
　　　　（８月２日から８月８日までの最新の求人です。）

(1) 7時00分～11時00分
(2)10時00分～14時00分
(3)15時00分～19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） 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 35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 21人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
介護職員初任者研修

(1)17時45分～ 8時45分 ホームヘルパー２級

（従業員数 27人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護福祉士
普通自動車免許一種

(1) 8時15分～17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ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～16時30分

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 21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～16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

(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

普通自動車免許一種
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） 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

普通自動車免許一種

(1) 9時00分～15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
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

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

(1) 8時30分～18時00分
(2)14時00分～23時30分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

※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。

又は 7時00分～19時00
分の間の4時間程度

6時30分～20時00分の間
の5時間程度

8時00分～17時00分の間
の4時間以上

店舗マネージャー
【正】／（日南
店）

株式会社トライアル
オペレーションズ

福岡県福岡市東区多の津１－
１２－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 254,000円～
467,000円

正社員 40120-21257091

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
８６５３－７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 154,500円～
180,500円

正社員 46080- 3455491

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
８６５３－７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 154,500円～
180,500円

正社員 46080- 3454991

場内清掃（守山北
郷農場）

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
８６５３－７

労災
不問

1,200円～1,200
円

パート労働者 46080- 3439491

看護師（正・准） 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 173,000円～
223,000円

正社員 45050- 2179491

世話人／杉の湯荘 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
不問

800円～820円

パート労働者 45050- 2178991

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- 2177691

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- 2176391

精肉係／正社員 有限会社　太陽スー
パー戸村

宮崎県日南市南郷町中村乙２
４５７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 129,617円～
129,617円

正社員 45050- 2175091

青果担当 有限会社　太陽スー
パー戸村

宮崎県日南市南郷町中村乙２
４５７

雇用・労災
59歳
以下 762円～762円

パート労働者 45050- 2174191

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２
３４４

雇用・労災
64歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050- 2173591

生活相談員・介護
職／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64歳

以下 219,700円～
233,500円

正社員 45050- 2172291

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
18歳
以上 995円～1,025円

パート労働者 45050- 2171891

製造スタッフ 寿海酒造　株式会社 宮崎県串間市大字北方１２９
５番地

雇用・労災・
健康・厚生49歳

以下 131,500円～
155,000円

正社員 45050- 2170791

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

143,000円～
160,000円

正社員 45010-19736491

加入保険等 必要な免許資格

（契約）調理補助／宮
崎県日南市／在籍出向

ユーレストジャパン
株式会社

東京都中央区築地５－５－１
２　浜離宮建設プラザ４階・
５階

労災
不問

792円～792円

パート労働者 13010- 1427192

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

18歳
～
39歳

介護職／夜勤専従
パート

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年８月１３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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　　　　（８月２日から８月８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８月１３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ＡＴ

(1) 8時30分～18時00分
(2)14時00分～23時30分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

変形（１ヶ月単位） 登録販売者（医薬品）
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時00分～16時30分
(2) 8時00分～17時30分

（従業員数 0人 ）(3) 9時00分～18時30分
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時00分～16時30分
(2) 8時00分～17時30分

（従業員数 0人 ）(3) 9時00分～18時30分
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許二種
(1) 6時00分～14時00分
(2)12時00分～20時00分
(3)15時00分～23時00分

（従業員数 250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) 9時00分～18時00分

（従業員数 52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

(1) 9時00分～17時30分

（従業員数 42人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)12時00分～17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) 8時00分～17時00分

（従業員数 0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) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 5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 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時20分～17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) 8時00分～17時00分

（従業員数 12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 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 看護師

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 196人 ）(3)10時30分～19時30分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～13時00分

（従業員数 26人 ）
就業場所 宮崎県日南市

9時00分～22時00分の間
の8時間程度

又は 6時00分～23時00分の
間の7時間

8時00分～18時00分の間
の6時間程度

8時30分～17時15分の間
の4時間程度

調理員 特定非営利活動法人
Ｈａｐｐｙ　Ｃｒａｙ
ｏｎ

宮崎県日南市春日町１３－２
４

雇用・労災
不問

800円～1,000円

パート労働者 45050- 2158591

正看護師 社会福祉法人　愛泉
会　日南病院

宮崎県日南市大字風田３６４
９番地２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 187,300円～
223,300円

正社員 45050- 2157291

一般事務／パート 公益財団法人　宮崎県
健康づくり協会　日南
駐在

宮崎県日南市吾田西１丁目５
－１０　日南保健所内

労災
不問

768円～768円

パート労働者 45050- 2156891

製材工 日北木材　有限会社 宮崎県日南市北郷町大藤甲８
３８－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
180,000円

正社員 45050- 2155791

営業 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・
健康・厚生40歳

以下 155,000円～
210,000円

正社員 45050- 2154491

ガソリンスタンド
店員【急募】

平和石油　株式会社 宮崎県日南市南郷町中村甲１
２９９番地

雇用・労災
59歳
以下 850円～1,000円

パート労働者 45050- 2153991

ガソリンスタンド
店員【急募】

平和石油　株式会社 宮崎県日南市南郷町中村甲１
２９９番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
200,000円

正社員 45050- 2152691

スーパー内での寿司・
鮮魚販売（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

162,000円～
162,000円

正社員以外 45020- 4892891

スーパー内での寿司・
鮮魚販売（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
不問

900円～900円

パート労働者 45020- 4891791

スーパー内での寿司・
鮮魚販売（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
不問

900円～900円

パート労働者 45020- 4890491

自動車整備士／
（都城・日南・小
林）

宮崎日産自動車　株
式会社

宮崎県宮崎市花ケ島町屋形町
１１７９番地

雇用・労災・
健康・厚生29歳

以下 150,500円～
199,000円

正社員 45010-19562591

営業／（都城・日
南・小林）

宮崎日産自動車　株
式会社

宮崎県宮崎市花ケ島町屋形町
１１７９番地

雇用・労災・
健康・厚生29歳

以下 157,500円～
199,000円

正社員 45010-19558691

バス運転士（男・
女）／日南営業所

宮崎交通　株式会社 宮崎県宮崎市橘通西３丁目１
０番３２号　ボンベルタ橘東
館７Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 179,000円～
184,000円

正社員 45010-19536291

精肉技術職【正】
／（日南店）

株式会社　メガ生鮮 福岡県福岡市東区多の津１丁
目１２－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 259,000円～
497,000円

正社員 40120-21261791

青果技術職【正】
／（日南店）

株式会社　メガ生鮮 福岡県福岡市東区多の津１丁
目１２－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 259,000円～
497,000円

正社員 40120-21260491

登録販売者【正】
／（日南店）

株式会社トライアル
オペレーションズ

福岡県福岡市東区多の津１－
１２－２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 204,000円～
237,000円

正社員 40120-21259691

店舗スタッフ
【正】／（日南
店）

株式会社トライアル
オペレーションズ

福岡県福岡市東区多の津１－
１２－２

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 173,000円～
233,000円

正社員 40120-21258391

※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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　　　　（８月２日から８月８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８月１３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。 

管理栄養士
栄養士

(1) 9時00分～14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） 普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17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

危険物取扱者（乙種）
危険物取扱者（丙種）

(1)19時00分～22時00分 普通自動車免許ＡＴ

（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 27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30分～17時30分 介護職員初任者研修
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 7人 ）(3)16時30分～ 9時30分
就業場所 宮崎県日南市

(1)10時00分～16時00分

（従業員数 15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

変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修

(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 8人 ）(3)12時00分～21時00分
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30分～16時00分

（従業員数 376人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
(2)12時00分～21時00分

（従業員数 33人 ）(3)17時30分～ 2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
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分
(2) 9時00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
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

8時30分～21時00分の間
の5時間程度

葬儀セレモニース
タッフ／星倉会館

株式会社　想苑 宮崎県日南市上平野町２丁目
３番１０号

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45050- 2151391

葬祭アドバイザー
／星倉会館

株式会社　想苑 宮崎県日南市上平野町２丁目
３番１０号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,000円～
180,000円

正社員 45050- 2150091

発泡スチロール製
造

株式会社　アステック
コーポレーション　宮
崎工場

宮崎県日南市南郷町榎原１７
７－５

雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
174,000円

正社員 45050- 2149291

測量士補助【急
募】

株式会社　串間建設
コンサルタント

宮崎県串間市大字南方２０１
８番地１

雇用・労災・
健康・厚生不問

136,000円～
136,000円

正社員以外 45050- 2148891

ふるさと納税事務
／総合政策課

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

143,000円～
143,000円

正社員以外 45050- 2147791

介護職／正社員 社会福祉法人　大樹会
Ｓｏｃｉａｌ　Ｗｏｒ
ｋ日南

宮崎県日南市南郷町中村甲３
５２８番地２

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 157,000円～
182,200円

正社員 45050- 2145991

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- 2169391

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- 2168091

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- 2167191

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- 2166591

清掃・洗濯／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- 2165291

介護職員／正社員 株式会社　ひなこ 宮崎県日南市飫肥６丁目７－
５１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 157,000円～
180,000円

正社員 45050- 2164891

営業販売（建設・
土木・水道資材）

株式会社　大洋商会 宮崎県日南市上平野町１－３
－５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 145,000円～
200,000円

正社員 45050- 2163791

スタンド店員／夜
間パート

株式会社　小野石油
店

宮崎県日南市戸高２丁目３－
１０

労災
59歳
以下 850円～850円

パート労働者 45050- 2162491

スタンド店員 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- 2161991

自動車整備／資格
不問・見習い可

福永自動車　有限会
社

宮崎県日南市大字星倉５９３
０－７

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 150,000円～
170,000円

正社員 45050- 2160691

管理栄養士・栄養
士

特定非営利活動法人
Ｈａｐｐｙ　Ｃｒａｙ
ｏｎ

宮崎県日南市春日町１３－２
４

雇用・労災
不問

1,000円～1,200
円

パート労働者 45050- 2159191

18歳
～
64歳

18歳
～
40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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　　　　（８月２日から８月８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８月１３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ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 6時30分～15時30分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 0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
普通自動車免許一種

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時00分～12時00分

（従業員数 5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

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 5時00分～ 9時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)22時00分～ 2時00分
(2) 1時00分～ 5時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

登録販売者（医薬品）

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～13時00分
(2)14時00分～18時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時00分～10時00分
(2)14時00分～18時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～18時00分
(2)13時00分～22時00分

（従業員数 0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

（従業員数 0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

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
中型自動車免許一種

(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

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 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 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

7時00分～17時00分の間
の5時間程度

9時00分～22時00分の間
の4時間程度

9時00分～22時00分の間
の4時間程度

9時00分～22時00分の間
の8時間程度

7時00分～19時00分の間
の4時間程度

7時00分～18時00分の間
の4時間程度

7時00分～19時00分の間
の4時間

木工作業員／見習
い

黒岩建具店 宮崎県日南市大字平野５９３ 雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 132,600円～
154,700円

正社員 45050- 2110991

木工作業員 黒岩建具店 宮崎県日南市大字平野５９３ 雇用・労災・
健康・厚生不問

154,700円～
176,800円

正社員 45050- 2109091

自動車の回送・洗
車／アリーナ吾田

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・厚生不問

130,467円～
130,467円

正社員以外 45010-19398491

惣菜担当（日南
店）

株式会社　メガ生鮮 福岡県福岡市東区多の津１丁
目１２－２

労災
不問

900円～900円

パート労働者 40120-20651191

青果担当（日南
店）

株式会社　メガ生鮮 福岡県福岡市東区多の津１丁
目１２－２

労災
不問

900円～900円

パート労働者 40120-20650591

精肉担当（日南
店）

株式会社　メガ生鮮 福岡県福岡市東区多の津１丁
目１２－２

労災
不問

900円～900円

パート労働者 40120-20635191

短期スタッフ（日
南店）

株式会社トライアル
オペレーションズ

福岡県福岡市東区多の津１－
１２－２

労災
不問

1,200円～1,200
円

パート労働者 40120-20631791

清掃担当（日南
店）

株式会社トライアル
オペレーションズ

福岡県福岡市東区多の津１－
１２－２

労災
不問

850円～850円

パート労働者 40120-20626191

サービスカウンター・
事務・検収担当（日南
店）

株式会社トライアル
オペレーションズ

福岡県福岡市東区多の津１－
１２－２

労災
不問

900円～900円

パート労働者 40120-20618191

登録販売者（日南
店）

株式会社トライアル
オペレーションズ

福岡県福岡市東区多の津１－
１２－２

労災
不問

950円～950円

パート労働者 40120-20606791

夜間担当（日南
店）

株式会社トライアル
オペレーションズ

福岡県福岡市東区多の津１－
１２－２

労災
不問

1,250円～1,250
円

パート労働者 40120-20605491

早朝担当（日南
店）

株式会社トライアル
オペレーションズ

福岡県福岡市東区多の津１－
１２－２

労災
不問

950円～950円

パート労働者 40120-20603691

商品管理担当（日
南店）

株式会社トライアル
オペレーションズ

福岡県福岡市東区多の津１－
１２－２

労災
不問

900円～900円

パート労働者 40120-20599391

レジ担当（日南
店）

株式会社トライアル
オペレーションズ

福岡県福岡市東区多の津１－
１２－２

労災
不問

900円～900円

パート労働者 40120-20596591

調理員（宮崎県日
南市）

昭産商事　株式会社 北九州市門司区黄金町６－７ 雇用・労災
不問

762円～762円

パート労働者 40062- 4212791

調理・販売 お魚処　心 鹿児島県志布志市志布志町志
布志５９１－１不問

850円～900円

パート労働者 46080- 3401191

調理・販売 お魚処　心 鹿児島県志布志市志布志町志
布志５９１－１不問

177,800円～
271,780円

正社員 46080- 3400591

※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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　　　　（８月２日から８月８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８月１３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

（従業員数 48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

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 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(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

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 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

作業療法士

(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） 薬剤師

(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～13時30分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

薬剤師

（従業員数 410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 18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15分

（従業員数 33人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 土木施工管理技士１級
土木施工管理技士２級

(1) 8時00分～17時15分 普通自動車免許一種

（従業員数 33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15分

（従業員数 33人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 車両系整地掘削用運転
移動式クレーン運転士

(1) 8時00分～17時15分 車両系基礎工事用運転

（従業員数 33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30分～17時00分
(2)16時30分～ 8時30分

（従業員数 40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00分～16時30分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 40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）

(1) 8時00分～16時30分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 40人 ）(3) 9時30分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

6時00分～22時00分の間
の6時間程度

8時00分～17時00分の間
の5時間以上

8時00分～17時00分の間
の6時間程度

介護職員／日勤の
み

医療法人愛鍼会　山元
病院　老人保健施設ハ
イム苑

宮崎県日南市中央通１丁目１
０番１５号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 131,000円～
131,000円

正社員 45050- 2130891

介護福祉士／日勤
のみ

医療法人愛鍼会　山元
病院　老人保健施設ハ
イム苑

宮崎県日南市中央通１丁目１
０番１５号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 139,000円～
139,000円

正社員 45050- 2129991

正看護師・准看護
師

医療法人愛鍼会　山元
病院　老人保健施設ハ
イム苑

宮崎県日南市中央通１丁目１
０番１５号

雇用・労災・
健康・厚生

170,000円～
190,000円

正社員 45050- 2128691

技能工 永野建設　株式会社 宮崎県日南市大字酒谷乙１０
３２２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 183,500円～
251,500円

正社員 45050- 2126091

土木作業員 永野建設　株式会社 宮崎県日南市大字酒谷乙１０
３２２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 168,000円～
220,500円

正社員 45050- 2125191

土木施工管理技士
（有資格者）

永野建設　株式会社 宮崎県日南市大字酒谷乙１０
３２２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 210,000円～
330,000円

正社員 45050- 2124591

土木施工管理技士
（無資格者）

永野建設　株式会社 宮崎県日南市大字酒谷乙１０
３２２

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 155,000円～
290,000円

正社員 45050- 2123291

一般作業及び運転
手

株式会社　谷口組 宮崎県串間市大字西方７１６ 雇用・労災・
健康・厚生不問

200,000円～
250,000円

正社員 45050- 2122891

薬剤師／パート 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災
不問

2,500円～3,000
円

パート労働者 45050- 2121791

清掃・洗濯業務／
パート

医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災
不問

762円～762円

パート労働者 45050- 2120491

薬剤師【ほしくら
薬局】

有限会社　オーク 宮崎県日南市吾田東九丁目２
番５号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 450,000円～
550,000円

正社員 45050- 2117091

作業療法士 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 210,000円～
259,000円

正社員 45050- 2116191

営繕 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 132,500円～
160,000円

正社員 45050- 2115591

薬剤助手 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 132,500円～
160,000円

正社員 45050- 2114291

経理事務 医療法人十善会　県
南病院

宮崎県串間市大字西方３７２
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 140,000円～
240,000円

正社員 45050- 2113891

建築設計 株式会社　作田建築
設計

宮崎県日南市大字風田３９９
９－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
300,000円

正社員 45050- 2112791

サービススタッフ
／６～８時間

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３８
００

雇用・労災
不問

762円～1,000円

パート労働者 45050- 2111491

18歳
～
59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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　　　　（８月２日から８月８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８月１３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） 看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時00分
(2)16時30分～ 8時30分

（従業員数 80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30分～17時00分

（従業員数 80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30分～ 8時30分

（従業員数 80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

（従業員数 80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

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）

(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） 自動車整備士（２級）
普通自動車免許一種

(1) 9時30分～18時30分

（従業員数 18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) 9時00分～16時00分
(2)10時00分～17時00分

（従業員数 27人 ）(3)11時00分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 栄養士

(1) 9時00分～18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) 9時00分～17時40分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(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

販売員（日南平野
店）（準社員）

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・厚生不問

140,800円～
158,400円

正社員以外 40150- 6654291

営業職（日南支
店）

ヤンマーアグリジャ
パン株式会社　九州
支社

福岡県筑後市大字一条５３５
番地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

146,000円～
210,000円

正社員 40140- 4045991

栄養士（正）／日
南市

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～
200,000円

正社員 40120-20390891

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 34020-11460591

8時30分～20時40分の間
の3時間以上

賃貸アパート・マン
ション等の管理サービ
ススタッフ／宮崎

大東建託パートナー
ズ株式会社

東京都港区港南２－１６－１
品川イーストワンタワー１７
Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

38歳
以下 150,000円～

150,000円
正社員 13040-98436091

自動車整備士 株式会社ホンダカー
ズ宮崎南

宮崎県日南市吾田東９丁目８
－２０

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 174,600円～
253,000円

正社員 45050- 2144691

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- 2143391

看護師（正・准）
／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・
健康・厚生64歳

以下 230,000円～
250,000円

正社員 45050- 2142091

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- 2141191

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- 2140591

調理人　【急募】 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- 2139791

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- 2138491

法面工 株式会社　匠 宮崎県日南市北郷町郷之原乙
２０６４－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 209,700円～
233,000円

正社員 45050- 2135391

介護職員／日勤の
み

医療法人　愛鍼会
山元病院

宮崎県日南市中央通１丁目１
０－１５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 131,000円～
131,000円

正社員 45050- 2134091

介護職員 医療法人　愛鍼会
山元病院

宮崎県日南市中央通１丁目１
０－１５

雇用・労災・
健康・厚生

131,000円～
131,000円

正社員 45050- 2133191

正・准看護師／日
勤のみ

医療法人　愛鍼会
山元病院

宮崎県日南市中央通１丁目１
０－１５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
190,000円

正社員 45050- 2132591

正・准看護師 医療法人　愛鍼会
山元病院

宮崎県日南市中央通１丁目１
０－１５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
190,000円

正社員 45050- 2131291

18歳
～
59歳

18歳
～
64歳

18歳
～
64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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　　　　（８月２日から８月８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８月１３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。 

介護福祉士
介護職員初任者研修
ホームヘルパー２級

（従業員数 14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

看護師
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 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
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

（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

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

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時15分～17時00分
(2) 0時00分～ 9時00分

（従業員数 210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

（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15分～17時00分
(2)15時30分～ 0時30分

（従業員数 210人 ）(3) 0時00分～ 9時00分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 141人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 看護師
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
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 210人 ）
就業場所 宮崎県日南市

正看護師（訪問看
護）

医療法人同仁会　谷
口病院

宮崎県日南市大字風田３８６
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 183,000円～
251,000円

正社員 45050- 2087191

養殖補助員（網
場）

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

135,115円～
135,115円

正社員以外 45050- 2086591

介護福祉士 医療法人同仁会　谷
口病院

宮崎県日南市大字風田３８６
１

雇用・労災・
健康・厚生

135,000円～
145,000円

正社員 45050- 2085291

18歳
～
59歳

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- 2084891

介護職／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

800円～900円

パート労働者 45050- 2083791

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- 2081991

7時00分～18時00分の間
の4時間程度

8時30分～17時30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

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- 2080691

看護補助 医療法人同仁会　谷
口病院

宮崎県日南市大字風田３８６
１

雇用・労災・
健康・厚生

131,826円～
131,826円

正社員 45050- 2079191

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- 2078591

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- 2077291

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- 2076891

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- 2075791

運行管理者、操車
員

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60歳

以下 160,000円～
170,000円

正社員 45050- 2074491

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- 2073991

看護師／日勤のみ
【急募】

株式会社　ひなこ 宮崎県日南市飫肥６丁目７－
５１

雇用・労災・
健康・厚生不問

210,000円～
240,000円

正社員 45050- 2072691

6時00分～18時00分の間
の8時間

7時00分～19時00分の間
の8時間程度

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- 2071391

訪問介護員／パー
ト

社会福祉法人　敬和会
昭寿園　訪問介護事業
所

宮崎県日南市大字風田３２２
４番地

雇用・労災
不問

1,000円～1,400
円

パート労働者 45050- 2070091

7時30分～18時00分の間
の1時間以上

18歳
～
59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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　　　　（８月２日から８月８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８月１３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） 看護師
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時15分～17時00分 普通自動車免許一種
(2)16時00分～ 9時00分

（従業員数 210人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(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ヶ月単位） 准看護師
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時15分～17時00分 普通自動車免許一種
(2)16時00分～ 9時00分

（従業員数 210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30分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 精神保健福祉士
普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

（従業員数 210人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 歯科衛生士

(1) 8時00分～18時00分
(2) 8時00分～13時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

歯科衛生士

(1) 8時00分～13時00分
(2)14時30分～18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) 8時00分～18時00分
(2) 8時00分～13時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

管理栄養士
調理師

(1) 8時15分～17時00分 栄養士
(2) 8時30分～13時00分

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市

中型一種（８ｔ限定）
大型自動車免許一種

(1) 7時25分～16時30分 中型自動車免許一種

（従業員数 41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
建築施工管理技士２級

(1) 8時00分～17時00分 建築施工管理技士１級

（従業員数 21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 21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 21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 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) 9時00分～17時00分
(2)17時00分～ 0時00分

（従業員数 20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) 9時00分～17時00分
(2)17時00分～ 0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） 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
(2)17時00分～ 9時00分

（従業員数 85人 ）(3) 7時00分～15時00分
就業場所 宮崎県日南市

ホテル設備の保
守・メンテナンス
業務

ジェイズ北郷リゾー
ト　株式会社

宮崎県日南市北郷町郷之原甲
２８２１－１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 150,000円～
300,000円

正社員以外 45050- 2108191

ホール係 有限会社　アップル
カンパニー

宮崎県日南市南郷町中村乙７
０５１－２０７

雇用・労災・
健康・厚生

182,500円～
182,500円

正社員 45050- 2107591

18歳
～
64歳

カウンター係 有限会社　アップル
カンパニー

宮崎県日南市南郷町中村乙７
０５１－２０７

雇用・労災・
健康・厚生

162,500円～
162,500円

正社員 45050- 2106291

事務職／本社 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 169,360円～
185,600円

正社員 45050- 2103491

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 208,800円～
371,200円

正社員 45050- 2102991

18歳
～
64歳

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 162,400円～
197,200円

正社員 45050- 2101691

建築施工管理技士 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 309,065円～
500,000円

正社員 45050- 2100391

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- 2099491

調理職 敬慈福祉会　にちな
ん保育園

宮崎県日南市吾田東５丁目９
番４２号

雇用・労災・
健康・厚生不問

167,240円～
167,240円

正社員以外 45050- 2098991

歯科助手／正社員 医療法人　倉元歯科
診療所　倉元歯科医
院

宮崎県日南市大字星倉１－５
－６

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 145,680円～

145,680円
正社員 45050- 2097691

歯科衛生士／パー
ト

医療法人　倉元歯科
診療所　倉元歯科医
院

宮崎県日南市大字星倉１－５
－６

雇用・労災
59歳
以下 1,100円～1,100

円
パート労働者 45050- 2096391

歯科衛生士／正社
員

医療法人　倉元歯科
診療所　倉元歯科医
院

宮崎県日南市大字星倉１－５
－６

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 160,000円～

160,000円
正社員 45050- 2095091

精神保健福祉士 医療法人同仁会　谷
口病院

宮崎県日南市大字風田３８６
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 176,000円～
210,000円

正社員 45050- 2094191

農作業員 有限会社　アグリカ
ンパニー

宮崎県日南市大字平野４２９
９

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
170,000円

正社員 45050- 2093591

7時30分～18時30分の間
の8時間程度

准看護師（２交替
制）

医療法人同仁会　谷
口病院

宮崎県日南市大字風田３８６
１

雇用・労災・
健康・厚生

147,300円～
208,500円

正社員 45050- 2092291

木材作業員 有限会社大山工業 宮崎県串間市西浜２丁目７２
４７－７０

雇用・労災・
健康・厚生不問

170,000円～
170,000円

正社員 45050- 2090791

正看護師（２交替
制）

医療法人同仁会　谷
口病院

宮崎県日南市大字風田３８６
１

雇用・労災・
健康・厚生

146,000円～
252,000円

正社員 45050- 2089391

18歳
～
59歳

18歳
～
59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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　　　　（８月２日から８月８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８月１３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） 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 7時45分～17時00分

（従業員数 39人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

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 介護職員初任者研修
(2)10時00分～19時00分

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

(1) 8時00分～17時15分

（従業員数 178人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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 178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 178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30分～17時30分

（従業員数 4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30分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

保育士

（従業員数 5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30分～17時30分

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県日南市

ホームヘルパー２級
介護福祉士

(1) 8時30分～17時30分 介護職員初任者研修

（従業員数 23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) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 23人 ）(3)10時00分～19時00分
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 20人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1)15時00分～ 0時00分

（従業員数 2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) 6時00分～15時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県日南市

理容師
美容師

(1) 9時00分～19時00分
(2)12時00分～22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） 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)16時00分～ 9時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

9時00分～18時00分の間
の7時間程度

工場管理［都城
市・日南市］

インフラテック　株
式会社

鹿児島市与次郎２－７－２５ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 173,438円～

378,210円
正社員 46010-20846591

介護職員／正社員 株式会社　和顔愛語 宮崎県日南市板敷８３０番地 雇用・労災・
健康・厚生

150,000円～
164,000円

正社員 45050- 2016791

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 147,000円～
196,500円

正社員 45050- 2043291

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

136,200円～
148,300円

正社員以外 45050- 2044591

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 147,000円～
196,500円

正社員 45050- 2045191

45050- 2013691

営業（住宅の販
売）

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59歳

以下 250,000円～
250,000円

正社員 45050- 2051291

販売員 株式会社サンメッセ
日南

宮崎県日南市大字宮浦２６５
０番地

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 125,000円～
160,000円

正社員 45050- 2064691

保育士／正社員 合同会社　ごんはる 宮崎県日南市北郷町郷之原甲
３５９８番地１

雇用・労災・
健康・厚生65歳

以下 170,000円～
200,000円

正社員 45050- 2009891

7時00分～20時00分の間
の8時間程度

正社員 45050- 2003091

食鳥処理 株式会社　地頭鶏恵 宮崎県日南市大字塚田乙１９
２２番地１

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
200,000円

正社員 45050- 2004391

看護師 合同会社　ごんはる 宮崎県日南市北郷町郷之原甲
３５９８番地１

雇用・労災・
健康・厚生65歳

以下 150,000円～
180,000円

正社員 45050- 2011091

介護士／デイサー
ビス

合同会社　ごんはる 宮崎県日南市北郷町郷之原甲
３５９８番地１

雇用・労災・
健康・厚生65歳

以下 140,000円～
170,000円

正社員 45050- 2012391

介護士／ホーム 合同会社　ごんはる 宮崎県日南市北郷町郷之原甲
３５９８番地１

雇用・労災・
健康・厚生

140,000円～
170,000円

正社員

18歳
～
64歳

理・美容師（アシスタ
ント・スタイリスト）

合名会社　ヘアーサ
ロン　かわの

宮崎県日南市大字東弁分甲８
３０

雇用・労災・
健康・厚生不問

145,000円～
145,000円

正社員 45050- 1996091

介護職【いたじ
き】

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 142,000円～
150,000円

正社員 45050- 1998691

18歳
～
65歳

小動物トレーナー
／正社員

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～
200,000円

正社員 45050- 2000291

調理職 株式会社　地頭鶏恵 宮崎県日南市大字塚田乙１９
２２番地１

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 200,000円～
300,000円

※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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