
　　　　（１０月４日から１０月１０日までの最新の求人です。）

(1)10時00分～19時00分
(2)11時00分～20時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

(1)10時00分～19時00分
(2)11時00分～20時00分

（従業員数 5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限定）
普通自動車免許

(1) 8時00分～17時00分
(2)21時00分～ 5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）

(1) 7時30分～17時00分

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(1) 8時00分～17時00分
(2) 5時00分～13時00分

（従業員数 22人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

(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

（従業員数 7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
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 7時00分～16時30分
(2) 9時00分～18時30分

（従業員数 23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限定）
介護福祉士

(1) 8時00分～17時30分
(2)17時00分～ 9時00分

（従業員数 23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 23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限定）
普通自動車免許

(1) 8時00分～17時30分
(2)17時00分～ 9時00分

（従業員数 23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限定）
普通自動車免許

(1) 8時00分～17時30分
(2)17時00分～ 9時00分

（従業員数 23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（ケアマネージャー）

普通自動車免許
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 普通自動車免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 7時00分～14時00分
(2)11時30分～18時30分

（従業員数 23人 ）(3) 7時00分～16時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(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

変形（１ヶ月単位）

(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

※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。

販売員（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59歳

以下 136,000円～
136,000円

正社員 45050- 2746891

現場主任兼一般作
業員

浜田建設　株式会社 宮崎県日南市大字伊比井２１
７５

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 209,700円～
233,000円

正社員 45050- 2745791

調理職／パート 株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２
３４４

雇用・労災
64歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050- 2744491

介護支援専門員
（ケアマネー
ジャー）

株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２
３４４

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 230,000円～
250,000円

正社員 45050- 2743991

介護職／契約職員 株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２
３４４

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 137,500円～
140,000円

正社員以外 45050- 2742691

介護職 株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２
３４４

雇用・労災・
健康・厚生

137,500円～
140,000円

正社員 45050- 2741391

18歳
～
64歳

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２
３４４

雇用・労災

1,000円～1,000
円

パート労働者 45050- 2740091

介護福祉士 株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２
３４４

雇用・労災・
健康・厚生

145,000円～
155,000円

正社員 45050- 2739291

18歳
～
64歳

18歳
～
64歳

調理職／正社員 株式会社　ファミ
リー

宮崎県日南市南郷町中村甲２
３４４

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 137,500円～
137,500円

正社員 45050- 2738891

農作業員／パート 農業生産法人　株式
会社　みのり

宮崎県日南市大字酒谷乙４３
２５

雇用・労災
不問

790円～850円

パート労働者 45050- 2737791

8時00分～17時00分の間
の4時間以上

農作業員／正社員 農業生産法人　株式
会社　みのり

宮崎県日南市大字酒谷乙４３
２５

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 154,000円～
220,000円

正社員 45050- 2736491

一般事務（販売業
務含）

日南市漁業協同組合 宮崎県日南市字石河５８８番
地１２９

雇用・労災・
健康・厚生30歳

以下 151,000円～
210,000円

正社員 45050- 2735991

クリーンスタッフ（日
南病院）　　≪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・
健康・厚生不問

140,000円～
160,000円

正社員 45040-11068291

交通誘導警備（高
速）／日南営業所

株式会社　Ｆ・Ｃ
ガード

宮崎県宮崎市大塚町鵜ノ島３
９２－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 204,900円～
256,300円

正社員 45010-24873891

ソフトバンクグル―プ
で携帯販売のお仕事・
地域職（日南）

テレニシ　株式会社 大阪市中央区城見１ー２ー２
７　クリスタルタワ一１４階

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 180,000円～
250,000円

正社員 27010-69019091

加入保険等 必要な免許資格

ソフトバンクグル―プ
で携帯販売のお仕事・
地域職（日南）

テレニシ　株式会社 大阪市中央区城見１ー２ー２
７　クリスタルタワ一１４階

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 180,000円～
250,000円

正社員 27010-69011691

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１０月１５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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　　　　（１０月４日から１０月１０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１０月１５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。 

（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

(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

(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

(1) 8時00分～13時00分
(2) 8時00分～12時00分
(3)13時00分～17時00分

（従業員数 11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限定）
(1) 8時30分～17時45分 栄養士
(2)14時30分～23時00分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～17時15分
(2)17時00分～ 2時15分

（従業員数 8人 ）(3)20時00分～ 5時15分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時30分～11時30分
(2)13時00分～16時30分

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 第一種電気工事士
第二種電気工事士

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時00分～12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限定）
普通自動車免許

(1) 9時00分～17時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県串間市

准看護師

(1) 9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） 看護師

(1)17時00分～ 9時30分
(2) 7時30分～17時30分

（従業員数 0人 ）(3)11時00分～20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)17時00分～ 9時30分
(2) 7時30分～17時30分

（従業員数 0人 ）(3)11時00分～20時00分
就業場所 宮崎県日南市

看護師

(1) 9時00分～16時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師／パート／オー
プニングスタッフ

医療法人春光会　介護
付有料老人ホーム　春
光苑

宮崎県日南市園田１丁目４番
２号

雇用・労災
59歳
以下 1,100円～1,300

円
パート労働者 45050- 2731191

准看護師（夜勤あり）
／オープニングスタッ
フ

医療法人春光会　介護
付有料老人ホーム　春
光苑

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- 2730591

看護師（夜勤あり）／
オープニングスタッフ

医療法人春光会　介護
付有料老人ホーム　春
光苑

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 185,000円～
220,000円

正社員 45050- 2729791

准看護師／パート／
オープニングスタッフ

医療法人春光会　介護
付有料老人ホーム　春
光苑

宮崎県日南市園田１丁目４番
２号

雇用・労災
59歳
以下 1,000円～1,150

円
パート労働者 45050- 2728491

作業員 内田建設　株式会社 宮崎県串間市大字西方２６３
８番地５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,000円～
190,000円

正社員 45050- 2727991

一般事務 田中造園土木　有限
会社

宮崎県日南市大字風田３５５
８－１１

雇用・労災
59歳
以下 950円～1,000円

パート労働者 45050- 2726691

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５５９
０

雇用・労災
不問

790円～790円

パート労働者 45050- 2725391

電気工事 有限会社　河電工 宮崎県日南市上平野町２－２
－１４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
300,000円

正社員 45050- 2724091

クリーンスタッフ（日
南病院）　　【短時
間】≪急募≫

つやげん九州　株式
会社

宮崎県都城市宮丸町３０４８
－１

労災
不問

790円～800円

パート労働者 45040-11025791

店員（店内業務・
レジ部門）／大束
店

株式会社　エーコー
プみやざき

宮崎県宮崎市花ヶ島町鴨ノ丸
８２９番地１

雇用・労災・
健康・厚生不問

134,932円～
134,932円

正社員以外 45010-24781691

店員（レジ部門）
／大束店

株式会社　エーコー
プみやざき

宮崎県宮崎市花ヶ島町鴨ノ丸
８２９番地１

雇用・労災・
健康・厚生不問

134,932円～
134,932円

正社員以外 45010-24780391

8時00分～18時00分の間
の7時間程度

8時00分～17時00分の間
の7時間程度

製品加工製造・検
査業務／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18歳

以上 159,600円～
168,000円

有期雇用派遣 45010-24731391

栄養士（正・日南
平野店・地域専任
職）

株式会社　ドラッグ
ストアモリ

福岡県朝倉市一ツ木１１４８
－１

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 176,000円～
222,000円

正社員 40150- 8560191
又は 8時30分～23時00

分の間の8時間

製麺作業【急募】 株式会社　川北製麺 宮崎県串間市大字西方４６５
５－２

雇用・労災
不問

850円～1,150円

パート労働者 45050- 2750691

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59歳

以下 190,000円～
213,000円

正社員 45050- 2749191

又は 8時00分～16時00
分の間の5時間程度

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59歳

以下 180,000円～
201,000円

正社員 45050- 2748591

販売員（家電製
品）／パート

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
59歳
以下 800円～850円

パート労働者 45050- 2747291

9時00分～18時00分の間
の5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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　　　　（１０月４日から１０月１０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１０月１５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） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 0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 48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

(1)23時00分～ 6時30分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許（ＡＴ限定）

(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
普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 66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限定）
(1) 8時30分～17時45分
(2)14時30分～23時00分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～14時30分
(2)14時00分～19時00分

（従業員数 19人 ）(3)17時00分～23時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 二級自動車整備士
普通自動車免許

(1) 9時20分～18時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定給付年金

変形（１ヶ月単位） 薬剤師

(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～13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

(1) 9時00分～15時30分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

特定曜日のみ(2) 看護師
准看護師

(1) 8時30分～19時00分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時30分～16時30分
(2) 8時30分～12時00分

（従業員数 1人 ）(3)13時00分～16時30分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～15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）

(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
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 9時00分～18時00分
(2)12時00分～21時00分

（従業員数 66人 ）(3)15時00分～ 0時00分
就業場所 宮崎県日南市 厚生年金基金

(1) 7時45分～16時45分

（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（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(1) 8時00分～16時40分

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市

製材工員／正社員 株式会社　河宗本店 宮崎県日南市園田３丁目１－
２８

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 145,600円～
179,200円

正社員 45050- 2710491

学校給食調理／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

雇用・労災・
健康・厚生不問

126,400円～
128,000円

正社員以外 45010-24491191

回転寿司業務（店長・
幹部候補）／日南店

株式会社　はま寿司 東京都港区港南２－１８－１

ＪＲ品川イ－ストビル

雇用・労災・
健康・厚生

215,000円～
234,500円

正社員 13040-28167692

工場作業員（チッ
プ製造・木材加
工）

協栄木材株式会社
日南工場

宮崎県日南市大字松永１２１
９

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 141,650円～
165,350円

正社員 45050- 2722591

18歳
～
34歳

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１
０１１－１８

雇用・労災
不問

790円～800円

パート労働者 45050- 2721291

農作業員（ピーマ
ン）

高橋園芸　高橋悟 宮崎県日南市大字宮浦５９１
番地不問

800円～1,000円

パート労働者 45050- 2720891

又は 8時30分～17時30
分の間の5時間

看護師【のだ小児
科医院】

のだ小児科医院 宮崎県串間市大字西方５３３
７－３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 190,000円～
250,000円

正社員 45050- 2719991

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

1,000円～1,000
円

パート労働者 45040-10984491

薬剤師／ひまわり
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

600,000円～
700,000円

正社員 45010-24663791

整備士／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
１２０４

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 160,000円～

250,000円
正社員 45010-24545191

販売員（日南平野
店）（パート）

株式会社　ドラッグ
ストアモリ

福岡県朝倉市一ツ木１１４８
－１

労災
不問

800円～900円

パート労働者 40150- 8403891

販売員（正・日南
平野店・地域専任
職

株式会社　ドラッグ
ストアモリ

福岡県朝倉市一ツ木１１４８
－１

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 160,000円～
232,500円

正社員 40150- 8352091
又は 8時30分～23時00
分の間の8時間程度

回転寿司業務（店長候
補）／
日南店

株式会社　はま寿司 東京都港区港南２－１８－１

ＪＲ品川イ－ストビル

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 210,000円～
210,000円

正社員以外 13040-29108592

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 148,240円～
174,400円

正社員以外 45070- 3897891

9時00分～ 0時00分の間
の8時間程度

運転手（短距離） 株式会社　信興運輸 宮崎県日南市大字下方２２１
７－７

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 250,000円～
300,000円

正社員 45050- 2734691

一般事務／契約 サンキョウ紙工　株
式会社

宮崎県日南市梅ケ浜２丁目８
番３９号

雇用・労災・
健康・厚生不問

136,694円～
136,694円

正社員以外 45050- 2733391

介護支援専門員／オー
プニングスタッフ

医療法人春光会　介護
付有料老人ホーム　春
光苑

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 190,000円～
230,000円

正社員 45050- 2732091

※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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　　　　（１０月４日から１０月１０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１０月１５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
(2)16時45分～ 0時00分
(3)14時00分～22時30分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 345人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(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

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)17時30分～21時30分
(2)18時00分～21時30分

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(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～18時00分
(2) 8時30分～18時30分

（従業員数 14人 ）(3) 8時30分～12時30分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～18時00分
(2) 9時00分～17時00分

（従業員数 6人 ）(3) 8時30分～12時30分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～17時30分
(2) 8時30分～18時00分

（従業員数 13人 ）(3) 9時50分～19時20分
就業場所 宮崎県串間市

(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

変形（１ヶ月単位）

(1)15時00分～22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

(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年単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(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（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(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） 保育士
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 45人 ）(3) 9時00分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

保育士／あがた幼稚
園・フローラルこども
園

学校法人吾田学園　認
定こども園　あがた幼
稚園

宮崎県日南市吾田西３丁目９
番２８号

雇用・労災・
健康・厚生不問

175,000円～
190,000円

正社員以外 45050- 2675291

配管工【正社員／
経験不問】

有限会社　要水道設
備

宮崎県日南市飫肥１丁目２－
３０

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 150,000円～
230,000円

正社員 45050- 2674891

配管工【正社員】 有限会社　要水道設
備

宮崎県日南市飫肥１丁目２－
３０

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 200,000円～
300,000円

正社員 45050- 2673791

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 800円～800円

パート労働者 45050- 2672491

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～
150,000円

正社員 45050- 2671991

調理職 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 155,000円～
270,000円

正社員 45050- 2670691

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

790円～790円

パート労働者 45010-24272191

又は 7時00分～22時00
分の間の7時間程度

調理員／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

176,000円～
211,200円

正社員以外 45010-24214591

医療事務（正）／
日南市

セイコーメディカル
ブレーン株式会社

福岡県福岡市東区香椎照葉３
－４－５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
200,500円

正社員 40120-26183391

医療事務・外来受
付

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 135,000円～
145,000円

正社員 45050- 2718691

デザイナー、オペ
レーター

株式会社　田中写真
印刷

宮崎県日南市戸高２丁目３番
地５

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 150,000円～
160,000円

正社員 45050- 2717391

洗い場係り 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

910円～910円

パート労働者 45050- 2716091

事務職（婦人服の
企画デザイン）

アトリエ　和亜布 宮崎県日南市岩崎２丁目４－
２９

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 2715191

9時00分～17時00分の間
の5時間程度

婦人服販売員 有限会社　アキ 宮崎県日南市岩崎１－６－１
２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 152,320円～
152,320円

正社員 45050- 2714591

事務職 有限会社　トータラ
イフ　日南営業所

宮崎県日南市大字戸高１－１
６－５

雇用・労災
59歳
以下 900円～900円

パート労働者 45050- 2713291

9時00分～18時00分の間
の5時間程度

土木作業員／都市
建設課

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

195,000円～
195,000円

正社員以外 45050- 2712891

ホール接客係／
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
18歳
以上 1,000円～1,000

円
パート労働者 45050- 2711791

又は 8時30分～22時30
分の間の5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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　　　　（１０月４日から１０月１０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１０月１５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。 

保育士
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）

（従業員数 45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
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(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

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許（ＡＴ限定）
普通自動車免許

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 31人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)23時00分～ 7時00分

（従業員数 29人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 日商簿記２級
簿記実務検定１級

(1) 8時00分～16時50分

（従業員数 49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)21時00分～ 6時00分

（従業員数 30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

(1) 8時00分～16時50分

（従業員数 49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

(1) 8時00分～16時50分

（従業員数 49人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時15分～16時50分

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～15時00分

（従業員数 18人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～16時10分

（従業員数 40人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許

(1) 8時00分～17時10分

（従業員数 40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限定）
普通自動車免許

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 40人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 28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限定）
普通自動車免許

(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～17時00分

（従業員数 39人 ）
就業場所 宮崎県日南市

営業総合職（営業
所長候補生）

富国生命保険相互会
社　宮崎支社日南営
業所

宮崎県日南市木山２丁目６－
２２

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 220,000円～

400,000円
正社員 45050- 2694391

車検整備補助者 株式会社　栄進商会
【車検のコバック吾田
店】

宮崎県日南市吾田東４丁目２
－９

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 138,000円～
160,000円

正社員 45050- 2693091

惣菜係／本店
（パート）

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 800円～800円

パート労働者 45050- 2692191

ベーカリー（パー
ト）／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 800円～800円

パート労働者 45050- 2691591

ホールスタッフ／
パート

有限会社　フードアー
ツコミニケーション
「赤兵衛」

宮崎県日南市材木町２－２５ 労災
不問

900円～1,200円

パート労働者 45050- 2690291

作業員／臨時社員 有限会社　ワイエス
ジェイ日南

宮崎県日南市東弁分乙３５１
－１０

雇用・労災・
健康・厚生不問

137,144円～
137,144円

正社員以外 45050- 2689491

17時00分～23時00分の
間の2時間以上

検査工員／パート 有限会社　ワイエス
ジェイ日南

宮崎県日南市東弁分乙３５１
－１０

雇用・労災
不問

790円～790円

パート労働者 45050- 2688991

縫製工／パート 株式会社フレンド 宮崎県日南市北郷町郷之原乙
３７１５番地２

雇用・労災
59歳
以下 790円～790円

パート労働者 45050- 2687691

縫製工／正社員 株式会社フレンド 宮崎県日南市北郷町郷之原乙
３７１５番地２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 137,500円～
140,000円

正社員 45050- 2686391

製材作業員 株式会社　高嶺木材 宮崎県日南市大字伊比井１７
３－１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 180,000円～
180,000円

正社員 45050- 2684191

営業職 株式会社　高嶺木材 宮崎県日南市大字伊比井１７
３－１

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 180,000円～
230,000円

正社員 45050- 2682291

交通誘導警備員 株式会社　セキュリ
ティロード　日南営業
所

宮崎県日南市上平野町３丁目
６番地６

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 145,390円～
232,190円

正社員以外 45050- 2681891

一般事務（経理を
含む）

株式会社　高嶺木材 宮崎県日南市大字伊比井１７
３－１

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 160,000円～
160,000円

正社員 45050- 2680791

ナイトフロント係
≪急募≫

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

800円～800円

パート労働者 45050- 2679391

18歳
～
59歳

一般事務 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 150,000円～
150,000円

正社員 45050- 2678091

一般事務（経理含
む）

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 150,000円～
150,000円

正社員 45050- 2677191

保育士（パート）／あ
がた幼稚園・フローラ
ルこども園

学校法人吾田学園　認
定こども園　あがた幼
稚園

宮崎県日南市吾田西３丁目９
番２８号

雇用・労災
不問

930円～1,020円

パート労働者 45050- 2676591

7時30分～18時15分の間
の8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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　　　　（１０月４日から１０月１０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１０月１５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。 

８トン限定中型自動車免許
大型自動車免許

(1) 7時25分～16時30分 中型自動車免許

（従業員数 41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限定）
普通自動車免許

(1) 8時00分～16時00分

（従業員数 40人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～13時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～17時00分
(2)11時00分～20時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)10時00分～14時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)11時00分～15時00分
(2) 8時00分～15時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～17時00分
(2)11時00分～20時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

特定曜日のみ(2)

(1) 8時30分～19時00分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時00分～12時00分
(2)15時00分～18時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

理学療法士
作業療法士

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり

(1) 9時00分～18時00分
(2)11時00分～20時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～15時00分
(2)15時00分～20時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

理学療法士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 63人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 45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) 7時00分～16時00分
(2) 9時00分～18時00分

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

接客業務及びゲーム
コーナーの維持管理／
パート

ピノキオランド日南店
（株式会社　コミュニ
ケーション・ワーク
ス）

宮崎県日南市材木町１番　サ
ピアショッピングセンター内
２Ｆ

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 2709691

接客業務及びゲーム
コーナーの維持管理
【契約社員】

ピノキオランド日南店
（株式会社　コミュニ
ケーション・ワーク
ス）

宮崎県日南市材木町１番　サ
ピアショッピングセンター内
２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

138,880円～
138,880円

正社員以外 45050- 2708391

理学療法士　又は　作
業療法士／サポートハ
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64歳

以下 185,000円～
220,000円

正社員 45050- 2707091

介護職／サポート
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64歳

以下 138,500円～
168,000円

正社員 45050- 2706191

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

138,500円～
168,000円

正社員 45050- 2705591

医療事務 のだ小児科医院 宮崎県串間市大字西方５３３
７－３

雇用・労災
59歳
以下 850円～850円

パート労働者 45050- 2704291

18歳
～
64歳

受付事務（医療事務）
【のだ小児科医院】串
間市

のだ小児科医院 宮崎県串間市大字西方５３３
７－３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 140,000円～
180,000円

正社員 45050- 2703891

調理職【急募】 有限会社　ホテルド
ライブイン大海

宮崎県日南市大字宮浦５６８
－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

39歳
以下 200,000円～

220,000円
正社員 45050- 2702791

ホールスタッフ／
パート

有限会社　ホテルド
ライブイン大海

宮崎県日南市大字宮浦５６８
－１

雇用・労災
59歳
以下 790円～900円

パート労働者 45050- 2701491

調理員パート／『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- 2700991

ホールスタッフ
【正社員】

有限会社　ホテルド
ライブイン大海

宮崎県日南市大字宮浦５６８
－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 160,000円～

180,000円
正社員 45050- 2699891

正看護師 江良形成外科　皮膚
科

宮崎県日南市園田１丁目５－
２９

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 187,000円～
192,000円

正社員 45050- 2698791

惣菜係／本店【正
社員】

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 139,640円～
146,640円

正社員 45050- 2697491

運転手兼現場作業
員

有限会社　朝日日南
清掃公社

宮崎県日南市大字殿所２０１
０－１５

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 190,000円～
230,000円

正社員 45050- 2696991

理学療法士 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 203,800円～
257,200円

正社員 45050- 2632891

正看護師 社会福祉法人　協同
福祉会

宮崎県日南市南郷町中村乙７
０５１－１１１

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 169,000円～
230,000円

正社員 45050- 2643191

介護職【グループ
ホーム】

社会福祉法人　協同
福祉会

宮崎県日南市南郷町中村乙７
０５１－１１１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 138,720円～
138,720円

正社員以外 45050- 2644091

※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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　　　　（１０月４日から１０月１０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１０月１５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） 介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 45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 普通自動車免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分
(2) 9時00分～17時30分

（従業員数 4人 ）(3) 9時30分～18時00分
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～18時00分
(2)17時30分～ 8時30分

（従業員数 12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30分～18時00分
(2)17時30分～ 8時30分

（従業員数 12人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 7時45分～16時15分

（従業員数 82人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)16時00分～ 9時00分

（従業員数 26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00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
ホームヘルパー２級

(1) 8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 26人 ）(3)16時00分～ 9時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
ホームヘルパー２級

(1)16時00分～ 9時00分 介護職員初任者研修修了者

（従業員数 26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限定）
普通自動車免許

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 85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限定）
普通自動車免許

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 85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30分～17時15分
(2)16時15分～ 1時00分

（従業員数 180人 ）(3) 0時30分～ 9時15分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 理学療法士
作業療法士

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 54人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 54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) 8時00分～17時00分

（従業員数 54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） 理学療法士
作業療法士

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

（従業員数 57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

(1) 7時00分～15時30分
(2) 8時00分～16時30分

（従業員数 27人 ）(3) 9時00分～17時30分
就業場所 宮崎県日南市

介護職【グループ
ホーム】／正社員

社会福祉法人　協同
福祉会

宮崎県日南市南郷町中村乙７
０５１－１１１

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
220,000円

正社員 45050- 2646691

18歳
～
59歳

受付及びレセプト
請求事務

有限会社　木山調剤
薬局

宮崎県日南市木山１－７－２
２

雇用・労災・
健康・厚生不問

155,000円～
170,000円

正社員 45050- 2617591

正看護師 医療法人社団　優里会
産科婦人科　うちむら
クリニック

宮崎県日南市吾田西３－７－
４８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 198,000円～
240,000円

正社員 45050- 2619091

准看護師 医療法人社団　優里会
産科婦人科　うちむら
クリニック

宮崎県日南市吾田西３－７－
４８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 165,000円～
210,000円

正社員 45050- 2620991

資材管理スタッフ
／王子製紙日南工
場

飫肥通産　株式会社
（作業部）

宮崎県日南市大字平野１１４
７番地１

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 140,000円～
189,000円

正社員 45050- 2623891

介助員／夜勤専従 有限会社　オアシス 宮崎県日南市戸高４丁目１－
３

雇用・労災・
健康・厚生

130,350円～
130,350円

正社員 45050- 2575991

介護職【日勤の
み】

有限会社　オアシス 宮崎県日南市戸高４丁目１－
３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 153,664円～
167,680円

正社員 45050- 2577791

18歳
～
59歳

介護職【日勤・夜
勤】

有限会社　オアシス 宮崎県日南市戸高４丁目１－
３

雇用・労災・
健康・厚生

153,664円～
167,680円

正社員 45050- 2578891

介護職【夜勤専
従】

有限会社　オアシス 宮崎県日南市戸高４丁目１－
３

雇用・労災・
健康・厚生

145,300円～
158,500円

正社員 45050- 2579291

18歳
～
59歳

18歳
～
59歳

農産物出荷作業（サツ
マイモの選別、箱詰め
等）／管理職候補

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～
223,600円

正社員以外 45050- 2582691

農産物出荷作業員（サ
ツマイモの選別・箱詰
等）／アルバイト

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

135,880円～
154,800円

正社員以外 45050- 2583991

正・准看護師 串間市民病院 宮崎県串間市大字西方７９１
７

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 209,000円～
209,000円

正社員以外 45050- 2586891

理学療法士／作業
療法士

社会福祉法人善興会
障害者支援施設　北郷
荘

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
６５５

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 171,000円～
190,000円

正社員 45050- 2587291

介護職 社会福祉法人善興会
障害者支援施設　北郷
荘

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
６５５

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 147,000円～
180,000円

正社員以外 45050- 2588591

調理職 社会福祉法人善興会
障害者支援施設　北郷
荘

宮崎県日南市北郷町大藤甲３
６５５

雇用・労災・
健康・厚生不問

147,000円～
160,000円

正社員以外 45050- 2589191

作業療法士又は理
学療法士

河野メディカルサービ
ス　合名会社（ロイヤ
ルガーデン日南）

宮崎県日南市大字星倉字宮之
迫１０９９番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 215,000円～
275,000円

正社員 45050- 2591991

運営スタッフ／正
職員

南郷漁業　協同組合 宮崎県日南市南郷町中村乙４
６１４－３

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 145,000円～
197,500円

正社員 45050- 2565391

※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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