
年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

時給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
(1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級以上

介護職員初任者研修
普通自動車免許１種

45060- 2044681 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～15時00分

45060- 2054981 就業場所

時給 8時00分～17時00分の
間の5時間程度

40010-37176481 就業場所

時給
(1)10時00分～16時00分

45010-12357981 就業場所

時給
(1)18時00分～19時30分

45010-12358581 就業場所

時給
(1)16時45分～19時15分

45010-12359481 就業場所

時給
(1) 8時30分～15時30分

45010-12366581 就業場所

時給
(1) 6時00分～12時00分
(2) 5時00分～11時00分

45040- 5480581 就業場所

時給 看護師
(1) 8時30分～12時30分 准看護師

45060- 2018081 就業場所

時給
(1) 9時00分～13時00分

45060- 2019381 就業場所

時給 特定曜日のみ(2)(3)
(1) 8時10分～13時10分
(2) 8時10分～12時10分

45060- 2021481 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
(1) 6時30分～13時30分 介護職員初任者研修
(2)11時30分～18時30分 介護福祉士

45060- 2024281 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分 簿記検定（日商３級）

45060- 2025181 就業場所

時給
(1) 9時00分～16時00分
(2) 9時00分～15時00分

45060- 2026081 就業場所

時給
(1) 7時00分～11時30分
(2) 8時00分～12時30分

45060- 2040281 就業場所

時給
(1) 9時00分～15時00分

45060- 1975181 就業場所

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。あらかじめご了承ください。
◎この情報はfaxでも提供しています。ポーリング受信機能を使い0983-23-0849をコールして下さい。
◎ 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。

（パート） 5月14日号
仕事の内容・就業場所

介護職（白馬デイサービ
スセンター）（非常勤）

社会福祉法人　つばさ福祉
会

◯白馬サービスセンターにて介
護業務（利用者１日２５人）
・食事、排泄、入浴介助等
・レクレーション介助

雇用・労災
不問

850円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市白馬町３番地

宮崎県西都市

一般事務 合資会社　西都自動車商会 ◯事務業務全般
・伝票、請求書、納品書等作
成：専用ソフトへ入力
・電話対応、来客対応（お茶出

雇用・労災
不問

780円～780円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字妻１６４６

宮崎県西都市

精肉加工販売／児湯
郡高鍋町

株式会社　エル三和 スーパー内の精肉ブースでの作
業
　・パック詰め
　・値札貼り

労災
不問

800円～850円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市博多区金の隈２丁目
２０－６１

宮崎県児湯郡高鍋町

事務／鶴田病院 富士産業　株式会社　宮崎
事業部

・業者対応、事務作業、清掃な
ど
・パソコン入力作業あり


雇用・労災
不問

750円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県西都市

洗浄／西都病院 富士産業　株式会社　宮崎
事業部

施設内厨房において主に食器等
の洗浄の作業を行います
・食事後の食器等の洗浄を主に
洗浄機を使用し行います。

労災
不問

800円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県西都市

調理補助・洗浄
（夕）／鶴田病院

富士産業　株式会社　宮崎
事業部

入所者、職員の食事提供の厨房
業務のお仕事
・盛り付けなど補助業務、配膳
業務、食器洗浄業務など

労災
不問

780円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７
大同生命ビル２階

宮崎県西都市

学校給食調理／高鍋
町中学校共同調理場

株式会社　総合人材セン
ター　宮崎支店

学校給食及び付帯業務を行って
頂きます

・材料洗浄～下ごしらえ～調理

労災
不問

760円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市旭１丁目６番１７号
マリンビル２Ｆ

宮崎県児湯郡高鍋町

野菜のカット（西都
市）

キャリアプラス株式会社 ＊スーパーやコンビニで販売し
ている、袋入り生野菜のカッ
　トをしていただくお仕事で
す。

雇用・労災
不問

820円～820円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県都城市上東町５街区１号

宮崎県西都市

正看護師又は准看護
師【急募】

大森内科医院 ○内科、小児科外来の看護業務
全般。
・積極的に業務に取り組む方を
歓迎いたします。

雇用・労災
不問

1,000円～1,200
円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１
３４７－２

リハビリ助手 医療法人　山仁会　山口整形外科
介護老人保健施設　なでしこ園

◯高齢者福祉施設において通所
利用者、入所利用者に対して専
門職の指導のもと、物療機器
（低周波、ホットパック等）を

雇用・労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３
２２５番地

受付及び助手 えとみ鍼灸整骨院 ○受付事務及び助手
　電話対応
　器具の付け替え
　保険証の確認。

雇用・労災
不問

750円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１
３９６番地第３ツルヤビル１Ｆ

介護職（有料老人
ホーム）

株式会社　サポート宮崎 ○有料老人ホームにおける介護
業務。
・食事介助、排泄介助等


労災
不問

800円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田５８
５９番地

会計業務 一般財団法人　こゆ地域づ
くり推進機構

会計ソフトを使って経理、会計
処理を行う。（伝票作成、納品
書作成はありません）
現金を扱う業務あり。銀行へ入

労災
不問

800円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡新富町大字三納代２
２２６番地５

宮崎県児湯郡新富町

食品加工製品包装、
梱包作業

株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

○茶わん蒸し、卵豆腐等の製造
業務。
○箱詰め、出荷作業。


雇用・労災
不問

800円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市妻町３丁目１２９

寿司製造スタッフ
（高鍋店）

株式会社　海翔 ○店内での寿司製造
・ロボットを使った簡単な仕事
です。
・ネタをのせたり、パックに詰

雇用・労災
不問

800円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋字
奥の下７０２９番地

宮崎県児湯郡高鍋町

農作業員 サムライファーム西都株式
会社

◯マンゴー農園ハウスにてマン
ゴーの育成作業・管理をして
頂きます。
・水やり、肥料、草取り、選

不問

740円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字下三財８１２７
番地４８

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

 ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

（パート） 5月14日号
仕事の内容・就業場所

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

 ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

時給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～12時10分
(2)13時00分～17時15分

45060- 1996581 就業場所

時給 3時00分～17時00分の 普通自動車免許
間の2時間以上

45060- 2014781 就業場所

時給 8時00分～17時00分の 普通自動車免許一種
間の4時間以上

45060- 1930481 就業場所

時給 8時00分～17時00分の 普通自動車免許一種
間の4時間以上

45060- 1931781 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1)14時45分～17時15分

45060- 1933281 就業場所

時給 8時00分～17時00分の
間の5時間以上

45060- 1935081 就業場所

時給 交替制あり
(1) 7時30分～13時00分
(2)13時00分～17時00分
(3)17時00分～21時00分

45060- 1937681 就業場所

時給
(1)10時00分～15時00分
(2)17時00分～21時00分

45060- 1939581 就業場所

時給
(1)17時00分～ 9時00分

45060- 1941281 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～16時00分

45060- 1948481 就業場所

時給 8時00分～17時00分の 普通自動車免許ＡＴ
間の6時間程度

45060- 1953981 就業場所

時給 普通自動車免許
(1)22時00分～ 9時00分 ホームヘルパー2級以上
(2)22時00分～ 8時00分 介護職員初任者研修

※働きながらの取得
45060- 1958281 就業場所 　も可

時給
(1) 6時00分～10時00分
(2)16時00分～20時00分

45070- 1829881 就業場所

時給
(1) 8時00分～12時00分

46040- 5183181 就業場所

時給
(1) 9時00分～16時00分

46040- 5188581 就業場所

時給
(1)10時00分～15時00分

27010-32419181 就業場所

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。あらかじめご了承ください。
◎この情報はfaxでも提供しています。ポーリング受信機能を使い0983-23-0849をコールして下さい。
◎ 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。

接着作業 勝田被服　株式会社　高鍋
工場

◯スーツ上下を製造する工程内
にて生地に接着芯を貼る簡単
な作業です。


雇用・労災
不問

737円～737円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３
１９０－３

商品配送及び牛乳配
達

有限会社　ＡＫＡＺＡＷＡ ○商品配送及び牛乳配達業務全
般
・店舗へ保冷車に乗り牛乳の配
送業務。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

750円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北４７
１７－１０

ハウストマト栽培 わそうベンディング株式会
社

○ハウス内でのトマトの生産か
ら収穫、選別までの作業。
・その他の農作物栽培あり


不問

750円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１１
９２番地２

宮崎県児湯郡都農町

ハウストマト栽培 株式会社　わそう農園 ○一般的なハウス内でのトマト
栽培の農作業
＊その他の農作物栽培もありま
す。

労災
不問

750円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北２０
７６番地１

宮崎県児湯郡都農町

給食の配達（弁当） 社会福祉法人　西都市社会
福祉協議会

○高齢者宅への夕食（弁当）の
配達、配達後弁当箱の洗浄及
び安否確認業務。
（１回１５～２０食平均、５

労災
不問

880円～880円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字清水１０３５番
地１

肉用牛の飼養管理 オカザキファーム株式会社 ◯経産和牛の餌やり、和牛（子
牛を含む）の餌やり
・場内清掃
・上記に付帯する作業等を行っ

雇用・労災
不問

800円～880円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木１１
６４番地１

宮崎県児湯郡木城町

店内スタッフ ファミリーマート高鍋小鶴
店

○店内での接客業務。
○レジ・接客・発注・陳列・清
掃他（洗い物を含む）。


労災
不問

737円～737円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１
１０２－１

接客 屋台ラーメン ○ラーメン店内での接客、配
膳、調理補助等（客席３０席）
　客層：幅広い年代。
◎券売機があるのでレジや注文

雇用・労災
不問

900円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字三納代１
９０３－２

看護助手：夜勤専従 医療法人　隆徳会　鶴田病
院

○夜勤専従の看護助手業務全
般。
・食事配膳、下膳、食事介助。
・おむつ交換、トイレ誘導。

雇用・労災
不問

900円～950円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１－７８

介護職（グループ
ホームあさひ）

医療法人　隆徳会　鶴田病
院

○介護全般
　・介助（排泄、入浴、食事
等）
　・洗濯、掃除

雇用・労災
不問

880円～880円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１－７８

宮崎県西都市

一般事務 有明産業　株式会社　都農
工場

◯納品書作成、出荷伝票作成：
手書き
・来客対応、電話対応
・掃除（トイレ掃除を含む）

雇用・労災
不問

750円～750円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡都農町大字川北１９
４８－２

介護ヘルパー【川
南・夜勤専門】

有限会社　すいせん ○グループホームにおけるヘル
パー業務。（利用者９名）
○食事（朝食）、排泄介助等。
○朝食調理あり。

雇用・労災
18歳
以上

800円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１９
４１５－１

介護職（短時間パー
ト）

社会福祉法人　報謝会 ◎特別養護老人ホームや住宅型
老人ホームでのご利用者様へ
の日常生活のお世話
　食事介助・入浴介助補助

雇用・労災
不問

950円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田
７３４８－２

宮崎県都城市
（契）有機肥料製造業務
（児湯郡高鍋町）

有限会社　サンテック ○有機肥料の袋詰め業務に従事
していただきます。
・有機肥料の袋詰め作業
・工場内清掃

労災
不問

1,000円～1,000
円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

鹿児島県姶良市平松２８２４－１
５

宮崎県児湯郡高鍋町
（契）卵パック商品の検
査・出荷業務（児湯郡新富
町）

有限会社　サンテック ○卵パック商品の検査・出荷業
務に従事していただきます。
・鶏卵商品の目視検査
・パック詰め

雇用・労災
不問

840円～840円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

鹿児島県姶良市平松２８２４－１
５

宮崎県児湯郡新富町
１００円ショップでの販
売等（西都うめこうじ）

株式会社　ワッツ西日本販
売

１００円ショップの販売スタッ
フ
　（商品補充・ＰＣでの発注・
陳列・接客など）

労災
不問

750円～750円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

大阪市中央区城見１－４－７０
住友生命ＯＢＰプラザビル５階

宮崎県西都市



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1)15時00分～ 0時00分

45010-12452981 就業場所

月給
(1) 9時00分～17時00分
(2) 8時30分～17時00分

45040- 5489981 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 正看護師
(1) 8時30分～18時00分
(2)13時30分～18時00分

45060- 2045981 就業場所

月給 交替制あり 正看護師
(1) 8時30分～17時30分
(2) 8時30分～12時30分
(3) 9時00分～13時00分

45060- 2046581 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許
(1) 7時30分～17時00分

45060- 2047481 就業場所

月給 車両系建設機械運転免許
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2048781 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2049881 就業場所

月給 中型自動車免許一種以上
(1) 8時00分～17時00分

※ＡＴ限定可

45060- 2050181 就業場所

月給 介護福祉士
(1) 8時30分～17時30分 社会福祉士

介護支援専門員

45060- 2051081 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時40分

45060- 2052381 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～16時40分

45060- 2053681 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時30分

45060- 2055581 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時30分 建築士2級以上

建築施工管理技士2級以上

45060- 2056481 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時30分
(2)20時00分～ 5時30分

45060- 2058881 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時15分

46040- 5374481 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時15分

46040- 5375781 就業場所

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。あらかじめご了承ください。
◎この情報はfaxでも提供しています。ポーリング受信機能を使い0983-23-0849をコールして下さい。
◎ 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。

（一般） 5月14日号
仕事の内容・就業場所

ホールスタッフ（店長候
補）／恵屋（高鍋・西都・
新富）

株式会社　マスコ ・飲食店のホール接客
　（席案内、メニュー受け、料
理提供、片付けなど）
・飲食店のキッチン業務

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上

正看護師 医療法人　隆徳会　鶴田病
院

○内視鏡、手術室兼外来の看護
業務。
◯手術：外科、整形外科が中心
○その他、附随業務あり。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 180,000円～

250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１－７８

宮崎県西都市

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
124,558円～
124,558円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県都城市上東町５街区１号

宮崎県西都市

155,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市大字赤江飛江田１２

５３－１

店内業務（西都市） キャリアプラス株式会社 ＊スーパー店内業務（レジ。品
出し等）を行っていただきま
　す。


和牛飼育係 株式会社　森ファーム宮崎 ○肉用牛、繁殖牛の飼育管理業
務全般。
・餌やり等。
・牛舎の清掃、消毒、堆肥出し

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 156,000円～

165,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６５
７３－２

正看護師（病棟） 医療法人　隆徳会　鶴田病
院

○病棟勤務（急性期病棟・回復
期病棟・療養病棟）
○その他、附随業務あり。


雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 181,000円～

270,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町１－７８

宮崎県西都市

リサイクル部品査定
登録業務（西都）

株式会社　井上商店 ◯使用済み自動車からリサイク
ル部品を取り外し、査定、登
録業務になります。


雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 149,500円～

230,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋９
６０

宮崎県西都市

オペレーター及び土
木作業員

株式会社　コーポレーショ
ン・クリエイト

○ユンボ（油圧ショベル）の運
転。
○土木作業員
◯林業、付随作業、その他をお

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
195,500円～
195,500円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字下三財古城屋敷

７７７０

支援相談員（通所）
並木の里

医療法人　暁星会　三財病
院

○通所利用者の受付相談
　・サービス担当者会議の参加
　・家族や開度支援専門員との
連絡調整

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
175,000円～
215,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字下三財３３７８

宮崎県西都市

集荷業務（西都） 株式会社　井上商店 ◯集荷業務：使用済み自動車の
引き取り作業。



雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 172,500円～

230,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋９
６０

宮崎県西都市

製材工（機械操作
員）【急募】

有限会社　皆川ドライウッ
ド

○製材機械操作の業務。
・製材助手作業。

・機械操作。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
165,646円～
173,075円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田４４

９９番地１

製材工の助手【急
募】

有限会社　皆川ドライウッ
ド

○製材中にできる背板の、簡単
な機械操作。
・製品を並べて束ねる整理作
業。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
137,218円～
140,921円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田４４

９９番地１

建築現場管理者 有限会社　斎藤建設 ◯建築現場の管理業務全般
◯現場への材料運搬及び現場で
の職人の管理
・工事写真撮影や書類作成：パ

雇用・労
災・厚生40歳

以下 190,000円～
220,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字鹿野田３２９３

番地１

建築現場作業員 有限会社　斎藤建設 ◯現場への材料運搬及び現場作
業全般
・工事写真撮影や書類作成：パ
ソコン操作（ワード、エクセ

雇用・労
災・厚生35歳

以下 160,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字鹿野田３２９３

番地１

農業機械修理及び営
業（都農営業所）

株式会社南九州沖縄クボタ
（宮崎県内）

○主にクボタ農業機械の修理及
び販売業務に従事
・修理未経験者の方でも少しず
つ実践で覚えていただきます

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 170,000円～

300,000円雇用期間の定めなし 霧島市溝辺町崎森９７３－１

宮崎県児湯郡都農町

医療機器のプラス
チック製品製造職

株式会社　シンコー精機 ○注射器などの医療機器のプラ
スチック製品製造業務
◯専用設備を操作し、専用金型
により各種プラスチックの部

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 235,246円～

265,246円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字日置２０
３２番地１５

農業機械修理及び営
業（川南営業所）

株式会社南九州沖縄クボタ
（宮崎県内）

○主にクボタ農業機械の修理及
び販売業務に従事
・修理未経験者の方でも少しず
つ実践で覚えていただきます

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 170,000円～

300,000円雇用期間の定めなし 霧島市溝辺町崎森９７３－１

宮崎県児湯郡川南町

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

 ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

（一般） 5月14日号
仕事の内容・就業場所

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

 ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

月給 大型自動車免許一種
(1) 8時30分～17時15分

46040- 5378181 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～ 0時00分

27060-17673681 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時00分

40010-37156681 就業場所

月給 変形（１年単位） 中型自動車免許一種以上
(1) 8時00分～17時00分

45010-12413881 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時40分

45010-12415181 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 正看護師
(1) 8時30分～18時00分 准看護師
(2) 8時30分～12時30分

45060- 2017181 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時00分～17時00分

45060- 2020581 就業場所

月給 柔道整復師
(1) 8時20分～18時20分
(2) 8時20分～14時00分

45060- 2022781 就業場所

月給 はり師
(1) 8時20分～18時20分 きゅう師
(2) 8時20分～14時00分

45060- 2023881 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2027381 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 正看護師
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2) 8時30分～17時30分

45060- 2028681 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許二種
(1) 6時00分～15時00分 普通自動車免許一種
(2) 7時00分～19時00分
(3) 9時00分～ 0時00分 ※普通自動車免許一種

　取得後３年以上で
45060- 2037981 就業場所 　養成可

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許二種
(1) 6時00分～15時00分 普通自動車免許一種
(2) 7時00分～19時00分
(3) 9時00分～ 0時00分 ※普通自動車免許一種

　取得後３年以上で
45060- 2038581 就業場所 　養成可

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 6時30分～16時00分

45060- 2039481 就業場所

月給
(1) 8時00分～16時45分

45060- 2057781 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 正看護師
(1) 8時00分～16時50分 准看護師
(2) 8時30分～17時20分 普通自動車免許ＡＴ
(3) 9時00分～17時50分

45070- 1833681 就業場所

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。あらかじめご了承ください。
◎この情報はfaxでも提供しています。ポーリング受信機能を使い0983-23-0849をコールして下さい。
◎ 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。

農業機械の配送及び
管理（川南倉庫）

株式会社南九州沖縄クボタ
（宮崎県内）

○クボタ農業機械の入出庫業
務、在庫管理に従事します。
・宮崎や鹿児島等の営業所約４
０ヶ所からの注文に従って、

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 160,000円～

180,000円雇用期間の定めなし 霧島市溝辺町崎森９７３－１

宮崎県児湯郡川南町

精肉加工販売（正）
／児湯郡高鍋町

株式会社　エル三和 スーパー内の精肉ブースでの作
業
　・精肉の加工、調理
　・接客販売

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
202,000円～
242,000円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市博多区金の隈２丁目

２０－６１
宮崎県児湯郡高鍋町

店長候補（高鍋菖蒲
池店）

株式会社　あきんどスシ
ロー

○店舗の営業

商品の仕込み、売上管理や７０
～１００名の店舗スタッフの

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
～35
歳

180,000円～
215,000円雇用期間の定めなし 吹田市江坂町１－２２－２

宮崎県児湯郡高鍋町

卵の検品・出荷作業
／児湯郡新富町

日本物産情報通信　株式会
社　宮崎本社

・卵の検品をするために機械に
セットするお仕事です
・他、商品のチェック、梱包、
出荷作業など

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
139,930円～
139,930円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市淀川１丁目２番８号

宮崎県児湯郡新富町

運転手／高鍋営業所 株式会社　山崎紙源セン
ター

・パッカー車による古紙及び廃
棄物のルート回収
・その他構内においての古紙等
の選別作業、機械操作

雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下 195,500円～

195,500円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市江平東町６番地１３

宮崎県児湯郡高鍋町

養豚飼養管理【トラ
イアル併用求人】

小野株式会社 ◯仕事に慣れるまでは養豚場の
管理全般の補助業務。
◯１日の仕事は日によって異な
ります。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 150,000円～

170,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南４１
４２－１

正看護師又は准看護
師【急募】

大森内科医院 ○内科、小児科外来の看護業務
全般。
・経験が浅い方、未経験の方の
応募も歓迎いたします。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
185,000円～
210,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１

３４７－２

鍼灸師 えとみ鍼灸整骨院 ○整骨院業務全般。
・問診、手技療法、物理療法。
・ストレッチ、テーピング、患
者指導。

雇用・労災
不問

165,000円～
195,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１

３９６番地第３ツルヤビル１Ｆ

柔道整復師 えとみ鍼灸整骨院 ○整骨院業務全般。
・問診、手技療法、物理療法。
・ストレッチ、テーピング、患
者指導。

雇用・労災
不問

180,000円～
210,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１

３９６番地第３ツルヤビル１Ｆ

訪問看護責任者 株式会社　兒玉 ◯書類等作成・管理（計画書等
多数）
・訪問看護（訪問エリア：新富
町内）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
214,600円～
214,600円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田３

８０５番地

営業職 六車農園　株式会社 ◯主に自社製品（お茶や大麦若
葉等）の営業業務全般
（営業エリア：宮崎県内～県
外）

雇用・労
災・健康・
厚生

30歳
以下 180,000円～

180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３
２２０－３

宮崎県児湯郡川南町

タクシー運転士（西
都営業所）

宮交タクシー　株式会社
高鍋営業所

○タクシー乗務員業務。

＊入社後２ヶ月間は時間給


雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 137,285円～

137,285円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１
８０－１

宮崎県西都市

タクシー運転士及び貸切
乗務員（高鍋営業所）

宮交タクシー　株式会社
高鍋営業所

○タクシー乗務員業務及び貸切
乗務業務
　　　　　　　　


雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 137,285円～

137,285円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１
８０－１

宮崎県児湯郡高鍋町

医療機器のプラス
チック製品製造職

株式会社　シンコー精機 ○注射器などの医療機器のプラ
スチック製品製造業務
◯医療機器を生産する為の金型
のメンテナンスを行う仕事で

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 155,499円～

186,599円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字日置２０
３２番地１５

鮮魚スタッフ：経験
者（高鍋店）

株式会社　海翔 ○店内での鮮魚業務全般
・魚介類の加工、販売など。
・接客
・スーパー内鮮魚部で魚介類の

健康・厚生
不問

230,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋字

奥の下７０２９番地
宮崎県児湯郡高鍋町

正看護師又は准看護師/
ミューズの朝国富・ミュー
ズの朝西都

社会福祉法人　報謝会 ◎ご利用者様の健康管理
　デイサービス・住宅での看護
業務（バイタル管理等）
　それに伴う記録の作成、健康

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 200,000円～

200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田
７３４８－２

宮崎県東諸県郡国富町



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

（一般） 5月14日号
仕事の内容・就業場所

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

 ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

月給 変形（１ヶ月単位） 危険物取扱者（乙種）
(1) 7時30分～16時30分
(2)11時30分～20時30分

40180- 8149181 就業場所

月給
(1)10時00分～19時00分

43010-17036581 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～20時00分
(2)20時00分～ 9時00分
(3) 9時00分～ 8時59分

45010-12177181 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 大型特殊自動車一種

45010-12220481 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分

45060- 1973881 就業場所

月給
(1) 5時00分～14時00分
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時30分

45060- 1974281 就業場所

月給 変形（１年単位） 中型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 危険物取扱者（丙種）

※両方必須

45060- 1976081 就業場所

月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1980781 就業場所

月給 社会福祉主事任用資格
(1) 9時10分～17時00分 普通自動車免許

45060- 1989481 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 1990281 就業場所

月給 交替制あり 保育士
(1) 8時00分～16時30分

45060- 1991181 就業場所

月給 交替制あり 正看護師
(1) 8時30分～17時00分
(2)16時30分～ 9時00分

45060- 1992081 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許
(1) 8時15分～17時15分

45060- 1993381 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060- 1995981 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060- 1997481 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許
(1) 8時15分～17時15分

45060- 1998781 就業場所

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。あらかじめご了承ください。
◎この情報はfaxでも提供しています。ポーリング受信機能を使い0983-23-0849をコールして下さい。
◎ 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。

セルフガソリンスタンド
監視員／宮崎県児湯郡

株式会社　西日本宇佐美
九州支店

＊高速道路パーキングエリア内
セルフガソリンスタンドで、お
客様給油の監視や操作説明、店
舗の開閉店、清掃等を行ってい

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
137,376円～
142,560円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

福岡県筑紫野市大字永岡７２０－
１

宮崎県児湯郡川南町

警備員／西都待機所 セコム宮崎　株式会社 ・警備サービス提供先（事務
所、店舗、民家等）から火災や
侵入者等の信号を受信した際の
現場確認

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 155,000円～

155,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市橘通西４丁目３番４
号　セコム宮崎ビル

宮崎県西都市

ドコモショップス
タッフ／高鍋店

株式会社　グッドコミュニ
ケーション

ドコモショップの接客・販売
・携帯電話等の販売
・料金のお支払い受付
・お客様からの相談対応

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
188,320円～
205,440円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

熊本県熊本市南区近見１丁目４－
１０　吉田ビル２Ｆ

宮崎県児湯郡高鍋町

用務員 医療法人　宏仁会　海老原
総合病院

◯主に施設環境整備：備品修
繕、施設内外清掃
（トイレ掃除なし）
◯患者送迎補助：患者送迎担当

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
128,640円～
128,640円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０
７番地

切削オペレーター／
宮崎北営業所

株式会社　キング ・道路の路面舗装を機械で切削
し、特殊車両を使用して路面
清掃を行う業務です。


雇用・労
災・健康・
厚生

39歳
以下 230,000円～

390,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市大字本郷南方２２３
－１

宮崎県児湯郡新富町

重油配送 宮崎ウイング輸送　有限会
社

◯４トンタンクローリーでハウ
スへの重油配送業務。
（エリア：川南町、都農町）


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
161,000円～
161,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田３７

５８番地

調理業務（病院食） 医療法人　宏仁会　海老原
総合病院

○病院食（朝食・昼食・夕食）
の調理業務。
・食器の洗浄、後片付け等。
・特別食対応あり。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 128,500円～

142,100円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江２０
７番地

生活保護に係る現業員
（ケースワーカー）業務又
はその補助

宮崎県児湯福祉事務所 ○生活保護業務（ケースワー
ク）
・生活保護世帯に対する訪問等
による面接調査及び記録作成

雇用・公
災・健康・
厚生

不問
167,200円～
167,200円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３
８７０－１

宮崎県児湯郡高鍋町

大型運転手兼営業
（宮崎北営業所）

株式会社　キング運輸 ○７ｔ・１０ｔ車、トレーラー
等による建設土木機械　　
・資材・鋼材・ハウス等の運搬


雇用・労
災・健康・
厚生

39歳
以下 230,000円～

390,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田３
２０４－１

宮崎県児湯郡新富町

保育士 医療法人社団　聖山会　川
南病院

○病院内保育園にて保育士業務
全般。
＊０歳～６歳児の保育（５０名
程度）

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 154,200円～

183,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８
１５０－４７

オペレーター及び土
木作業員

株式会社　コーポレーショ
ン・クリエイト

○ユンボ（油圧ショベル）の運
転。
○土木作業員
◯その他、付随作業をお願いす

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
195,500円～
195,500円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字下三財古城屋敷

７７７０

入力事務 勝田被服　株式会社　高鍋
工場

○データ入力（一定の仕様によ
るデータ入力業務）
・パソコン使用
＊親切丁寧に指導致します。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３

１９０－３
宮崎県児湯郡高鍋町

正看護師 医療法人社団　聖山会　川
南病院

○看護業務
（外来、通所リハビリテーショ
ン、透析、病棟）


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
201,000円～
250,600円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８

１５０－４７

検査作業：準社員
（高鍋工場）

勝田被服　株式会社　高鍋
工場

紳士・婦人スーツ上着の縫製後
の製品を検査する簡単な作業で
す。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
133,089円～
139,980円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３

１９０－３
宮崎県児湯郡高鍋町

ソーイングスタッフ（高
鍋）（正社員）

勝田被服　株式会社　高鍋
工場

○紳士・婦人服の縫製部門で、
主にミシン、アイロン掛けの
仕事。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３

１９０－３

経理事務 勝田被服　株式会社　高鍋
工場

○会計ソフト（ＰＣＡ会計）入
力。
・受注・発注業務。
・請求・支払事務。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３

１９０－３
宮崎県児湯郡高鍋町



年齢・
職種 指針　 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

（一般） 5月14日号
仕事の内容・就業場所

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-0849 

ハローワーク高鍋 

 ※ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060- 2001381 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分

45060- 2002681 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060- 2006781 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060- 2007881 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時15分～17時15分

45060- 2008281 就業場所

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2011981 就業場所

月給 普通自動車免許
(1) 2時00分～12時00分

45060- 2013481 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

15070- 4356081 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

15070- 4357381 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時45分～17時45分
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

15070- 4358681 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ
(2)20時00分～ 5時00分

27180- 6432781 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分
(2)12時15分～21時15分

40010-36203581 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分
(2)12時15分～21時15分

40010-36204481 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分
(2)12時15分～21時15分

40010-36205781 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許
(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～12時30分
(3) 9時00分～13時00分

45010-12075681 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45010-12110181 就業場所

◎ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。あらかじめご了承ください。
◎この情報はfaxでも提供しています。ポーリング受信機能を使い0983-23-0849をコールして下さい。
◎ 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。

縫製工場保全工 勝田被服　株式会社　高鍋
工場

○紳士・婦人服の縫製部門で、
主にミシン、アイロンの保全を
行う仕事です。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
250,000円～
500,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３

１９０－３
宮崎県児湯郡高鍋町

袖付スタッフ（高
鍋）

勝田被服　株式会社　高鍋
工場

○紳士・婦人服の縫製部門で、
ミシンにて袖付けを行う仕事で
す。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３

１９０－３

営業職 勝田被服　株式会社　高鍋
工場

病院・法人・個人宅への訪問
し、ユニホームのカタログ販売
（ルート営業）を行う。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３

１９０－３

裁断（幹部候補生） 勝田被服　株式会社　高鍋
工場

○ＣＡＤ・ＣＡＭを使って原反
を裁断する作業。
＊将来は幹部を目指して頂きま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３

１９０－３

機械操作オペレーター
（生地を裁断する作業）

勝田被服　株式会社　高鍋
工場

○ＣＡＭを使って原反を裁断す
る作業。
・生地を裁断する機械の操作で
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
133,090円～
139,800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３

１９０－３
宮崎県児湯郡高鍋町

新聞配達および軽作
業

有限会社　ＡＫＡＺＡＷＡ ○新聞配達および軽作業
・新聞配達
・チラシの折り込み作業
・集金（お客様都合に合わせる

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,000円～
175,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北４７

１７－１０

建設土木機械等の整
備士／宮崎北営業所

株式会社　キングサービス ○建設機械の修理・点検
○建設車両の修理・点検　　社
有車あり


雇用・労
災・健康・
厚生

39歳
以下 230,000円～

390,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田３
２０４－１

宮崎県児湯郡新富町

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は大型店店長や地域マネ
ジャー、バイヤー（仕入担当）
等、会社全体を牽引していく幹

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 172,000円～

224,000円雇用期間の定めなし 新潟市南区清水４５０１番地１

宮崎県児湯郡新富町

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は大型店店長や地域マネ
ジャー、バイヤー（仕入担当）
等、会社全体を牽引していく幹

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 172,000円～

224,000円雇用期間の定めなし 新潟市南区清水４５０１番地１

宮崎県えびの市

製造工程作業員 日本プラス工業　株式会社 １．原材料の配合
２．製品を紙袋又はフレコン
バックに詰め荷作りをする
３．押出機の条件設定及び記録

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

18歳
～40
歳

146,800円～
168,800円雇用期間の定めなし 大阪府大東市新田中町１－４８

宮崎県児湯郡都農町

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

株式会社　コメリ 販売からスタートし、将来的に
は大型店店長や地域マネ
ジャー、バイヤー（仕入担当）
等、会社全体を牽引していく幹

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

35歳
以下 172,000円～

224,000円雇用期間の定めなし 新潟市南区清水４５０１番地１

宮崎県小林市

エリア社員（正）／
高鍋樋渡店

株式会社　コスモス薬品 ドラッグストア店内での接客・
販売・仕入・レジ業務
陳列棚や在庫商品等の整理
上記に付随する業務

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 170,000円～

180,000円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番１号　第一福岡ビルＳ館

宮崎県児湯郡高鍋町

エリア社員（正）／
高鍋平原店

株式会社　コスモス薬品 ドラッグストア店内での接客・
販売・仕入・レジ業務
陳列棚や在庫商品等の整理
上記に付随する業務

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 170,000円～

180,000円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番１号　第一福岡ビルＳ館

宮崎県児湯郡高鍋町

医療事務兼調剤補助
／おすず高鍋店

株式会社　ひむかメディカ
ル

窓口での受付事務及び医療事
務、調剤補助業務を行っていた
だきます。


雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下 165,000円～

190,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市江平東１丁目４番７
号

宮崎県児湯郡高鍋町

エリア社員（正）／
つきどの店

株式会社　コスモス薬品 ドラッグストア店内での接客・
販売・仕入・レジ業務
陳列棚や在庫商品等の整理
上記に付随する業務

雇用・労
災・健康・
厚生

35歳
以下 170,000円～

180,000円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁
目１０番１号　第一福岡ビルＳ館

宮崎県西都市

アイスの梱包・検品
／川南町

ランスタッド　株式会社
宮崎支店

即日スタート！
８月３１日までの期間限定のお
仕事です
あの懐かしの…氷菓子を作る工

雇用・労
災・健康不問

147,560円～
147,560円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－１
３　宮崎第一生命ビルディング新

宮崎県児湯郡川南町


