５階

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 27010-28991691

店員／サピア
ショッピング内

合名会社　由地百貨
店

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
４８７３－１

雇用・労災
不問

850円～900円

パート労働者 45050- 1157991

ルート配送 株式会社　増田工業 宮崎県串間市東町１５－１ 雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 180,000円～
180,000円

正社員 45050- 1156691

介護職／デイサー
ビス

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 850円～910円

パート労働者 45050- 1155391

受付業務 とうごう整骨院 宮崎県日南市大字東弁分甲８
０５－１

雇用・労災
不問

770円～1,000円

パート労働者 45050- 1154091

世話人 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
不問

770円～770円

パート労働者 45050- 1153191

介護職／夜勤専従 社会福祉法人敬和会
養護老人ホーム　和
幸園

宮崎県日南市大字風田３２０
０

労災
18歳
以上 1,010円～1,010

円
パート労働者 45050- 1152591

広報責任者／日南
ライムホール

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・
健康・厚生59歳

以下 168,000円～
168,000円

正社員 45050- 1151291

配送 株式会社　日豊メ
ディック

宮崎県宮崎市大字芳士１０９
８－７

労災
不問

1,000円～1,000
円

パート労働者 45010-10597591

店舗スタッフ（フ
ルタイム契約社
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・厚生不問

178,650円～
178,650円

正社員以外 22010-11190791

（契）エンジニア
スタッフ（日南
店）

パソコンおまかせ隊 鹿児島県霧島市国分中央１丁
目７－３６

労災
不問

762円～900円

パート労働者 46040- 4978791

（契）パソコン修理受
付及び販売スタッフ
（日南店）

パソコンおまかせ隊 鹿児島県霧島市国分中央１丁
目７－３６

労災
不問

762円～900円

パート労働者 46040- 4977491

飼育管理（日南農
場）

有限会社　ホクサツ
えびのファーム

宮崎県えびの市大字原田１６
７８番地２

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 143,360円～
161,280円

正社員以外 45070- 1724991

又は 8時30分～17時30
分の間の7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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　　　　（４月１９日から４月２５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７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） 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

(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

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

中型自動車免許一種
準中型自動車免許

(1) 8時30分～17時00分 大型自動車免許一種

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護支援専門員
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許一種

（従業員数 175人 ）
就業場所 宮崎県串間市

介護福祉士
介護職員初任者研修

(1) 8時15分～17時30分 ホームヘルパー２級

（従業員数 3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00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 12人 ）(3)10時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

理学療法士
作業療法士

(1) 8時50分～16時40分

（従業員数 13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

(1) 8時30分～17時30分
(2) 9時00分～18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
(2)17時00分～ 9時00分

（従業員数 6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

（従業員数 3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 21人 ）
就業場所 宮崎県日南市

葬儀業務担当者補
助

株式会社　メモリア
ル日南

宮崎県日南市大字星倉５９３
０番地－６

雇用・労災
不問

800円～1,000円

パート労働者 45050- 1150891

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- 1149991

山林作業員【正社
員】

坂ノ上林業　株式会
社

宮崎県串間市大字都井３９７
１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 220,000円～
350,000円

正社員 45050- 1148691

産廃作業員／環境
企画部　【急募】

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 145,800円～
194,400円

正社員 45050- 1139691

介護支援専門員 社会福祉法人　黒潮
会

宮崎県串間市大字西方４３４
１番地１

雇用・労災・
健康・厚生不問

176,300円～
260,000円

正社員以外 45050- 1109891

介護職員／デイ
サービス

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２
５５８番地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

164,308円～
174,444円

正社員以外 45050- 1111091

介護福祉士 社会福祉法人慶明会
デイサービスセンター
日南ふれあいホーム

宮崎県日南市飫肥６丁目６番
６２号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 162,000円～
203,490円

正社員 45050- 1114991

理学療法士又は作
業療法士／リハス
テップ郷

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
２０５８番地１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,737円～
150,737円

正社員以外 45050- 1115491

ガソリンスタンド
店員

合同会社　日南石販
飫肥サービス

宮崎県日南市飫肥１丁目３９
６２－５

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
160,000円

正社員 45050- 1095991

133,056円～
158,976円

正社員 45050- 1098891

石油販売員 有限会社　井上石油
店

宮崎県串間市大字西方５７４
９－６

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
200,000円

正社員 45050- 1100291

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- 1106991

18歳
～
64歳

 8時30分～19時00分の
間の7時間程度

 8時00分～20時00分の
間の8時間程度

介護職／シルバー
ハウス稲の穂

株式会社　ライフサ
ポート

宮崎県串間市大字西方６７８
７－１８

雇用・労災・
健康・厚生

※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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