
　　　　（６月２８日から７月４日までの最新の求人です。）

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(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

看護師
准看護師

（従業員数 44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）
(1) 6時00分～15時00分
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 簿記検定（日商２級）
簿記検定（全商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

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

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(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

(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

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～15時00分
(2) 9時00分～17時00分

（従業員数 85人 ）(3)14時00分～22時00分
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

変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 53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 53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30分～17時00分
(2) 8時30分～12時00分

（従業員数 45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

(1) 6時30分～15時00分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 45人 ）(3) 9時00分～18時30分
就業場所 宮崎県串間市

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 41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。

看護師（正・准）
／パート

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
59歳
以下 1,050円～1,050円

パート労働者 45050- 1825391

加入保険等 必要な免許資格

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- 5738991

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

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- 1830591

厨房スタッフ（調
理）

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 139,000円～
160,000円

正社員 45050- 1829791

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- 1826691

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- 1833391

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- 1832091

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- 1831191

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 762円～762円

パート労働者 45050- 1838891

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 135,000円～
140,000円

正社員 45050- 1837791

フロント・予約業
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・厚生不問

150,000円～
250,000円

正社員以外 45050- 1836491

一般事務（経理含
む）

社会福祉法人　深緑
会　さつき園

串間市大字西方１２１３番地 雇用・労災・
健康・厚生不問

167,300円～
197,175円

正社員以外 45050- 1841391

クレーン運転工
【見習い可】

株式会社　谷口重機
建設

宮崎県日南市大字下方１０９
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
225,000円

正社員 45050- 1840091

営業 株式会社　谷口重機
建設

宮崎県日南市大字下方１０９
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 230,000円～
250,000円

正社員 45050- 1839291

一般事務／２２条
職員

宮崎県　日南土木事
務所

宮崎県日南市戸高１－１２－
１

雇用・労災・
健康・厚生不問

124,000円～
124,000円

正社員以外 45050- 1843991

生活支援員 社会福祉法人　深緑
会　さつき園

串間市大字西方１２１３番地 雇用・労災・
健康・厚生不問

167,300円～
191,200円

正社員以外 45050- 1842691

又は 8時30分～23時00
分の間の8時間

 8時15分～18時15分の
間の4時間程度

又は 6時00分～19時00分の
間の8時間程度

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年７月８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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　　　　（６月２８日から７月４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７月８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 45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30分
(2)16時30分～ 9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) 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

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(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

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

（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
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分
(2)12時00分～21時00分

（従業員数 73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

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 73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 確定拠出年金

変形（１ヶ月単位） 栄養士
管理栄養士

(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

(1)13時00分～18時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 6時00分～12時00分
(2)12時30分～18時30分

（従業員数 3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00分
(2) 9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時00分

（従業員数 273人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

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

理学療法士
作業療法士

(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

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 1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) 7時00分～16時00分 介護職員初任者研修
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 55人 ）(3) 0時00分～ 9時00分
就業場所 宮崎県日南市

生活支援員／パー
ト

社会福祉法人　深緑
会　さつき園

串間市大字西方１２１３番地 雇用・労災

不問
900円～1,200円

パート労働者 45050- 1844491

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 134,000円～
165,000円

正社員 45050- 1847291

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

134,000円～
165,000円

正社員 45050- 1846891

18歳
～
64歳

正・准看護師 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
２８号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 155,000円～
285,140円

正社員 45050- 1845791

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 13040-86290391

18歳
～
34歳

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- 1850691

薬剤師 株式会社　ジーシー 宮崎県串間市大字市木２０２
５番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

500,000円～
550,000円

正社員 45050- 1848591

サービスエンジニア及
び施工管理（宮崎出張
所）

日新興業株式会社 大阪府大阪市淀川区三国本町
１丁目１２－３０

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

35歳
以下 173,000円～

313,300円
正社員 27060-24229391

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 13040-86298191

9時00分～ 0時00分の間
の8時間程度

調理員 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

労災
不問

830円～930円

パート労働者 40120-17918291

調理員 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
不問

810円～900円

パート労働者 40120-17914991

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 165,000円～
180,000円

正社員 40120-17907491

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- 1782291

店舗社員（宮崎南エリ
ア）
≪　　急　募　　≫

ダイレックス　株式
会社

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長
瀬９３０

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
145,000円～
250,000円

正社員 41010-10654891
又は 7時00分～22時00分の

間の8時間程度

介護職員 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

149,000円～
199,000円

正社員 45050- 1785091

18歳
～
59歳

林業作業員 有限会社　日南土質
測量設計コンサルタ
ント

宮崎県日南市大字板敷２５５
０－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

190,000円～
200,000円

正社員 45050- 1784191

理学療法士／作業
療法士

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

160,000円～
202,000円

正社員以外 45050- 1783591

6時30分～21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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　　　　（６月２８日から７月４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７月８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）

(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 55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15分～17時20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
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 55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) 9時00分～18時00分
(2) 9時30分～18時30分

（従業員数 55人 ）(3)17時00分～ 9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00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 175人 ）(3) 9時30分～18時30分
就業場所 宮崎県串間市

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

変形（１ヶ月単位）

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 10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）

(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

(1)18時00分～21時00分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修
介護福祉士

（従業員数 1人 ）
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) 8時30分～13時00分

（従業員数 7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) 9時00分～17時00分

（従業員数 39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 8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 23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 23人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1)11時00分～15時00分
(2) 8時00分～15時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師【日勤の
み】

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 170,000円～
220,000円

正社員 45050- 1788991

営業 株式会社　新生社印
刷　日南支店

宮崎県日南市大字益安１０４
０－１

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 190,000円～
190,000円

正社員 45050- 1787691

介護職員／ホーム
【日勤のみ】

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 149,000円～
169,000円

正社員 45050- 1786391

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- 1791591

看護師（正・准） 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

205,000円～
275,000円

正社員以外 45050- 1790291

看護師 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

170,000円～
220,000円

正社員 45050- 1789491

18歳
～
59歳

店員 すし屋　元年 宮崎県日南市飫肥２丁目７－
２８

労災
不問

1,000円～1,200
円

パート労働者 45050- 1794391

調理補助 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 137,000円～
150,000円

正社員 45050- 1793091

介護職／グランデ櫻宴
（住宅型有料老人ホー
ム）

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

132,500円～
187,900円

正社員 45050- 1792191

18歳
～
59歳

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- 1797491

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- 1796991

訪問介護員 介護保険タクシーあ
い　株式会社

宮崎県日南市大字平野６２４
－１

労災
不問

1,250円～1,470
円

パート労働者 45050- 1795691

8時00分～18時00分の間
の4時間程度

土木施工管理技術
者／見習い可

松浦建設　株式会社 宮崎県串間市大字南方２２１
９－８５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 210,000円～
280,000円

正社員 45050- 1800991

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- 1799891

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- 1798791

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 770円～900円

パート労働者 45050- 1803891

普通作業員 松浦建設　株式会社 宮崎県串間市大字南方２２１
９－８５

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 200,000円～
250,000円

正社員 45050- 1802791

※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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　　　　（６月２８日から７月４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７月８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）

(1) 8時00分～17時00分
(2)21時00分～ 6時00分

（従業員数 55人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護福祉士
社会福祉士

(1) 8時15分～17時30分 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

交替制あり 介護福祉士
ホームヘルパー２級

(1) 8時15分～12時15分 介護職員初任者研修
(2)13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ヶ月単位） 介護福祉士
介護職員初任者研修

(1) 8時30分～18時00分 ホームヘルパー２級
(2)17時45分～ 8時45分

（従業員数 27人 ）
就業場所 宮崎県日南市

薬剤師

(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） 精神保健福祉士

(1) 8時00分～17時00分
(2)17時00分～ 8時00分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

介護支援専門員
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 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 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） 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

歯科衛生士

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

歯科衛生士

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり

(1) 5時30分～15時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 410人 ）(3)10時00分～19時15分
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)16時30分～ 8時30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)16時30分～ 8時30分

（従業員数 410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
介護職員初任者研修

(1) 9時00分～13時00分 ホームヘルパー２級
(2)14時00分～18時00分

（従業員数 27人 ）
就業場所 宮崎県日南市

柔道整復師
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～19時00分 普通自動車免許一種
(2)14時00分～21時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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- 1804291

介護職員 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２
５５８番地２

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 164,140円～
174,270円

正社員以外 45050- 1808391

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
不問

840円～870円

パート労働者 45050- 1807091

生活相談員／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64歳

以下 182,000円～
194,200円

正社員 45050- 1806191

介護支援専門員 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 170,000円～
209,400円

正社員 45050- 1811791

精神保健福祉士又
は社会福祉士

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 171,000円～
260,400円

正社員 45050- 1810491

薬剤師 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 541,667円～
541,667円

正社員 45050- 1809691

歯科衛生士／外来
【正社員】

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 150,000円～
190,000円

正社員 45050- 1814591

准看護師 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 170,000円～
196,900円

正社員 45050- 1813291

正看護師 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 182,000円～
226,400円

正社員 45050- 1812891

正・准看護師【夜
勤専従】

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 213,000円～
233,000円

正社員 45050- 1817391

調理スタッフ 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～
187,900円

正社員 45050- 1816091

歯科衛生士／外来
【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

850円～850円

パート労働者 45050- 1815191

介護職員／パート 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
不問

840円～870円

パート労働者 45050- 1820891

介護職／夜勤専従 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18歳

以上 173,100円～
183,700円

正社員以外 45050- 1819991

看護補助者【夜勤
専従】

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

146,000円～
146,000円

正社員 45050- 1818691

18歳
～
59歳

柔道整復師 日南スポーツ鍼灸整
骨院

宮崎県日南市中央通２丁目９
－７

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 230,000円～
250,000円

正社員 45050- 1822591

※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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　　　　（６月２８日から７月４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７月８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） 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許一種

(1)18時00分～22時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(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

(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年単位）

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 66人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 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）

(1) 8時00分～16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) 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） 中型自動車免許一種
中型一種（８ｔ限定）

(1) 8時00分～17時00分 大型自動車免許一種

（従業員数 21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30分

（従業員数 35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
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

（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
普通自動車免許一種

(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
普通自動車免許一種

(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
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

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～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

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年単位）

(1) 8時30分～16時50分

（従業員数 22人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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 1,000円～1,000

円
パート労働者 45010-16374791

ルート営業（串間
営業所）

株式会社　中京医薬
品

愛知県半田市亀崎北浦町２丁
目１５－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

44歳
以下 207,700円～

248,900円
正社員 23070- 8276891

設備保全・メンテ
ナンス

株式会社　エスエヌ
シー

宮崎県日南市大字東弁分甲２
８０番地２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 133,640円～
210,000円

正社員 45050- 1755991

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

762円～800円

パート労働者 45040- 7460691

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

125,000円～
131,000円

正社員 45040- 7459191

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- 1758891

鮮魚係 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 170,100円～
170,100円

正社員 45050- 1757791

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- 1756491

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- 1764491

介護員（夜勤専
従）

社会福祉法人　愛泉会
養護老人ホーム清風園

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
３６５５－５

雇用・労災
18歳
以上 800円～950円

パート労働者 45050- 1761391

集配運転手／正社
員

宮崎ダイキュー運輸
株式会社

宮崎県日南市大字東弁分乙３
５１－１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
160,000円

正社員 45050- 1759291

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- 1767291

18歳
～
64歳

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

135,000円～
140,000円

正社員 45050- 1766891

18歳
～
64歳

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 135,000円～
140,000円

正社員以外 45050- 1765791

工員 有限会社　サンキョ
ウ

宮崎県日南市梅ケ浜２丁目７
－１４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 132,550円～
168,700円

正社員 45050- 1770691

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- 1769191

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- 1768591

※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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　　　　（６月２８日から７月４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７月８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）

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 170人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（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) 8時30分～17時30分
(2)16時30分～ 9時30分

（従業員数 60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30分 普通自動車免許一種

（従業員数 60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 60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 60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00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 60人 ）(3)10時00分～19時00分
就業場所 宮崎県日南市

歯科衛生士

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～12時00分
(2)13時00分～16時30分

（従業員数 45人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 7時30分～16時30分
(2) 7時30分～11時30分

（従業員数 45人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師

(1) 9時00分～15時45分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～16時00分

（従業員数 47人 ）
就業場所 宮崎県日南市

診療情報管理士

(1) 8時15分～17時15分

（従業員数 137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

特定曜日のみ(2)

(1) 8時00分～14時00分
(2) 8時00分～12時00分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

フォークリフト技能者

(1) 7時50分～17時10分

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県日南市

病院事務職 串間市民病院 宮崎県串間市大字西方７９１
７

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
144,000円

正社員以外 45050- 1772491

コールセンター／
正社員：リーダー
候補

デジタルゲイト株式
会社　　日南支店

宮崎県日南市岩崎３丁目６－
５　三浦ビル２Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 220,000円～
220,000円

正社員 45050- 1771991

9時45分～21時00分の間
の8時間以上

ケアマネージャー 医療法人慶明会　介護
老人保健施設おびの里

宮崎県日南市飫肥６丁目１番
１５号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 185,448円～
243,537円

正社員 45050- 1775291

正・准看護師 医療法人慶明会　介護
老人保健施設おびの里

宮崎県日南市飫肥６丁目１番
１５号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 162,670円～
238,137円

正社員 45050- 1774891

コールセンター／
パート

デジタルゲイト株式
会社　　日南支店

宮崎県日南市岩崎３丁目６－
５　三浦ビル２Ｆ

雇用・労災
不問

900円～900円

パート労働者 45050- 1773791

10時00分～21時00分の
間の6時間程度

介護職員／ホーム 医療法人慶明会　介護
老人保健施設おびの里

宮崎県日南市飫肥６丁目１番
１５号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 142,000円～
238,137円

正社員 45050- 1778091

正・准看護師／デ
イケア

医療法人慶明会　介護
老人保健施設おびの里

宮崎県日南市飫肥６丁目１番
１５号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 167,670円～
243,137円

正社員 45050- 1777191

理学療法士 医療法人慶明会　介護
老人保健施設おびの里

宮崎県日南市飫肥６丁目１番
１５号

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 173,825円～
238,537円

正社員 45050- 1776591

孵化業務（北郷孵
卵場）

株式会社　児湯食鳥 宮崎県児湯郡川南町大字川南
２１６２２－１

雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45060- 2637991
又は 8時00分～16時30分の

間の4時間程度

歯科衛生士 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

150,400円～
202,000円

正社員以外 45050- 1779391

普通銀行業務（日
南・串間地区）

株式会社　宮崎銀行 宮崎県宮崎市橘通東４－３－
５

雇用・労災
不問

850円～1,000円

パート労働者 45010-15994291

保健事業補助業務
／日南市

株式会社　共立メンテ
ナンス　ＰＫＰ事業本
部　九州支店

福岡県福岡市博多区博多駅前
３丁目２６－２９　九勧博多
ビル２階

雇用・労災
不問

877円～877円

パート労働者 40010-50155491

孵化業務（北郷孵
卵場）

株式会社　児湯食鳥 宮崎県児湯郡川南町大字川南
２１６２２－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
138,000円～
138,000円

正社員以外 45060- 2641191

清掃／日南市（し
あわせの里）

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
不問

762円～762円

パート労働者 45010-16105491

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

762円～762円

パート労働者 45010-16100191

医療事務（診療情
報管理業務）／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－
４７　宮崎プレジデントビル
７Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

170,000円～
200,000円

正社員 45010-16093791

木材の運搬作業
（フォークリフト）／
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

158,400円～
158,400円

有期雇用派遣 45010-16128391

※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。
6



　　　　（６月２８日から７月４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７月８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

(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
(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

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

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時10分

（従業員数 24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

(1) 8時00分～17時10分

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市 確定拠出年金

(1) 9時15分～17時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時15分～17時00分

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県串間市

理容師
美容師

(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

普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 91人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位）

(1) 8時15分～16時50分

（従業員数 13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 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） ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修

(1) 7時00分～15時30分 介護福祉士
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 20人 ）(3)10時30分～19時00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)16時30分～ 9時30分 介護福祉士

（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) 8時30分～17時00分

（従業員数 20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
普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 11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 21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 21人 ）
就業場所 宮崎県日南市

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 45010-16139991

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 45010-16129691

電気工事（日南
市）

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40歳

以下 153,500円～
235,000円

正社員 45020- 3997391

保全工（日南市） 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40歳

以下 153,500円～
235,000円

正社員 45020- 3993291

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 45010-16321391

理容師・美容師 株式会社　プランク
ス

宮崎県日南市飫肥５丁目－１
－３５

雇用・労災・
健康・厚生不問

193,600円～
246,400円

正社員以外 45050- 1736091

商工会議所共済・福祉
制度推進スタッフ（串
間駐在）

アクサ生命保険　株
式会社　都城営業所

宮崎県都城市姫城町４－１都
城商工会館１Ｆ　＜南Ｐ４１
２　Ｂ－３＞

雇用・労災・
健康・厚生不問

180,000円～
240,000円

正社員 45040- 7142291

商工会議所共済・福祉
制度推進スタッフ（日
南分室）

アクサ生命保険　株
式会社　都城営業所

宮崎県都城市姫城町４－１都
城商工会館１Ｆ　＜南Ｐ４１
２　Ｂ－３＞

雇用・労災・
健康・厚生不問

180,000円～
240,000円

正社員 45040- 7141891

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- 1740891

検査員 合同会社　日南プレ
ス

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 135,000円～
150,000円

正社員 45050- 1738691

総合職 串間市大束農業協同
組合

宮崎県串間市大字奈留５２３
７－１

雇用・労災・
健康・厚生30歳

以下 145,000円～
162,400円

正社員 45050- 1737391

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- 1743191

介護職／パート
【夜勤専従】

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

1,084円～1,184
円

パート労働者 45050- 1742591

18歳
～
59歳

介護職【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

145,000円～
160,000円

正社員 45050- 1741291

18歳
～
59歳

製材作業員 有限会社　共和木材
社

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
６４２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,300円～
206,100円

正社員 45050- 1746691

仕分け結束作業 有限会社　共和木材
社

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
６４２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 137,400円～
160,300円

正社員 45050- 1745391

看護師／パート 株式会社　心の里
（デイサービス　心の
里）

宮崎県日南市大字平野１４９
８番地８

雇用・労災
59歳
以下 900円～900円

パート労働者 45050- 1744091

8時30分～17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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　　　　（６月２８日から７月４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７月８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) 9時00分～16時00分 普通自動車免許一種
(2)13時00分～17時00分

（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ＡＴ
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

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30分

（従業員数 76人 ）
就業場所 宮崎県串間市

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

交替制あり

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市

土木施工管理技士１級
土木施工管理技士２級

(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許一種

（従業員数 41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

普通自動車免許一種
土木施工管理技士２級

(1) 8時30分～17時15分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

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 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 15人 ）
就業場所 宮崎県日南市他

(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ヶ月単位）

(1)16時30分～ 9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） 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～17時30分

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

商品製造作業（成形・
袋詰め）／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

131,064円～
154,800円

正社員以外 45050- 1749791

商品製造作業（成形・
袋詰め）／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～
206,400円

正社員以外 45050- 1748491

商品製造作業（成形・
袋詰め）／パート

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
不問

762円～900円

パート労働者 45050- 1747991
又は 9時00分～17時00分の

間の4時間以上

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- 1751191
又は 5時30分～19時00分の

間の4時間

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- 1750591
又は 5時30分～19時00分の

間の8時間

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- 1754691

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- 1753391

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- 1752091

レジ業務［日南
市］

株式会社九州ケーズデ
ンキ　ケーズデンキ
鹿児島本店

鹿児島県鹿児島市東開町４－
１２

雇用・労災・
健康・厚生不問

920円～920円

パート労働者 46016- 5019691

9時40分～20時10分の間
の7時間

家電製品の販売
［日南市］

株式会社九州ケーズデ
ンキ　ケーズデンキ
鹿児島本店

鹿児島県鹿児島市東開町４－
１２

雇用・労災・
健康・厚生不問

920円～920円

パート労働者 46016- 5001691

9時40分～20時10分の間
の7時間

（臨）土木技術者（２
級）
（宮崎市・日南市）

株式会社　コバルト
技建

鹿児島県志布志市有明町原田
２３００番地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

220,000円～
370,000円

正社員以外 46080- 2811591

（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- 7387091

土木技術者（日南国道
維持出張所）（派遣）

西薗技術　株式会社 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 290,000円～
480,000円

無期雇用派遣 46030- 5302191

介護職員／夜勤専
従

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 130,000円～
156,000円

正社員 45050- 1729691

地域医療連携業務
／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－
４７　宮崎プレジデントビル
７Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生不問

125,000円～
140,000円

正社員以外 45010-15914091

（臨）土木技術者（１
級）
（宮崎市・日南市・延
岡市）

株式会社　コバルト
技建

鹿児島県志布志市有明町原田
２３００番地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

270,000円～
470,000円

正社員以外 46080- 2825491

介護職員／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 134,000円～
165,000円

正社員 45050- 1730491

※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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　　　　（６月２８日から７月４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７月８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
普通自動車免許一種

(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

(1)11時00分～14時00分
(2)17時00分～21時00分

（従業員数 35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 32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 32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 宮崎県串間市

原動機付自転車免許

(1) 8時30分～15時30分
(2) 8時00分～16時00分

（従業員数 72人 ）(3) 8時00分～17時00分
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(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） 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時00分
(2)13時00分～21時30分

（従業員数 30人 ）(3)13時00分～10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)10時00分～19時00分

（従業員数 13人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 17人 ）(3) 9時00分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

大型自動車免許一種

(1)15時30分～ 3時30分
(2) 9時00分～18時00分

（従業員数 11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

（従業員数 24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) 9時00分～18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） 普通自動車免許一種
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 34人 ）
就業場所 宮崎県日南市

レストランスタッ
フ

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
59歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050- 1732891

介護職／パート 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
不問

770円～1,000円

パート労働者 45050- 1731791

農従業員／契約 川崎農産　川崎博樹 宮崎県串間市大字一氏９０８ 雇用・労災
不問

152,520円～
184,500円

正社員以外 45050- 1735191

事務職 株式会社　日南ト
ローザーソーイング

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 135,000円～
140,000円

正社員 45050- 1734591

縫製工 株式会社　日南ト
ローザーソーイング

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 135,000円～
140,000円

正社員 45050- 1733291

生活支援員 社会福祉法人　つよ
し会　つよし寮

宮崎県日南市大字吉野方５６
５５番地４

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 145,120円～
145,120円

正社員以外 45050- 1715891

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 135,000円～
135,000円

正社員 45050- 1721491

清掃［串間市］：
２日～３日

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
６６１７

雇用・労災
不問

785円～900円

パート労働者 46080- 2755591

50歳
以下 350,000円～

440,000円
正社員 45050- 1712991

介護／よつば通所
介護事業所【急
募】

株式会社リリーフ
（よつば）

宮崎県日南市大字平野１５１
２番地３

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
160,000円

正社員 45050- 1711691

ホテル業務 合同会社　ＴＳＫ 宮崎県日南市星倉４丁目２－
１５

雇用・労災・
健康・厚生不問

135,000円～
180,000円

正社員 45050- 1717591

生活支援員／日勤
のみ

社会福祉法人　つよし
会　つよし学園　成人
部

宮崎県日南市大字風田３５８
５番地

雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 145,120円～
145,120円

正社員以外 45050- 1710391

営業 株式会社　日南保険
サービス

宮崎県日南市上平野町１丁目
１１－８

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 210,000円～
300,000円

正社員 45050- 1708291

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

170,000円～
200,000円

正社員以外 45050- 1707891

運転手（中型・大
型）

スリーナイン物流
合同会社

宮崎県日南市北郷町大藤車田
甲８０３－２

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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