
職種 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

時給
(1) 5時30分～ 9時30分

45010-18259191 就業場所

時給
(1)17時30分～19時30分

45010-18283091 就業場所

時給 交替制あり
(1) 5時30分～ 9時30分
(2) 6時30分～10時30分

45010-18285691 就業場所

時給
(1) 5時30分～ 9時30分

45010-18287491 就業場所

時給
(1) 5時30分～ 9時30分
(2) 6時00分～12時00分

45010-18291091 就業場所

時給

45010-18149991 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時30分～14時30分

45060- 2946291 就業場所

時給

45060- 2950991 就業場所

時給 歯科衛生士
(1) 8時30分～13時00分
(2)14時30分～18時00分

45060- 2914191 就業場所

時給
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

45060- 2919491 就業場所

時給 大型特殊自動車一種
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2920291 就業場所

時給 交替制あり
(1) 6時00分～15時00分
(2)10時00分～19時00分

45060- 2921591 就業場所

時給 交替制あり ホームヘルパー２級以上
(1) 6時30分～12時30分 介護職員初任者研修
(2)15時00分～20時30分 介護福祉士

45060- 2923091 就業場所

時給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～16時00分

45060- 2925691 就業場所

時給
(1) 9時30分～14時30分
(2)14時30分～19時30分
(3)19時30分～ 0時00分

45060- 2927491 就業場所

時給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～17時00分
(2) 7時00分～12時00分
(3)12時00分～17時00分

45060- 2929891 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。
◎紙面スペースの都合上、すべての求人を掲載することができない場合があります。スマートフォンでもハローワークで受理した求人を見ることができます。（https://www.hellowork.go.jp)

宮崎県児湯郡新富町

宮崎県西都市

調理員 特定非営利活動法人　　みや
ざきみんなの家

○小規模介護施設の調理業務。
（朝食・夕食８～９名分、昼食
１５名分）
＊この仕事は３人体制です。

労災
不問

762円～762円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田８５１５
－１

宮崎県児湯郡川南町

温泉受付・清掃 株式会社　日南　宮崎総合研
究所

◯新規事業である温泉の受付や
施設の見回り、清掃をして頂け
る方を募集します。
（仕事内容）

雇用・労災
不問

880円～880円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

宮崎県西都市大字調殿６８７－３

宮崎県児湯郡新富町

事務員 宮崎県農協果汁　株式会社 ・パソコンで伝票の入力をした
り、
　課内庶務（事務処理）をした
りします。

雇用・労災
不問

800円～800円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
６－３

介護職員（美老苑） 株式会社　彩美社
介護付有料老人ホーム　美老苑

○利用者（最大３０名・現在２
７名）の食事、入浴、排泄介
助等全般。
・利用者個人毎の身体機能に合

労災
不問

770円～1,050
円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ

木田３１９１番１

厨房職員 株式会社　彩美社
介護付有料老人ホーム　美老苑

◯有料老人ホーム、希望職員の
食事（３３名　程度）の手作り
の食事を提供して頂きます。
・朝食、昼食、夕食、おやつは

労災
不問

770円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ
木田３１９１番１

トラクター運転作業員 株式会社　ＩＬｏｖｅファー
ム

◯露地畑（川南町・都農町）で
のトラクター作業です。
・主に肥料の散布、畑の整地作
業になります。

雇用・労災
不問

1,000円～
1,100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字孫谷南
１２２６４－１６

ハウス内作業員 株式会社　ＩＬｏｖｅファー
ム

◯ハウス内でのブロッコリーの
種まきから苗の管理までの作
業業務。
◯ハウス内でのブロッコリーに

労災
不問

830円～930円雇用期間の定めあり（4ヶ月以
上）

宮崎県児湯郡川南町大字川南字孫谷南
１２２６４－１６

宮崎県西都市

歯科衛生士 大森歯科医院 ◯歯科医療の補助、介助、患者
さんへの説明、衛生指導等。
◯院内清掃あり（午前診療後、
午後診療後）

雇用・労災
不問

1,200円～
1,500円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３４

７－１

衣料品販売スタッフ 合資会社　梶衣料品店 衣料品販売スタッフ
・衣料品の陳列、販売
・店内レイアウト設営
・レジ作業

雇用・労災
不問

1,000円～
1,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市御舟町２丁目１８

又は10時30分～19時
00分の間の4時間程度

 9時00分～16時00分
の  間の2時間以上

事務補助員 井上茂税理士事務所 ◯事務補助業務全般
・取引先のデータ処理、、デー
タの仕訳からパソコン（専用
ソフト）入力等まで

雇用・労災
不問

800円～1,000
円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４４０

９番地 又は 8時30分～17時
30分の間の5時間以上

調理補助／ケアリング　まり
あーじゅ

株式会社　リン・テック・サービ
ス（有料老人ホーム　ケアリング　まりあー
じゅ）

有料老人ホーム（入所者：３０
名程度）で調理補助及び清掃業
務を行っていただきます。


労災
不問

860円～900円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市佐土原町西上那珂字曽根
５６１９－３

宮崎市佐土原町

調理員／都農町国保病院 富士産業　株式会社　宮崎事
業部

・入院患者さんや職員さんの食
事を作るお仕事です

＊２０～３０食程度

雇用・労災
不問

800円～1,000
円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県宮崎市広島１丁目１８－７　大
同生命ビル２階

宮崎県児湯郡都農町

調理員（早番）／シルバーケア
新富

富士産業　株式会社　宮崎事
業部

介護施設の入所者様及び利用者
様への食事提供の為の調理のお
仕事です。
・入所者様の状態に合わせた食

雇用・労災
不問

800円～950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

宮崎県児湯郡新富町

調理員（早番：交替制）／西都
病院

富士産業　株式会社　宮崎事
業部

病院の入院患者様及び職員様へ
の食事提供の為の調理のお仕事
です。
・患者様の状態に合わせた食事

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

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

調理員（朝食）／うからの里 富士産業　株式会社　宮崎事
業部

・利用者の方の朝食盛付、配
膳、食器洗浄業務



雇用・労災
不問

900円～1,000
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

（パート） 7月29日号
年齢
・

指針
仕事の内容・就業場所

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-

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。 



職種 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） 7月29日号
年齢
・

指針
仕事の内容・就業場所

 ℡ 0983-23-0848 fax0983-23-

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

45060- 2898491 就業場所

時給 ホームヘルパー２級以上
(1) 9時00分～16時00分 介護職員初任者研修

介護福祉士

45060- 2910791 就業場所

時給 普通自動車免許一種
(1) 8時00分～16時00分

45060- 2912291 就業場所

時給

45060- 2875591 就業場所

時給

45060- 2892591 就業場所

時給
(1)16時00分～19時00分

45060- 2893191 就業場所

時給
(1) 8時30分～12時00分
(2)13時00分～18時00分

45060- 2895391 就業場所

時給
(1) 7時00分～16時00分

45030- 3307991 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。
◎紙面スペースの都合上、すべての求人を掲載することができない場合があります。スマートフォンでもハローワークで受理した求人を見ることができます。（https://www.hellowork.go.jp)

ブロイラー前処理作業 有限会社　古賀食品 『宮崎くみあいチキンフーズ』
（鶏肉加工工場）において
ブロイラー前処理業務全般。
　鳥掛け（屋外作業）

雇用・労
災・健康・
厚生

不問
1,100円～
1,100円雇用期間の定めなし 宮崎県東臼杵郡門川町平城東１２－３

宮崎県児湯郡川南町

診療補助スタッフ パソベッツこじま ◯動物病院での受付、院内清
掃、診療補助等の業務を行って
頂きます。
（内容）受付、院内清掃、入院

不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１４４８
４－９

採点スタッフ（新田教室） 公文式宮崎　新田教室 ○教材採点・事務処理
・生徒の仕上げた教材プリント
を解答書に従い採点。
（数学、英語、国語）

労災
不問

770円～770円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字新田７０２４
－１０

宮崎県児湯郡新富町

雇用・労災
不問

770円～880円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋１００
３２－２

宮崎県児湯郡高鍋町

 9時00分～18時00分
の間の6時間

宮崎県児湯郡川南町

 8時30分～19時00分
の間の4時間以上

出荷業務担当【急募】 株式会社　ヤミー・フードラ
ボ

◯受注後の出荷作業：商品を
ピックアップし、袋詰めをして
頂きます。
＊詳細は面接時に説明します。

厨房員 医療法人社団　聖山会　川南
病院

◯病院食の調理補助、配膳業
務、食器洗浄業務等。

＊詳細については面接時にお問

雇用・労災
不問

780円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５
０－４７

宮崎県児湯郡川南町

食肉加工作業員 株式会社　フレッシュミート ◯食肉加工工程にて主に鶏肉の
カット作業。
・鶏肉への味付け作業
・肉のパック詰めを行って頂き

雇用・労
災・健康・
厚生

不問

800円～800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

宮崎県西都市

 8時00分～17時00分
の  間の4時間

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
不問

762円～930円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２０２０
８番地１

農作業員 株式会社　スターフルーツカ
ンパニー

○マンゴーハウスの水やり作業
補助：自動開閉の為、１０分
置きに水やりのコックをひねっ
たりする作業です。

雇用・労災
不問

800円～800円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字鹿野田１１６０５番
地



職種 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

月給 中型一種（８ｔ限定）
(1) 7時30分～16時30分     　ＡＴ限定不可

40120-19606291 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2)10時00分～19時00分

45010-18257291 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時00分～15時00分
(2) 9時00分～18時00分
(3) 9時45分～19時45分

45010-18261991 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2)10時15分～19時15分
(3) 9時00分～18時00分

45010-18262491 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 栄養士
(1) 9時00分～18時00分

45010-18277691 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 6時30分～15時30分
(2) 9時30分～19時00分

45010-18279491 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 管理栄養士
(1) 9時00分～18時00分

45010-18280291 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2)10時30分～19時30分
(3) 9時00分～18時00分

45010-18284391 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 栄養士
(1) 8時30分～17時30分

45010-18286991 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2) 9時30分～18時30分

45010-18288791 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 栄養士
(1) 9時00分～18時00分

45010-18289891 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 5時30分～14時30分
(2)10時30分～19時30分

45010-18290191 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 調理師
(1) 6時00分～15時00分
(2) 7時00分～16時00分
(3)10時30分～19時30分

(4) 9時00分～18時30
45010-18292391 就業場所

月給
(1) 9時00分～16時30分

45010-18192291 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～ 8時59分

45010-18072891 就業場所

月給 変形（１年単位）
(1)11時00分～20時00分
(2)10時00分～19時00分

45010-18125891 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。
◎紙面スペースの都合上、すべての求人を掲載することができない場合があります。スマートフォンでもハローワークで受理した求人を見ることができます。（https://www.hellowork.go.jp)

受付事務及びエステアシスタン
ト／高鍋店

有限会社　カレン商事(ビューティ
クリニック　コダマ）

・お客様からの予約受付・問い
合わせ等の電話応対
・パソコン入力作業（スマート
フォン入力レベルで可）

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 175,000円～
185,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市橘通西４丁目３－２４

宮崎県児湯郡高鍋町

料金収受員／西都・宮崎西・宮
崎・高鍋

西日本高速道路サービス九州
（株）宮崎支店

・料金所ブースにて、正確な車
輌判別を行い、通行料金を頂
くお仕事です。


雇用・労災・
健康・厚生18歳

以上 167,000円～
169,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県宮崎市大字富吉字釘ノ前１３８
９－１

宮崎県西都・宮崎・宮崎西・高鍋

受付・一般事務（庶務含）／農
業総合研修センター

学校法人　宮崎総合学院 研修センターにおける受付、一
般事務、庶務業務
・主に宿泊室及び寝具類等の管
理

雇用・労災・
健康・厚生不問

118,000円～
118,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県宮崎市別府町４番１９号

宮崎県児湯郡高鍋町

調理師／西都児湯医療センター 富士産業　株式会社　宮崎事
業部

・入院患者さんや職員さんの食
事を作るお仕事にたずさわっ
ていただきます。（９１床）


雇用・労災・
健康・厚生不問

131,040円～
168,000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

調理員／都農町国保病院 富士産業　株式会社　宮崎事
業部

病院での患者様や職員のお食事
を作る仕事です。
・調理業務全般：献立の内容に
沿ってきざみ、トロミ、ミキ

雇用・労災・
健康・厚生不問

134,400円～
168,000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

宮崎県児湯郡都農町

栄養士／都農町国保病院 富士産業　株式会社　宮崎事
業部

栄養士業務全般
（献立作成、発注、検品、検収
など）
・厨房内での調理補助業務（盛

雇用・労災・
健康・厚生不問

155,000円～
180,000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

宮崎県児湯郡都農町

調理員（交替制）／シルバーケ
ア新富

富士産業　株式会社　宮崎事
業部

介護施設の入所者様及び利用者
様への食事提供の為の調理のお
仕事です。
・患者様の状態に合わせた食事

雇用・労災・
健康・厚生不問

128,520円～
168,000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

宮崎県児湯郡新富町

栄養士／シルバーケア新富 富士産業　株式会社　宮崎事
業部

栄養士業務全般

・パソコンを使用しての職数管
理、発注、検収業務を行って

雇用・労災・
健康・厚生不問

155,000円～
220,000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

宮崎県児湯郡新富町

調理員／西都病院 富士産業　株式会社　宮崎事
業部

病院の入院患者様及び職員様へ
の食事提供の為の調理のお仕事
です。
・患者様の状態に合わせた食事

雇用・労災・
健康・厚生不問

134,400円～
168,000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

管理栄養士／菜花園 富士産業　株式会社　宮崎事
業部

入所者の方の栄養ケアマネジメ
ント
・献立作成、発注業務、在庫管
理を行って頂きます。

雇用・労災・
健康・厚生不問

190,000円～
220,000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

調理員／とのこおり荘 富士産業　株式会社　宮崎事
業部

・入院患者さんや職員さんの食
事を作るお仕事です。
　（施設　５０床）


雇用・労災・
健康・厚生不問

129,360円～
168,000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

栄養士／なでしこ園 富士産業　株式会社　宮崎事
業部

入院患者さん、入所者さん、職
員さんへの食事提供業務
・栄養士業務及び給食管理業務
など

雇用・労災・
健康・厚生不問

155,000円～
200,000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

宮崎県児湯郡高鍋町

調理員／菜花園 富士産業　株式会社　宮崎事
業部

介護施設内厨房にて入所者さん
や職員さんの食事を作るお仕事
にたずさわっていただきます。
（８０床）

雇用・労災・
健康・厚生不問

129,360円～
168,000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

調理員／なでしこ園 富士産業　株式会社　宮崎事
業部

介護施設の入所者様及び利用者
様への食事提供の為の調理のお
仕事です。
・患者様の状態に合わせた食事

雇用・労災・
健康・厚生不問

129,360円～
168,000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

宮崎県児湯郡高鍋町

調理員／うからの里 富士産業　株式会社　宮崎事
業部

・利用者様や職員様のお食事を
作るお仕事です。
（１００床）


雇用・労災・
健康・厚生不問

129,360円～
168,000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

（一般） 7月29日号
年齢
・

指針
仕事の内容・就業場所

コカ・コーラ製品のルート配送
（新富営業所）〔正〕

株式会社　シンクラン　福岡
支店

◎コカ・コーラ社製品の固定得
意先への商品配送及び補充業
務（４ｔ車）
　＊飲料水の段ボールケースの

雇用・労災・
健康・厚生35歳

以下 195,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 福岡県福岡市東区香椎１丁目１－１ニ

シコーリビング２Ｆ－４
宮崎県児湯郡新富町

 ℡ 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。 



職種 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

（一般） 7月29日号
年齢
・

指針
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） 調理師
(1) 8時30分～17時30分

45010-18147391 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45010-18010691 就業場所

月給
(1) 7時40分～16時40分

45010-18043691 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- 2942991 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

45060- 2943491 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分
(2)12時00分～21時00分

45060- 2944791 就業場所

月給
(1)13時00分～21時00分
(2) 8時00分～16時00分

45060- 2945891 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2948191 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- 2949091 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- 2932391 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1)13時00分～21時00分 普通自動車免許一種

45060- 2933691 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- 2934991 就業場所

月給 作業療法士
(1) 8時30分～17時00分

45060- 2935491 就業場所

月報 中型自動車免許以上
(1) 7時00分～16時00分 普通自動車免許一種

45060- 2936791 就業場所

月給
(1) 9時00分～18時00分

45060- 2937891 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許一種

45060- 2938291 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。
◎紙面スペースの都合上、すべての求人を掲載することができない場合があります。スマートフォンでもハローワークで受理した求人を見ることができます。（https://www.hellowork.go.jp)

建築大工又は見習い 川野建築 ◯一般住宅の大工仕事を中心に
作業して頂きます。
◯新築・増改築工事において、
基礎工事からの作業になりま

雇用・労災
不問

129,360円～
312,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字下三財２０４７－３

販売 児湯農業協同組合 ○購買店舗業務を行っていただ
きます。
・レジ業務、商品陳列、商品管
理等

雇用・労災・
健康・厚生不問

132,825円～
132,825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９９－
１

宮崎県児湯郡新富町

廃棄物運転手 フジクリーン　有限会社 ◯廃棄物収集運搬業務全般。
（２ｔ～４ｔ車）
・事業所の一般廃棄物の収集、
運搬。

雇用・労災・
健康・厚生不問

194,000円～
206,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字上三財５６８１－２

宮崎県西都市

作業療法士 医療法人社団　聖山会　川南
病院

○外来・入院患者のリハビリ業
務。
○訪問リハビリ、通所リハビリ
あり。

雇用・労災・
健康・厚生不問

203,200円～
257,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５

０－４７

生コンクリート車運転手 西都生コン　株式会社 ◯生コンクリートの運搬及び会
社が必要とする業務。
・西都市、児湯管内への生コン
クリートの運搬。

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 185,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市新町２丁目８番地

管理候補 株式会社　クレネス ◯新人への清掃指導及び管理。
・清掃業務：請負契約事業所で
の清掃業務
・月１回程度の会議出席等

雇用・労災・
健康・厚生不問

240,000円～
240,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江１９３２

－１

食肉加工作業員 株式会社　フレッシュミート ◯食肉加工工程にて主に鶏肉の
カット作業。
・鶏肉への味付け作業
・肉のパック詰めを行って頂き

雇用・労災・
健康・厚生不問

155,200円～
172,800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

木炭製造工場工場作業員
【急募】

ひむか燃料株式会社 ◯下記の工程の何れかの作業に
従事していただきます

（作業（工程）流れ）

雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 135,200円～
162,933円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１４９１

８－１
宮崎県児湯郡川南町

内装工又は見習い 永建工業 〇主に宮崎県内での建設現場を
中心に壁、天井の施工
　（外壁工事その他、施工を行
う場合あり）

25歳
以下 175,000円～

200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字三納代２３４
３－２駅前ハウス２０１

宮崎県児湯郡新富町

宅急便の受付及び事務 ヤマト運輸　株式会社　西都
センター

◯宅急便の受付ならびに簡単な
事務作業。
・宅配便表の確認等
・荷物の計量、計測

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ヶ月未

満）

宮崎県西都市大字右松５２８－１

生活支援員 株式会社　ダイバーシティひ
むか

◯就労継続支援事業所（Ａ型）
において、利用者の日常生活
における支援、相談の業務にな
ります。

雇用・労災・
健康・厚生不問

152,000円～
172,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦１－２

０

電気工事士 有限会社　柳田電気水道工事
店

◯主に現場にて電気工事業務全
般。
・配電盤の漏電修理や部品交換
等作業。

雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田１６８０

番地

配管工 有限会社　柳田電気水道工事
店

◯水道布設、建築配管工事
（工事エリア：川南町、都農
町、木城町、高鍋町）


雇用・労災・
健康・厚生59歳

以下 170,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田１６８０

番地

一般事務／農協果汁事業所 日本通運　株式会社　宮崎支
店

《事務業務全般》
・主に一般事務を担当します。
　（文書、書類作成及びパソコ
ン入力　等）

雇用・労災・
健康・厚生不問

143,700円～
143,700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番１２号
宮崎フコク生命ビル７階

宮崎県児湯郡川南町

学校給食調理業務／高鍋西小学
校

株式会社　文化コーポレー
ション

学校給食調理業務
・下処理、調理、洗浄、清掃等

＊１日５５０食程度を５～７名

雇用・労災・
健康・厚生不問

121,824円～
121,824円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県宮崎市生目台西３丁目４番地２

宮崎県児湯郡高鍋町

調理師／ケアリング　まりあー
じゅ

株式会社　リン・テック・サービ
ス（有料老人ホーム　ケアリング　まりあー
じゅ）

有料老人ホーム（入所者：３０
名程度）で調理業務を行ってい
ただきます。


雇用・労災・
健康・厚生不問

155,000円～
155,000円雇用期間の定めなし 宮崎県宮崎市佐土原町西上那珂字曽根

５６１９－３
宮崎県宮崎市佐土原町



職種 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

（一般） 7月29日号
年齢
・

指針
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 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～18時00分

45060- 2939591 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 9時00分～18時00分

45060- 2940391 就業場所

月給 歯科衛生士
(1) 8時30分～18時00分
(2) 8時30分～13時00分

45060- 2915091 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

45060- 2916391 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） ホームヘルパー１級
(1) 9時00分～18時00分 ホームヘルパー２級
(2) 6時00分～15時00分 介護職員初任者研修
(3)11時30分～20時30分

(4)16時30分～ 9時30
45060- 2922191 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～17時00分

45060- 2924391 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- 2926991 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2930191 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 准看護師
(2) 8時00分～12時00分

45060- 2897991 就業場所

月給
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2899791 就業場所

月給 保育士
(1) 9時00分～17時00分

45060- 2901991 就業場所

月給 保育士
(1) 9時00分～17時00分

45060- 2902491 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

45060- 2903791 就業場所

月給 正看護師
(1) 9時00分～17時00分 准看護師

45060- 2904891 就業場所

月給 変形（１年単位） 正看護師
(1) 8時15分～17時15分

普通自動車免許ＡＴ

45060- 2906591 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時15分～17時15分

45060- 2907191 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。
◎紙面スペースの都合上、すべての求人を掲載することができない場合があります。スマートフォンでもハローワークで受理した求人を見ることができます。（https://www.hellowork.go.jp)

デイサービス介護【トライアル併用
求人】（たかなべ）

株式会社　介護とリハビリの
エンゼル

○デイサービスでの介助業務。
　・食事介助、入浴介助、排せ
つ介助、レク企画
　・利用者の送迎と介助

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高鍋町７５１

番地２
宮崎県児湯郡高鍋町

デイサービス看護（正看護師）
（たかなべ）

株式会社　介護とリハビリの
エンゼル

○デイサービスでの看護・介護
業務
（食事介助や入浴介助など）
○利用者の送迎と介助。

雇用・労災・
健康・厚生不問

185,000円～
250,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町７５１

番地２
宮崎県児湯郡高鍋町

看護師（正又は准） 学校法人　高鍋学園 ・看護師として保育園で子供の
健康面・怪我等の対応
・保育補助を担当していただき
ます。

雇用・労災・
健康・厚生不問

119,000円～
119,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３３１

４

農作業員【トライアル併用求
人】

有限会社　森農園 ○農作物の出荷作業。
○農園の除草作業。
○パート従業員の管理等。


雇用・労災・
健康・厚生40歳

以下 138,000円～
207,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江４５８２

－２
宮崎県児湯郡高鍋町

保育補助（未満児） 学校法人　高鍋学園 ○保育園で子供の保育補助
・未満児　人数１１名を４名で
担当していただきます。


雇用・労災・
健康・厚生不問

119,000円～
119,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３３１

４

保育補助（３～５歳児） 学校法人　高鍋学園 ○保育園で子供の保育補助
・３～５歳児　人数１５名を２
名で担当していただきます。


雇用・労災・
健康・厚生不問

119,000円～
119,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３３１

４

農作業員 株式会社　スターフルーツカ
ンパニー

○マンゴーの枝吊り、剪定、
ネットかけ、農薬散布、選別、
集荷、運搬。
○店頭販売。

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 150,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字鹿野田１１６０５番

地
宮崎県西都市

看護師（正又は准） 黒木内科医院 ○外来の看護業務全般。
・医師の指示により、各種検査
や説明等。
・注射、点滴、検温、測脈、血

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000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２６０

３

建設事務 柴坂建設　株式会社 ◯担当者が作成した見積り等を
パソコンにて清書したり、
　書類・文書等作成（ワード、
エクセル　必須）

雇用・労災・
健康・厚生不問

135,000円～
140,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字平田１６７０

－７

養鶏作業員（川南農場） 有限会社　金鶏農場 ○農場内での飼育管理全般業
務。
・鶏舎内のメンテナンス：機械
の修理等

雇用・労災・
健康・厚生不問

184,800円～
240,240円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２５３６

０－２

事務員 宮崎県農協果汁　株式会社 ・パソコンで伝票の入力をした
り、
　課内庶務（事務処理）をした
りします。

雇用・労災・
健康・厚生不問

134,400円～
134,400円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県児湯郡川南町大字川南２００１
６－３

宮崎県児湯郡川南町

介護職員（美老苑） 株式会社　彩美社
介護付有料老人ホーム　美老苑

○入居者の介護全般業務。（利
用者　２７名）
・食事介助・入浴介助・排泄介
助。

雇用・労災・
健康・厚生不問

140,000円～
154,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡新富町大字上富田字井ノ

木田３１９１番１
宮崎県児湯郡新富町

総合事務 株式会社　フレッシュミート ◯事務所内での事務業務
（経理）
・売上伝票作成：パソコンにて
伝票、請求書、領収書作成、

雇用・労災・
健康・厚生不問

138,240円～
146,800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

歯科衛生士 大森歯科医院 ◯歯科医療の補助、介助、患者
さんへの説明、衛生指導等。

　院内清掃あり（午前診療後、

雇用・労災・
厚生不問

216,000円～
270,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３４

７－１

自動車板金塗装工 有限会社　中央自動車工業 ○自動車板金作業及び塗装作業
業務全般。
（トラック架装などもありま
す）

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字南方３３７２番地３

６

自動車修理工 有限会社　中央自動車工業 ○各種自動車（主として大型
車）の修理及び整備全般業務。
・一般修理、大型車等修理。
・車両のメンテナンス業務。

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字南方３３７２番地３

６
宮崎県西都市



職種 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

（一般） 7月29日号
年齢
・

指針
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） 普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時15分～17時15分 介護福祉士

45060- 2908091 就業場所

月給 変形（１年単位） 准看護師
(1) 8時15分～17時15分

普通自動車免許ＡＴ

45060- 2909391 就業場所

月給 変形（１年単位） 介護支援専門員
(1) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ

45060- 2911891 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～16時15分 中型自動車免許一種

45060- 2913591 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 薬剤師

45030- 3347691 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

45020- 4536291 就業場所

月給
(1)10時00分～19時00分

43010-26498691 就業場所

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

45010-17983591 就業場所

月給 理学療法士
(1) 8時30分～17時00分

作業療法士

45060- 2873891 就業場所

月給 交替制あり 調理師
(1) 8時30分～17時30分
(2) 5時30分～14時30分
(3)10時30分～19時30分

45060- 2874291 就業場所

月給 変形（１ヶ月単位） 正看護師
(1) 8時30分～17時00分
(2)16時30分～ 9時00分

45060- 2876191 就業場所

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

(4)10時30分～19時00
45060- 2877091 就業場所 (5)16時30分～ 9時00

月給 調理師
(1) 8時30分～17時00分

45060- 2879691 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30分～17時00分
(3) 9時30分～18時00分

45060- 2880491 就業場所

月給 普通自動車免許一種
(1) 7時30分～17時00分

45060- 2881791 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分
(2) 7時00分～16時00分

45060- 2883291 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。
◎紙面スペースの都合上、すべての求人を掲載することができない場合があります。スマートフォンでもハローワークで受理した求人を見ることができます。（https://www.hellowork.go.jp)

製造員 アリマン乳業　有限会社 ・牛乳、乳製品の製造
・在庫管理
・新商品開発
・発送、配達の準備

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
150,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県児湯郡川南町大字平田１２３８

畜産技能職（西都農場） 株式会社　カミチクファーム
九州

○牛の給餌及び管理業務全般。
○牛舎の環境整備。
＊その他付随作業あり。


雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
222,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町上江７０３６－３

６
宮崎県西都市

保育士（のぞみ保育園） 社会福祉法人　もえぎ福祉会
のぞみ保育園

○児童福祉法にもとづいて乳幼
児の保育事業を行う。
・乳幼児０歳～６歳までの保育
活動。

雇用・労災・
健康・厚生不問

155,700円～
172,500円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県児湯郡新富町大字三納代８０３
番地

宮崎県児湯郡新富町

調理師【町立中央保育所】 都農町役場 ○都農町立中央保育所にて調理
業務全般。
（園児　５６名）（１日２～３
名体制）

雇用・労災・
健康・厚生不問

146,000円～
146,000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４８７４
－２

宮崎県児湯郡都農町

ヘルパー 医療法人社団　聖山会　川南
病院

○病棟での介護業務全般。
　食事介助、入浴介助、排泄介
助、外出介助等の介護業務
　（病棟は収容人数５４人、５

雇用・労災・
健康・厚生不問

152,500円～
166,500円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５

０－４７
宮崎県児湯郡川南町

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18歳

以上 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１８１５

０－４７

調理師 医療法人社団　聖山会　川南
病院

○病院食の調理、配膳、食器洗
浄等。

＊早出・遅出があります

雇用・労災・
健康・厚生不問

145,500円～
163,500円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５

０－４７
宮崎県児湯郡川南町

理学療法士または作業療法士 医療法人社団　聖山会　川南
病院

○外来・入院患者のリハビリ業
務。
○訪問リハビリ、通所リハビリ
あり。

雇用・労災・
健康・厚生不問

203,200円～
257,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南１８１５

０－４７

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

ドコモショップでの接客・販売
／宮崎県児湯郡

株式会社　ミリオンネット
ワーク

ドコモショップ窓口業務
・携帯販売
・支払応対等


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ヶ月以

上）

熊本県熊本市東区渡鹿８丁目１２番１
８号

宮崎県児湯郡高鍋町

鮮魚販売（うお屋　新富店） 株式会社　岩木 ＊スーパー内での鮮魚販売
・魚の調理（刺身や三枚おろし
等）
・その他鮮魚販売に関係する業

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 宮崎県延岡市稲葉崎町２丁目１３３番

地
宮崎県児湯郡新富町

薬剤師 有限会社　富高調剤薬局 ＊薬剤師業務全般。
・調剤業務、投薬業務、薬品の
整理業務等。
・その他附随する業務全般。

雇用・労災・
健康・厚生不問

520,800円～
520,800円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県日向市本町１４－１
又は 8時30分～18
時00分の間の8時間宮崎県日向市

４トントラック運転手 有限会社　南海サービス ◯４トントラック冷凍車による
食品集配業務。
・主に牛肉、豚肉、鶏肉のカッ
ト肉及び加工品

雇用・労災・
健康・厚生45歳

以下 210,000円～
230,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡川南町大字川南２４８９

２番地１
宮崎県児湯郡川南町

ケアマネージャー（介護支援専
門員）（たかなべ）

株式会社　介護とリハビリの
エンゼル

○ケアマネージャー業務全般。
・ケアプランの作成と、利用者
様及び家族との連絡調整。
・各在宅事業所との連絡調整。

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 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町７５１

番地２
宮崎県児湯郡高鍋町

デイサービス看護（准看護師）
（たかなべ）

株式会社　介護とリハビリの
エンゼル

○デイサービスでの看護・介護
業務
（食事介助や入浴介助など）
○利用者の送迎と介助。

雇用・労災・
健康・厚生不問

170,000円～
230,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町７５１

番地２
宮崎県児湯郡高鍋町

デイサービス介護：介護福祉士【ト
ライアル併用求人】

株式会社　介護とリハビリの
エンゼル

○デイサービスでの介助業務。
　・食事介助、入浴介助、排せ
つ介助、レク企画
　・利用者の送迎と介助

雇用・労災・
健康・厚生不問

160,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町７５１

番地２
宮崎県児湯郡高鍋町



職種 賃金 求人者名 就業時間 加入保険等 必要な免許資格

（一般） 7月29日号
年齢
・

指針
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） 大型自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分 フォークリフト資格

45060- 2884591 就業場所

月給 交替制あり 普通自動車免許ＡＴ
(1) 7時30分～16時30分
(2) 9時00分～18時00分

45060- 2885191 就業場所

月給 普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～18時00分

45060- 2889991 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- 2890891 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。
◎紙面スペースの都合上、すべての求人を掲載することができない場合があります。スマートフォンでもハローワークで受理した求人を見ることができます。（https://www.hellowork.go.jp)

スタンドスタッフ 合資会社　中武商事 ○ガソリンスタンド業務

　＊給油・洗車・タイヤ交換・
電球交換

雇用・労災・
健康・厚生不問

125,000円～
140,000円雇用期間の定めなし 宮崎県西都市大字調殿１０５５－２

宮崎県西都市

総合職 アリマン乳業　有限会社 ○会社のマネジメント業務を行
います。
会社業務をスムーズに動かして
いく仕事です。また、新商品企

雇用・労災・
健康・厚生不問

175,000円～
175,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県児湯郡川南町大字平田１２３８

宮崎県児湯郡川南町

ルート営業 アリマン乳業　有限会社 【社用車で配達】【週休２日】
【営業ノルマなし】
【未経験者歓迎】◯月・水・金
⇒主に宮崎市内の配達

雇用・労災・
健康・厚生不問

150,000円～
150,000円雇用期間の定めあり（4ヶ月以

上）

宮崎県児湯郡川南町大字平田１２３８

宮崎県児湯郡川南町

県内集配乗務員：１０トン車 丸和運送　株式会社 ○宮崎県内の食肉加工場から加
工商品（鶏・豚・牛）の中型
冷凍車：１０トン車での集荷及
び納品業務です。

雇用・労災・
健康・厚生60歳

以下 250,000円～
280,000円雇用期間の定めなし 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田６２８４


