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日本通産 リサイクルセンター 年中無休 9:00～17:00

都城市山之口町花木2319-18 090-8391-6655（森）

無料回収品目

無料無料で
回収に伺います !

●自転車、バイク、自動車、トラクター（古くて動かなくてもOK）
●鉄類（鍋、スチール机、ロッカー、棚、鉄パイプ、農機具、鉄くずなど）
●エアコン ●ボイラー ●アルミホイル（タイヤ付OK） ●バッテリー
●アルミ缶 ●スチール缶 ●アルミサッシ ●草刈機 ●電動工具など

家電、家具、ソファー、ふとん、衣類、陶器類など
家一軒まるごと何でも片付け致します（見積もり無料）

粗大ゴミ、空家、引越し後の片付け(有料)

エアコン

鉄など高騰のため、回収ドライバー募集!!
女性営業も同時募集!●年齢／２０～５０歳　●給与／歩合制

詳しくはお電話ください

㈱南九州不動産 都城市中原町35街区8号

℡0986（22）7000

●給与／【社員】月給180,000〜250,000円  【パート】時給1,000円
●資格／高卒以上　 ●休日／週休2日　●待遇／賞与、昇給あり
●時間／9：00〜17：30（残業なし）　●勤務地／本店・平江店

残業なし！
当社で経験を積みませんか？

事務員さん募集
社   員 パート

正社員は25万円～正社員は25万円～

〒885-0004都城市都北町5947砂走ビル2F 

ターマイトバスター都城 0120-347-644 マックス
バリューさん●

ダイレックスさん●

沖
水
中
学
校

●スシロー
　さん

ココ

10

●眼鏡
　市場さん

お気軽にお電話下さい！！

職　種／①営業　※営業経験者優遇　※未経験者大歓迎　　
　　　　②施工・管理者（防除・アフターあり）
給　与／①基本給330,000円～+業績給（頑張り次第で給料UP！正当評価致します）
　　　　②基本給250,000円～+能力給※試用期間（2ヶ月）有り 時給1,550円
時　間／9：30～17：00　　資　格／要普通免許
休　日／日曜、祝日、週休2日制あり、GW、お盆（ゆっくりとしたお休みがございます）、年末年始
待　遇／各種保険完備、交通費支給（移動・応援有り）、
　　　　社員旅行（国内・海外）※沖縄 八重山諸島の旅行予定、その他手当有
勤務地／10号線沿い眼鏡市場都北町店さん向かい
応　募／電話連絡後、履歴書（写真貼付）持参、又は郵送下さい。
　　　　（履歴書の返却は致しませんのでご了承ください。）
事業内容／害虫防除コンサルタント

先輩方が丁寧にご指導します

頑張れば頑張った分だけ自分に返ってくる頑張れば頑張った分だけ自分に返ってくる （2ヶ月間 試用期間あり）

ターマイトバスター

人のお役に立ちたい

1,5501,550入社日から時給入社日から時給 円支給致します！！円支給致します！！

（※令和5年～）

ウィー

ウィー

出 動！！

未経験の方
でも大歓迎！

宮崎県都城市下長飯995番地 ☎0986-39-2100
株式会社ピーシーピー

ペットフード

製造オペレーター
ペットフード

製造オペレーター

社員募集!社員募集!

2名



株式会社 昇栄 都城市都北町3 
まずはお気軽にお電話ください。 

☎0120-229-641

就業場所／都城市都北町3（住友ゴム工業㈱宮崎工場内）

❶中途者歓迎！
仕事内容／カウンターフォーク作業（有資格者）
　　　　　手荷役作業（経験資格不問）、軽作業（パート）
◎給与／正社員…日給月給制　基本給180,000～266,250円
　　　　　　　その他（家族手当・交通費・時間外手当等）
　　　　準社員、パートは日給制又は時給制※入社日により変更の可能性あり

時間／7：00～16：00（休憩60分）
休日／平日+日（シフトによる週休2日制）年間休日105日、年末年始・GW・夏季休暇あり
福利厚生／昇給（年1回）、賞与（年2回）、退職金制度、社会保険即日加入
　　　　　社宅有（無料、但し規定有）、制服貸与、資格取得費会社負担制度有

❷新卒者歓迎！
仕事内容／タイヤを主に扱っています。当社が管理する倉庫にて
　　　　　商品管理、入出庫作業をお願いします。キャリアアップ
　　　　　制度により管理者としての活躍の場があります。
◎給与／日給月給制　専門・短大卒186,000円、大学卒206,000円
　　　　その他（家族手当・交通費・時間外手当等）

令和5年5月 11日・18日・26日・31日　10：00～17：00
【都城市コミュニティセンター】 〒885-0073 宮崎県都城市姫城町10-7

お電話での問い合わせも可能です
ので、お気軽にお問合せください。

【申し込み先】 ☎0120-229-641（当日OK！）

正社員 ・ 準社員 ・ パート

正社員

説明会開催！ お申込フォーム

新給与制度スタート！ 都城市内工場からの出荷作業

斯文堂株式会社 ℡099-268-8211

●給与／時給1,050円+交通費支給（時短の場合は1,000円）
●時間／０８：００～１７：００（０９：００～１７：００なども可）
●休日／土・日・祝休み！ 長期連休有
●待遇／各種社会保険完備・有給休暇・制服貸与

❶土日祝休みの平日のみのお仕事 !
　未経験の方でもすぐに出来ます !
食品加工工場での
簡単な包装・箱詰め・カットなど

●給与／時給1,000円+交通費支給（扶養内の場合は９５0円）
●時間／０８：３０～１７：３０（時短勤務も大歓迎！）
●休日／日、祝日（お休みのご相談も可能です！）
●待遇／各種社会保険完備・有給休暇・制服貸与

❷週 2、3日からOK! 時短勤務も
　可能！シニアも活躍中 !
単純作業のペットフード製造！
商品の袋詰めや商品の箱詰め作業など！

JR
西都城駅

最寄り駅

JR
都城駅

最寄り駅

☎0986-21-7321焼肉 夾竹園
都城市下川東4丁目31-4-2（霧島酒造さん隣）

都城川東店
☎0986-46-2915（土日祝日）

キッチンスタッフ（土日祝のみ）募集

★食事手当有り
★バースデー手当有り
★週払い有り

キッチンレギュラー
急募!! 月23万円～
キッチンレギュラー
急募!! 月23万円～

職種／ホールスタッフ
★時間帯応相談可★

●時間／９：３０～１７：００ or １７：００～２２：００
●時給／9：30～17：00…平日 時給900円、日・祝日 時給950円
　　　　17：00～22：00…平日 時給950円、土・祝日前・日・祝日 時給1,000円
●年令／1８歳～55歳くらいまで  
●休日／水曜日定休日・他シフト制 応相談
●待遇／雇用保険・制服貸与・交通費支給

条件に応じ社会保険加入可

待遇／社会保険、厚生年金、労災保険、通勤手当、有給休暇、制服貸与、4月に昇給有、試験期間有、 お盆／年末年始出勤手当、
　　　クリスマスケーキ購入補助制度、年越しそば支給　　休日／シフト制（年末年始/大型連休 相談可）

応募／求人都城を見ましたとお電話ください株式会社 NPG前野フーズ
都城市志比田町 10843 ☎（0986）24-1477（管理部）

大手コンビニの調理麺製造のお仕事

詳細はこちら

大幅人員募集!
創業70年目 さらに事業拡大により

20～60代活躍中♪
休みも取りやすい！

主婦・フリーターに人気のお仕事♪
誰でもこなせる簡単作業

★履歴書不要★

3 事務スタッフ

日祝+30円

時
給 円～930 +交通費

●9時～18時
　(6～8時間程度） 

商品に貼るシールの準備・消耗品の在庫管理など

土日シフト勤務

急募

早上がりOK

未経験OK

３ヶ月後支給!

2万円最大
入社祝金

2

●9：00～１５：００
　週４～５日勤務

1名
募集

コツコ
ツ

お仕事
出勤時間
相談可

未経験者大歓
迎

1 短期盛付スタッフ
８月末まで
※最短２ヶ月

短時間でガッツリ稼げます!!

時
給 円～1,100 +交通費

午後勤務で
残業できる方

10名
募集

長期も募集中

時
給 円～1,000 +交通費週2日～OK

土日のみもOK
4時間～OK

資材補助資材補助

スープ／容器の補充を
行う簡単なお仕事です

時
給 円～1,000 +交通費

８月末まで
出来る方
８月末まで
出来る方



（都城市上東町5-7）

☎0986-26-0888

■スタッフ募集！！

たこやきハウス お気軽にお問合せ下さい!お気軽にお問合せ下さい!

急募！ たこやきハウス
早水店オープニングスタッフ・上東店 同時募集!
●職種／ファーストフード業務全般
●時給／時給900円～　日祝は時給950円
●時間／8：30～19：00の間
　★勤務時間応相談 ★週2日～5日でもOK！ ★3～5時間でもOK！
●待遇／各種保険完備、制服貸与、通勤手当、賞与あり

（有）パレス宮崎

WワークOK！ 土・日・祝勤務できる方歓迎！！

パートパート アルバイトアルバイト

■パート募集

都城市中町17-9（mallmall隣 Cプラザ2F）
☎0986-22-0348
☎0986-24-2571

CINEPORT

●職種／映画館シネポート劇場係　●年令／19歳位から   
●給与／時給855円～　●休日／基本火曜日定休
●時間／  １６：００ or １６：３０～１９：３０（水・木・金）
　　　　  １５：３０～１９：３０（日曜日）
●応募／随時、電話連絡後、履歴書（写真貼付）をご持参下さい。
　　　　詳細・ご相談はお電話か面談にて致します。

週４日
勤務｛ ｛

映画館のパート募集＊女性のみの職場です！

☆映画が好きな方、長期勤務できる方歓迎！！☆

ダブル
ワーク
OK!

0120-44-1886（代表）0986-29-1125

デイサービスよこいち
宮崎県都城市横市町 5876 番地 9

介護・看護
スタッフ募集

●時間／8：30～17：30
　　　　※勤務時間応相談、パートタイム可
●手当／通勤手当５,０００円　　●休日／シフト制
●資格／初任者研修、介護福祉士、看護師、准看護師

介護
時給 980 1,110円～ 円

看護
時給 1,070 1,150円～ 円

※
時
間
給 

＋

処
遇
改
善
手
当

デイサービス
よこいち

無資格の方も
ご相談に応じます

■スタッフ募集

宮崎市天満1丁目3番6号
☎0985-53-7622            　　　（担当：和田）

●職種／ビルメンテナンス業(病院内清掃)
●給与／時給900円～
●時間／8:00～16:00(実働7時間)
　　　　※週2日以上
　　　　※土・日・祝のお休みは要相談
●休日／事業所カレンダーシフト制(月20日以上）
●待遇／労災保険、各種保険完備、通勤手当、有給休暇、制服貸与
●応募／求人都城を見ましたと電話連絡後、履歴書（写真貼付）をご持参下さい。

清掃スタッフ募集！！ 我が社で貴方の力を
発揮しませんか。
我が社で貴方の力を
発揮しませんか。

勤務地
都城市南鷹尾町

親生ビルサービス
総合ビル管理
有限
会社

パートさん急募！！

都城市松元町9-8 ☎0986-24-6023
そうざい 潮

うしお

健康で明るくやる気のある方！
女性
歓迎

●職種／調理補助　●給与／時給860円～　　 
●時間／9：00～14：00、11：00～17：00
●年令／65歳位まで　●休日／日曜・祝日
●応募／まずは、お気軽にお電話下さい。

■スタッフ募集

都城市高崎町大牟田1244番地
☎0986-62-1268有限会社 山﨑建設

●職種／JR軌道工事
●日給／10,0００円～１2,0００円
●賞与／年2回支給　●資格／普通免許（AT可）
●年令／４５歳以下
　　　　※４５歳以上の方は面接により決めさせて頂きます
●時間／22：00～6：00（夜の場合）※手当あり
　　　　8：00～17：00（昼の場合）
●休日／日曜日　正月・ゴールデンウィーク・お盆
●待遇／3ヶ月研修の後に決める。各種保険制度あります。
●応募／電話連絡後、履歴書（写真貼付）を
　　　　ご持参下さい。※電話連絡後、会社で面接。

やる気のある方募集！！やる気のある方募集！！のある方募集！！のある方募集！！やる気やる気

まずは、お電話下さい！

都城市都北町1098-1
☎0986-47-1580

●職種／①倉庫内作業員　②倉庫内～工場内横持ドライバー　
　　　　③長距離ドライバー
●時給／①②1,00０円～　③面接にて
●資格／①１８～５５歳　女性可※フォークリフト資格者優遇
　　　　②２５～６5歳位まで　③５５歳まで
　　　　　※アルバイト及び嘱託乗務員
●時間／①７：００～１６：００、８：００～１７：００
　　　　②８：００～１５：００、１５：００～２２：００、
　　　　　８：００～１７：１５（変形あり）
　　　　③８：００～１７：１５（変形あり）
●待遇／各種保険・有給休暇・制服貸与
　　　　①正社員登用制度有　②通勤手当
●休日／当社カレンダーによる　
●事業内容／タイヤ輸送その他
●面接／随時、電話連絡後履歴書（写真貼付）をご持参ください。

募集！



【職種】販売
【時間】９：３０～１４：００
　　　週３０h程  平日のみも可
　　　週４～５日 日・祝日出勤可能な方大歓迎!!
【年齢】高校卒業～５０歳位まで
【時給】８６０円～　【勤務地】郡元店

菓子工房 パティスリー

ショパン
詳細は面談にて。まずはお電話下さい

郡元店☎0986-21-3619

販売パートさん
明るくてお菓子好きの方、ぜひ一緒に働きませんか？

募集！

山之口町山之口3940

☎0986-57-2867
グループホーム 城山苑
デイサービス 春籠

☆常勤スタッフ（正職）…70歳ぐらいまでOK
☆日勤パートスタッフ…未経験者でもOK

・ 時給／920円～（時間給＋処遇改善手当）
・ 夜勤手当、資格手当、通勤手当あり

☆夜勤専門スタッフ…週1回からでもOK

・ 夜勤１回１７，０００円

詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

デイサービス＆
グループホーム
介護スタッフ募集中

宮崎県都城市安久町6151-2
☎0986-39-2488（有）都城アート美装
随時募集中 （担当／大田）

清掃スタッフ
募集！

清掃スタッフ
募集！

●時間／AM8：00～17：00　実働7.5H
●時給／９００円

④都城くみあいチキンフーズ（株）

●時間／PM17：30～20：30　実働3H
●時給／1,000円

工場内清掃作業（2名）

①都城市役所（2名）

●時間／AM8：00～15：30　実働6H
●時給／９００円

②三股町役場（2名）

●時間／AM8：30～17：00　実働7H
●時給／９００円

③市内福祉施設（上長飯町）（1名）

Wワーク可

●待遇／①②③各種保険あり　　①②③④通勤手当あり
●勤務／①②③土日休み
　　　　④日他  工場カレンダーあり（月22～23日勤務）

やきとりさかえ 都城グリーンホテル
都城市栄町26-2　TEL:0986-25-6111

都城グリーンホテル前に居酒屋オープン!!

OPEN!! 各スタッフ募集！
①調理スタッフ
時間／15：00～24：00
免許／調理師免許
年齢／不問

給与：23万～30万

②フロアースタッフ
（店長候補）

時間／15：00～24：00
年齢／不問

給与：25万～30万

③フロアースタッフ
時間／15：00～24：00
年齢／不問

給与：20万～25万

④フロアースタッフ
（アルバイト）
時間／17：30～22：30
年齢／不問

時給：1,100円

■ドライバー募集

090-4356-0660
都城市高崎町江平2562-3

（東）東のこくず販売

●給与／月給20万円～（年2回賞与有り）
　　　　※3ヶ月間試用期間有り（日給８,０００円）
●時間／7：00～16：00（残業無し）
●休日／日曜日、祝日、第２・４土曜日
　　　　（当社カレンダーによる）
●待遇／大型・中型免許取得手当有り
　　　　各種保険完備
●応募／随時、電話連絡後、
　　　　履歴書（写真貼付）をご持参下さい。

4t・8t 地場
ドライバー募集！！
4t・8t 地場
ドライバー募集！！



0120-44-1886（代表）0986-29-1125

住宅型有料老人ホーム横市
宮崎県都城市横市町 5876 番地 9

●時間／8：30～17：30
●休日／土日祝日、夏期休暇、年末年始休暇
●月給／183,000～188,000円
　　　　（各種手当含む）
●資格／介護・医療事務関連資格者は採用面優遇
●ハローワーク掲載中求人です

老人ホームでの
受付対応、事務全般

事
務
員
募
集
！！

（
正
社
員
）

事
務
員
募
集
！！

（
正
社
員
）

■スタッフ募集

☎0986-62-4445（上野）
高崎町大牟田6374宮崎日日新聞 高崎販売所

●職種／新聞の配達
●時間／早朝１時間程度
●給与／4万円～（区域・件数による）

新聞配達員(高崎町内)

080-6410-2488

急募！！

※業務、給与など詳細はお電話ください

急
募

【業務内容】 清掃・商品陳列接客販売・発注業務など
【年令】 不問。※22時以降、翌5時までは18才以上
【時間】 8：00～17：00、１７：００～０：００
【時給】 855円　22時からは1.25倍
【待遇】 雇用保険、労災保険完備

未経験者大歓迎♪未経験者大歓迎♪
明るく元気な方
お待ちしております！

!!
パート
アルバイト

週3日からOK！

ローソン都城 平江町店・五十市店

ローソン都城平江町店 都城市平江町16-182

お問い合わせ先

ローソン都城平江町店 ☎（0986）51-7717
ローソン都城五十市店 ☎（0986）23-2929

【応募】電話連絡後、履歴書（写真貼付）を持参下さい。
電　話　番　号

ローソン都城五十市店 都城市五十町
（五十市小学校近く）

●内容／直売所の接客及びレジ、商品の包装等
●時間／①８：００～１４：００ ②１０：３０～１８：１５ シフト制による
●時給／８６０円

●時間／
　８：３０～１６：３０

接客レジスタッフ募集

レストラン調理補助

鹿児島県曽於市末吉町深川11051-1
（大原）☎0986-79-1900道の駅すえよし

月給146,100円～(男性スタッフ)

土日勤務
出来る方大歓迎

給与／時給860円 ※各種保険あり　勤務地／道の駅すえよし

弁当配達・調理補助

都城市立野町3618-2 ☎090-5481-0109

山之口店リニューアルオープン
スタッフも募集しています

●時間／8：00～13：30までの5時間半（応相談）  
●時給／880円～
●休日／土・日・祝祭日※希望休　  
●年齢／50歳迄　　●資格／要普免　
●待遇／雇用保険・労災保険・食事補助

■従業員募集

都城市都原町3377-14
株式会社 竹吉塗装

090-1972-9922 担当：竹吉

●職種／建築塗装
●給与／170,000～260,000円
●資格／要普免・経験者・見習い
　　　　年齢45歳位まで
●休日／日曜日・年末年始・お盆・GW
　　　　他（相談可）
●待遇／各種保険有り、制服貸与
●応募／まずは、お電話下さい。

塗装・防水職人募集！！

☎0986-72-2577鹿児島県曽於市財部町下財部1505-1
光信建設有限会社（鹿児島県建設業協会会員）

●職種／JR軌道工事
●給与／日給月給制　月平均237,000円程度
　　　　（3ヶ月試用期間有）（年2回賞与あり）
●資格／18～45歳
●休日／日・年末年始・GW・お盆
●待遇／雇用・労災・社会保険・厚生年金・健退共等
●応募／まずは求人都城を見ましたと電話連絡後、
　　　　履歴書（写真貼付）持参下さい。

安定感のあるお仕事です！！
私たちと一緒に働きませんか？

■従業員募集！

お待ちしております！！



電話連絡後履歴書(写真付)持参下さい
TEL (0986) 25-6111  担当／内枦保都城市栄町27-2-1

都城グリーンホテル
◎交通費1日 200円支給

ハローワークに提出スミ　週20時間以上になる場合は雇用保険に加入します。

洗
い
場

年齢 : 60才迄　時給 : 880円
内容 : 洗い物
時間 : 9:00〜16:00
備考 : 16:00〜22:00の勤務が
　　　週に1〜2回程度あり

調
理
補
助

時給 : 900円
内容 : 朝食バイキングの
　　　調理や盛りつけ・皿洗い
時間 : 6:00〜10:00
備考 : 土、日勤務出来る方

ベ
ッ
ド
メ
イ
ク

年齢 : 65才迄　時給 : 1,000円
内容 : 客室清掃・ベッドメイク
時間 : 9:00〜15:00
備考 : 月に20日〜24日程度
　　　※雇用保険有 土、日働ける方

初心者歓迎！

宴
会
ス
タ
ッ
フ

年齢 : 60才位迄　時給 : 1,000円
内容 : 宴会の器並べ、料理出し
　　　後片付け
時間 : 16:00〜23:00の間で6時間程度
備考 : 土日のみでも、平日のみでも可

未経験者歓迎！

●職種／①仕込み専門　②製造・販売
●時給／①860円　②930円　※②研修期間あり
●時間／９：００～１３：００
●待遇／雇用保険・通勤手当  ②は食事補助あり

都城市都北町６４１５都城市都北町６４１５ ☎0986-38-4012☎0986-38-4012
ほっともっと都北店ほっともっと都北店

■スタッフ募集

スタッフ大募集！スタッフ大募集！フリーター・学生・Wワーク
の方も働いております

北諸県郡三股町蓼池3691 ☎0986-52-3633
新光パッケージ株式会社
ダンボール製造業

●資格／高卒以上、フォークリフト免許や準中型免許があれば尚可
●時間／8:00～１７：００
●休日／日曜日・祝祭日・正月・盆・ゴールデンウイーク休
　　　　その他会社カレンダーによる
●待遇／社会保険・厚生年金・労災保険・通勤手当・有給休暇・賞与年２回

●資格／高卒以上、フォークリフト免許や準中型免許があれば尚可
●時間／8:00～１７：００
●休日／日曜日・祝祭日・正月・盆・ゴールデンウイーク休
　　　　その他会社カレンダーによる
●待遇／社会保険・厚生年金・労災保険・通勤手当・有給休暇・賞与年２回

3ケ月間試用期間あり（時給900円～）3ケ月間試用期間あり（時給900円～）

ダンボール製造業ダンボール製造業ダンボール製造業ダンボール製造業
スタッフ募集スタッフ募集スタッフ募集スタッフ募集

■スタッフ募集

工場内勤務及び配送工場内勤務及び配送営 業営 業
●時給／9００円～
（経験・能力等により優遇、詳細は面談にて）

●月給／
18万円～ ★３ヵ月後、正社員登用あり

■スタッフ急募

宮崎市前原町11-2 ジーピーⅢ番館105

☎0985-75-0001

三星ビル管理株式会社

未経験者歓迎します!
私達と一緒に働きませんか？

※土日祝除く（担当／今村）

都城市・野尻町のブロイラー工場終了後の清掃

急募●職種／清掃
●給与／時給９5０円～
　　　　試用期間あり
●時間／18：00～22：00
●年齢／68歳位まで
●待遇／交通費、制服手当支給
●応募／まずはお電話ください。

0120-44-1886（代表）0986-29-1125デイサービスセンターそよ風
宮崎県都城市野々美谷町908番地4

●時間／８：００～１７：００　
●休日／週休２日（シフト制）

●給与／195,00０～
         220,00０円
　　　　（諸手当含む）　
●資格／介護福祉士

介護職正社員 パート準社員

勤務地：デイサービスセンターそよ風

介護職・看護職

見学も可能です♪

正社員

準社員

パート

無資格の方も歓迎！
勤務時間は

ご相談ください♪

●時間／８：００～１７：００　
　　　　上記時間帯のうち、準社員：６～８時間、パート：２～５時間
●休日／シフト制（希望休可）

●時給／1,00０～１,15０円（時間給＋処遇手当）
●手当／通勤手当５,０００円（準社員のみ）
●資格／初任者研修、介護福祉士、看護師等

勤
務
時
間
・
曜
日
は

ご
相
談
に
応
じ
ま
す

スタッフ大募集!



●職種／型枠大工　●資格／16才～
●給与／200,000～350,000円（日給・月給制）
　　　　残業代、諸手当を含む　※試用期間有
●時間／8：00～17：00　●休日／日曜日
●待遇／社会保険完備、雇用保険、労災保険、賞与有
●応募／まずは、お電話ください。

■型枠大工募集

都城市金田町2100
☎080-1712-2567ひろ建設(株)

型枠大工募集！！型枠大工募集！！
未経験者
も可

合同会社 ENITO・M（エニット・エム）
鹿児島県志布志市志布志町2丁目

担当／モリタ・コダマ

080-3981-6843

☆ブランクOK　☆年齢制限なし
●仕事内容／療育・送迎・パソコン入力・個別療育
●給与／１７万～２０万円（詳細は面談にて）
●時間／【日勤】９：００～１8：００
　　　　【土曜】８：３０～１７：３０
●休日／完全週休２日（日曜・月曜）
●待遇／社保・厚生完備、昇給・賞与あり

残業なし

放課後等デイサービス（障害児童）

新規オープン予定のため
正社員募集! (若干名)

正社員として安定した働き方が可能です! 一緒に働きましょう

・保育士 ・理学療法士 ・看護師
・准看護師 ・児童指導員

・保育士 ・理学療法士 ・看護師
・准看護師 ・児童指導員

☎0986-24-6320（担当：大衛）
都城市上長飯町42-4宮崎日日新聞 上長飯販売所

まずはお気軽にお電話ください

アルバイト募集

①集金アルバイト ●月給／3万円程度
●時間／月末の5、6日程度

①②については年齢・性別は問いませんが、バイクに乗れる方
③については19～48歳の女性。（車の免許は必要ありません）

簡単な
お仕事です

②早朝アルバイト ●月給／4～8万円（配達件数で違います）
●時間／AM2時半～5時半の間で1～2時間半

③PRレディー ●時給／1,500円
●時間／週に2、3日程度
　　　　（都合のいい時間帯で2時間程度）（ノルマはありません）

給与／当社規定による　休日／週休2日
待遇／☆昇給年1回　☆賞与年2回　☆制服貸与
　　　☆退職金制度有り　 ☆各種保険有り

都城市神之山町1805番地 （児玉）☎0986-38-5581
新日本ロジ株式会社 都城支店

❶冷蔵庫作業員　❷倉庫内作業員
❸長距離ドライバー　❹パートさん

急募!!
スタッフ

まずはお電話ください!

都城市神之山町2410番地
（宮原）☎0986-38-6366全輪興業株式会社

正社員募集!!

◎賞与年2ヶ月分、交通費別途支給
●時間／7:30～17:00

鶏 舎 清 掃
給
与169,050円以上

◎賞与年2ヶ月分、交通費別途支給
●時間／8：00～17:00

鋸 屑 配 達
給
与164,450円以上

◎賞与年2ヶ月分
●時間／22：00～7：00

捕 鳥
給
与251,344円以上

◎賞与年2ヶ月分
●時間／22:00～7：00

給
与286,344円以上

●年令／不問　　●待遇／各種保険完備

大 型 運 転 手
及 び 捕 鳥

鳥カゴの
積み下ろし

（大型免許必須）

◎賞与年2ヶ月分
●時間／２３：００～８：００、
　　　　１：００～１０：００
　　　　（２交代制）

給
与261,344円以上

応募／電話連絡後、履歴書（写真貼付）をご持参ください。

詳細はお電話にて



090-1976-6250（初田）都城市下長飯町1751-20
初田ブロイラー

●職種／ブロイラー管理
●給与／時給860円～　試用期間3ヶ月
●資格／40歳～55歳位まで　女性歓迎
●時間／9：00～16：00
●休日／応相談
　　　　※急用や学校行事等でのお休みもご相談に応じます
●待遇／試用期間後に通勤手当有

スタッフ募集！！スタッフ募集！！
体力のある方！体力のある方！

都城市小松原町1150-57

℡080-5600-6619（村上）

●給与／153,000円～174,100円　
●資格／簿記3級以上、高卒以上
●時間／8：30～17：30
●休日／土日祝、GW、年末年始
●待遇／社会保険、厚生年金、労災保険、通勤手当、有給休暇

ご家庭の都合や急なお子さんの体調不良等の

お休みも可能です♪

一般事務員募集 ご相談だけでも構いません！まずはお電話
ください♪

残業は
ありません

都城市上川東1-3-18

☎0986-23-8583
（馬場）

全国300店舗の実績 ！

スタッフ募集 都城店 都城市
上川東1-3-18

①出勤日／月曜日～土曜日 ・・・・ 1名
　休日 ： 水曜日（他の曜日も可）　第一、第三土曜日
　時間 ： 平日 10：00～16：00（内5時間）　土曜日 10：00～17：00
　時給 ： 900円～
②出勤日／日曜日 ・・・・ 1名
　時間 ： 10：00～17：00　　時給 ： 1,000円～

※面接日 ： 木・金曜日
　（電話受付は随時）

■スタッフ募集

三股町植木2977-8
☎（0986）52-8008アリス犬猫病院

スタッフ募集!スタッフ募集!スタッフ募集!スタッフ募集!
●職種／診療手伝い、その他※未経験でも可
●給与／正社員：202,5００円～
　　　　　　　（交通費・厚生年金・社会保険あり）
　　　　パート：時給１,０００円～
●待遇／昇給年1回、賞与年2回
●応募／電話連絡後、履歴書持参下さい。

急募

★要普通免許  ★明るくやさしい方★要普通免許  ★明るくやさしい方

週休2日

資格は無くても
OKです

若手活躍中！ 将来性のある会社です
■スタッフ募集

●職種／左官工事、基礎土木工事
●給与／月給１47,000～300,000円　※試用期間有
●時間／８：００～１７：００（2H休憩）　
●休日／日曜、第2、第4土曜日、年末年始、GW、夏季休暇
●資格／左官、基礎工募集、要普免、経験者（見習いも可）
●待遇／社会保険、厚生年金、労災保険、通勤手当、職能手当、有給休暇、
　　　　制服貸与、賞与年2回、社員旅行あり
●応募／随時。電話連絡後、履歴書（写真貼付）をご持参ください。

☎0986-77-2909
都城市太郎坊町2060-7

成和工業（株）
事業内容／左官工事・基礎土木工事

若手活躍中！ 将来性のある会社です

担当／田島

■スタッフ募集

都城市平江町29-17-1

☎0986-21-6194
ホテル ミカゲ

●職種／ルームメイク及びフロント業務　●年齢／30歳～
●時間／①１７：００～翌１：００　②１：００～９：００（夜勤）
　　　　※①、②を含むシフト勤務となります。詳細は面談にて。
●時給／①１,０００円（深夜手当含む）＋他手当
　　　　②１,０００円（深夜手当含む）＋夜勤手当＋他手当　
●待遇／交通手当、昇給有、能力に応じて手当有、雇用保険

未経験OK!清掃好きな方大歓迎！未経験OK!清掃好きな方大歓迎！
我が社で貴方の力を発揮しませんか？

※他詳細は面談の上にて

試用期間
あり

0120-44-1886（代表）0986-29-1125

デイサービスこまつばら
宮崎県都城市平江町 4 街区 7-3 号

●時間／８：００～１７：００
　　　　１３：００～１６：００
●資格／看護師、准看護師
●休日／日曜・他

看護師
募集 !!

勤務時間・曜日は
ご相談に応じます♪

*デイサービスこまつばら*

1,050円～
1,180円

※時間給+処遇手当

時給

〒885-0004 宮崎県都城市都北町7350〒885-0004 宮崎県都城市都北町7350☎0986-46-7436☎0986-46-7436
有限会社 キリシマ警備保障有限会社 キリシマ警備保障

●時間／８：００～１７：００（深夜残業有り）
●給与／日給：一般 8,000円～
●手当／各種手当あり  賞与 寸志！！
●待遇／社保雇用加入
　　　　制服貸与（無償）
　　　　※試用期間あり

●時間／８：００～１７：００（深夜残業有り）
●給与／日給：一般 8,000円～
●手当／各種手当あり  賞与 寸志！！
●待遇／社保雇用加入
　　　　制服貸与（無償）
　　　　※試用期間あり

男女警備員急募！！男女警備員急募！！男女警備員急募！！男女警備員急募！！

随時、電話連絡後、履歴書(写真貼付)をご持参ください

全く未経験の方でも大丈夫です!!

日払い・
週払い可

未経験者歓迎!!



都城市上水流町２８７８番地 （前田・徳留）☎0986-36-3010
都城地区製材業協同組合

●資格／年齢４５歳位迄　※要普免、要フォークリフト免
　　　　※フォークリフト免許は入社後取得可能
●給与／月給制1８０,000円～２２０,０００円
　　　　プラス休日手当、残業手当、通勤手当
　　　　★経験者の方や各種免許有の方は優遇します

男女問わず
健康でやる気のある方 歓迎！

原木丸太　積職員
( フォークリフト運転 )

●時間／AM８：００～PM５：００（残業０～１時間程度）
●休日／年間勤務日数２６０日（1年変形労働日） 
　　　　土日祝他　但し、休日出勤有り
●待遇／各種社会保険制度有り、前年度賞与３回
●応募／まずはお電話下さい。面接日をお知らせします。

●資格／年齢４0歳位迄
●給与／月給制1８０,000円～２２０,０００円
　　　　プラス休日手当、残業手当、通勤手当　　
　　　　※詳細は面談にて

・丸太選別
・帯鋸目立

共通項目

機械オペレーター

都城市下川東1丁目12-2 ☎0986-25-9759
都城ビルサービス（株）

(担当／松山)

清掃スタッフ募集
●仕事内容／都城市総合文化ホール施設内清掃
●勤務／８：0０～１５：３０（休憩90分、実働6時間）
●休日／シフト制（週4日～5日出勤）　
●時給／月～土 950円　日・祝 １,０００円
●年齢／不問

急募!!

※電話連絡後、
　履歴書をご持参ください。

都城市太郎坊町2038-8 ☎0986-38-2223
宮崎日日新聞  沖水販売所

●職種／①新聞配達スタッフ
　　　　　（沖水地区・志和池地区の配達です）
　　　　②集金スタッフ　
●給与／①３万～１０万（配達件数により異なります）
　　　　②１件１5０円（別手当有）
●時間／①早朝３時～６時の１時間～２時間程度
　　　　②月末、月初めの都合のよい時間で回って頂きます。
●休日／①希望休あり  ●年齢／不問（スタッフ最高齢 78歳）

女性、未経験者大歓迎！！まずはお電話下さい。

「生活費の足しにしたい」　
「お小遣いがもっとほしい」　「健康を維持したい」

「自分の空いた時間を有効活用したい」

「生活費の足しにしたい」　
「お小遣いがもっとほしい」　「健康を維持したい」

「自分の空いた時間を有効活用したい」

090-1178-7107(豊秀)

あなたのやる気、力をお貸し下さい

こんな方に
▶▶▶

新聞配達、集金スタッフ
急募！！

パ ー ト 配送・軽作業

☎ (0986) 23-1689㈱大都部品商会
自動車部品卸

正社員・パート

【勤務地】本店・北・大隅・志布志のいずれか ※希望営業所優先
【給　与】正社員／月給210,000円～
　　　　パート／時給853円
【時　間】正社員／8：00～17：00
　　　　パート／9：00～17：00
【待　遇】各種保険完備・有給休暇・制服貸与・無料駐車場有り
　　　　正社員は昇給（年1回）・賞与（年2回）・退職金制度有り
【資　格】普通免許（AT可）・年齢不問
【休　日】週休二日制（会社カレンダーに準ずる[日・祝日固定]）・
　　　　お盆・GW・年末年始
　　　　※当番制有り。ただしお盆・年末年始は当番なしの
　　　　　完全休み。
【応　募】電話連絡後、履歴書をご持参ください。

〒885-0077 
宮崎県都城市松元町4街区27号

募集
業務内容

正 社 員 自動車部品の販売等

未経験者歓迎！
まずはお気軽に
お電話ください

ハローワーク
提出済み

住宅型有料老人ホーム山之口

0120-44-1886（代表）0986-29-1125
宮崎県都城市山之口町冨吉2907番地

●時間／①16：00～翌9：00
　　　　　（休憩120分、実働15H）　
　　　　②０：００～９：００
●時給／853～1,000円
●手当／夜勤手当 ： ①4,000円/回 
　　　　　　　　　②２,０００円/回
　　　　通勤手当 ： 5,000円（フルタイム勤務者）
●資格／初任者研修、介護福祉士　　
●休日／シフト制（希望休可）

夜勤介護
スタッフ募集!
住宅型有料老人ホーム 山之口

☆ハローワーク掲載中求人です☆

週２日勤務からOKです！



平日のみ週末のみ
昼のみ
深夜のみ
OK!!

●職種／飲食業（ラーメン専門店）
●時間／１１：0０～１４：３０、１8：００～２２：００
●時給／1,100円～　　●資格／不問
●休日／月曜定休日　　●待遇／昼のみ食事付
●応募／まずはお電話の上来店ください。履歴書不要。

家系ら～めん澤井 ☎0986-21-3977
都城市牟田町23-2

(澤井)

一生懸命働いて頂ければ応えます

どの時間帯でも、どの曜日でも、まずは自分の希望を
お伝えください。将来的な独立も支援します!

急募!アルバイト募集 日払い可
週払い可

選べる給与！!（週払い可能）

選べる給与！!（週払い可能）

清掃スタッフ募集！！

都城市五十町4544-5（ナカムラ自動車学校横）

クキヤマ

☎0986-22-8125（担当：久木山）HOTEL 2in1

職種
手当
給与
時間
待遇
応募

清掃
交通手当、誕生日手当
時給900円（22時以降1,125円）
１７：00～24：３0※時間帯は相談に応じます
各種保険完備（社保・厚生・雇用・労災） 有給休暇有
電話連絡後、履歴書を持参下さい。

勤務 週5日程度（応相談）

清掃スタッフ募集！！清掃スタッフ募集！！Wワーク
可

年齢 18～45才位迄

楽しく笑顔あふれる

職場です！ 

親切・丁寧に

指導いたします。

扇屋畳 株式会社 扇屋　南九州支社
▽お問い合わせ▽

北諸県郡三股町大字樺山3517-4 ☎0986-57-1930

畳・襖・障子・網戸の張り替え、製造
●給与／[営業]月給350,000円～　[配送]月給280,000円～
　　　　[畳製造]月給250,000円～　[襖製造]時給850円～
●時間／8:30～17:30（変動有り）※週休制、詳細は面談にて
●資格／男女年令問わず　　●待遇／制服貸与
●応募／まずは電話連絡下さい。受付後面接を行います。

事業内容／畳・襖の製造・販売

正社員
登用あり

業務拡大の為

職種：襖製造
3h～OK
時給８５０円～

職種

パート募集!女性
歓迎

㈱フィールドネットワーク 宮崎県
都城市今町

℡092-476-5288お電話ください!

1,300 1,625
円～230,000

0120-295-288

オープニング
スタッフ募集

●給与／時給1,300円×7.5h×22日+交通費（規定）
　　　　社員は23万円から　経験者厚遇します
●時間／8：30～17：00　　●休日／週休二日制　日曜、祝日
●待遇／各種保険完備、通勤手当、有給休暇、退職金制度有り、制服貸与
●応募／まずは、お電話ください。応募は平日9：00～18：00迄。

社員

時給 円～ 円
残業ゼロで

21万円以上可能！

◎フォークリフトオペレーター
フォークリフトでの商品の入出庫をして頂きます。

フォークリフト
免許必要

福岡での勤務も可能!!

医療法人一誠会 都城新生病院
宮崎県都城市
志比田町
3782番地 ☎0986-22-0280（担当／髙妻）

応募／電話連絡後、履歴書（写真貼付）をご持参ください。
※お預かりした履歴書は返却致しません

①②③共通

都城新生病院

看護助手

時間／A）9:00～17:45　B）10:00～18:30　（休憩1時間）
給与／基本給120,000円
　　　調整手当9,600円、勤務手当500円/1日、
　　　通勤手当5,000円（上限）、職務手当１０，０００円
　　　⇒月21日勤務の場合…月総額150,000円程度

病棟の清掃・食事準備・リネン等の管理　等

時間／A）5:00～13:00　B）9:00～17:45
　　   （休憩1時間）（時間外 月平均10時間程度）
給与／基本給120,000円
　　　調理手当640円/1日 急募!

時間／９：００～１７：４５のうち５～６時間程度　
　　　週４～５日勤務　
時給／９0０円　　休日／勤務表により週休2日以上　
待遇／勤務条件により各種保険加入

休日／勤務表による（月9日）

1 正社員登用
制度有り

契約社員
（フルタイム）

調理補助 ①②厨房での調理全般（洗浄・清掃も含む）　③食器洗浄及び調理場内清掃他3

①契約社員
（フルタイム）

時間／14：00～19：00
給与／950円

調理師・栄養士

時間／A）5:00～13:00　B）9:00～17:45　（休憩1時間）
　　　（時間外 月平均10時間程度）
給与／基本給：調理師 120,000円
　　　　　　 栄養士 130,000円
　　　　　　 調理手当640円/1日

厨房での調理全般（洗浄・清掃も含む）

2 正社員

②パート

時間／17：00～19：00
給与／９５０円

③パート

清掃スタッフ
病棟・給食棟等の清掃

4 パート

明るく
元気な方を
お待ちして
おります

明るく
元気

パートについては
週4日～5日勤務
（相談可）

待遇／各種保険完備、特別休暇（年間６日付与）、調整・勤務・通勤手当あり
　　　※②調理補助は契約社員のみ、試用期間6ヶ月
待遇／各種保険完備、特別休暇（年間６日付与）、調整・勤務・通勤手当あり
　　　※②調理補助は契約社員のみ、試用期間6ヶ月

勤務時間・日数に

ついては応相談



⑧電子部品の製造・検査

●時間／8：30～17：30　●休日／5勤２休

220,000円以上可月収例

※社内規定あり930円～時給

入社祝金あり！皆勤手当月１万円

手当
含む

信頼と実績。おかげさまで創業25年

やりたい仕事が見つかります！
　　　  高時給のお仕事 ・ うれしい！土・日お休みのお仕事あります

お仕事探しは（株）サポートライフ で 検索検索

https://www.spt-life.com
スマホ対応で見やすい！ 探しやすいデス

②倉庫内作業

●時間／8：30～17：00（早出・残業あり）
●休日／日曜他1日　シフト制
●勤務地／都城市近郊

※社内規定あり1,300円～時給 各種手当含む

10名限定募集

⑦機械オペレーター業務
●時間／8：00～17：00、
　　　　20：00～5：00
●休日／日他　シフト制

※社内規定あり950円～時給
※社内規定あり970円～時給

※社内規定あり1,000円～時給

⑩倉庫内入出庫作業

●時間／8：10～16：40
●休日／日、祝　他シフト制

⑪調理補助
●時間／①7：00～13：00(実働5時間)
　　　　②13：00～19：00(実働5時間)
　　　　③7：00～16：00(フル)
　　　　④10：00～19：00(フル)
●休日／シフト制

お仕事するなら

※社内規定あり950円～時給 1,188円

●時間／8：00～17：00
　　　　交代勤務あり
●休日／土日（企業カレンダーあり）

⑨倉庫内仕分け作業Wワーク

可

⑫自動車部品製造

●時間／8：00～0：00間の
　　　　5～8hでご希望の勤務時間で
　　　　働けます！
●休日／週休2日 ※シフト制

人気のお仕事
ご予約受付中！

※社内規定あり1,150円時給 ① 1,000円②
※社内規定あり

月収例 200,000円～250,000① 円以上可

150,000円～170,000② 円以上可

男女共に活躍中

うれしい高時給！

翌月10日払い

未経験者OK

①飲料の製造NEW

●時間／①8：00～17：00、
　　　　　16：30～1：30（交代勤）
　　　　②8：00～17：00（日勤）
●休日／日曜他1日　シフト制

※社内規定あり960円～時給

※社内規定あり960円～時給

⑤フォークリフト作業

③季節野菜の加工作業

●時間／8：30～17：00　●休日／日曜他1日

●時間／8：00～17：00　●休日／日曜他1日

※社内規定あり1,000円～時給 1,250円
長期安定のお仕事です！　男性活躍中ですよ！

女性が働きやすい環境です！ 誰にでも出来る簡単なお仕事です！

④食品の選別・包装・梱包作業

●時間／8：30～17：00　
●休日／日曜他1日

休日・時間帯
相談可

末
吉
・
深
川
で
の
お
仕
事
に
な
り
ま
す

都
城
か
ら

車
で
20
分

高時給で稼げますよ！

※社内規定あり1,000円～時給

●時間／8：00～17：00
●休日／日曜 他

⑥食品の簡単な
　加工・包装業務

シニア

活躍中

休日・時間帯
相談可

都城

小林

シニア

活躍中

※社内規定あり1,500円～時給 1,875円

残業があるので稼げますよ! 食事補助あり
高時給

寮完備!

都城市外

高時給

1,300円

のお仕事

短期 高時給・短期のお仕事！
人気のお仕事になります。
お早めにご応募ください！

8月～スタート　事前登録受付中



きっ
と見つかる

あな
たらしい働き方
お仕事探しなら

ホームページ

宮崎県宮崎市橘通西5-1-23　1階

LINE
一般労働者派遣  派 45-300138

お仕事探しなら

私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

0800-8888-634

押川ビル１階

●都城市役所
 地区公民館中央公民館

10

就職説明会開催!
都城市姫城町11-29 押川ビル1階

5/10（水）17（水）24（水）
13:30～16:00

01

02 03 04 05

06 07 08 09

10 11 12 13

14 15 16 17

11月末までの短期OR長期！！5/16or6/1スタート！！5/16or6/1スタート！！

【時間】 8：00～17：00  休憩60分　【休日】 土日

都城市

15,000円と
80,000円あり！！

+交通費時
給1,000 +交通費

!!
9/1
より1,150慰労金

【時間】 8：00～17：00、16：30～25：30 休憩60分　【休日】 土日

+交通費

!!
9/1
より1,35015,000円と

80,000円あり！！
+交通費時

給1,150慰労金

【時間】 8：３0～17：00
【休日】 日曜＋その他

+交通費時
給1,000

都城市

都城市

【時間】 ９：００～１７：００（週３日） 【休日】 土日祝
+交通費時

給1,250
【時間】 8：00～17：00 
【休日】 土日祝（カレンダーあり）
時
給1,200

+
交通費1,250

【時間】 8：０0～17：00
【休日】 土日祝

+交通費時
給1,100

都城市

志布志市

都城市

有名焼酎製造の一連の業務

商品検品のお仕事 小児科での
看護のお仕事
【正社員登用有】

配線をテープで
グルグル巻き
して束ねるお仕事

木材の選別・
結束のお仕事

未経験大歓迎！！ 袋をたたんだり、掃除のお仕事です！！ 今年も始まりました♪ 高時給のお仕事、稼げます！！

運ばれてきた、商品の確認作業を
行なっていただきます。

NEW

【時間】 8：０0～17：00（時間の相談OK）
【休日】 土日祝日（工場カレンダー有り）

+交通費時
給1,300

都城市タイヤの
積み込み作業

2人1組で小休憩を挟みながらの
作業です

小児科での外来看護業務のお仕事です。
働きやすい環境です。

高時給！立ち仕事で少し動きがあるのでちょうどいい！
年配の方も活躍中!

女性活躍中！正社員登用有り！

【時間】 8：３0～17：３0
【休日】 土日祝
　　　（工場カレンダーによる）

+交通費時
給1,000

都城市ペットフードの
製造業務

お肉を並べる簡単モクモク作業です！

【時間】 ①１０：００～１９：００　
　　　 ②６：００～１５：００
【休日】 週休２日

+交通費時
給1,000

都城市

調理補助
高齢者施設での食事作り。
調理が好きな方大歓迎!

+交通費時
給1,000

【時間】 9：０0～18：00（時間帯要相談）
【休日】 週休2日

末吉町コンビニ商品の
集め作業

お菓子や、雑貨の小物を箱に集める
作業です。

NEW

【時間】 ８：００～１７：００（短時間も可能）
【休日】 週休2日

+交通費時
給1,000

都城市

芋の苗切り作業
農作業が好きな方！
経験者やシニア世代の方も大歓迎！

NEW
都城市

【時間】 ８：００～１７：００（休憩60分）
【休日】 相談して下さい。大型連休あり

+交通費時
給1,000

自動裁断機の
ピコピコ操作のお仕事

画面をピコピコタッチして、シールを
貼ったりするお仕事です！！

【時間】 ①７：００～１６：００ ②１０：００～１９：００
　　　（時間帯の相談可能）
【休日】 週休２日～３日（相談可能）

+交通費時
給1,200

都城市介護のお仕事
高時給！！未経験OK　　
働きやすい職場です。
入浴介助はありません。

NEW

【時間】 ８：３０～１８：００、８：３０～１３：００
【休日】 日祝

+交通費時
給1,100

都城市

末吉町
医療事務
スタッフ

キレイなクリニックです。受付、保険証の
確認、レセプト業務のお仕事です。

NEW

【時間】 9：00～16：00（週4日）
【休日】 週休２日

+交通費時
給1,020

都城市

お菓子の仕分け作業

チルド倉庫内で店舗毎に仕分けする
単純作業です！

都城市

【時間】 ７：0０～１６：0０ 他シフト有
【休日】 日月祝

+交通費時
給1,100

カット肉の
梱包・仕分け及び
リフト運転

フォークリフト免許取得者活躍中！

+交通費時
給1,050

都城市
【時間】 8：00～17：00
【休日】 土日祝

ハム・ソーセージ
などの加工食品製造

機械への原料投入や商品梱包など、
未経験者歓迎！

スタッフ満足度No.1を目指しています

都城での
お仕事探しは
MUSASHIに
お任せください

高時給のお仕事多数

週払い可能（規定あり）

充実の福利厚生

直雇用の実現

キャリアアップサポート

有給取得率80％超え

01

02

03

04

05

06

6つの特徴6つの特徴

派遣での
働き方を
詳しく

相談できます！

派遣での
働き方を
詳しく

相談できます！

都城MUSASHIが選ばれる都城MUSASHIが選ばれる

NEW

【時間】 8:30～17:30、21：00～6：00
　　　 時期によって変わります
【休日】 土日

+交通費時
給1,500

都城市

原皮をたたむお仕事
力仕事になりますが、高時給で
ガッツリ稼げます！ 
夜勤は更に割増！

深夜割増

1,875

社会保険もすぐ入れます!



●仕事内容／環境プラント（一般廃棄物焼却処理施設）の維持管理
　　　　　　一般廃棄物処理設備（焼却炉、ボイラー、タービン発電機）の
　　　　　　保守管理、点検、メンテナンス、運転指導
●時　　間／日勤　７：４５～１６：４５　　　
●休　　日／週休２日制（年間休日１０８日）
　　　　　　※原則として土曜・日曜（事業所カレンダーによる）
●資　　格／年齢制限あり（５９歳以下）
　　　　　　関連資格（電気、ボイラー、溶接、玉掛けクレーン、フォークリフト等）
　　　　　　あれば尚良し　
●待　　遇／社会保険完備、昇給、賞与年2回、車通勤可、
　　　　　　交通費規定支給、制服貸与、退職金制度

株式会社 シンキ
まずはお気軽に
お電話ください！

〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通８番 神港ビルヂング2F

☎078-332-8255（担当／田口）

事業内容／保守・整備業務等

住宅手当・家族手当
資格取得制度ありで安心!

就業
場所

都城市山田町山田7599-5
(都城市クリーンセンター内)

給与
※試用期間あり

月185,000円～２５５,０００円

正社員募集
環境プラントのメンテナンス

特別な
資格・経験
不問!

都城市都北町5989番地
☎0986-38-4848（担当:上村）

急募
職安
届出済

●資格／経験者優遇
●時間／９：００～１７：３０
●給与／当社規定により  高給優遇
●待遇／昇1・賞2・各種保険完備

営 業 ・2名 ・男女不問 
・都北店・安久店

・2名 ・男女不問 
・都北店・安久店

正社員募集

サービス

宮崎県都城市高崎町縄瀬1622番地17社会福祉法人　健生会

特別養護老人ホーム 高崎苑 ☎ （0986）62-5005 （松永）

ご 応 募 お 待 ち し て い ま す

②夜勤専従介護職員（パート）
●給与／時給1,000円　夜勤手当4,200円/回
　　　　処遇改善加算手当（一時金）
●勤務時間／21：00～翌8：00（実働8h）　●年齢／不問
●勤務日数／週1回から可　ご希望に応じます　●待遇／通勤手当

☆勤務時間
☆勤務日数

ご希望に応じます!!

●給与／月給179,800円～253,700円
　　　　介護福祉士有資格者：資格手当　
　　　　夜勤手当：4,200円/1回  実働8H
　　　　処遇改善加算手当、ベースアップ等支援手当
●勤務時間／交代制  応相談　  ●休日／シフト制  希望休可　　
●待遇／各種保険完備、通勤手当、扶養手当、退職金制度有、
　　　　賞与年2回、昇給有
　　　　夜勤が出来ない方はご相談に応じます
正職以外にも、働き方のご希望お伺い致します!

介護職員募集介護職員募集

③介護職員（パート）
●給与／時給900円～　処遇改善加算手当
●勤務時間／8：00～20：00の間（2h～）
●年齢／不問　●待遇／通勤手当

①介護職員（正職）

3名

2名

ま
ず
は
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
！

●年令／18歳以上年令問わず
●休日／日・祭日
●時給／2,200円以上+能力給 ※日払い可
●営業時間／pm8:30～am1:00

女性スタッフ募集!!
週2～3日でも可、未経験者歓迎飲めない方でも大丈夫、ノルマ無し!!

おかげさまで

47年

◎駐車場有り  ◎ドレス有り

牟田町開成ビル2F

☎0986-23-8170[夜]
　090-1163-7627

※詳細は面談にて!

■スタッフ募集

★お友達同士の入店可
★出勤時間は自由です

男性スタッフ同時募集!



労働者派遣業　派45-300022

都城市神之山1792-5
出張面接致します。まずはお電話下さい！ お問合せ▶ 0120-975-077

株式会社 スタッフィ
交通費、社員登用、昇給制度、前払協力制度あります（規定有）

円～時給

●時間/８:00～17:00
●休日/シフト制

①農場管理作業
清掃など建物での

管理作業となります。

1,050

・フォークリフト  ・CAD ・整備士  ・アーク/TIG溶接
・ボイラー技士  ・調理師 ・介護士  ・看護師

条件に応じて
お仕事を

ご紹介致します

都城市

円～時給

●時間/８:00～17:00
●休日/日他

⑦芋の苗植え付け
（5月～6月の短期）
男女年齢不問。体を動かす事が

好きな方 大募集!!

1,000
都城市

円～時給

●時間/８：００～１７：００
●休日/日祝他

●時間/７：００～１６：００
●休日/土日祝

⑪色塗り作業
工場で金属の色塗りになります。

研修有りで安心ですよ！

1,000
都城市

円～時給

●時間／8:30～17:30  
●休日／土日祝

⑭一般事務
簡単入力と

電話応対などですよ！

●時間/8:30～17:30
●休日/土日祝　
　　　 時間相談可能です。

幅広い年齢の方が
活躍していますよ！

1,000

円～時給

●時間/8:00～17:00
●休日/土日

⑧梱包作業
即入社可能。

元気でしたらOKですよ！

1,100

都城市

曽於市

円～時給

●時間/8:00～17:00
●休日/日他

⑫ルート配送
県内の配送で

女性も大歓迎ですよ！

1,000

都城市

曽於市

円～時給

●時間・休日/シフト制
　　　　　　（相談可能）

⑮介護補助
夜勤できる方歓迎です

自分に合った働き方できますよ♪

1,100

都城市

曽於市

円～時給

●時間/8:00～18:00
　　　（短時間OK）
●休日/日祝他

⑳保育補助
体力ある方、子ども

好きな方お待ちしております♡

1,050

都城市

曽於市

円～時給

⑲配送補助
体力ある方、
大歓迎ですよ！

1,100

都城市

円～時給

●時間/8：００～１7：００
　　　（相談可）
●休日/日祝他

⑱木材の選別
未経験者歓迎です

セットする補助作業です！

1,000

都城市

曽於市

円～時給

●時間/8:00～18:00、
　　　 20:00～6:00内の８時間
●休日/土日祝

⑥機械オペレーター補助
並べたり＆結束したり
と単純作業ですよ！

1,000

都城市

小林市

円～時給

●時間/要相談　●休日/要相談

⑩接客・受付業務
プライベートを優先できる
働き方ができますよ！ 

短時間可能です

1,200

都城市

小林市

円～時給

●時間/8:00～17:00  ●休日/土日祝

⑯金属加工
機械操作したり、

検査したりと快適工場での
お仕事ですよ！

1,000

都城市

小林市

円～時給

●時間/８：００～１７：００
　（時間変更相談できます）
●休日/日祝他

⑬ペットフード
製造

1,000

都城市

小林市

円～時給

●時間/9:00～22:00（相談可能）
●休日/シフト制（相談可能）

④コールセンター
＆メール対応

パソコン入力と
少しコールもあります

1,000

都城市

円～時給

●時間/８:30～17:30
●休日/土日祝

③レトルト商品の
製造梱包作業
男女問わず大募集ですよ！

1,050 円1,100

都城市

曽於市

円～時給

●時間/8：0０～１7：0０
●休日/日祝他

⑤季節野菜の
選別作業
60歳以上の方でもOK

働きやすい職場ですよ！

950 円1,000

都城市

えびの市

円～時給

●時間/8:00～17:00、
　　　 17:00～24:00
●休日/日祝他

⑨倉庫内仕分け
Wの方も大歓迎です

950 円1,100

都城市

えびの市

円～時給

●時間/8:30～17:30、
　　　　20:30～5:30
●休日/土日祝　時短可能ですよ！

②電子部品組立・梱包
入社祝い金５万円！皆勤手当あり
明るい職場で、稼ぎたい方大丈夫
です！希望時間帯相談できます　

1,100

都城市

曽於市

曽於市

円～時給

⑰シール貼り

1,050

都城市

小林市

曽於市

都城市
及び
近  郊

希望の勤務地、
休日、時間帯 等

有資格者のお仕事も募集中!気軽によったもんせ♪

1,800円～＋能力給
+ 各種バック

時 給

(指名・同伴・ドリンク）

18 歳～ ※高校生
   不可 8:30～Last
送迎、貸ドレス、託児所代補助、駐車場あり

LINE ID n-juri TEL 090-5381-5583
都城店 都城市牟田町 10-11 アレザビル 2F

年 齢 時 間

時給
相談可

キャスト大募集
完全自由出勤

体験入店可

未経験者歓迎

見学のみOK

週1、月1のみOK

縁 -えにし -

都 城 店

都城市宮丸町2794 ☎0986-36-6555
株式会社 都城小川屋

（担当：小川）

まずはお気軽にお電話を♪

●職種／配達（パート）　　●給与／時給900円
●時間／①8：30～14：00（月～金　週1回16：00までの勤務あり）
　　　　②12：00～17：00（月～土　夕食配達）
●休日／①土日・祝日　②日・祝　　●待遇／雇用・労災保険、制服貸与

未経験の方でも
安心してスタート
できます！

未経験者
大歓迎♪

事業拡大につ
き



昼間作業員募集昼間作業員募集アルバイトアルバイト

都城市太郎坊町2030番地1☎0986-38-1380

●内容／弊社構内のプラットホームでトラックから
　　　　荷物を卸す手伝い、コース振り分け 他
●時間／8：00～17：00のフルタイムはもちろん、
　　　　パート勤務(１３：００～１７：００含む)も大歓迎！　
●給与／時給900円～
●年齢／不問　●待遇／各種保険完備 まずはお電話ください

0120-606-656
【求人担当】長沼・坂元労働者派遣事業　（厚生労働大臣許可番号：派 45-300007）

お仕事相談会開催!
◎場所／都城市民文化ホール 都城市北原町1106-100
◎日時／5月26日（金） 10時～15時

高時給のお仕事
多数あります！

予約・履歴書不要 来場者様全員
クオカード1,000円

プレゼント

㍿ヒムカ食品
宮崎県都城市山之口町山之口3351-10

☎0986-58-8163
担当／西

明るく元気に
やる気のある方大歓迎！

●待遇／各種保険完備、有給休暇、制服貸与、賞与支給（年2回）
●資格／50歳位まで　　●応募／まずは、お電話ください。

①一般事務

●給与／月給180,000円～230,000円
●時間／8：30～17：30　
●休日／日祝（会社カレンダーによる）

正社員

②一般事務

●給与／時給1,000円～　
●休日／土日祝
●時間／9：00～17：00の間の4～6時間で応相談

パート

有限会社  山元石油店
北諸県郡三股町大字樺山 4514

☎0986-52-3975（山元）

人と関わることが好きな

笑顔で元気な方 大歓迎♪

パート

◎ ガソリン販売業 　◎ 要普免 　◎ 日曜日定休

給与・時間・休日等は
相談の上決定します。
まずはお気軽に
お電話ください！

正社員

❶調理スタッフ

センター・シティ・マネジメント株式
会社

職種／調理業務全般（仕込み・調理・盛り付け）
給与／月額１８１,０００～２１１,０００円 (経験者優遇)
時間／５：００～２１：００の間で８時間※シフト制

❷ホールスタッフ

スタッフ募集

職種／レストラン内での接客業務
給与／月額１８１,０００～２６０,０００円 (経験者優遇)
時間／５：３０～２２：００の間で８時間※シフト制

❸短期ビアガーデン
　スタッフ（ホール・調理）

給与／時給１,０００円
時間／１５：００～２２：００の間で５時間程度
　　　　　　（応相談）　週２日～
待遇／各種保険は条件を満たした方のみ加入
　　　　　　制服貸与

休日／月６日以上※シフトによる　　資格／不問
待遇／社会保険・厚生年金・労災保険・各種保険完備
　　　　　　有給休暇・食事補助・制服貸与
　　　　　　住宅手当・家族手当・職務手当※社内規定あり

〒885-0071 宮崎県都城市中町17街区2号 （総務課／今屋）0986-77-0418

期間／５月～１０月まで

HOTEL TERRASTA内にある
レストラン「TERRASTA DINING」
「鉄板焼 都雅」でのお仕事です

正社員 パート

応募：随時。電話連絡後、履歴書(写真貼付)をご持参もしくはご郵送ください

お気軽にお問い合わせください



①衛生面の指導や作業中の品質検査
②麺を作る様々な工程がある中で、適正に
　合わせてお仕事をお願いします。
　※１０kg～の材料を運ぶ業務があります。
●時間／①9時～18時（実働８h/休憩１h）
　　　　②7時～16時（休憩１h＋午前午後各20分）
●休日／休み希望相談可
●資格／①検査や簡単なPC入力作業あり
　　　　②無資格、未経験の方も歓迎です
●待遇／試用期間あり(月給１６万円～)
　　　　制服貸与・社保完備・交通費規定支給
　　　　車通勤可・残業手当・住宅手当・家族手当
　　　　産休、育休制度・賞与２回・昇給あり

求人都城を見ましたとご連絡ください

株式会社 NPG前野フーズ
都城市志比田町 10843 ☎（0986）24-1477（管理部）

❶品質管理 ❷製造
正社員募集!

詳細はこちら▼

入社祝金5万円
（入社半年後に支給）

月給／17万円～

急
募

社会福祉法人 博愛会
都城市蓑原町1656-1

TEL 0986-24-5867
FAX 0986-25-1421 （担当：総務企画課  瀬尾）

障害者支援施設みどり園

職 員 募 集 ！

◎生活支援員（正職員・嘱託）

異業種から転職された方や、未経験で入職後、働きながら資格を取得された
方も多数活躍されています。有給休暇の取得率も高く、資格取得支援のため
の特別休暇制度など福利厚生も充実しており、働きやすい職場です！

【休　　日】 シフト制（希望休可）
【時　　間】 6：30～15：30、 8：30～17：30、 
　　　　　 9：30～18：30、15：30～翌9：30
【給　　与】 正職員 月給158,800円～205,800円
　　　　　　　　　　　（処遇改善手当含む）

　　　　　 嘱託職員 日給7,600円 （時給950円）

◎賞与 年2回（6月・12月）※送迎運転手除く　◎各種手当あり 
◎その他に処遇改善一時金の支給

主に知的障害者の方が生活されている入所施設
で、食事、入浴、排泄などの日常生活のサポート
を行う仕事です。

◎世話人

【休　　日】 シフト制（希望休可）
【時　　間】 6：00～9：00、16：00～20：00 （1日7時間）

【給　　与】 日給6,650円 （時給950円）

主に軽度の知的障害者の方が入居されている
グループホームで、食事、服薬、清掃などの日常
生活のサポートを行う仕事です。

◎送迎運転手

【休　　日】 土日、年末年始（12/29～1/3）
　　　　　 ※土曜日は勤務になる場合があります。
【時　　間】 ８：００～９：３０、１５：００～１７：３０（１日４時間）

【給　　与】 日給4,120円 （時給1,030円）

主に知的障がいを持つ方が利用する通所施設の
利用者をマイクロバス（２５人乗り）で送迎する仕事です。

■スタッフ募集!

090-1511-5874
☎（0986）26-6912都城市宮丸町2988

三平茶屋  宮丸店

各
種
保
険
完
備

調理師募集!
●給与／30万～３5万円
　　　　週休2日制希望の方  24万円
●時間・日数相談に応じます　●年齢不問

和食・洋食・中華
寿司職人等

各種保険完備 若干名

後継者希望の方に
（別途相談ください）無償譲渡いたします

45歳まで 人物重視

ホワイトボードや机など、
身近な場所にシールと違い
気軽に貼っていただけます。
広告媒体としてお店の名前や
連絡先を覚えてもらうのに

効果抜群 !

製作致します

オール電化・太陽光
蓄電池・水回り

迅速対応！ ご相談・お見積もり無料で受付中です

0986-58-5851
有限会社アマガミ印刷
本社／宮崎県都城市高城町桜木

■受付時間／９：００～１８：００(日曜定休)
■HP／http://amagami.com

アマガミ印刷 検 索MEMO
  MAGNET

お気軽にお問い合せください

マグネット

（有）アマガミ印刷 （担当：田上）

宮崎県北諸県郡三股町大字宮村1232番地2

（担当：桑畑）☎0986-52-3263
株式会社クワハタ

給 与／１７０，０００円～２６０，０００円
　　　 経験者は要相談
資 格／年齢１８歳～、高卒以上、要普免、見習いOK
時 間／８：００～１７：００※残業はほぼありません
休 日／日・祝・夏季・年末年始・土曜日の一部
待 遇／社会保険、厚生年金、労災保険、各種保険完備、賞与３回
　　　 通勤手当、有給休暇、退職金制度有り、制服貸与

応募 随時 電話連絡後、履歴書(写真貼付)をご持参ください

家具製作・運送・取付見習い者OK!

正
社
員

 

募
集
！
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★前払い・日払い可能! 
★社会保険完備
★交通費支給有 
★紹介制度はじめました！

天然調味料
製造

圧力釜でエキス抽出する工程での、
機械の操作補助を行うお仕事になります。

●時間／ 8:30～17:30
●休日／土日

時給1,150円～

清掃スタッフ

お掃除好きな方におススメ☆彡 

●時間／ 8:30～15:00
●休日／週 2～3日の出勤

時給980円～

コンビニ用の冷凍食品の
製造業務です

●時間／ 8:00～17:00
●休日／日・その他（週休 2日）

木材の
検査・梱包

残業なし★
すぐに覚えられる簡単作業です！

●時間／ 7:50～17:00　パートも可
●休日／日・その他

時給1,000円～

レトルト製品
製造
レトルト製品の製造と

目視チェック・梱包の簡単作業です！

●時間／ 8:00～17:00
●休日／完全土日祝

時給1,000円～

製品の
加工補助

高時給☆
すぐに覚えられるお仕事です！

●時間／ 8:00～17:00
●休日／日曜・その他

時給1,200円～

ピッキング
作業

冷凍食品の
製造

リストにある商品を集める
簡単作業です

●時間／ 8:00～17:00
●休日／シフト制　週 5日勤務

時給1,200円～

部品の
動作チェック

部品の簡単な動作チェックや
組立を行うお仕事です★

●時間／ 8:20～17:05
　　　　 9:00からの勤務もOK
●休日／土日祝

時給1,050円～

簡単な事務処理、
パソコン操作

人気の事務のお仕事です☆

●時間／ 8:00～17:00
●休日／土日

時給1,000円～

コールセン
ター業務
コールセンター業務
未経験の方でもOK！

●時間／ 9:00～19:00の 8h
　または9:00～19:00 内の4～5h
●休日／相談可

パンの
製造補助

コンビニエンスストア等で販売されて
いるパン製造のお仕事です。

●時間／ 8:00～翌 2:00 間の5～8h
　でご希望の勤務時間で働けます！
●休日／シフト制

時給1,000円～

チルド製品
仕分け
パート・フルタイムOK！

●時間・休日／ 24時間稼働の為、
都合の良い日数、時間のご要望に
お応え出来ます。

時給1,000円～1,250円

時給1,000円～1,100円

時給980円～1,225円

時給1,050円～1,313円

介護スタッフ
未経験でも大歓迎です！
スタッフ仲も良く

雰囲気の良い職場ですよ＾＾

●時間・休日／ご希望の時間、
　　　　　　　休みで紹介可

時給1,000円～

顕微鏡検査
機械が作った製品を

検査するお仕事です！ 未経験でも
研修がありますので大丈夫です＾＾

●時間／ 8:00～17:00
●休日／土日

プラスチック
製品の検査

機械が作った部品に欠損等がないか
確認してもらうお仕事です♪

●時間／

時給960円

商品の
ラベルセット
梱包・検査

簡単作業なのですぐに覚えられますよ！

●時間／ 8:00～17:00
●休日／シフト制・週休 2日
　　　　（日も可）

時給1,200円～

時給1,000円①8:30～17:30

②9:00～15:30

希望の 時間、休日、勤務地 に
応じてスタッフがご提案いたします！

希望の 時間、休日、勤務地 に
応じてスタッフがご提案いたします！

ご不明な点等ありましたら、
お気軽にお電話ください♪

 時間、休日、勤務地

●休日／土日

株式会社 Let’s Work
都城市丸谷町4985番地　　[派］ 45-300155

☎0986-51-5656
080-7850-4529

山之口町花木2216-4 ☎0986-57-2193
サトミエキスプレス有限会社

増車の為乗務員募集
●職種／①長距離運転手（平ボディー車）　②大型運転手（九州管内）
　　　　③２t地場配送（8時～17時）
●資格／年齢不問、要大型免許、男女不問
●給与／①270,000円～370,000円以上
　　　　②230,000円～270,000円以上
　　　　③２００,０００円～２２０,０００円以上
●待遇／社会保険、雇用保険、厚生年金

経験者優遇

支
度
金10万円

支給
支
度
金10万円

支給

長距離運転手には長距離運転手には

現行普通可

（株）ウエルネス ℡（0986）51-6400
都城市北原町32-23

同時募集！ 交通誘導警備一般

【職種】 交通誘導警備2級資格者
【給与】 日給10,000円～（別途、交通費・諸手当・その他）　
【時間】 8：00～17：00（多少残業有）
【年齢】 18歳～上限なし
【休日】 土・日（その他）

日給8,０００円～

勤務地／都城市内・三股町近郊（遠方はありません）

男女警備スタッフ募集

日払い週払いOK！
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※都城市内から車で15分

★即日勤務可 ★夜勤専属 ★社員登用あり

お問合せはこちら▶

0120-4145-49
有料職業紹介事業許可　　45ーユー300032 ホームページ

本 社／〒885-0011 宮崎県都城市下川東３丁目２号２番地 シャルフ１F-B

労働者派遣事業許可　派45ー300034

至宮崎↑
R10号

●ドンキ
　ホーテ

霧島酒造●

田口循環器科●

←
都城公設市場

夾竹園●

セブンイレブン●

●
ロ
ー
ソ
ン

●
水
道
局

円～1,200 円1,500 +交通費時
給

●時間／７：００～１６：００（８h）
●休日／シフト制（週休二日制）

●時間／7：00～16：00　
●休日／日・他
　（週休二日制）

円～1,000 +交通費時
給

●時間／①7：00～16：00　②8：00～17：00 
　　　　①・②シフト制
●休日／日・他（週休二日制）

製品の箱詰め・検品

円～1,100 +交通費時
給

●時間／８：３０～１７：３０
●休日／日・他（週休二日制） 

洗濯済み衣類の仕上げ

稲の苗を育てる作業

チョコレートの仕分け

★時間選べる ★パートタイム・フルタイム可 ★時間・休日ご相談ください
★女性活躍中 ★即日勤務可

コンビニ商品の製造作業
★男性活躍中　★即日勤務可  ★未経験OK

★正社員登用OK ★資格活かせる ★即日勤務OK

★男性活躍中 ★即日勤務可 ★未経験OK

●時間／9：00～17：00　
●休日／日・祝
　　　　工場カレンダーあり 円～950 +交通費時

給

選別・他軽作業

円～930 +交通費時
給

円～950 +交通費時
給

タイヤの積み込み・梱包

フォークリフト（カウンター）

円～1,000 円1,050 +交通費時
給

●時間／①８：３０～１７：３０ ②２１：００～６：００　
　どちらか選択可 
●休日／土・日

円～1,000 円1,250 +交通費時
給

●時間／①７：００～１６：００ ②８：００～１６：００　どちらか選択可
●休日／日・他
（週休二日制）

●時間／①5：30～10：00  ②10：00～19：00（8H）
　　　　どちらか選択可　他時間応相談
●休日／シフト制 週4日程度の勤務

●時間／８：００～１７：００
　　　　（７.５h実働）
●休日／シフト制

●時間／①９：００～１２：００ ②９：００～１５：００
　　　　どちらか選択可
●出勤日／火・木・日　
　　　　　週３日のみ出勤

自動車用部品の目視検査

●時間／８：３０～１７：３０の間で4.5～8h (勤務例)①８：００～１３：００ ②８：３０～１７：３０
●休日／シフト制
※週２～５日の
　勤務希望OK

●時間／８：３０～１７：３０の間で4.5～8h (勤務例)①８：００～１３：００ ②８：３０～１７：３０
●休日／シフト制
※週２～５日の
　勤務希望OK

トイレなどの清掃

調理済み食材の盛り付け
★休日応相談　★未経験OK

★勤務時間・日数相談可

円～950 円1,000 +交通費時
給

円～1,050 +交通費時
給 円～1,000 +交通費時

給

●時間／8：15～17：30（休憩75分）
●休日／3勤1休  
3勤2休が月に1～2回あり ●時間／８：００～１７：００

　の間で６時間程度
●休日／土・日・祝

※山之口から
15分～２０分程度

　①～③いずれかで選択可

●時間／①9：30～18：45（8H） ②21：30～6：45（8H）
　　　　③8：00～16：45（8H）
　①～③いずれかで選択可
●休日／３勤１休（シフト制）
　　　　固定勤務相談可

★男性活躍中 ★増員の為5名募集

★即日勤務OK ★女性活躍中 ★パートタイム

円～1,150 +交通費時
給

スマホ部品などの製造
★日勤のみ、夜勤のみも選べます ★男性、女性共に活躍中

ステンレス・セラミックの研磨・切断 お芋のトリミング・袋詰め

円～920 +交通費時
給円～1,200 円1,500 +交通費時

給

20万円以上稼げます！！

別途手当
あり

円～1,000 +交通費時
給

日勤
のみ 円～1,100 +交通費交替

勤務

●時間／8：30～17：30 ●休日／土・日・祝

★未経験OK ★男性活躍中 ★日勤のみ、交替勤務選択可

18 万円～18 万円21 +交通費月
給

円～1,200 +交通費時
給

●時間／8：00～17：00　
●休日／シフト制（週休二日）

ガソリンスタンドスタッフ
★資格・経験不要　★男性、女性活躍中

円～1,070 +交通費時
給

軽量部品の組立
★資格・経験不要  ★新工場

●時間／９：００～２１：００の間で5～８h
　　　　週４日、5日程度の勤務　
●休日／平日のみなど相談可

円～1,020 +交通費時
給

コールセンター
★受電、架電選べる ★週4日～OK ★長期・短期 相談可

●時間／①9：00～18：00 ②１６：００～９：００
　　　　①・②選択可
●休日／シフト制

デイサービスでの介護

●時間／8：00～17：00 / 20：00～5：00　●休日／日他

機械オペレーター

●時間／9：00～18：00
●休日／日・他
　　　　（週休2日制）

一般事務
★即日勤務可 ★男性、女性共に活躍中

円～1,000 +交通費時
給 ②パート円～1,050 +交通費
①フル

●時間／１２：００～２４：００の間で５～８時間  ●休日／シフト制  休日・時間相談可

チルド商品仕分け
★フルパート選択可　勤務例)12:00～17:00

●時間／①８：３０～１８：３０ ②２０：３０～６：３０
●休日／４勤2休　　　　 ※①②選択可

●時間／①１７：３０～２：３０ ②２０：３０～５：３０
●休日／土・日・祝　        ※①②選択可

電子部品組立モニターチェック

円～950 円1,188 +交通費時
給

●時間／①８：００～１７：００ ②２０：００～翌５：００ どちらか選択可 ●休日／日・他

お茶工場の清掃短期!

円～1,200 +交通費時
給 ②円～1,100 +交通費
①

★男性活躍中 ★４ヶ月程度の短期 ★未経験OK ★短期！ 1ヶ月程度

9:30～16:00扶養内パートOK

受
講
生
募
集
!!

・
毎
週
土
曜
日

・
３
ヶ
月
間

受講料

研修期間

定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す

介
護
職
員
初
任
者
研
修

５
５
，０
０
０

テ
キ
ス
ト
代 

７
，１
２
４
円
（
税
込
）
円

登録
された方

Quo
カード

商品券
or

プレ
ゼント♪

初めて

円～1,200 +交通費時
給

円～1,030 +交通費時
給

4月中旬
スタート

5月中旬
スタート

※ひと月に夜勤１０回程度

週３日～勤務可

新工場♪

◎皆勤手当別途あり
◎入社祝金あり

入寮可

★入社祝金あり　★皆勤手当別途あり

短期

★未経験OK

週1日～
勤務相談可



＊デイサービスほっとん

☎0986-36-5563

宮崎県都城市高木町4343番地1

有料老人ホーム高木
（担当：桑原・野町）都城 ICの近く

職　種 給　与

①介護支援
専門員（正社員）

②調理員

月給198,000円
　　～288,000円（主任）

●時間／シフトによる（相談してください）
　　　　②③6：30～18：30の4時間～8時間
●休日／週休2日制　パートについては日数・時間 相談可
●待遇／各種保険完備、有給休暇、制服貸与
　　　　早出・遅出/日祝/入浴介助 手当あり
　　　　採用翌月祝い金あり

https://human-town.com

調理
ケアマネージャー募集!

時給950円～（週2日～4日）

（8：30～17：30）

③介護士 時給980円～
処遇改善加算含む

月給187,000円～
経験年数を加算

（パート） （フルタイム）

パートさん募集！

まずはお気軽にお電話下さい!

●時間／12：00～17：00　※実働4～５時間　休憩15分
　　　　☆週3日～OK　☆土日祝のみでもOK
●給与／時給900円～
●待遇／雇用保険完備、制服貸与、車通勤可

ダイレックス 三股店
早鈴店 担当／松田

青
果
部
☎0985-41-7552
宮崎市江平西1丁目3番6号第8丸三ビル812号
■有限会社まつや  事務所

野菜・果物の袋詰めや品出しのお仕事です

パートさんが
活躍中!

20代～50代の20代～60代の

■大量募集

◆本社／大阪府
◆都城工場／
　都城市高木町
　4864-9

■衣料・日用雑貨製造販売メーカー　大手通信販売実績有り

（担当／大森）秀英産業㈱ ☎0986-38-3991

●給与／①200,000円～
　　　②③④853～900円

子育て中の方もお気軽にお問合せ下さい!

正社員も同時募集!!

で検索！
秀英産業（株）

❶
❷
❸
❹

管理職候補 男性社員

ミシンオペレーター

仕上げ 

出荷

1名

2名

1名

1名HPホームページホームページ

●時間／9：00～18：00（時間等応相談）
●休日／日、祝　会社カレンダーによる（年間107日）
●待遇／昇1回、賞与※業績による、
　　　　各種保険有、退職金制度有
※給与等、詳細は面談の上  経験に基づき考慮します。

3時間～
短時間
勤務OK!

元気のある方
大歓迎！！

■新聞配達員募集

都城市山田町
中霧島3156-3

☎0986-64-2932
宮崎日日新聞 山田新聞販売所

配達員募集！！

090-8832-2724（浜砂）

●職種／簡単な仕分け作業、配達
●給与／月給8万円～
●時間／2時間程度
●資格／要普通免許 ※バイク貸し出します
●応募／まずは、お電話下さい。面接日をお知らせします。
●事業内容／配達

職種／調理・接客
時間／７：００～２２：００の間で応談
休日／シフト制（希望休あり）　
資格／不問（高校生不可）
待遇／社会保険・労災保険
　　　各種保険完備（条件あり）
　　　通勤手当（規定あり）・食事補助・制服貸与
時給／【平日】900円～　【土日祝】950円～
応募／まずはお電話ください！ 
　　　履歴書はいりません♪

ほっともっと 広原店

☎0986-22-7279

都城市広原町28-13-1

（馬場）

ほっともっと 都城ショッピングセンター店 都城市千町435-1-2

髪色自由!!
週1日2～3時間
程でもOK♪

正社員同時募集 月給20万円～




