
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 交替制あり
(1) 5時00分～10時30分
(2) 9時00分～14時30分
(3)15時30分～21時00分

45010-12950181 就業場所

時給 8時00分～18時00分の 介護福祉士
間の4時間程度 介護職員基礎研修

ヘルパー2級以上
実務者研修修了者
普通自動車免許ＡＴ

45060- 2150981 就業場所

時給 8時00分～18時00分の 同行援護資格者
間の4時間程度 普通自動車免許ＡＴ

45060- 2151581 就業場所

時給 正看護師
(1) 9時00分～16時00分 准看護師

普通自動車免許一種

45060- 2153781 就業場所

時給
(1) 8時00分～13時00分

45060- 2165081 就業場所

時給
(1) 6時00分～10時30分
(2)10時00分～15時00分
(3)17時00分～22時00分

45060- 2169581 就業場所

時給
(1)13時00分～17時00分

46040- 5586781 就業場所

時給 8時30分～17時30分の 普通自動車免許一種
間の5時間以上

45060- 2136481 就業場所

時給
(1) 9時00分～15時00分

45060- 2138881 就業場所

時給 8時00分～17時00分の
間の4時間程度

45060- 2140381 就業場所

時給
(1)18時30分～23時00分

45060- 2145781 就業場所

時給 交替制あり
(1) 8時00分～13時00分
(2)13時00分～17時00分

45060- 2146881 就業場所

時給 正看護師
(1) 8時00分～13時00分 准看護師

45060- 2111881 就業場所

時給
(1) 8時30分～15時00分
(2)11時00分～17時30分

45060- 2122081 就業場所

時給
(1) 9時00分～15時15分

45060- 2126581 就業場所

時給
(1) 9時00分～15時15分

45060- 2127481 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。

店内スタッフ 株式会社　青五（ダイソー＆アオ
ヤマ　１００円プラザ高鍋店）

○１００円ショップ店内におけ
る接客業務全般。
・商品の品出し、発注、レジ、
レジの清算業務等。

雇用・労災
不問

800円～850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
３４６－１番地　ジョイアス２階

宮崎県児湯郡高鍋町

店内スタッフ 株式会社　青五（ダイソー
＆アオヤマ　エル西都店）

○１００円ショップ店内におけ
る接客業務全般。
・商品の品出し、発注、レジ、
レジの清算業務等。

雇用・労災
不問

800円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字右松２１８３
（マルショク　エル西都店内）

ペットフード製造 ビッグウッド　株式会社
宮崎工場

○愛犬のお食事やおやつの製
造。
　お肉やお野菜のカット作業、
ハーブ粉末の粉砕・調合・袋

雇用・労災
不問

737円～940円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６
５１－９２

宮崎県児湯郡高鍋町

看護職員≪急募≫ 社会福祉法人春光会　特別
養護老人ホーム　望み苑

○特別養護老人ホーム（定員２
９名）
　・看護業務（入居者の健康管
理・薬の管理・介護補助）

雇用・労災
不問

1,000円～1,500
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南高鍋９
１１８－１

ぺットボトルの選別 株式会社　井上商店 ○ライン上のペットボトルを手
作業により、選別する作業。
・ベルトコンベアーから流れて
くるペットボトルの

雇用・労災
不問

740円～740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南高鍋９
６０

宮崎県児湯郡高鍋町

事務職（夜間受付） 地方独立行政法人　西都児
湯医療センター

○夜間救急外来の受付業務及び
会計事務業務全般。
・電話応対
・保険証確認

労災
不問

800円～1,000円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字妻１５５０番地

宮崎県西都市

事務職 株式会社　丸喜　さくらの
里

○「住宅型有料老人ホームさく
らの里」、「デイサービス
センターさくらの里」での事務
業務全般。

労災
不問

750円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田９１
１－６

農作業員 矢野弓広（矢野農園） ○ハウス内でのミニトマト、ブ
ドウの栽培管理と収穫作業。
ミニトマト：下葉取り、芽か
ぎ、収穫作業等。

労災
不問

737円～750円雇用期間の定めなし 児湯郡都農町大字川北１３２１番
地

車の清掃担当 有限会社　都農ホンダ販売 ◯車の清掃・洗車業務全般。
◯車の引取・納車補助

＊詳細については面接時に説明

雇用・労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北５４
７０－３

（契）アイスクリーム製
造業務（児湯郡川南町）

有限会社　サンテック ○アイスクリーム製造に関わる
一連業務をしていただきま
す。


雇用・労災
不問

850円～850円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

鹿児島県姶良市平松２８２４－１
５

宮崎県児湯郡川南町

接客サービス 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

◯大手ホテル内のレストランで
の配膳やや食器片付け、
接客、サービス業務全般


雇用・労災
不問

850円～900円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県西都市妻町３丁目１２９

宮崎県西都市

箱詰め・集荷作業員 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

◯配送センターでの箱詰め作業
及び集荷作業。
＊詳細は面接時に説明します。


雇用・労災
不問

750円～750円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県西都市妻町３丁目１２９

看護職（正又准）（有料
老人ホームすみれ）

株式会社　作松　　すみれ ○入所者（４０名）主に要介護
度（１）～（５）の日常生活
等の支援業務全般。
◯入所者の状態観察、カテーテ

雇用・労災
不問

900円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１６
１３８番１２

宮崎県児湯郡川南町

訪問介護員（ホームヘル
パー）：視覚障がい者

社会福祉法人　高鍋町社会
福祉協議会

◯視覚障がい者の方の買い物等
の同行（同行援護保持者）の
みの業務になります。


労災
不問

1,100円～1,100
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
００番地

宮崎県児湯郡高鍋町

750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

訪問介護員（ホーム
ヘルパー）

社会福祉法人　高鍋町社会
福祉協議会

○要介護老人世帯及び障がい者
世帯を訪問しての介護業務。
・食事、掃除、入浴、排泄等の
介助を行います。

労災
不問

1,100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３
００番地

宮崎県児湯郡高鍋町

（パート） 5月21日号
仕事の内容・就業場所

学校寮給食調理（新
規オープン）

株式会社　総合人材セン
ター　宮崎支店

寮の給食調理及び付帯業務に携
わって頂きます。
・材料洗浄、下処理、調理
・配缶、配膳

雇用・労災
不問

 ℡ 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21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 交替制あり
(1) 6時30分～11時30分
(2) 8時30分～13時30分

45060- 2131081 就業場所

時給 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～16時00分

45060- 2093081 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時30分 正看護師

准看護師

45060- 2096981 就業場所

時給
(1)14時00分～18時00分
(2) 9時30分～18時00分
(3) 8時00分～16時30分

45060- 2099781 就業場所

時給 介護福祉士
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

45060- 2104281 就業場所

時給 正看護師
(1)15時00分～18時30分 准看護師

45060- 2105181 就業場所

時給 8時30分～17時15分の
間の4時間程度

45060- 2106081 就業場所

時給
(1) 8時00分～12時00分

45020- 3047381 就業場所

時給 普通自動車免許
(1)10時00分～14時00分

45010-12656781 就業場所

時給
(1) 8時00分～11時00分

40010-38298181 就業場所

時給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～15時00分

45010-12580681 就業場所

時給
(1) 8時00分～15時00分

45060- 2064481 就業場所

時給 8時30分～17時00分の 普通自動車免許
間の5時間程度

45060- 2065781 就業場所

時給 変形（１年単位）
(1) 9時00分～16時00分

45060- 2066881 就業場所

時給
(1) 9時00分～18時00分
(2) 9時00分～13時00分

45060- 2092181 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。

調剤薬局事務／サン
パーム薬局：高鍋町

株式会社　メディカル伊藤 ○調剤薬局における医療事務全
般。
（受付け、レセプト等）
＊勤務時間については、相談に

雇用・労災
不問

750円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦２
３番地７

宮崎県児湯郡高鍋町

贈答用ギフト作製要
員

宮崎県農協果汁　株式会社 ◯贈答用ギフトの箱を組み立て
たり、ジュースを箱に詰め、
包装したりする業務です。
◆倉庫内での作業です。

雇用・労災
不問

800円～800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県児湯郡川南町大字川南２０
０１６－３

宮崎県児湯郡都農町

一般事務 有限会社　つの農産 ○外注、発注業務

◯外出業務、在庫管理、パソコ
ン入力、電話対応、一般事務

雇用・労災
不問

750円～770円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北字新
別府１４４４のロ

清掃員（川南町） 有限会社　サンクリーン日
向

○建物内清掃業務。
３名体制で小型掃除機等を使用
し、トイレ、フロア、
　事務室、更衣室、床、備品等

雇用・労災
不問

737円～737円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１０
２６－１４

宮崎県児湯郡川南町

配送員／西都作業所 ヒムカフーズ　株式会社 ・青果物の配送が主な仕事にな
ります。
・主に西都市内、宮崎市内、高
鍋町内の取引先への配送

雇用・労災
不問

850円～850円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市大字小松２３７－６
７

宮崎県西都市

品出し業務／川南店 株式会社　コスモス薬品 ・ドラッグストア店舗で販売す
る商品の補充
・陳列棚や在庫商品等の整理
・上記に付随する業務

労災
不問

820円～820円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

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

宮崎県児湯郡川南町

ポスティングスタッフ／
高鍋メモリードホール

株式会社　メモリード宮崎 ・高鍋町内において、当社宣伝
チラシをポスティングしてい
ただく仕事です。


労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市錦町６番１１号

宮崎県児湯郡高鍋町

分析補助（西都市） 神楽酒造　株式会社 ＊焼酎のもろみを取り、分析器
具にかけ、品温、度数など
　を記録します。
　（経験がなくても大丈夫で

雇用・労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩戸
１４４－１

宮崎県西都市

店内スタッフ 株式会社　都農ワイン ○カフェでの接客、レジ。
◯ワイン販売等
＊その他関連業務をお願いする
ことがあります。

労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１４
６０９－２０

正看護師又は准看護
師

おおやまこどもクリニック ◯小児科医での外来看護業務全
般
・医師の診療、検査の介助
・問診・検査・採血

労災
不問

1,000円～1,300
円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡新富町富田西２丁目
２番地１

宮崎県児湯郡新富町

介護職員 合同会社　生活設計　
デイサービス　ひなた

◯デイサービスの介護業務全般
（利用者最大１５名）
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等

雇用・労災
不問

800円～1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字下三財１５４８
番地

学童保育員 社会福祉法人　清水保育園 ◯小学校低学年（１～６年生）
の学習支援及び健全育成に
　かかわる業務。
（３名～４名体制で約５０名程

雇用・労災
不問

1,100円～1,100
円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県西都市大字清水２９１

看護職（じゅうじの家デイ
サービスセンター）【急
募】

社会福祉法人　石井記念
友愛社

○デイサービス利用者（定員１
８名未満）の看護業務全般。
・食事介助、入浴介助、排泄の
介助、外出介助、

労災
不問

960円～1,137円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木６４
４－１

宮崎県児湯郡高鍋町

お茶の梱包、袋詰め、
ティーパック作業

児湯郡茶農業協同組合 ◯お客様よりご依頼された作
業：お茶の梱包、袋詰め、　　
　ティーパック作業をします。
＊最初はサポートで作業しても

労災
不問

750円～750円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田３３
６７－１２

調理員【仁の里】 社会福祉法人　善仁会 ○全施設利用者への調理全般業
務。
・約９０名分の朝食、昼食、夕
食、おやつの調理。

雇用・労災
不問

750円～750円雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡木城町大字椎木字浦
畑３９５０番１

宮崎県児湯郡木城町



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

月給
(1) 8時50分～17時40分

13160- 5322281 就業場所

月給
(1)10時00分～18時45分

45010-12918081 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 7時50分～17時00分

45010-12931881 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 7時50分～17時00分
(2) 8時50分～18時00分

45010-12932281 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15分

45010-12940281 就業場所

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

45010-12914781 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 介護福祉士
(1) 7時45分～16時45分 正看護師
(2) 8時30分～17時30分 准看護師
(3) 9時00分～18時00分 ヘルパー2級以上

介護職員初任者研修
45060- 2147281 就業場所 普通自動車免許

月給 児童発達支援管理者資格
(1) 9時00分～18時00分

45060- 2148181 就業場所

月給 変形（１年単位） 保育士
(1) 7時00分～16時00分 幼稚園教諭免許
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分 ※どちらも必須だが、

保育士のみでの応募可
45060- 2149081 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～17時00分

45060- 2152481 就業場所

月給 7時30分～18時00分の
間の8時間程度

45060- 2166381 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分
(2)13時00分～22時00分
(3)17時00分～22時00分

45060- 2167681 就業場所

月給
(1) 9時00分～17時00分

45060- 2168981 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分 自動車整備士（３級）

45060- 2133681 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2134981 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2135581 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21日号
仕事の内容・就業場所

製造 株式会社　ユニフローズ 成人病検査で使用する検査機
器、大学や試験研究機関で使用
する分析機器などを取り扱いま
す

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
127,680円～
127,680円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市高千穂通１－１－３
４

宮崎県西都市

163,000円～
215,800円雇用期間の定めなし 東京都あきる野市山田４０５番地

３
宮崎県児湯郡高鍋町

郵便物の区分け／西
都郵便局

日本郵便株式会社　郵便事
業総本部　宮崎中央郵便局

・郵便物の区分け作業




製造作業員（正社員：時
給）／新富工場

みやさん食品　株式会社 ・冷凍加工調理食品の製造

・製品の調理、袋詰め、箱詰め
等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
138,880円～
138,880円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市田代町１１６番地３

宮崎県児湯郡新富町
製造スタッフ（正社員：
月給）／新富工場

みやさん食品　株式会社 ・入社後は炭火焼き、力仕事
等、製造作業全般を行って基礎
を学んでいただきます。


雇用・労
災・健康・
厚生

44歳
以下 148,000円～

228,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市田代町１１６番地３

宮崎県児湯郡新富町
葬祭スタッフ（搬送・見
積・施行担当）／西都、高
鍋、宮崎

株式会社　メモリード宮崎 葬祭施行に関わる全般のお仕事
です。
・葬儀ご依頼後の病院へのお迎
え（搬送）

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

38歳
以下 180,000円～

250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市錦町６番１１号

宮崎県宮崎市
農産物の選別・加工及び
付随業務／川南町

株式会社　ＭＵＳＡＳＨＩ ・清涼飲料水の製造にかかわる
業務
・運ばれてきた野菜、果物を機
械へ投入する作業

雇用・労
災・健康・
厚生

18歳
以上 184,800円～

184,800円雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満）

宮崎県宮崎市橘通西５丁目１番２
３号　矢野興業ビル２階

宮崎県児湯郡川南町
介護職員（有料および訪
問）【トライアル併用求
人】

有限会社　さくら ○利用者の介護全般業務。（利
用者　５名）
・食事、排泄、入浴介護等。
・送迎

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
133,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城３８

８８番地１

児童発達支援管理者
『ぴゅあらんど光の手』

有限会社　さくら 〇主に重度心身障害児を通わせ
る為の計画を立てて頂きます
　児童発達支援、放課後デイ
サービスにて児童発達支援管理

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
142,400円～
156,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城３８

８８番地１

保育士 社会福祉法人　春栄福祉会
八幡保育園

○八幡保育園での保育業務全般
（定員７０名）
・主に各クラスの補助業務にな
ります。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
173,500円～
173,500円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県児湯郡新富町富田１丁目

宮崎県児湯郡新富町

支援員（経験者） ｋｕｋｋａ　ｔｕｕｌｉ株
式会社

◯就労支援Ａ型における障がい
者の支援。
・お弁当調理や盛り付け、配
達、カフェ運営

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
130,000円～
170,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北７９

２４番地６６
宮崎県児湯郡都農町

店舗販売スタッフ 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

◯店舗内でのレジ及び接客業
務。
○肥料や野菜なえ等の販売作
業。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,800円～
140,800円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県西都市妻町３丁目１２９

宮崎県西都市

接客業務 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

◯ホテル内でのイベントやパー
ティー等の接客業務やホテル
内のレストランでの配膳、食器
等片付け等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
149,600円～
158,400円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

宮崎県西都市妻町３丁目１２９

宮崎県西都市

加工作業 株式会社　ＴＭＫｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ

○流れ作業の中での食品のパッ
ク詰め作業、セット作業等業
務。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
138,240円～
138,240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

自動車整備士（資格者）
【トライアル併用求人】

有限会社　都農ホンダ販売 ◯車両の整備業務全般。
・小型・普通自動車主体。
・車検整備、定期点検整備、一
般点検整備の業務。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
135,000円～
205,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北５４

７０－３

自動車整備士（無資格者）
【トライアル併用求人】

有限会社　都農ホンダ販売 ◯車両の整備業務全般。
・小型・普通自動車主体。
・車検整備、定期点検整備、一
般点検整備の業務。

雇用・労
災・健康・
厚生

30歳
以下 130,000円～

180,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北５４
７０－３

営業職【トライアル
併用求人】

有限会社　都農ホンダ販売 ◯車の営業、販売業務
・お客様宅訪問・郵送・電話対
応等
・お客様のご自宅、勤務先への

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 宮崎県児湯郡都農町大字川北５４

７０－３

 ℡ 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21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
(1) 7時00分～15時30分
(2) 7時00分～14時00分

45060- 2137781 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2) 7時30分～16時30分
(3) 7時00分～16時00分

45060- 2141681 就業場所

月給
(1) 7時30分～17時00分

45060- 2142981 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
(1) 8時30分～17時30分 介護福祉士
(2) 8時30分～12時30分 正看護師

准看護師

45060- 2143581 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー２級
(1) 8時30分～17時30分 介護福祉士
(2) 8時30分～12時30分 正看護師

准看護師

45060- 2144481 就業場所

月給
(1) 9時00分～18時00分

27020-33218881 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～18時30分

45010-12741981 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～18時30分

45010-12743481 就業場所

月給
(1) 8時30分～17時15分

45010-12759981 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～17時00分

45010-12841881 就業場所

月給 交替制あり
(1) 8時30分～16時30分
(2)16時30分～ 0時30分
(3) 0時30分～ 8時30分

45010-12848581 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45020- 3048681 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～16時55分
(2) 6時00分～14時55分
(3) 7時00分～15時55分

45030- 2114581 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 中型一種（８ｔ限定）以上
(1) 8時00分～16時55分
(2) 6時00分～14時55分
(3) 7時00分～15時55分

45030- 2115481 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- 2112281 就業場所

月給 交替制あり 准看護師
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時30分～18時30分

45060- 2116681 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。

事務職 株式会社　一ツ瀬青果市場 ◯市場内での事務業務全般。
・電話対応、来客対応
・支払窓口、伝票受付処理
＊パソコン使用にて処理します

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
131,000円～
131,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字黒生野２０７７

宮崎県西都市

フロント及び一般事
務

日向観光開発　株式会社 （フロント業務）
・フロントでの来場者の接客対
応全般
（一般事務及び雑務）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
149,000円～
149,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田１７

６０５

食肉加工場内の作業 株式会社　ＫＫＹファーム ○１次加工場の中の業務
○冷凍庫への商品出し入れ作
業、カット商品を並べる作業、
移動台車への商品積載作業（コ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
180,000円～
220,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字高城字東

宮田５００番地１
宮崎県児湯郡木城町

介護職（鈴山荘デイ
サービスセンター）

社会福祉法人　弘成会　新
富希望の里

○利用者の介護業務全般。（利
用者１５名）
・食事介助、排泄介助、入浴介
助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
136,000円～
150,000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下富田６
２９－５

宮崎県児湯郡高鍋町
介護職（新富希望の里：
デイサービスセンター）

社会福祉法人　弘成会　新
富希望の里

○利用者の介護業務全般。（利
用者２０名）
・食事介助、排泄介助、入浴介
助等。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
136,000円～
150,000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下富田６
２９－５

宮崎県児湯郡高鍋町

一般事務・医療事務
（宮崎県西都市）

株式会社　Ｎ・フィールド 訪問看護ステーション事務全般
・電話対応
・来客対応
・小口現金管理

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
170,000円～
170,000円雇用期間の定めなし 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目４

番４号　アクア堂島東館４階
宮崎県西都市

タイヤ販売及び交換
業務／宮崎市内

株式会社　ビーライン ・店頭でのタイヤ交換業務で
す。
・タイヤ販売もしていただきま
す。

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 170,000円～

300,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂７６
７１番地１

宮崎県宮崎市

物流倉庫業務／佐土
原倉庫

株式会社　ビーライン ・タイヤのピッキング、梱包、
配送業務

・タイヤの入荷及び出荷の管理

雇用・労
災・健康・
厚生

40歳
以下 170,000円～

300,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂７６
７１番地１

宮崎県宮崎市

臨時職員（事務補
助）／高鍋警察署

宮崎県警察本部 ・一般事務補助
・電話交換業務（湯茶等の炊事
用務もあります）


雇用・公
災・健康・
厚生

不問
120,000円～
120,000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８番２８号

宮崎県児湯郡高鍋町

営業サポート／西都
店

株式会社　学教 児湯郡内の小・中学校を訪問
し、児童・生徒が使用する教材
の納品、集金、申込み回収等の
業務を行って頂きます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
112,000円～
112,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県宮崎市大字小松字受別府２
１８－２

宮崎県西都市

半導体設備のメンテ
ナンス／新富町

日本物産情報通信　株式会
社　宮崎本社

半導体設備のメンテナンスのお
仕事です。



雇用・労
災・厚生18歳

以上 156,600円～
156,600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

ボトリング作業（西
都市）

神楽酒造　株式会社 ＊酒類の詰め口作業
・出来上がった焼酎をボトリン
グし、出荷できる商品に
　仕上げる工程です。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
133,000円～
133,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩戸

１４４－１
宮崎県西都市

孵卵場業務（ヒナの
選別）

日本ホワイトファーム　株
式会社　宮崎事業所

・都農町の日本ホワイトファー
ム（株）孵卵場において
　・ヒナの選別
　・工場内の洗浄、消毒作業な

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
126,580円～
126,580円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県日向市美々津町２２７７番
地

宮崎県児湯郡都農町

孵卵場業務（配送） 日本ホワイトファーム　株
式会社　宮崎事業所

・都農町の日本ホワイトファー
ム（株）孵卵場から農場への
ヒナ配送２ｔ車（車両総重量
７．９９ｔ）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
150,453円～
184,803円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県日向市美々津町２２７７番
地

宮崎県児湯郡都農町

溶接・機械工【トラ
イアル併用求人】

株式会社　島之内製作所 ◯製造用機械のコンベアー、ミ
ンチ機械、洗浄機などの溶接
作業、機械組立作業。
◯現場へ運搬業務：社用車２ト

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
147,000円～
168,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田６

８０８番地１

准看護師：三財病院 医療法人　暁星会　三財病
院

◯三財病院での病棟看護業務全
般又は外来看護業務全般。

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 180,000円～

260,000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



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21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 交替制あり 正看護師
(1) 7時00分～16時00分
(2) 9時30分～18時30分

45060- 2117981 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 牽引免許（一種）

※両方必須

45060- 2118581 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- 2119481 就業場所

月給 交替制あり
(1) 8時30分～17時00分

45060- 2120281 就業場所

月給
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2121181 就業場所

月給
(1) 8時30分～17時30分

45060- 2123381 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2129881 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2) 6時00分～15時00分
(3)10時30分～19時30分

45060- 2130181 就業場所

月給
(1) 3時00分～ 9時30分

45060- 2132381 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2094381 就業場所

月給 交替制あり ホームヘルパー２級以上
(1) 8時00分～17時00分 介護職員初任者研修
(2) 8時30分～17時30分 介護福祉士

45060- 2095681 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 保育士
(1) 7時00分～15時30分
(2) 8時00分～16時30分
(3) 8時30分～17時00分
(4) 9時00分～17時30分

45060- 2097581 就業場所 (5) 9時30分～18時00分
月給 理学療法士

(1) 8時00分～17時00分 作業療法士
(2) 8時30分～17時30分 柔道整復師

45060- 2098481 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分 看護師
(2) 8時30分～17時30分 介護福祉士

45060- 2100581 就業場所

月給 介護福祉士
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

45060- 2103881 就業場所

月給 ホームヘルパー２級以上
(1)17時00分～ 9時00分 介護職員初任者研修

介護福祉士

45060- 2068181 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。

正看護師：三財病院 医療法人　暁星会　三財病
院

◯三財病院での病棟看護業務全
般又は外来看護業務全般。

＊詳細は面接時に説明します。

雇用・労
災・健康・
厚生

59歳
以下 190,000円～

350,000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

バルク車乗務員 丸和運送　株式会社 ◯フルトレーラーによる鶏用飼
料の運送業務
（エリア：鹿児島県、宮崎県
内）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
280,000円～
340,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６２

８４
宮崎県児湯郡川南町

大型ダンプ運転手
（１０トン）

有限会社　高鍋運送 ○大型ダンプ運転にて土砂等の
運搬業務主体となります。
（運搬範囲は宮崎県内で公共事
業関係がほとんどです）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
184,000円～
190,900円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６２

９７－３
宮崎県児湯郡高鍋町

保育補助 医療法人社団　聖山会　川
南病院

○病院内保育園にて保育士の補
助業務全般。
＊０歳～６歳児の保育（５０名
程度）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
112,500円～
120,000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

ペットフード製造 ビッグウッド　株式会社
宮崎工場

○愛犬のお食事やおやつの製
造。
　お肉やお野菜のカット作業、
ハーブ粉末の粉砕・調合・袋

雇用・労
災・健康・
厚生

45歳
以下 155,000円～

235,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６
５１－９２

宮崎県児湯郡高鍋町

ペットフード製造：
パート社員

ビッグウッド　株式会社
宮崎工場

○愛犬のお食事やおやつの製
造。
　お肉やお野菜のカット作業、
ハーブ粉末の粉砕・調合・袋

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
117,920円～
150,400円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６

５１－９２
宮崎県児湯郡高鍋町

工場作業員 南九州有機産業株式会社 ◯農場より搬入した鶏ふんを発
酵堆肥化し、それをペレット
にし、ポリ袋に入れ出荷する作
業：自動化してあります

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
165,000円～
238,800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北８４

９６番地

調理員【仁の里】 社会福祉法人　善仁会 ○全施設利用者への調理全般業
務。
・約９０名分の朝食、昼食、夕
食、おやつの調理。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
161,000円～
161,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木字浦

畑３９５０番１

捕鶏作業 柄本電設 ・鶏舎内に入り、鶏を捕まえ、
カゴに入れる。
・鶏を入れたカゴをトラックに
積み込む。

雇用・労
災・公災・
健康

18歳
以上 156,000円～

168,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木１９
０９－１

一般事務：管理課 西都農業協同組合 ◯事務に関する事務補助業務。
・データ入力、文書作成等：パ
ソコン入力
・電話応対等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
123,816円～
126,000円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字右松２０７１

介護職員【デイサー
ビス　花ほたる】

株式会社　作松　花ほたる ○「デイサービス　花ほたる」
の利用者の日常生活等の支援
・食事介助、入浴介助、排泄介
助。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
135,000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２０

２０８番地１

保育士 社会福祉法人　清水保育園 ○未満児担当の保育業務、健康
管理他。（定員６０名）
　土曜日の午後保育・清掃当番
あり　

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
180,000円～
180,300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２９１

理学療法士、作業療法士
【トライアル併用求人】
【急募】

株式会社　Ｓｕｎｎｙ　Ｄａｙｓ
（リハビリ特化型デイサービス）

○リハビリのみを行うデイサー
ビスで送迎、レクリエーショ
ン、リハビリ業務です。


雇用・労
災・健康・
厚生

不問
200,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３

２４７－６

看護及び介護職【トライ
アル併用求人】【急募】

株式会社　Ｓｕｎｎｙ　Ｄａｙｓ
（リハビリ特化型デイサービス）

◯リハビリ特化型デイサービス
での看護業務全般
○リハビリのみを行うデイサー
ビスで送迎、レクリエーショ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
120,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３

２４７－６

介護職員 合同会社　生活設計　
デイサービス　ひなた

◯デイサービスの介護業務全般
（利用者最大１５名）
・食事介助、入浴介助、排泄介
助等

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
159,500円～
159,500円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字下三財１５４８

番地

夜勤専門（月１０～１３回
以内（ケアポート木の瀬）

株式会社　メイセイ ○有料老人ホームにおける夜間
介護及び利用者の健康管理。
・見守り。
・各部屋巡回。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
175,200円～
184,200円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡木城町大字椎木６０

２７－１
宮崎県児湯郡木城町



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21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 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～17時15分

45060- 2069081 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時00分

45060- 2072481 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時00分

45060- 2073781 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時00分

45060- 2078381 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時00分

45060- 2079681 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 8時30分～17時00分

45060- 2083281 就業場所

月給 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) 8時30分～17時30分

45060- 2085081 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～15時00分
(2) 7時30分～16時30分
(3) 9時30分～18時30分

45060- 2086381 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分 ホームヘルパー２級以上
(2) 8時30分～17時30分 介護福祉士

介護職員初任者研修

45060- 2088981 就業場所

月給 理学療法士
(1) 8時30分～17時30分 作業療法士

柔道整復師
あん摩マッサージ指圧師

45060- 2089581 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45040- 5644281 就業場所

月給
(1) 9時00分～17時05分

46010-13371081 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。

生活支援員（高鍋） 社会福祉法人　晴陽会 ○通所利用者の日中活動支援業
務。（定員４０名）
・食事介助、排泄介助、外出介
助（ドライブ等支援）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
123,200円～
129,600円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県西都市大字右松３２９２－
３３

宮崎県児湯郡高鍋町

整備職（西都営業
所）

株式会社　ヰセキ九州　南
部支社　宮崎営業部

◯農業機械全般の整備業務
・トラクター、コンバイン、田
植機等の整備、点検、修理業
務。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
140,000円～
222,700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

２１０－１
宮崎県西都市

整備職（新富営業
所）

株式会社　ヰセキ九州　南
部支社　宮崎営業部

◯農業機械全般の整備業務
・トラクター、コンバイン、田
植機等の整備、点検、修理業
務。

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
140,000円～
222,700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

２１０－１
宮崎県児湯郡新富町

営業職（西都営業
所）

株式会社　ヰセキ九州　南
部支社　宮崎営業部

テリトリー（担当地域）内のお
客様（農家が主体）に対し、農
業機械の販売及び納品、アフ
ターサービス、事前点検、展示

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
146,000円～
230,700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

２１０－１
宮崎県西都市

営業職（新富営業
所）

株式会社　ヰセキ九州　南
部支社　宮崎営業部

テリトリー（担当地域）内のお
客様（農家が主体）に対し、農
業機械の販売及び納品、アフ
ターサービス、事前点検、展示

雇用・労
災・健康・
厚生・財形

不問
146,000円～
230,700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

２１０－１
宮崎県児湯郡新富町

工場及び農作業（ぶ
どう）スタッフ

株式会社　都農ワイン （畑作業・都農ワイン用ブドウ
畑での農作業全般。
　　　　・植え付けから収穫ま
での一連の管理作業がありま

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
135,300円～
135,300円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡都農町大字川北１４

６０９－２０

事務員 株式会社　アイケア（エリ
シオン聖陵）

・受付、介護請求事務、書類作
成
　　介護保険のレセプト処理
　　利用者のご家族宛の請求書

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
138,000円～
165,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字妻平田１５１８

－１
宮崎県西都市

調理員 株式会社　アイケア（エリ
シオン聖陵）

○有料老人ホーム　エリシオン
の入居者様への食事の提供を
して頂きます。
・５０名分の朝食、昼食、夕食

雇用・労
災・健康・
厚生

64歳
以下 132,000円～

148,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字妻平田１５１８
－１

宮崎県西都市

介護職（通所介護事
業所めいりん）

株式会社　九州ケアライン
高鍋

○通所介護における介護業務。
・送迎、入浴、排せつ、食事介
助。
・レクレーション、オイルマッ

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
140,000円～
150,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６

４９番地１２３
宮崎県児湯郡高鍋町

理学療法士、作業療法士、
柔道整復師又はあん摩マッ
サージ師

株式会社　九州ケアライン
高鍋

○通所介護における機能訓練指
導、レクリエーション、
　リハビリ、生活援助、身体介
護を行っていただきます。

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
200,000円～
300,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江６６

４９番地１２３

家具の製造 かすが家具巧藝 
・木材や合板等用いて、公共事
業、建築業、店舗什器等で
　使用される特注家具・建具の

雇用・労災
不問

138,600円～
259,875円雇用期間の定めあり

（4ヶ月以上）

宮崎県都城市高城町大井手６３－
２

宮崎県児湯郡高鍋町

◎この求人情報紙『お仕事さがし！こゆ・さいと』は、管内市町村役場 (川南町、木城町、新富町、高鍋町、都農町、西米良村、西都市) のご協力の下、それぞれの役場のホームページ上でもご覧いただけます。

◎また、この情報紙は、次のスーパーマーケットのご協力により店舗内に置かせて頂いておりますので、ご利用ください。（＊面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です）

　　　　　コープみやざき高鍋店　　　ながの屋高鍋店　　　マックスバリュ高鍋店・西都店　　　うめこうじ西都店

◎是非、ハローワーク高鍋（西都市雇用情報センター）へお出でください！

 　☞事業所の画像情報を見ることが出来ます
　　　　ハローワークにある求人検索機 (ご希望の求人票を探すことが出来るパソコンです) で求人票を探される場合に、全てではありませんが事業所の画像情報を見ることが出来ます。求人票画面で「事業所情
報表示」というボタンがあれば押してみて下さい。事業所外観・内観、作業風景や製造している商品等を見ることが出来ます。
　 ☞詳しい求人内容を確認できます
　　　　求人検索機に、この求人情報紙の「求人者名」にある４５０６０等で始まる求人番号を入力すると、より詳しい求人条件などが書かれた求人票をご覧になれます。（プリントしてお持ち帰りも可能です）
　　　※求人検索機のご利用方法がおわかりにならない場合は、お気軽に受付でお尋ねください。

製造業［西都市］ イタックス株式会社 ○真空ポンプの製造に携わる業
務となります。
　組立、検査、部材受け入れ、
洗浄、マシンオペレーター補

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
139,270円～
153,197円雇用期間の定めあり

（4ヶ月未満）

鹿児島市小松原一丁目４４番８号


宮崎県西都市


