
　　　　（８月３０日から９月５日までの最新の求人です。）

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1) 8時00分～14時00分
(2) 8時00分～16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） 普通自動車免許一種

(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

看護師
准看護師

(1) 9時00分～13時00分
(2)14時00分～18時00分

（従業員数 6人 ）(3)14時00分～17時00分
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) 9時00分～18時00分

（従業員数 35人 ）(3)16時30分～ 9時30分
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種
自動二輪車免許

(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

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50分～17時10分

（従業員数 67人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 7時50分～17時10分
(2)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年単位） 大型自動車免許一種

(1) 7時50分～16時40分

（従業員数 72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50分～16時00分

（従業員数 72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

(1) 8時00分～17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） 準中型一種（５トン限
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～17時30分
(2) 8時00分～19時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

（従業員数 9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～17時15分
(2)16時15分～ 1時00分

（従業員数 168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） 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 168人 ）(3) 0時30分～ 9時15分
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。

正看護師／串間市病院
企業職員
（Ｒ２．４．１～）

串間市民病院 宮崎県串間市大字西方７９１
７

公災
35歳
以下 158,300円～

232,400円
正社員 45050- 2417691

正看護師／串間市病院
企業職員
（Ｒ２．１．１～）

串間市民病院 宮崎県串間市大字西方７９１
７

公災
35歳
以下 158,300円～

232,400円
正社員 45050- 2416391

運転手／パート 有限会社　県南運送 宮崎県日南市風田１１９７－
７

労災
59歳
以下 765円～765円

パート労働者 45050- 2415091

トラック運転手 有限会社　県南運送 宮崎県日南市風田１１９７－
７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 132,600円～
132,600円

正社員 45050- 2414191

結束作業員 有限会社　川越木材 宮崎県日南市大字平山２１２
６－６

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 153,300円～
153,300円

正社員 45050- 2408091

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- 2407191

用務員／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～1,000
円

パート労働者 45050- 2406591

大型及びトレー
ラー運転手

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64歳

以下 205,000円～
265,000円

正社員 45050- 2405291

木製品加工機械操
作／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64歳

以下 140,000円～
195,000円

正社員 45050- 2404891

営業事務／正社員 ウッドエナジー協同
組合

宮崎県日南市南郷町榎原甲２
０９１

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 150,000円～
160,000円

正社員 45050- 2403791

検針作業員 有限会社　南部総合
管理社

宮崎県日南市吾田東１丁目７
－３８

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 156,000円～
156,000円

正社員 45050- 2402491

介護員 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・
健康・厚生18歳

以上 137,920円～
148,040円

正社員以外 45050- 2401991

正・准看護師／
パート

井藤耳鼻咽喉科 宮崎県日南市園田１－４－１
２

雇用・労災
59歳
以下 850円～1,000円

パート労働者 45050- 2400691

電気工事（日南
市）

西南電気株式会社 宮崎県延岡市塩浜町４丁目１
６４０番地３１

雇用・労災・
健康・厚生不問

170,000円～
280,000円

正社員 45020- 5455991

学校給食調理／日
南中央共同給食調
理場

株式会社　総合人材
センター　宮崎支店

宮崎県宮崎市旭１丁目６番１
７号　マリンビル

労災
不問

790円～860円

パート労働者 45010-21829691

加入保険等 必要な免許資格

婦人服販売員 （ハ
ニーズ日南サピア店）

株式会社　ハニーズ 福島県いわき市鹿島町走熊字七本
松２７－１ （株式会社　ハニー
ズホールディングス　本社内）

労災
不問

850円～850円

パート労働者 07021- 4564191

職種 年齢 賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

9時30分～19時45分の間
の4時間程度

7時30分～17時30分の間
の4時間程度

℡ ０９８７－２３－８６０９ 令和元年９月９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３０日から９月５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９月９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） 薬剤師

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 168人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 作業療法士

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 168人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1)10時00分～19時00分

（従業員数 27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)16時00分～ 1時00分

（従業員数 17人 ）(3)17時00分～ 2時00分
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり

(1)10時00分～15時00分
(2)15時00分～19時30分

（従業員数 2人 ）(3)12時00分～16時30分
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

（従業員数 12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30分～14時30分

（従業員数 17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) 7時30分～16時30分
(2) 7時30分～12時30分

（従業員数 17人 ）(3)12時30分～16時30分
就業場所 宮崎県日南市

医療事務士

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17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
危険物取扱者（乙種）

（従業員数 1人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～14時00分

（従業員数 40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05分～16時00分

（従業員数 103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

（従業員数 103人 ）
就業場所 宮崎県串間市

普通自動車免許一種

(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

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 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

事務職 青山建設　有限会社 宮崎県日南市吾田東４－３－
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
170,000円

正社員 45050- 2372791

配送員／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

132,284円～
132,284円

正社員以外 45050- 2371491

製造工員／正社員 有限会社　東進メ
ディカル

宮崎県串間市大字西方２９６
０－１１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 250,000円～
250,000円

正社員 45050- 2370991

事務職／パート 有限会社　東進メ
ディカル

宮崎県串間市大字西方２９６
０－１１

雇用・労災
59歳
以下 775円～775円

パート労働者 45050- 2369091

レジ／ナフコ日南
店

株式会社ナフコ　ホー
ムプラザ　ナフコ日南
店

宮崎県日南市吾田東７丁目－
９

雇用・労災
不問

790円～850円

パート労働者 45050- 2368191

サービススタッフ
／正社員

有限会社　徳村石油
店

宮崎県日南市北郷町郷之原甲
１５３番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
200,000円

正社員 45050- 2366291

プログラマー 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 170,000円～
250,000円

正社員 45050- 2365891

外来受付業務／串
間市

株式会社　ニチイ学
館　宮崎支店

宮崎県宮崎市錦町１－１０
宮崎グリーンスフィア壱番館
４Ｆ

雇用・労災
不問

770円～820円

パート労働者 45010-21727891

介護職／喜多郷ひ
ばり

有限会社　クオール 宮崎県宮崎市下北方町世々町
３６９－３－２０６

労災
不問

790円～850円

パート労働者 45010-21590891

調理（９：３０
～）／喜多郷ひば
り

有限会社　クオール 宮崎県宮崎市下北方町世々町
３６９－３－２０６

労災
不問

790円～850円

パート労働者 45010-21589991

家庭教師／串間市 志成教育グループ株
式会社

福岡県福岡市博多区中洲中島
町２－３　福岡フジランドビ
ル２Ｆ

労災
不問

1,500円～3,000
円

パート労働者 40010-68949291

家庭教師／日南市 志成教育グループ株
式会社

福岡県福岡市博多区中洲中島
町２－３　福岡フジランドビ
ル２Ｆ

労災
不問

1,500円～3,000
円

パート労働者 40010-68923291

飲食店スタッフ
（大盛軒日南店）

株式会社　さつま屋
商店　鹿児島支店

鹿児島県鹿屋市串良町岡崎１
８４１－１

雇用・労災
59歳
以下 900円～900円

パート労働者 46030- 7329391

機械オペレーター
【急募】

株式会社　エフピコ
南郷

宮崎県日南市南郷町榎原丙２
１４７－１　（株式会社エフ
ピコ南郷工場内）

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 154,200円～
184,300円

正社員 45050- 2421591

レジ係 有限会社　中央スト
アー　黒木

宮崎県日南市北郷町郷之原乙
１３０５

雇用・労災・
健康・厚生不問

147,560円～
147,560円

正社員 45050- 2420291

作業療法士／串間市病
院企業職員　（Ｒ２．
４．１～）

串間市民病院 宮崎県串間市大字西方７９１
７

公災
30歳
以下 178,200円～

178,200円
正社員 45050- 2419491

薬剤師／串間市病院企
業職員
（Ｒ２．４．１～）

串間市民病院 宮崎県串間市大字西方７９１
７

公災
45歳
以下 260,700円～

373,400円
正社員 45050- 2418991

16時00分～22時00分の
間の2時間程度

16時00分～22時00分の
間の2時間程度

7時00分～20時00分の間
の8時間

※求人情報に掲載されていない契約期間、試用期間、休憩時間、休日、時間外労働については、ハローワーク窓口又は、求人票でご確認ください。
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　　　　（８月３０日から９月５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９月９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) 9時00分～16時00分

（従業員数 175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
普通自動車免許ＡＴ

(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 確定拠出年金

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 13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
普通自動車免許一種

(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 確定拠出年金

測量士
測量士補

(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許一種

（従業員数 11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 28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 18人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護福祉士

(1) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 188人 ）(3)11時00分～20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～16時00分
(2) 8時00分～17時00分

（従業員数 188人 ）(3)11時00分～20時00分
就業場所 宮崎県串間市

(1)11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～13時00分

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～13時00分

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(1) 7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～16時40分

（従業員数 19人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許一種

(1) 7時00分～16時00分

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 看護師
准看護師

(1) 8時30分～13時30分
(2) 9時00分～15時00分

（従業員数 124人 ）(3)13時30分～18時30分
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時30分～13時00分

（従業員数 14人 ）
就業場所 宮崎県日南市

調理補助／パート 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
59歳
以下 1,000円～1,200

円
パート労働者 45050- 2389991

看護師／パート 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
不問

1,000円～1,100
円

パート労働者 45050- 2388691

林業技術者／造林 飫肥造林有限会社 宮崎県日南市飫肥５丁目３－
５２

雇用・労災・
健康・厚生38歳

以下 176,000円～
176,000円

正社員 45050- 2387391

製造職／金属加
工、設計

株式会社　協和精機 宮崎県日南市北郷町北河内４
３７２番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
250,000円

正社員以外 45050- 2386091

林業作業員 久嶋林業　合同会社 宮崎県日南市大字吉野方２４
１４番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

200,000円～
250,000円

正社員 45050- 2385191

鮮魚係（午前）／
パート

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- 2384591

レジ（午前）／
パート

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 778円～778円

パート労働者 45050- 2383291

フロント接客
（昼）／日南店

株式会社　すもも組 宮崎県串間市東町５－４ 雇用・労災
不問

790円～790円

パート労働者 45050- 2382891

介護職（無資格） 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18歳

以上 172,560円～
172,560円

正社員以外 45050- 2381791

介護福祉士 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18歳

以上 167,500円～
255,000円

正社員以外 45050- 2380491

製品詰口作業／正
社員

井上酒造株式会社 宮崎県日南市南郷町大字榎原
１３２６番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 137,000円～

137,000円
正社員 45050- 2379691

製造職／正社員 井上酒造株式会社 宮崎県日南市南郷町大字榎原
１３２６番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 150,000円～

168,000円
正社員 45050- 2378391

測量士・測量士補 株式会社　中島測量
設計コンサルタント

宮崎県串間市大字西方８９６
４番地３

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 160,000円～
220,000円

正社員 45050- 2377091

管工事管理技術者 株式会社　平原設備 宮崎県日南市大字星倉３丁目
４－１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 160,000円～
200,000円

正社員 45050- 2376191

土木施工管理技術
者

株式会社　平原設備 宮崎県日南市大字星倉３丁目
４－１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 160,000円～
200,000円

正社員 45050- 2375591

配管技術者 株式会社　平原設備 宮崎県日南市大字星倉３丁目
４－１１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 150,000円～
200,000円

正社員 45050- 2374291

事務職／期間業務
隊員

航空自衛隊　第１３警
戒群本部（高畑山分屯
基地）

宮崎県串間市大字本城４番地 雇用・公災・
健康・厚生不問

112,000円～
112,000円

正社員以外 45050- 2373891

※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３０日から９月５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９月９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) 7時00分～16時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 124人 ）(3)13時00分～22時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位）

(1) 5時00分～14時00分
(2) 7時30分～16時30分

（従業員数 124人 ）(3) 8時00分～17時00分
就業場所 宮崎県日南市

（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 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位）

(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

交替制あり

(1) 6時30分～12時00分
(2)13時30分～19時15分

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

看護師
准看護師

（従業員数 410人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 保育士

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

保育士

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)10時00分～19時00分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)10時00分～19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） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時45分 管理栄養士
(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

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時15分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 7時45分～16時45分

（従業員数 30人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(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) 9時00分～18時00分
(2)13時00分～22時00分

（従業員数 17人 ）(3)10時00分～15時00分
就業場所 宮崎県日南市

ホールスタッフ／
日南店

株式会社　夾竹園 宮崎県宮崎市大塚町水流５１
３１番地１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
180,000円～
300,000円

正社員 45010-21364891

医療事務（入院算
定業務）／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

130,000円～
160,000円

正社員以外 45010-21306291

学校給食調理／日
南中央共同給食調
理場

株式会社　総合人材
センター　宮崎支店

宮崎県宮崎市旭１丁目６番１
７号　マリンビル

雇用・労災・
健康・厚生不問

128,000円～
144,000円

正社員以外 45010-21257991

設備管理員／宮崎
県日南市

シンセイテクノス
株式会社

長崎県長崎市田中町５９４番
地２

雇用・労災・
健康・厚生69歳

以下 155,000円～
184,800円

無期雇用派遣 42010-15045291

管理栄養士（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・厚生不問

184,000円～
230,000円

正社員 40150- 7327491

ゲームプログラ
マー（宮崎）

（株）ＡＶＯＣＡＤ
Ｏ

高知県高知市帯屋町１丁目１
４－９　ゑり忠ビル３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 190,000円～
550,000円

正社員 39010-22365591

又は 8時30分～23時00
分の間の8時間

サーバーエンジニ
ア（宮崎）

（株）ＡＶＯＣＡＤ
Ｏ

高知県高知市帯屋町１丁目１
４－９　ゑり忠ビル３Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 190,000円～
550,000円

正社員 39010-22362791

保育士／宮崎県日
南市

株式会社　アイグラ
ン

広島県広島市中区光南２－１
－２０

労災
不問

850円～1,050円

パート労働者 34010-47346591

保育士／宮崎県日
南市

株式会社　アイグラ
ン

広島県広島市中区光南２－１
－２０

雇用・労災・
健康・厚生不問

168,000円～
168,000円

正社員 34010-47339191

7時15分～18時45分の間
の6時間程度

7時15分～18時45分の間
の8時間程度

正・准看護師／
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

950円～1,000円

パート労働者 45050- 2399791

看護補助者／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- 2398491

調理スタッフ／
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- 2397991

8時00分～17時00分の間
の4時間以上

8時00分～19時00分の間
の4時間以上

医療相談員 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～
200,000円

正社員 45050- 2396691

歯科助手 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- 2395391

調理補助及びホール
係：５時間／『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- 2392591

調理職／臨時 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

124,000円～
124,000円

正社員以外 45050- 2391291

看護師／正社員 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59歳

以下 162,000円～
206,800円

正社員 45050- 2390891

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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　　　　（８月３０日から９月５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９月９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00分～15時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(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

(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

(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 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～15時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～15時00分 普通自動車免許一種
(3)13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）

（従業員数 0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30分
(2) 9時30分～19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） 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 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 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00分 普通自動車免許一種

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17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） 薬剤師

(1) 8時30分～18時30分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

薬剤師

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

看護師
准看護師

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

(1) 8時00分～17時00分
(2)12時00分～21時00分

（従業員数 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 8時25分～17時20分
(2)20時25分～ 5時20分

（従業員数 92人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時45分～17時45分

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

保育士【日祝限
定】

医療法人同仁会　谷
口病院

宮崎県日南市大字風田３８６
１

労災
59歳
以下 1,000円～1,500

円
パート労働者 45050- 2350191

部品管理・倉庫管
理／飫肥工場

宮崎富士通コンポー
ネント　株式会社

宮崎県日南市大字東弁分乙１
０１１番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
150,000円

正社員以外 45050- 2349891

工員 飫肥の国プレカット
協同組合

宮崎県日南市大字伊比井２８
９５番地１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 170,000円～
170,000円

正社員 45050- 2348791

看護師／パート 合同会社　フルール 宮崎県日南市大字東弁分字安
部口甲２５４６－３

雇用・労災
59歳
以下 1,000円～1,200

円
パート労働者 45050- 2347491

薬剤師／パート 株式会社　ウェルズ 宮崎県日南市戸高１丁目７番
地５

雇用・労災
64歳
以下 2,500円～3,000

円
パート労働者 45050- 2346991

8時30分～18時30分の間
の4時間以上

薬剤師 株式会社　ウェルズ 宮崎県日南市戸高１丁目７番
地５

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 450,000円～
600,000円

正社員 45050- 2345691

土木作業 大平開発　株式会社 宮崎県串間市大字大平３２９
１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 183,200円～
206,100円

正社員 45050- 2343091

土木技術者 大平開発　株式会社 宮崎県串間市大字大平３２９
１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 270,000円～
330,000円

正社員 45050- 2342191

事務職 株式会社　ＮＯＷＨ
ＥＲＥ

宮崎県都城市八幡町１０－２
２

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,000円～
220,000円

正社員 45040- 9643191

木材加工 株式会社　ＮＯＷＨ
ＥＲＥ

宮崎県都城市八幡町１０－２
２

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
220,000円

正社員 45040- 9638691

木材加工（パー
ト）

株式会社　ＮＯＷＨ
ＥＲＥ

宮崎県都城市八幡町１０－２
２

雇用・労災
不問

900円～1,000円

パート労働者 45040- 9637391

7時00分～19時00分の間
の6時間程度

又は 7時00分～19時00
分の間の11時間程度

事務職 株式会社　ＮＯＷＨ
ＥＲＥ

宮崎県都城市八幡町１０－２
２

雇用・労災
59歳
以下 800円～950円

パート労働者 45040- 9636091

交通誘導警備（一
般）／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 167,400円～
218,800円

正社員 45010-21439191

医療事務／統括責任者
（マネージャー）／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

250,000円～
300,000円

正社員 45010-21432691

又は10時00分～17時00
分の間の4時間程度

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 45010-21402891

医療事務（隔日勤
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
不問

762円～770円

パート労働者 45010-21390191

家政婦（夫）／日
南市

株式会社　夾竹園 宮崎県宮崎市大塚町水流５１
３１番地１

雇用・労災
59歳
以下 1,000円～1,000

円
パート労働者 45010-21370791

※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３０日から９月５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９月９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。 

普通自動車免許一種
ホームヘルパー２級
介護職員初任者研修

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護職員初任者研修
介護福祉士

(1)18時00分～ 8時00分

（従業員数 9人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護支援専門員

(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
准看護師

(1) 8時30分～17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
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） 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) 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

介護福祉士
介護職員初任者研修

(1) 9時00分～16時00分 ホームヘルパー２級

（従業員数 0人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(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

交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 7時00分～12時30分
(2)15時00分～19時00分

（従業員数 0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30分～16時00分

（従業員数 8人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～15時00分

（従業員数 31人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)22時00分～ 6時00分

（従業員数 12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～18時00分

（従業員数 16人 ）
就業場所 宮崎県日南市

大型自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分

（従業員数 20人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 3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45分～17時45分

（従業員数11,330人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 大型自動車免許一種
牽引免許（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

運転手（大型及びけん
引）／　宮崎県日南市

株式会社　ミクニ
テック　九州支社

福岡県北九州市若松区響町３
丁目１－３２

雇用・労災・
健康・厚生不問

260,000円～
260,000円

正社員 40040-17105091

農業アドバイザー（農
業資材の営業および営
農指導・相談対応

株式会社　コメリ 新潟市南区清水４５０１番地
１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

不問
170,000円～
200,000円

正社員以外 15070- 9029991

プログラマー／日
南市

サクシード株式会社 東京都中央区新川１－８－６
秩父ビル

　

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

59歳
以下 158,000円～

209,460円
正社員 13010-11052392

バス運転手 有限会社　福留交通
観光

鹿児島県曽於郡大崎町神領２
１７５－１


雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 277,200円～
577,500円

正社員 46080- 3755991

ＬＰＧ業務全般 日南マルヰガス　株
式会社

宮崎県日南市大字平野１４８
５－１

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 150,000円～

274,300円
正社員 45050- 2363491

店員／深夜 有限会社　吉野物産
（セブンイレブン日南
松原団地入口店）

宮崎県日南市大字西弁分５－
１１－１

雇用・労災
18歳
以上 988円～988円

パート労働者 45050- 2362991

清掃係／パート 株式会社　南の郷 宮崎県日南市南郷町中村甲４
００番地

労災
64歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050- 2361691

事務補助／パート 医療法人南風会　島
田内科胃腸科

宮崎県日南市園田１丁目２－
１０

雇用・労災
不問

850円～850円

パート労働者 45050- 2360391

調理職／パート 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 820円～920円

パート労働者 45050- 2359591

事務職 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 145,000円～
155,000円

正社員 45050- 2358291

介護職／パート 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 800円～900円

パート労働者 45050- 2357891

介護職員 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 141,000円～
161,000円

正社員 45050- 2356791

看護師（正・准）
／パート

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 950円～1,100円

パート労働者 45050- 2355491

看護師（正・准） 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 155,000円～
200,000円

正社員 45050- 2354991

介護支援専門員／
パート

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～1,200

円
パート労働者 45050- 2353691

介護職【夜勤専
従】

特定非営利活動法人
ヒューマンネットワー
ク２２

宮崎県日南市大字吉野方３８
６７番地

雇用・労災

1,625円～1,625
円

パート労働者 45050- 2352391

18歳
～
64歳

介護職【日勤の
み】／パート

特定非営利活動法人
ヒューマンネットワー
ク２２

宮崎県日南市大字吉野方３８
６７番地

雇用・労災
64歳
以下 800円～900円

パート労働者 45050- 2351091

7時00分～17時00分の間
の6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。
6



　　　　（８月３０日から９月５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９月９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ＡＴ

(1) 9時30分～18時45分

（従業員数 4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30分～18時45分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)10時00分～15時30分

（従業員数 10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 2人 ）
就業場所 宮崎県日南市

調理師

(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年単位） 自動車整備士（３級）
普通自動車免許一種

(1) 9時30分～18時00分

（従業員数 7人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１年単位） 自動車整備士（３級）
普通自動車免許一種

(1) 9時30分～18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

(1) 9時30分～18時30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

(1) 8時00分～17時30分

（従業員数 11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

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 3人 ）
就業場所 宮崎県日南市

中型自動車免許一種
準中型自動車免許

(1) 7時30分～16時30分
(2) 8時30分～12時30分

（従業員数 23人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～17時15分
(2)20時00分～ 5時15分

（従業員数 178人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～17時15分
(2)20時00分～ 5時15分

（従業員数 178人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時30分～18時30分
(2) 8時30分～12時00分

（従業員数 4人 ）
就業場所 宮崎県串間市

動物病院スタッフ 加藤動物病院 宮崎県串間市大字西方２５２
４－１

雇用・労災
59歳
以下 133,826円～

147,730円
正社員 45050- 2314491

出荷・梱包作業員 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18歳

以上 136,200円～
148,300円

正社員以外 45050- 2313991

機械加工（金型製
作）／契約社員

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・厚生不問

136,200円～
148,300円

正社員以外 45050- 2312691

作業員【急募】 有限会社落合衛生社 宮崎県日南市大字松永１０４
６－２

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 150,000円～
220,000円

正社員 45050- 2311391

印刷工 株式会社　おび印刷 宮崎県日南市飫肥三丁目２番
１６号

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 135,090円～
135,090円

正社員 45050- 2310091

一般事務 稲尾リース株式会社
日南営業所

宮崎県日南市大字楠原否ケ谷
３６７８－１

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 148,000円～
150,000円

正社員 45050- 2309291

土木作業員 日南建設　株式会社 宮崎県日南市上平野町三丁目
２番地７

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 184,800円～
184,800円

正社員 45050- 2308891

支障木伐採業務
（日南）

株式会社　九南 宮崎県都城市都北町５０７０
番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

147,000円～
197,000円

正社員以外 45040- 9448191

営業／日南店 宮崎ダイハツ販売
株式会社

宮崎県宮崎市花ケ島町立毛１
０８５番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 143,000円～

200,300円
正社員 45010-20971191

自動車整備／日南
店

宮崎ダイハツ販売
株式会社

宮崎県宮崎市花ケ島町立毛１
０８５番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 143,000円～

200,300円
正社員 45010-20962591

自動車整備／串間
店

宮崎ダイハツ販売
株式会社

宮崎県宮崎市花ケ島町立毛１
０８５番地

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

40歳
以下 143,000円～

200,300円
正社員 45010-20961291

調理師／日南くろ
しお支援学校

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

121,920円～
121,920円

正社員以外 45010-20901891

自社施設の営繕・管理
（管理職候補）／日南
市

株式会社　わらしべ 宮崎県宮崎市橘通東３丁目８
番２１号　ＬＣＳ本社ビル

雇用・労災・
健康・厚生不問

200,000円～
250,000円

正社員 45010-20890091

ベットメイク／日
南第一ホテル

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 45010-20880591

販売レジ／日南店 株式会社　南九州イ
エローハット

熊本県熊本市中央区本山町１
４３－４

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,219円～
303,417円

正社員 43010-31465891

ピット／日南店 株式会社　南九州イ
エローハット

熊本県熊本市中央区本山町１
４３－４

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,219円～
303,417円

正社員 43010-31463491

惣菜スタッフ（宮
崎県串間市）

東洋食品　株式会社 北九州市門司区黄金町６番２
８号

雇用・労災
不問

770円～770円

パート労働者 40062- 4604191

※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３０日から９月５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９月９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00分～17時15分
(2)20時00分～ 5時15分

（従業員数 178人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 保育士

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1) 8時00分～17時15分
(2)20時00分～ 5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

(1) 8時00分～17時00分

（従業員数 85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 85人 ）
就業場所 宮崎県串間市

交替制あり

(1) 8時00分～12時00分
(2) 9時00分～13時00分

（従業員数 13人 ）(3)10時00分～14時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位）

(1) 7時45分～17時00分

（従業員数 24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00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時00分～17時30分

（従業員数 40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 3人 ）
就業場所 宮崎県串間市

看護師
手話通訳士

(1) 8時30分～17時15分 社会福祉士

（従業員数 5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

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 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

(1) 8時00分～17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

(1) 8時00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） 普通自動車免許一種

(1) 9時00分～18時00分

（従業員数 24人 ）
就業場所 宮崎県日南市

(1)13時00分～17時00分

（従業員数 24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00分～16時00分
(2)11時30分～20時30分

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

調理員 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・
健康・厚生不問

160,000円～
230,000円

正社員以外 45050- 2334191

製造加工（午後）
／地頭鶏加工セン
ター

株式会社　地頭鶏ラ
ンド日南

宮崎県日南市大字毛吉田２７
２３－１

雇用・労災
不問

770円～800円

パート労働者 45050- 2332291

倉庫作業員／地頭
鶏加工センター

株式会社　地頭鶏ラ
ンド日南

宮崎県日南市大字毛吉田２７
２３－１

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 175,000円～
175,000円

正社員 45050- 2331891

土木技術者【見習
い可】

青山建設　有限会社 宮崎県日南市吾田東４－３－
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 150,000円～
280,000円

正社員 45050- 2330791

建築技術者【見習
い可】

青山建設　有限会社 宮崎県日南市吾田東４－３－
１

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
280,000円

正社員 45050- 2329391

作業員 青山建設　有限会社 宮崎県日南市吾田東４－３－
１

雇用・労災・
健康・厚生50歳

以下 197,200円～
208,800円

正社員 45050- 2328091

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

145,000円～
145,000円

正社員以外 45050- 2327191

介護予防プラン等
の作成（嘱託職
員）

社会福祉法人　日南
市社会福祉協議会

宮崎県日南市中央通１丁目８
番地１

雇用・労災・
健康・厚生不問

175,000円～
175,000円

正社員以外 45050- 2326591

又は 8時00分～17時00
分の間の4時間程度

林業作業員 串間森林建設有限会
社

宮崎県串間市大字串間２３２
４－１

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 185,600円～
278,400円

正社員 45050- 2325291

正看護師・准看護
師／デイケア

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 170,000円～
190,000円

正社員 45050- 2324891

製造作業員 インフラテック株式
会社　日南工場

宮崎県日南市大字平山３９０
番地

雇用・労災・
健康・厚生44歳

以下 150,000円～
170,000円

正社員 45050- 2323791

店員（販売・食品
製造補助）

有限会社　山野水産 宮崎県日南市大字風田３８５
０－１０

雇用・労災
59歳
以下 800円～800円

パート労働者 45050- 2322491

伐採・重機オペ
レーター作業員

南那珂森林組合 宮崎県串間市大字串間２３２
４－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
184,000円

正社員以外 45050- 2321991

育林作業員 南那珂森林組合 宮崎県串間市大字串間２３２
４－１

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
184,000円

正社員以外 45050- 2320691

機械加工（金型製
作）

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- 2319191

保育士 社会福祉法人　裕愛
会　中央こども保育
園

宮崎県日南市中央通１丁目１
－８

雇用・労災・
健康・厚生不問

170,000円～
175,000円

正社員以外 45050- 2318591

機械オペレーター 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18歳

以上 136,200円～
148,300円

正社員以外 45050- 2315791

7時00分～19時00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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　　　　（８月３０日から９月５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９月９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。 

大型自動車免許一種
中型自動車免許一種

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
中型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分 準中型自動車免許

（従業員数 49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 7人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（従業員数 48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

(1)17時00分～ 0時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

（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

(1) 8時30分～16時45分
(2)16時15分～ 0時30分

（従業員数 17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)10時00分～19時00分

（従業員数 3人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1) 9時30分～16時00分
(2)13時30分～20時00分

（従業員数 13人 ）(3)16時00分～20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～17時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

保育士

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 2人 ）
就業場所 宮崎県串間市

(1)22時00分～ 7時00分

（従業員数 37人 ）
就業場所 宮崎県日南市

交替制あり 看護師
准看護師

(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
(2)10時00分～19時00分

（従業員数 45人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 看護師
准看護師

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

（従業員数 16人 ）(3) 9時00分～18時00分
就業場所 宮崎県日南市

変形（１年単位） 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) 8時00分～17時00分

（従業員数 16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） 大型自動車免許一種

(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

介護職／夜勤専従 社会福祉法人敬和会
養護老人ホーム　和幸
園

宮崎県日南市大字風田３２０
０

労災
18歳
以上 1,010円～1,010

円
パート労働者 45050- 2306491

保育士／子育て支援セ
ンター：福祉事務所

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

170,700円～
170,700円

正社員以外 45050- 2304691

窓口スタッフ（日
南吾田店）

株式会社　ケイディ
商事

宮崎県都城市花繰町２０－８ 雇用・労災
不問

800円～800円

パート労働者 45040- 9235791

販売員（Ｓｅｒｉ
ａ　サピア日南
店）

株式会社　セリア 岐阜県大垣市外渕２丁目３８
番地

雇用・労災・
健康・厚生不問

800円～800円

パート労働者 21020-10987891

携帯電話販売ス
タッフ（串間店）

株式会社　島津 鹿児島県志布志市志布志町志
布志２丁目１４－１４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 180,000円～
255,000円

正社員 46080- 3681391

ホール・カウンタース
タッフ（ＭＧＭ日南
店：アルバイト）

株式会社　一六商事
西日本

鹿児島県鹿屋市串良町岡崎１
８４１－１

雇用・労災・
健康・厚生

178,640円～
178,640円

正社員以外 46030- 7110991

ホール・カウンタース
タッフ（ＭＧＭ日南
店：アルバイト）

株式会社　一六商事
西日本

鹿児島県鹿屋市串良町岡崎１
８４１－１

労災

1,100円～1,100
円

パート労働者 46030- 7109091

店員／夜パート ローソン　日南春日町
店　有限会社　マサル
商店

宮崎県日南市春日町１－１２ 雇用・労災
18歳
以上 762円～762円

パート労働者 45050- 2341591

園芸作業員【ス
イートピー】

増田農園 宮崎県日南市大字松永５９９
不問

164,000円～
164,000円

正社員以外 45050- 2340291
又は 8時00分～17時00
分の間の4時間程度

8時30分～ 0時30分の間
の4時間以上

洗い場及び調理補
助

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

800円～850円

パート労働者 45050- 2339491

林業作業及び重機
運転

株式会社　石波林業 宮崎県串間市大字市木４３０
番地

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 186,400円～
233,000円

正社員 45050- 2338991

配送業務【急募】 株式会社　南郷包装 宮崎県日南市南郷町谷之口１
４８３番地

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 140,000円～
170,000円

正社員 45050- 2337691

7時30分～22時00分の間
の4時間程度

車両及びホテル内
外管理業務

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

労災
不問

850円～1,000円

パート労働者 45050- 2335091

9時00分～22時00分の間
の6時間程度

正・准看護師／
ホーム

社会福祉法人　徳栄会
特別養護老人ホーム
はまゆうの里

宮崎県日南市楠原１８４０番
地

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 187,480円～
212,300円

正社員 45050- 2300591

18歳
～
59歳

18歳
～
59歳

看護師／よつば通
所介護事業所

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 180,000円～
200,000円

正社員 45050- 2285891

訪問介護ヘルパー／よ
つば訪問介護事業所

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- 2289091

大型運転手（長距
離）

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 290,000円～
340,000円

正社員 45050- 2293891

※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。
9



　　　　（８月３０日から９月５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９月９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

変形（１年単位） 普通自動車免許一種
土木施工管理技士１級

(1) 8時00分～17時00分 土木施工管理技士２級

（従業員数 6人 ）
就業場所 宮崎県串間市

変形（１ヶ月単位） 栄養士

(1) 8時00分～16時45分

（従業員数 32人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 調理師
栄養士

(1) 7時30分～16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 20人 ）
就業場所 宮崎県日南市

液化石油ガス設備士
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

（従業員数 10人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 16人 ）
就業場所 宮崎県日南市

普通自動車免許一種

(1) 8時30分～17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ＡＴ
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17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） 保育士

(1) 7時00分～15時30分
(2) 8時30分～17時00分

（従業員数 22人 ）(3) 9時30分～18時00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～17時00分

（従業員数 2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 25人 ）
就業場所 宮崎県日南市

変形（１ヶ月単位） 介護職員初任者研修
ホームヘルパー２級

(1) 7時00分～14時00分
(2) 8時30分～17時30分

（従業員数 15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) 0時00分～ 9時30分
(2) 8時00分～17時30分

（従業員数 11人 ）(3)15時00分～ 0時30分
就業場所 宮崎県串間市

中型一種（８ｔ限定）
中型自動車免許一種

(1) 8時30分～17時00分

（従業員数 5人 ）
就業場所 宮崎県日南市

介護職【くろしお
の里】

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- 2294291

土木技術者 有限会社　大成建設 宮崎県串間市大字奈留４４９
８

雇用・労災・
健康・厚生64歳

以下 300,000円～
350,000円

正社員 45050- 2269891

栄養士 社会福祉法人　裕愛
会　中央こども保育
園

宮崎県日南市中央通１丁目１
－８

雇用・労災・
健康・厚生不問

166,000円～
166,000円

正社員以外 45050- 2272391

18歳
～
59歳

栄養士又は調理員 社会福祉法人　新芽
福祉会

宮崎県日南市南郷町西町３－
４

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 160,000円～
186,500円

正社員 45050- 2273691

作業員（溶接・配管・
機械整備・旋盤・フラ
イス）

株式会社　冨士工業 宮崎県日南市大字平野１１１
５番地

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 155,000円～
185,000円

正社員 45050- 2282991

ＬＰＧ販売・設備 はまゆう農業協同組
合

宮崎県日南市吾田東２丁目５
番１５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

172,500円～
172,500円

正社員以外 45050- 2260291

農業機械整備士 はまゆう農業協同組
合

宮崎県日南市吾田東２丁目５
番１５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

170,000円～
170,000円

正社員以外 45050- 2261591

自動車整備士 はまゆう農業協同組
合

宮崎県日南市吾田東２丁目５
番１５号

雇用・労災・
健康・厚生不問

170,000円～
170,000円

正社員以外 45050- 2262191

医療事務 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 155,000円～
165,000円

正社員 45050- 2263091

保育教諭／契約 社会福祉法人白蓮福祉
会　認定こども園　め
いつ保育園

宮崎県日南市南郷町中村乙２
７９１番地２

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,200円～
172,900円

正社員以外 45050- 2264391

作業補助員 博栄水産 宮崎県日南市木山３丁目６－
２６59歳

以下 115,748円～
115,748円

正社員 45050- 2266991

販促係 株式会社　山形屋ス
トア　日南店

宮崎県日南市岩崎３丁目５番
３号

雇用・労災・
健康・厚生不問

144,000円～
160,000円

正社員以外 45050- 2250791

8時45分～19時45分の間
の8時間

介護職：フルタイム
パート／グループホー
ム

医療法人　和真会 日南市上平野町３丁目８番地
８

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 154,984円～
154,984円

正社員以外 45050- 2252291

当直作業員 くしま木質バイオマ
ス　株式会社

宮崎県串間市大字西方１８０
５－１５

雇用・労災・
健康・厚生39歳

以下 179,200円～
224,000円

正社員 45050- 2253591

営業 有限会社　日高自動
車整備工場

宮崎県日南市大字下方２１０
０－１１

雇用・労災・
健康・厚生不問

130,000円～
130,000円

正社員以外 45050- 2254191

※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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