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宮崎県えびの市大字東川北１３２１－１
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生一般事務

不問

時給（月額見込） コカ・コーラボトラーズジャパン
株式会社　えびの工場

(1) 8時30分～17時10分

142,140円～142,140
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-25-4870

雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） （従業員数 130人 ） 休日
正社員以外 45070- 2875581 就業場所 宮崎県えびの市 土日

宮崎県えびの市大字大河平２５８３
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生土木技術者

不問

月給 株式会社　ゆう・ひがし (1) 8時00分～17時00分

230,000円～270,000
円

土木施工管理技士１級
　　TEL 0984-27-3312 厚生年金基金 土木施工管理技士２級

雇用期間の定めなし （従業員数 10人 ） 休日
正社員 45070- 2874981 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字向江２６１
雇用・労災

看護師・准看護師（日勤）

59歳以
下

時給 医療法人　弘良会　井尻眼科
医院

8時30分 ～ 18時30分 

1,000円～1,200円

看護師
　　TEL 0984-37-3007 の間の 6 時間 程度

准看護師
雇用期間の定めなし （従業員数 13人 ） 休日
パート労働者 45070- 2856681 就業場所 宮崎県えびの市 水日祝他

宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生介護福祉士（特別養護老人ホーム
八幡の里）夜勤あり 59歳以

下

月給 社会福祉法人　えびの明友会 (1) 7時00分～16時00分

176,000円～246,000
円

介護福祉士
　　TEL 0984-27-4165 (2) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし （従業員数 85人 ） 休日
正社員 45070- 2860281 就業場所 宮崎県えびの市

(3)10時00分～19時00分 日他

宮崎県えびの市大字原田１４０３－２７
雇用・労災・健
康・厚生看護職（真幸園）

59歳以
下

月給 社会福祉法人　えびの明友会 (1) 8時30分～17時30分

152,000円～220,000
円

看護師
　　TEL 0984-27-4165 准看護師

雇用期間の定めなし （従業員数 26人 ） 休日 普通自動車免許ＡＴ
正社員 45070- 2861181 就業場所 宮崎県えびの市 日他

宮崎県えびの市大字大明司１０６１番地１
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生牛の飼育作業員

不問

日給（月額見込) えびの市農業協同組合 (1) 8時00分～17時00分

150,500円～215,000
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-33-3100

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 0人 ） 休日
正社員以外 45070- 2846081 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字原田２１９９－１
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生介護職

62歳以
下

月給 医療法人　武雄会　グループ
ホーム　もみの木

(1) 7時30分～16時30分

130,000円～152,000
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-27-3338 (2) 8時30分～17時30分

雇用期間の定めなし （従業員数 17人 ） 休日
正社員 45070- 2847381 就業場所 宮崎県えびの市

(3)12時00分～21時00分 他

宮崎県えびの市大字大河平４３２７－３７
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生施設管理（さくら苑）

64歳以
下

時給（月額見込） 医療法人社団　公佑会 (1) 8時00分～17時00分

127,800円～127,800
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-33-2127

雇用期間の定めなし （従業員数 83人 ） 休日
正社員以外 45070- 2834781 就業場所 日他

宮崎県えびの市大字栗下１２９２番地
変形（１ヶ月単位） 雇用・公災・健

康・厚生看護師（臨時）

不問

日給（月額見込） えびの市役所 (1) 6時15分～15時00分

266,000円～276,000
円

看護師
　　TEL 0984-35-1111 (2) 8時30分～17時15分

准看護師
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 64人 ） 休日
正社員以外 45070- 2837181 就業場所 宮崎県えびの市

(3)10時45分～19時30分 他

宮崎県えびの市大字末永２３３８－１
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生金網組立

40歳以
下

月給 有限会社　フラップ　えびの (1) 8時00分～17時00分

151,000円～250,000
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-33-2835

雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ） 休日
正社員 45070- 2830681 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字小田３８－１
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生消毒専門スタッフ

不問

月給 西田歯科医院 (1) 8時30分～19時30分

155,000円～210,000
円

　　TEL 0984-35-2638
雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 休日
正社員 45070- 2810881 就業場所 宮崎県えびの市 土日祝他

宮崎県えびの市大字小田３８－１
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生歯科衛生士または正看護師

59歳以
下

月給 西田歯科医院 (1) 8時30分～19時00分

180,000円～240,000
円

歯科衛生士
　　TEL 0984-35-2638 看護師

雇用期間の定めなし （従業員数 7人 ） 休日
正社員 45070- 2811281 就業場所 宮崎県えびの市 土日祝他

宮崎県えびの市大字小田３８－１
雇用・労災

歯科衛生士又は正看護師

59歳以
下

時給 西田歯科医院 (1) 8時30分～14時00分

1,000円～1,200円

歯科衛生士
　　TEL 0984-35-2638 (2)14時30分～19時00分

看護師
雇用期間の定めなし （従業員数 7人 ） 休日
パート労働者 45070- 2812181 就業場所 宮崎県えびの市 土日祝他

宮崎県えびの市大字亀沢３９１－１
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生介護福祉士

18歳～
64歳

月給 医療法人社団　さつき会 (1) 8時30分～17時30分

185,000円～188,000
円

介護福祉士
　　TEL 0984-37-2233 (2)17時00分～ 9時00分

普通自動車免許ＡＴ
雇用期間の定めなし （従業員数 40人 ） 休日
正社員 45070- 2815681 就業場所 宮崎県えびの市 他
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宮崎県えびの市大字亀沢３９１－１
雇用・労災・健
康・厚生介護福祉士（日勤）

64歳以
下

月給 医療法人社団　さつき会 (1) 8時30分～17時30分

180,000円～183,000
円

介護福祉士
　　TEL 0984-37-2233 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めなし （従業員数 40人 ） 休日
正社員 45070- 2816981 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字亀沢３９１－１
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生介護職（介護職員実務者研修修了
者） 18歳～

64歳

月給 医療法人社団　さつき会 (1) 8時30分～17時30分

180,000円～183,000
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-37-2233 (2)17時00分～ 9時00分

介護職員実務者研修
雇用期間の定めなし （従業員数 40人 ） 休日
正社員 45070- 2817581 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字亀沢３９１－１
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生介護職（介護初任者研修修了者）

18歳～
64歳

月給 医療法人社団　さつき会 (1) 8時30分～17時30分

175,000円～178,000
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-37-2233 (2)17時00分～ 9時00分

介護職員初任者研修
雇用期間の定めなし （従業員数 40人 ） 休日 ホームヘルパー２級
正社員 45070- 2818481 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字向江１３４－１
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生縫製工　兼　検査員

不問

時給（月額見込） 株式会社　宮崎カジュアル (1) 8時15分～17時00分

138,260円～138,260
円

　　TEL 0984-37-0014
雇用期間の定めなし （従業員数 19人 ） 休日
正社員 45070- 2800481 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字岡松４４５－２
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生セラミックの研削・加工／えびの本
社 18歳～

59歳

日給（月額見込） 昭南ハイテックス株式会社 (1) 8時10分～17時00分

131,200円～155,800
円

　　TEL 0984-37-2159 (2)20時00分～ 4時50分
雇用期間の定めなし （従業員数 210人 ） 休日
正社員 45070- 2802881 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字岡松４４５－２
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生電子部品の検査／えびの本社

59歳以
下

日給（月額見込） 昭南ハイテックス株式会社 (1) 8時10分～17時00分

123,820円～127,100
円

　　TEL 0984-37-2159
雇用期間の定めなし （従業員数 210人 ） 休日
正社員 45070- 2803281 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字岡松４４５－２
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生電子部品機械オペレーター／えび
の本社 18歳～

59歳

日給（月額見込） 昭南ハイテックス株式会社 (1) 8時10分～17時00分

123,820円～127,100
円

　　TEL 0984-37-2159 (2)20時00分～ 4時50分
雇用期間の定めなし （従業員数 210人 ） 休日
正社員 45070- 2804181 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字東川北１０９８－２
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生電子部品機械オペレーター

59歳以
下

日給（月額見込） 昭南ハイテックス株式会社　加
久藤工場

(1) 8時10分～17時00分

123,820円～127,100
円

　　TEL 0984-25-4522
雇用期間の定めなし （従業員数 127人 ） 休日
正社員 45070- 2805081 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字内竪９９０－１
雇用・労災・健
康・厚生ワクチン卵業務スタッフ

59歳以
下

日給（月額見込） 株式会社　イシイ (1) 7時00分～17時00分

153,120円～220,400
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-37-1366 (2) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 休日
正社員 45070- 2806381 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字大明司１０２３番地
特定曜日のみ(2)(3) 雇用・労災・健

康・厚生医療受付事務

64歳以
下

月給 医療法人　美芳会　えびの眼
科こだま小児科医院

(1) 8時30分～17時30分

143,000円～163,000
円

　　TEL 0984-35-3003 (2) 8時30分～12時30分
厚生年金基金

雇用期間の定めなし （従業員数 13人 ） 休日
正社員 45070- 2766081 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字大明司１０２３番地
特定曜日のみ(2)(3) 雇用・労災・健

康・厚生ＯＲＴ（視能訓練士）

64歳以
下

月給 医療法人　美芳会　えびの眼
科こだま小児科医院

(1) 8時30分～17時30分

170,000円～200,000
円

視能訓練士
　　TEL 0984-35-3003 (2) 8時30分～12時30分

厚生年金基金

雇用期間の定めなし （従業員数 14人 ） 休日
正社員 45070- 2767381 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字大明司１０２３番地
特定曜日のみ(2)(3) 雇用・労災・健

康・厚生看護師又は准看護師

40歳以
下

月給 医療法人　美芳会　えびの眼
科こだま小児科医院

(1) 8時30分～17時30分

160,000円～180,000
円

看護師
　　TEL 0984-35-3003 (2) 8時30分～12時30分

厚生年金基金 准看護師
雇用期間の定めなし （従業員数 14人 ） 休日
正社員 45070- 2768681 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字栗下１２９２番地
雇用・公災・健
康・厚生医療相談員（嘱託）

不問

日給（時給換算） えびの市役所 (1) 8時30分～15時30分

1,334円～1,334円

看護師
　　TEL 0984-35-1111 精神保健福祉士

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 64人 ） 休日 社会福祉士
パート労働者 45070- 2778581 就業場所 宮崎県えびの市 土日祝他

宮崎県えびの市大字大河平４６３３－４３
雇用・労災

【請】調理員（サテライトキッチン）

不問

時給 株式会社　ライフサポート (1) 6時00分～10時00分

750円～800円
　　TEL 0984-33-3444 (2)15時00分～19時00分

雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 休日
パート労働者 45070- 2726381 就業場所 宮崎県えびの市 他
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宮崎県えびの市大字大河平４６３３－４３
交替制あり 雇用・労災・健

康・厚生調理部門の管理

不問

月給 株式会社　ライフサポート (1) 9時00分～18時00分

133,000円～155,500
円

　　TEL 0984-33-3444
雇用期間の定めなし （従業員数 25人 ） 休日
正社員 45070- 2727681 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字大河平４６３３－４３
交替制あり 雇用・労災・健

康・厚生【請】調理員（サテライトキッチン）

不問

時給（月額見込） 株式会社　ライフサポート (1) 6時00分～15時00分

133,800円～142,520
円

　　TEL 0984-33-3444 (2)10時00分～19時00分
雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 休日
正社員以外 45070- 2728981 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字原田３０６８番地
雇用・労災・健
康・厚生事務補助

不問

日給（月額見込） 宮崎県立飯野高等学校 (1) 8時20分～16時50分

120,600円～120,600
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-33-0300

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 45人 ） 休日
正社員以外 45070- 2732181 就業場所 宮崎県えびの市 土日祝他

宮崎県えびの市大字坂元１６６６番地２１０
雇用・労災・健
康・厚生養豚場作業員

40歳以
下

月給 株式会社　ナニワランチ (1) 8時00分～17時15分

140,113円～140,113
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-33-4169

雇用期間の定めなし （従業員数 32人 ） 休日
正社員 45070- 2733081 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字末永７６４－１
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生木材伐出作業員

64歳以
下

日給（月額見込） 前田木材　有限会社 (1) 8時00分～17時00分

161,700円～207,900
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-33-5689

雇用期間の定めなし （従業員数 22人 ） 休日
正社員 45070- 2736981 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字大明司１００７番地
雇用・労災

送迎業務

不問

時給（月額見込） 株式会社　えびの高原ドライビ
ングスクール

(1) 8時00分～17時00分

162,000円～162,000
円

中型自動車免許一種
　　TEL 0984-35-2345 (2)12時00分～21時00分

普通自動車免許一種
雇用期間の定めあり（4ヶ月未満） （従業員数 28人 ） 休日
正社員以外 45070- 2758081 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字大河平１６４９－１
雇用・労災・健
康・厚生事務員

不問

月給 株式会社　児玉組 (1) 8時00分～17時00分

170,000円～170,000
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-33-3618 建設業経理士（２級）

雇用期間の定めなし （従業員数 13人 ） 休日
正社員 45070- 2710981 就業場所 宮崎県えびの市 土日他

宮崎県えびの市大字大河平１６４９－１
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生土木技術者

不問

月給 株式会社　児玉組 (1) 8時00分～17時00分

280,000円～330,000
円

土木施工管理技士１級
　　TEL 0984-33-3618 土木施工管理技士２級

雇用期間の定めなし （従業員数 13人 ） 休日 普通自動車免許一種
正社員 45070- 2711581 就業場所 宮崎県えびの市 日他

宮崎県えびの市大字小田１３０４
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生大型トラック運転手

59歳以
下

日給（月額見込） 有限会社　扶桑物流　えびの
営業所

(1) 8時00分～17時00分

246,000円～328,000
円

大型自動車免許一種
　　TEL 0984-35-2011 (2)17時00分～ 1時00分

フォークリフト技能者
雇用期間の定めなし （従業員数 30人 ） 休日
正社員 45070- 2714881 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字小田１３０４
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生大型トラック乗務員

59歳以
下

日給（月額見込） 有限会社　扶桑ライン (1) 8時00分～17時00分

246,000円～328,000
円

大型自動車免許一種
　　TEL 0984-35-2011 (2)17時00分～ 1時00分

フォークリフト技能者
雇用期間の定めなし （従業員数 7人 ） 休日
正社員 45070- 2715281 就業場所 宮崎県えびの市 土日祝他

宮崎県えびの市大字大河平４６３３
雇用・労災・健
康・厚生食品製造（食肉製品）

40歳以
下

月給 株式会社　丸正フーズ (1) 8時00分～17時00分

134,635円～134,635
円

　　TEL 0984-33-4129
雇用期間の定めなし （従業員数 200人 ） 休日
正社員 45070- 2695381 就業場所 宮崎県えびの市 土日他

宮崎県えびの市大字大河平４６３３
雇用・労災・健
康・厚生食品製造（食肉製品）　　　　　＜身

分はパート＞
不問

時給（月額見込） 株式会社　丸正フーズ (1) 8時30分～17時00分

112,548円～112,548
円

　　TEL 0984-33-4129
雇用期間の定めなし （従業員数 200人 ） 休日
正社員以外 45070- 2696681 就業場所 宮崎県えびの市 土日他

宮崎県えびの市大字栗下１２９２番地
雇用・公災・健
康・厚生看護師（嘱託）日勤

不問

日給（時給換算） えびの市役所 (1) 8時30分～15時30分

1,334円～1,417円

看護師
　　TEL 0984-35-1111 准看護師

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 70人 ） 休日
パート労働者 45070- 2700381 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字大明司５０－７
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生理学療法士又は作業療法士：契約
社員（えびの）

不問

月給 株式会社　ＯＴ－Ｒｏａｄ (1) 8時15分～17時15分

200,000円～226,000
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-48-0808 作業療法士

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 10人 ） 休日 理学療法士
正社員以外 45070- 2704481 就業場所 宮崎県えびの市 土日他



求人者名 所在地・就業場所 就業時間
加入保険　　　

休　日職　　種 年 齢 賃　　金 必要な免許資格
求人番号

◎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。面接後には紹介状は発行できませんので、ご注意ください。

◎労働時間等、実際の雇用契約によっては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いますので、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。その際はご了承ください。

ハローワーク小林　No.30－8

毎月発行

小林公共職業安定所

℡　０９８４－２３－２１７１

平成30年8月3日

宮崎県えびの市大字大明司５０－７
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生介護支援専門員：契約社員（えび
の）

不問

月給 株式会社　ＯＴ－Ｒｏａｄ (1) 8時15分～17時15分

196,000円～216,000
円

介護支援専門員
　　TEL 0984-48-0808 普通自動車免許ＡＴ

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 10人 ） 休日
正社員以外 45070- 2705781 就業場所 宮崎県えびの市 土日他

宮崎県えびの市大字末永１４８９
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生フロントスタッフ

不問

時給（月額見込） 宮交ショップアンドレストラン株
式会社　国民宿舎えびの高原
荘

(1) 6時00分～14時00分

134,932円～179,340
円

　　TEL 0984-33-0161 (2)14時00分～22時00分
厚生年金基金

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 28人 ） 休日
正社員以外 45070- 2653081 就業場所 宮崎県えびの市

(3)12時00分～20時00分 他

宮崎県えびの市大字末永１４８９
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生レストランサービススタッフ

不問

時給（月額見込） 宮交ショップアンドレストラン株
式会社　国民宿舎えびの高原
荘

(1) 6時00分～14時00分

133,224円～182,927
円

　　TEL 0984-33-0161 (2)14時00分～22時00分
厚生年金基金

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 28人 ） 休日
正社員以外 45070- 2657581 就業場所 宮崎県えびの市

(3)12時00分～20時00分 他

宮崎県えびの市大字末永１４８９
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生調理補助

不問

時給（月額見込） 宮交ショップアンドレストラン株
式会社　国民宿舎えびの高原
荘

(1) 6時00分～14時00分

133,224円～179,340
円

　　TEL 0984-33-0161 (2)14時00分～22時00分
厚生年金基金

雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 28人 ） 休日
正社員以外 45070- 2659781 就業場所 宮崎県えびの市

(3)12時00分～20時00分 他

宮崎県えびの市大字末永１４８９
雇用・労災・健
康・厚生施設清掃

不問

時給（月額見込） 宮交ショップアンドレストラン株
式会社　国民宿舎えびの高原
荘

(1) 9時00分～17時00分

133,224円～179,340
円

　　TEL 0984-33-0161 (2) 8時00分～16時00分
雇用期間の定めあり（4ヶ月以上） （従業員数 28人 ） 休日
正社員以外 45070- 2660081 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字大明司４２６－３
雇用・労災・健
康・厚生養豚作業員

不問

日給（月額見込） 有限会社　ピッグセンター宝尺 (1) 8時00分～17時30分

170,800円～195,200
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-33-3438

雇用期間の定めなし （従業員数 3人 ） 休日
正社員 45070- 2692281 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県小林市細野４６２－５
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生交通誘導警備員

18歳以
上

日給（月額見込） 株式会社　ＮＰＫ　小林営業所 (1) 8時00分～17時00分

147,400円～222,200
円

　　TEL 0984-22-8998
雇用期間の定めなし （従業員数 37人 ） 休日
正社員 45070- 2636181 就業場所 宮崎県小林市 他

宮崎県えびの市大字原田３２３６
特定曜日のみ(2)(3) 雇用・労災・健

康・厚生医療事務及び看護補助業務

59歳以
下

月給 杉原耳鼻咽喉科 (1) 8時15分～17時45分

160,000円～160,000
円

　　TEL 0984-21-3100 (2) 8時15分～12時45分
雇用期間の定めなし （従業員数 6人 ） 休日
正社員 45070- 2641781 就業場所 宮崎県えびの市

(3) 8時15分～13時15分 日祝他

宮崎県小林市真方８８番地の４
雇用・労災

清掃作業員

不問

時給 井口商事　株式会社 (1) 8時00分～17時00分

760円～800円
　　TEL 0984-23-7505

雇用期間の定めなし （従業員数 16人 ） 休日
パート労働者 45070- 2644181 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字大河平４３２７－３７
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生支援相談員【介護老人保健施設　
さくら苑】 64歳以

下

月給 医療法人社団　公佑会 (1) 8時00分～17時00分

140,000円～200,000
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-33-2127 社会福祉士

雇用期間の定めなし （従業員数 83人 ） 休日 介護支援専門員
正社員 45070- 2611081 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字大河平４３２７－３７
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生介護職【介護老人保健施設　さくら
苑】 64歳以

下

月給 医療法人社団　公佑会 (1) 8時00分～17時00分

130,000円～148,000
円

　　TEL 0984-33-2127 (2) 9時30分～18時30分
雇用期間の定めなし （従業員数 83人 ） 休日
正社員 45070- 2612381 就業場所 宮崎県えびの市

(3)10時00分～19時00分 他

宮崎県えびの市大字大河平４３２７－３７
労災

入浴介助【介護老人保健施設　さく
ら苑】 64歳以

下

時給 医療法人社団　公佑会 (1) 9時00分～12時00分

1,000円～1,000円
　　TEL 0984-33-2127 (2)13時00分～14時30分

雇用期間の定めなし （従業員数 83人 ） 休日
パート労働者 45070- 2613681 就業場所 宮崎県えびの市

(3)13時00分～15時30分 日他

宮崎県えびの市大字大河平４３２７－３７
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生清掃員パート【介護老人保健施設　
さくら苑】 64歳以

下

時給（月額見込） 医療法人社団　公佑会 (1) 8時00分～17時00分

126,096円～126,096
円

　　TEL 0984-33-2127
雇用期間の定めなし （従業員数 83人 ） 休日
正社員以外 45070- 2614981 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字大河平４３２７－３７
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生介護職【在宅支援複合施設　さくら
苑新館】 64歳以

下

月給 医療法人社団　公佑会 (1) 7時00分～16時00分

130,000円～148,000
円

　　TEL 0984-33-2127 (2) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし （従業員数 26人 ） 休日
正社員 45070- 2615581 就業場所 宮崎県えびの市

(3)10時30分～19時30分 他
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宮崎県えびの市大字大河平４３２７－３７
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生介護職【ケアハウスさくらの杜】

64歳以
下

月給 医療法人社団　公佑会 (1) 6時30分～15時30分

130,000円～148,000
円

　　TEL 0984-33-2127 (2) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし （従業員数 13人 ） 休日
正社員 45070- 2616481 就業場所 宮崎県えびの市

(3) 9時30分～18時30分 他

宮崎県えびの市大字大河平４３２７－３７
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生看護補助（丹医院）

不問

月給 医療法人社団　公佑会 (1) 8時30分～17時30分

130,000円～148,000
円

　　TEL 0984-33-2127 (2) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし （従業員数 17人 ） 休日
正社員 45070- 2617781 就業場所 宮崎県えびの市

(3) 9時30分～18時30分 他

宮崎県えびの市大字末永２８６０
雇用・労災

商品（川魚）加工

不問

時給 有限会社　かじか (1) 8時30分～17時00分

770円～830円
　　TEL 0984-33-2990

雇用期間の定めなし （従業員数 18人 ） 休日
パート労働者 45070- 2629081 就業場所 宮崎県えびの市 土日祝他

宮崎県えびの市大字原田２２０４
雇用・労災・健
康・厚生調理員（アイショップ　えびの店）

不問

月給 有限会社　うえのストアー (1) 5時00分～12時45分

160,000円～160,000
円

　　TEL 0984-33-3481
雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ） 休日
正社員 45070- 2632481 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字大明司１１７９番地
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生ホール・カウンタースタッフ

18歳以
上

時給（月額見込） 桜　エンタープライズ　株式会
社　ベガ・えびの店

(1) 9時00分～17時00分

171,450円～188,595
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-27-3660 (2)16時30分～ 0時00分

雇用期間の定めなし （従業員数 28人 ） 休日
正社員以外 45070- 2573081 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字大明司１１７９番地
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生一般事務員

18歳～
59歳

時給（月額見込） 桜　エンタープライズ　株式会
社　ベガ・えびの店

(1) 9時00分～17時00分

137,160円～154,305
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-27-3660 (2)16時30分～ 0時00分

雇用期間の定めなし （従業員数 28人 ） 休日
正社員以外 45070- 2574381 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字大明司１１７９番地
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生清掃業務

不問

時給（月額見込） 桜　エンタープライズ　株式会
社　ベガ・えびの店

(1) 9時00分～17時00分

126,873円～126,873
円

　　TEL 0984-27-3660 (2)13時00分～21時00分
雇用期間の定めなし （従業員数 28人 ） 休日
正社員以外 45070- 2575681 就業場所 宮崎県えびの市 他

宮崎県えびの市大字大河平４７０３－３
変形（１年単位） 雇用・労災・健

康・厚生建設機械整備士

不問

月給 株式会社　ナンニチ宮崎 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～380,000
円

普通自動車免許一種
　　TEL 0984-33-0811 建設機械整備技能２級

雇用期間の定めなし （従業員数 5人 ） 休日
正社員 45070- 2582681 就業場所 宮崎県えびの市 日祝他

宮崎県えびの市大字小田３８－１
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生受付・医療事務

59歳以
下

月給 西田歯科医院 (1) 8時30分～19時30分

160,000円～220,000
円

　　TEL 0984-35-2638
雇用期間の定めなし （従業員数 8人 ） 休日
正社員 45070- 2584581 就業場所 宮崎県えびの市 土日祝他

宮崎県えびの市大字原田２２１６－１０
変形（１ヶ月単位） 雇用・労災・健

康・厚生在宅介護支援センター（支援相談
員）

不問

月給 社会福祉法人　慶和会　シル
バーケアステーション　ほうよう

(1) 8時30分～17時30分

130,000円～164,000
円

普通自動車免許ＡＴ
　　TEL 0984-25-3311

雇用期間の定めなし （従業員数 31人 ） 休日
正社員 45070- 2451081 就業場所 宮崎県えびの市 日他

宮崎県小林市真方８８番地の４
交替制あり 雇用・労災

清掃作業員

不問

時給 井口商事　株式会社 (1) 8時00分～12時00分

760円～800円
　　TEL 0984-23-7505 (2) 8時00分～15時00分

雇用期間の定めなし （従業員数 16人 ） 休日
パート労働者 45070- 2460381 就業場所 宮崎県えびの市 日他


