
　　　　（９月２０日から９月２６日までの最新の求人です。）

交替制あり

(1) 7時30分～17時00分
(2) 9時45分～19時15分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり 看護師
介護福祉士

(1) 7時30分～16時30分 保育士
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 23人 ）(3) 9時00分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり ホームヘルパー２級
保育士
介護福祉士

（従業員数 23人 ）
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30分～17時30分
(2) 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) 8時00分～17時00分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～16時00分
(2)10時00分～18時00分

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～16時00分
(2)10時00分～18時00分

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

（従業員数 23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 宮崎県日南市

中型自動車免許
８トン限定中型自動車免許

(1) 6時50分～ 8時50分 大型自動車免許
(2)16時50分～18時50分

（従業員数 72人 ）(3)18時50分～20時50分
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1)10時30分～19時30分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

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） フォークリフト運転技能者
中型自動車免許

(1) 8時00分～17時30分 普通自動車免許

（従業員数 85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。

必要な免許資格

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

156,240円～
208,320円

正社員以外 45010-23254591

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

児童指導員／保育
士／看護師

特定非営利活動法人
さんぽ

宮崎県日南市中平野１－７－
２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
215,000円

正社員 45050- 2551791

加入保険等

大工／見習い 株式会社　丸商建設 宮崎県日南市星倉２丁目９番
地１３

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 200,000円～
200,000円

正社員 45050- 2553291

児童指導員／パー
ト

特定非営利活動法人
さんぽ

宮崎県日南市中平野１－７－
２

雇用・労災
59歳
以下 830円～900円

パート労働者 45050- 2552891

 8時00分～18時00分の
間の4時間以上

キッチンスタッフ
／港の駅「めい
つ」

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・厚生不問

123,200円～
138,600円

正社員以外 45050- 2555191

雑務員／パート サファリウッド協同
組合

宮崎県日南市大字殿所１７８
７－２

雇用・労災
64歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050- 2554591

ホールスタッフ／
港の駅「めいつ」

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・厚生不問

123,200円～
138,600円

正社員以外 45050- 2557391

キッチンスタッフ
（パート）／港の
駅「めいつ」

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
不問

800円～900円

パート労働者 45050- 2556091

 8時00分～15時00分の
間の4時間程度

スイートピー栽培
作業員

平太農園 宮崎県日南市北郷町大藤甲２
２１１不問

800円～800円

パート労働者 45050- 2559991

ホールスタッフ
（パート）／港の
駅「めいつ」

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
不問

800円～900円

パート労働者 45050- 2558691

 8時00分～15時00分の
間の4時間程度

又は 8時00分～17時00
分の間の4時間程度

放課後児童クラブ
支援員

社会福祉法人　森と
風の郷

宮崎県日南市大字東弁分甲８
７１－１

労災
不問

920円～960円

パート労働者 45050- 2561291

送迎／パート 吉田産業　株式会社 宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災
不問

1,000円～1,100
円

パート労働者 45050- 2560891

15時00分～18時00分の
間の3時間程度

清掃員（宮崎河川
国道事務所出張
所）

株式会社クリル 長崎県佐世保市三浦町１－１
５　ＮＳビル２Ｆ

労災
不問

850円～850円

パート労働者 42020-13155091

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 22010-25918291

 8時00分～17時00分の
間の2時間以上

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～
223,600円

正社員以外 45050- 2532991

農作業員（サツマ
イモ）

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～
223,600円

正社員以外 45050- 2531691

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年９月３０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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　　　　（９月２０日から９月２６日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年９月３０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。 

歯科衛生士

（従業員数 7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) 7時50分～17時10分

（従業員数 72人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1)16時10分～ 1時30分

（従業員数 72人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 6時00分～14時30分
(2) 7時00分～15時30分

（従業員数 141人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～15時30分

（従業員数 141人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 4時00分～12時30分

（従業員数 141人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 7時00分～17時00分
(2) 7時00分～16時00分

（従業員数 141人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時00分～17時45分
(2) 9時30分～18時15分

（従業員数 60人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 6時00分～14時45分
(2)12時00分～20時45分

（従業員数 60人 ）
就業場所 宮崎県日南市

自動二輪車免許

(1) 8時15分～17時00分

（従業員数 60人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許（ＡＴ限定）
５トン限定準中型自動車免許

(1) 6時00分～14時00分
(2) 6時00分～11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) 6時00分～12時00分

（従業員数 9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) 7時30分～16時30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限定）

普通自動車免許
(1) 8時00分～16時30分
(2) 8時00分～13時00分

（従業員数 9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) 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） 原動機付自転車免許
普通自動車免許（ＡＴ限定）

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許

（従業員数 45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限定）

(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許

（従業員数 45人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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- 2489291

建築配管工（見習
い可）

株式会社　斎藤設備 宮崎県日南市西弁分５－１２
－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 162,500円～
210,000円

正社員 45050- 2487791

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 142,100円～
142,100円

正社員 45050- 2488891

総務人事／正社員 吉田産業　株式会社 宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 192,000円～
250,000円

正社員 45050- 2534791

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- 2533491

 8時30分～18時30分の
間の5時間程度

加工製造業 黒瀬水産　株式会社 宮崎県串間市西浜２丁目１５
番地４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 146,000円～
146,000円

正社員 45050- 2536291

木製品加工機械操
作：夜勤専従／正
社員

吉田産業　株式会社 宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生

195,000円～
195,000円

正社員 45050- 2535891

18歳
～
50歳

出荷作業員 黒瀬水産　株式会社 宮崎県串間市西浜２丁目１５
番地４

雇用・労災・
健康・厚生

151,000円～
205,000円

正社員 45050- 2538191

加工梱包作業等 黒瀬水産　株式会社 宮崎県串間市西浜２丁目１５
番地４

雇用・労災・
健康・厚生不問

132,720円～
142,800円

正社員以外 45050- 2537591

18歳
～
59歳

郵便総務事務 日本郵便　株式会社
郵便事業総本部　日
南郵便局

宮崎県日南市材木町１－１０ 雇用・労災・
健康・厚生不問

134,616円～
134,616円

正社員以外 45050- 2541491

魚類養殖業／正社
員

黒瀬水産　株式会社 宮崎県串間市西浜２丁目１５
番地４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 165,000円～
205,000円

正社員 45050- 2539091

郵便物の集配業務 日本郵便　株式会社
郵便事業総本部　日
南郵便局

宮崎県日南市材木町１－１０ 雇用・労災・
健康・厚生不問

151,032円～
151,032円

正社員以外 45050- 2543891

郵便内務事務 日本郵便　株式会社
郵便事業総本部　日
南郵便局

宮崎県日南市材木町１－１０ 雇用・労災・
健康・厚生不問

134,616円～
134,616円

正社員以外 45050- 2542791

ルート配送 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

952円～1,047円

パート労働者 45050- 2546191

ルート配送・営業
【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・
健康・厚生不問

155,000円～
210,000円

正社員 45050- 2545591

企画営業 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・
健康・厚生不問

155,000円～
205,000円

正社員 45050- 2548391

農作業員／正社員 由良農園 宮崎県日南市北郷町大藤甲９
７５不問

151,800円～
151,800円

正社員 45050- 2547091

※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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　　　　（９月２０日から９月２６日までの最新の求人です。）

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 加入保険等

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年９月３０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。 

看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許（ＡＴ限定）

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師／日勤のみ 株式会社　びろう会 宮崎県日南市南郷町中村乙６
９４７－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 151,000円～
181,000円

正社員 45050- 2493991

※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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