
☎0986-58-3300
　　　　　    （担当／宮越まで）

都城市高城町大井手2050-1
東亜紡織株式会社 宮崎工場

は、

『まごころ』と『信頼』を大切にします

【共通】賞与2回／年、昇給1回／年、各種保険完備、
　　　　　　各種手当有り（家族、交替、通勤等）
　　　　　　※その他詳細は面談にて

急
募

①2交替勤務（１週間毎のシフト）  ②夜勤（22：20～6：30）
③パート（時間応相談）

男女正社員募集

電話連絡後、履歴書をご持参ください

工場内の軽作業

紡績機械オペレーター

電気設備保守点検員

18才～
60才

経験者
優遇

簡単な
軽作業です

期間限定
アルバイト募集

令和5年6月末日まで

時給1,000円

都城市太郎坊町2030番地1 ☎0986-38-1380

正
社
員

アルバイト

●時間／8：00～17：00　　●給与／当社規定による
●待遇／各種保険完備、継続雇用制度、退職金制度有り
　　　　未経験者大歓迎！ 経験豊富な先輩が一から親切・丁寧に指導します
●休日／社内年間カレンダーに基づく　
●資格／普通免許（オートマ不可）

●時間／8：00～17：00　　●給与／当社規定による
●待遇／各種保険完備、継続雇用制度、退職金制度有り
　　　　未経験者大歓迎！ 経験豊富な先輩が一から親切・丁寧に指導します
●休日／社内年間カレンダーに基づく　
●資格／普通免許（オートマ不可）

詳細は面談にて。まずはお電話ください。

●時間／8:00～17:00の間※応相談 
　　　　フルタイム・パートタイム希望に応じます。
●給与／時給900円～(他手当) 
●待遇／各種保険完備、継続雇用制度 
●年齢・性別／不問

集配ドライバー

集配ドライバー
小型・中型トラック配送スタッフ

男女
スタッフ
募集!

免許取得
補助制度有り
全車両バックアイ・ドラレコ付き

門型の洗車機で
作業を軽減

寿 林 業 090-3329-3332
宮崎県西諸県郡高原町大字広原2713-8

(今村)

給与／月給２００,０００円～　賞与あり
時間／８：００～１７：００

休日／日曜日、悪天候時

待遇／社会保険・厚生年金

　　　　　　労災保険・通勤手当

経験者・見習い
募集!!

林業作業全般、重機オペレーター

経験者は給与面考慮します

作業内容

まずはお気軽に　　お電話ください！

都城市高木町6222-1

☎38-6693
JA都城  地域営農振興課
　　　　   無料職業紹介所

農家さんのもとで、アルバイトしてみませんか？

●応募
   まずはお気軽に
　お電話ください

援農隊大募集

※賃金、就労時間、休日等については農家と要相談。

●職種  馬鈴薯の収穫作業 等
※農作物、作業内容は、農家によって異なります。

初心者の方でも
大歓迎です！

～農業に興味のある方へ～

●朝霧の里みやこんじょ
　直売所ATOM

●セブンイレブン
　都城都北町

●沖水市民広場●
北消防署

都城高木町
6222-1

↑至 宮崎

↓至 都城中心部

MAP

■鶏肉カット・計量など

宮崎県都城市都原町7413
（平田）☎0986-22-6274(有)都城福鳥

●職種／鶏肉加工（カット・計量など）　　●資格／不問
●時間／①8：００～１7：００　②10：00～17：00　③13：00～17：00
●給与／時給９００円～　　●休日／水曜定休日・日曜・祝祭日
●待遇／各種保険完備 ・ 制服貸与 ・ 駐車場あり（無料）
●応募／電話連絡後、履歴書（写真貼付）をご持参ください。

明るく元気な方
お待ちしております
明るく元気な方
お待ちしております



0120-46-5505
労働者派遣事業許可番号　派 45-300141　　　
有料職業紹介事業許可番号 45- ユ -300078 TEL0986-46-5505　FAX0986-46-5506

〒885-0035 都城市立野町 3618 番地 2-103

ホームページ
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4

都城

男性活躍中！ 昼食補助あり
時間／7：50～17：00
休日／日他

時給980円～

食品製造

5 6

都城
曽於

長期安定 ・ 男女活躍中
時間／8：30～0：00内
休日／シフト制

時給1,020 円～

パチンコホール

3

7

都城

パート・フル同時募集！週4日～OK
時間／8：00～17：30内
休日／日他

時給945 円～

荷造作業

三股

男性活躍中・冷凍食品の配送
時間／7：30～16：30
休日／日他

時給980 円～

配送

98

都城

Wワーク可！ 週3日でもOK！
時間／17：00～22：00内
休日／水他　時間・休日応相談

時給1,050 円～

ホールスタッフ
三股

朝ゆっくり出勤♪女性活躍中
時間／11：00～17：00内
　　　時間応相談
休日／日他　週休２日制

仕分け・梱包

宮崎

６月中旬スタート！ 食品仕分け
時間／16：00～24：00内(4～7h)
休日／シフト制　週休２日制

チルド倉庫

都城

長期安定！ 男性活躍中
時間／７：００～１６：００
休日／日他　週休２日制

時給1,100 円～

フォークリフト

三股

長期安定・女性活躍中
時間／８：３０～１７：３０
休日／日他

時給1,100 円～

時給1,000円～
1,250円

たたみ・仕上げ

10
都城

社員登用あり・リフト同時募集
時間／8：00～17：10
休日／日祝　工場カレンダーあり

時給1,100 円～

時給1,000 円～

木材選別 1211

13 都城
三股

盛付け・洗浄など
時間／5：00～11：00、8：00～17：00など
休日／シフト制　時間・休日応相談

時給900 円～

施設内の調理14

三股

入庫出荷作業・リフト同時募集
時間／8：00～17：00
休日／シフト制

時給950 円～

食品の仕分け

都城

軽作業・未経験OK!
時間／7：00～16：00　時間応相談
休日／日他　週休２日制

ラベル貼り

時給950 円～

事前見学OK・各種保険完備・日払い・週払い・交通費支給事前見学OK・各種保険完備・日払い・週払い・交通費支給

初回登録された方へ
QOUカード or ギフト券

♪プレゼント♪

都城
曽於

無資格・未経験OK

時給960 円～

施設内の介護
時間／8：00～17：00など
休日／シフト制　時間・休日応相談

●時間／①５：００～7：3０
　　　　②9：00～13：00
　　　　③9：00～13：00　
●時給／①②③９００円

①盛付け ②配達 ③加工

三股町樺山5041-5
☎0986-36-5411株式会社食育工房まんぷく

スタッフ募集！! 詳細は面談にて

土日祝
休み！

070-2332-8020
宮崎県北諸県郡三股町大字樺山3103-3 （担当／カミニシ）
おそうじSUNNY
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)をご持参ください

● 職種／清掃業　 ● 資格／年齢２０～4０歳まで、要普免
● 給与／時給８6０円～ 能力給でUP　● 時間／８：３０～１６：００
● 休日／日曜・祝祭日・隔週土曜・年末年始・GW・お盆
● 待遇／雇用保険・労災保険・通勤手当・有給休暇

ライン
24時間OK

楽しく一緒に
働ける方募集
やりがいのある仕事です。お待ちしています！



年令／１８才～４５才位迄　
給与／月給１８０，０００円～　
休日／隔週土曜日、日曜日
待遇／賞与年2回、昇給有り、各種保険完備
応募／電話連絡後、履歴書持参下さい

現場での
屋根工事等

(株)相葉板金工業所
建築板金工事一式施工 都城市下長飯町576番地2

☎0986-39-4572
〒885-0061

応募・お問合せ等は
こちら迄 090-1162-4451
まずは、ご質問だけでもお気軽にどうぞ♪

正社員
募集!!

建 築 板 金 業

未経験者歓迎

◆パート・アルバイト・準社員
●13：３０▶１９：００　時給860円～
●基本的に１日５～８時間程度（社会保険加入可）
※勤務時間・日数等はお気軽にご相談下さい

募 集
パート・アルバイト・準社員

衣料
スーパー
衣料
スーパー

★応募問合せは各店担当まで電話にて！！★応募問合せは各店担当まで電話にて！！

トホク店 都城市都北町
6439-1 ☎(0986)38-6333

都 原 店 都城市都原町
4283 ☎(0986)22-3370

フルカラー店頭幕
両面印刷も可能でインパクト大!
ラミネート加工でさらに長持ち

懸垂幕
上から吊るすタイプの手軽さが
人気で、短期間のイベント等にも
オススメ。使い回しもOK！

A型看板※シートのみ
平面ならどこでも設置可能な
A型看板にシートを貼付けるだけ！
（看板もご注文の場合別料金です）

COFFE 1 杯無料サービス

期間
限定

お電話受付中!（平日）

看板・印刷お任せ
ください

0986-58-5851

モ
デ
ル
ハ
ウ
ス

見
学
会
開
催
中

質
の
高
い
住
空
間
・
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス 冷

え
て
ま
す

上記以外の看板をご検討の方も、まずはお気軽にお問い合わせください。素材・納期など詳細はお電話にて

つくるなら、自分で貼るのが
簡単・早い・おトク!!

新しい看板をつくりたいけど、高くつきそう…そう思って諦めていませんか？
実は今ある看板に新しいデザインのシートを自分で貼り付けるだけで、費用を抑えても
丈夫な看板が出来るんです。貼り方は説明書がありますのでご安心ください♪

看板
車用看板
社用車などのお好きな部分に
貼るだけで走る広告になります。
マグネットタイプもあります！

各色取り揃えておりますので、企業カラー等に合わせてお選びいただけます各色取り揃えておりますので、企業カラー等に合わせてお選びいただけます

オリジナル
プリントジャンパー
オリジナル
プリントジャンパー

イベント用に

早水飯店様



●職種／清掃作業  ●給与／時給１,０００円
●時間／①１８：００～（２～３時間程度）　
　　　　②１７：３０～（２時間程度）
●勤務日／①月～土（※応相談） ②木～日
●資格／高卒以上  ●待遇／各種保険完備・制服貸与

株式会社 ニチビ 都城市小松原町8-1
☎0986-24-7514
℡090-9495-0056（担当:坂口）まずは、お電話ください

★ダブルワーク歓迎！

★未経験の方も歓迎

　致します！

清掃作業員大募集！
■従業員急募!

都城市高木町
☎0986-77-4462ケイブレス

男性従業員募集！ 《年齢》
５７歳位まで

働きやすい職場です。真面目に作業できる方歓迎！

182，０００円～給 与●職種／食品選別と梱包
●時間／8：00～17：00
●休日／日曜日、他 GW、盆、正月（会社カレンダー規定）
●待遇／社会保険・厚生年金・雇用保険完備、皆勤手当あり、送迎車あり
●応募／電話連絡後、履歴書（写真貼付）をご持参下さい。

業務拡大により急募!
清掃・接客・盛り付け
簡単な仕込み等...

HONOO 鷹尾店 ☎0986-22-8586
早水店 ☎0986-36-8792（担当／鎌田）

WワークOK!

週1日からでもOK!

勤務時間応相談
（２時間からでもOK）

土・日・祝日のみでも大歓迎★

給与／時給９００円～ ★土・祝 950円～ ★日曜 1,000円～
時間／【鷹尾店】１０：００～１４：００、１７：００～２０：３０
　　　【早水店】１０：００～１５：００、１７：００～２２：３０
休日／【鷹尾店】水・木定休日　【早水店】火曜日定休日
資格／高校生可（明るく元気な方！）
待遇／制服貸与・雇用保険有・皆勤手当有・駐車場有
応募／「求人都城を見ました」とお電話ください

ホール・キッチンスタッフ

宮崎県都城市下川東三丁目3238-2 ☎0986-46-3121
(株)都城市水道サービスセンター

正社員大募集！
水の配管工事

●職種／配管工スタッフ　　●年齢／５５才まで
●月給／180,000円～　  ●定年後、再雇用あり
●時間／8：30～17：30
●待遇／各種保険完備、資格手当・退職金制度有り、
　　　　制服支給
●応募／随時面接致します。まずはお電話ください。

未経験でも歓迎♪

同時募集!
花繰店
南横市
山田店

精　　肉

①肉のカット作業　正社員※経験者優遇
給　　与／200,00０円～280,00０円　昇給、賞与有
　　　　　（研修期間3ヶ月　時給853円）
業務内容／精肉のカット作業

肉の

勤務地／都城市花繰町4-4

担当／オオムラ

☎098636-6601
肉の 花繰店

勤務地／山田町中霧島3152-1

担当／サカモト

☎098664-1700
山田店

勤務地／南横市町3943-2

担当／ホリウチ

☎098651-7400
南横市店

時　　間／8：00～20：00内の5h～8h（8hの場合、社会保険付き）
年　　齢／６５歳まで

②肉のパック詰め
給　　与／時給8５3円～90０円
業務内容／お肉パック詰め、商品陳列等

①店舗責任者候補　正社員※経験者優遇
給　　与／200,00０円～280,00０円　昇給、賞与有
　　　　　（研修期間3ヶ月　時給853円）
時　　間／6：00～17：00

業務内容／野菜のカット、詰め物、商品陳列等　　年 齢／６５歳まで

②詰め物作業
給　　与／時給8５3円～90０円
時　　間／8：00～20：00内の5h～8h（8hの場合、社会保険付き）

年　　齢／６５歳まで

青　　果

給　　与／時給853円　　年　齢／６５歳まで
業務内容／お肉のパック詰め、カット作業
時　　間／９：００～１８：００の８h
休　　日／月８回　日曜日定休　残りシフト制

工場業務　南横市店のみ募集

給　　与／時給853円～90０円
業務内容／レジ打ち、食品、飲料の補充等
時　　間／8：00～20：00内の5h～8h（8hの場合、社会保険付き）

レ　　ジ

鮮　魚　花繰店・南横市店のみ募集

①魚のおろし、刺身カット作業
　正社員※経験者優遇
給　　与／200,00０円～280,00０円　昇給、賞与有
　　　　　（研修期間3ヶ月　時給853円）
業務内容／魚のおろし、刺身等カット作業
時　　間／6：00～17：00

②寿司の製造、魚のパック詰め
給　　与／時給8５3円～90０円
業務内容／寿司の製造、魚のパック詰め、商品陳列等
時　　間／8：00～20：00内の5h～8h（8hの場合、社会保険付き）

◎ 休　日／月7～8回（シフト制）
◎ 待　遇／各種保険、交通費（当社規定）、 制服貸与共 通



都城市立野町3833-1

☎0986-22-4865都城原木市場（株） 小林市大字北西方1788

☎0984-27-2028小林木材市場

●職種／木材市場　　●勤務時間／8時～17時
●給与／月額195,000円～230,000円+通勤手当+諸手当
●待遇／昇給・賞与（昨年実績年3回）、各種保険完備、退職金制度有、他
　　　　転勤はありません
●休日／日曜+当社シフトによる（希望休も可）　　●応募／電話連絡後、履歴書をご持参下さい。

小林支店も同時募集 !

お気軽にご連絡下さい！

全ての作業を機械で行います正社員募集!正社員募集! 未経験者可！！未経験者可！！
木材選別・木材検収
木材自動選別機補助

☎0986-26-6157☎0986-26-6157
▼お問い合わせは都原町店へご連絡ください▼▼お問い合わせは都原町店へご連絡ください▼

☎0986-26-2158☎0986-26-2158大王町店大王町店 ☎0986-38-0525☎0986-38-0525金田町店金田町店

☆週2～5日・相談に応じます
☆条件に応じ社会保険加入可
☆コンビニ経験者優遇

土日（交代制）勤務
可能な方

土日（交代制）勤務
可能な方

勤務地

①6～9時

②7～13時

大王町店 金田町店 都原店

920円

⑤17～22時

⑥22～６（７）時

③9～１３（１４）時

④12（１3）～１7（１8）時

1,212円

960円

1,212円

960円
906円926円
900円
900円910円910円
920円940円940円

1,212円

セブンイレブン
大王町店・金田町店・都原店

0120-663-004
受付 9：00～19：00（担当／江藤）

株式会社 LIEN
都城市平江町1街区1号　都城平江町ビル405

コールセンター
スタッフ大募集！！
900円～最大1,700円!

＋賞金 ＋交通費

●時間／9時～18時内４H以上で応相談　
●休日／日、土祝は会社カレンダーによる
●資格／資格・学歴不問 ※未経験でも大丈夫です　　
●待遇／マイカー通勤可（駐車場有）、各種保険有
●応募／面接予約後、履歴書（写真貼付）をご持参下さい。
　　　　興味のある方はお気軽にお電話下さい。

●時間／9時～18時内４H以上で応相談　
●休日／日、土祝は会社カレンダーによる
●資格／資格・学歴不問 ※未経験でも大丈夫です　　
●待遇／マイカー通勤可（駐車場有）、各種保険有
●応募／面接予約後、履歴書（写真貼付）をご持参下さい。
　　　　興味のある方はお気軽にお電話下さい。

電話にて、切手、ハガキ、アクセサリー、
ブランド品、アンティーク品等の、ご家庭で
不要になったものの買取案内です

時
給

0120-44-1886（代表）0986-29-1125

住宅型有料老人ホーム山之口
宮崎県都城市山之口町冨吉 2907 番地

デイサービススタッフ（準社員）

●時間／８：３０～１７：３０　左記時間帯のうち６.２５～８時間　　
●給与／介護職：時給980～1,110円、看護職：時給1,090～1,150円
●手当／通勤手当：5,０００円　　●休日／日曜・他（希望休可）　
●資格／初任者研修、介護福祉士、准看護師、看護師　等

老人ホーム早出スタッフ（パート）

●時間／６：００～１0：００　　●給与／時給900円～
●休日／シフト制（希望休可）
●資格／初任者研修、介護福祉士 等　介護職経験者は採用面優遇します

ホーム内清掃（パート）

●時間／9：30～15：00
●給与／時給853円
●休日／日曜・他（希望休可）

勤務時間、日数は
ご相談に応じます

☆面接時に見学もできます!

☆ハローワーク掲載中求人です

準社員・パート
スタッフ募集!
準社員・パート
スタッフ募集!
◎デイサービスやまのくち
◎住宅型有料老人ホーム山之口



都城市志比田町4496-9☎0986-22-6725

スペース24ホテル
お問い合せは10：00～18：00の間に

宮崎クボタ

ミートショップ

公設市場

至山田

至10号線

男女スタッフ大募集
年齢：18～55歳位迄 未経験者歓迎！！

職種：フロント・メイク係

●応募／電話連絡後、履歴書を持参ください。
　分からない事があったら、お気軽にお問い合わせください。

ホテル
スペース２４

●時間／18：00～8：00迄　※1日おきの勤務
●待遇／社会保険有り、社宅有り1
時
　給 950円～ ※土・祝前日は1,050円

（深夜給を含む）

●時間／18：00～2：00迄（時間の変更可）
　※金・土・祝前日を含む週3～4日の勤務（日数の変更可）2
時
　給 853円～ ※土・祝前日は950円

１,０８０円
～１,４５０円

実
質
時
給

0120-44-1886（代表）0986-29-1125

(株)トータル・ケアサービス
宮崎県都城市山之口町富吉 2907 番地

●時間／9：00～16：00の時間内で1時間からご希望に応じます！
●時給／身体：1,260円 　生活：960円 　身体生活：1,060円
●手当／処遇改善・ベースアップ手当 120～200円程度/時
　　　　移動手当：853円/時 ガソリン代あり
●資格／初任者研修、介護福祉士

登録ヘルパーさん登録ヘルパーさん
募　集

Wワーク
歓迎!



都城市高崎町東霧島102-5 ☎0986-62-2059
（有）高千穂産業

正社員募集!

賞与3回
●給与／①日給10，5００円～
　　　　②日給11，0００円～
　　　　③日給12，5００円～
　　　　④日給9,0００円～
●時間／①AM６：００～PM３：００　②③PM９：００～AM６：００
　　　　④AM8：00～PM5：00
●資格／体力に自信のある方
●休日／日曜日・他・盆・年末年始
●待遇／社会保険・厚生年金・雇用保険有り
　　　　通勤手当・皆勤手当等、有給休暇有り
●応募／随時、まずはお電話下さい。

①鶏糞運搬（大型免許取得者） 
②捕鳥作業（普通免許） 
③ブロイラー運搬（大型免許取得者）
④チップ工場（鋸くず配達等 他）（普通免許） 

宮崎県北諸県郡三股町蓼池4640 （担当／野村）
☎0986-70-0478にくだらけ

●職種／①弁当盛付け厨房スタッフ　②早朝調理補助スタッフ
●給与／①時給９００円～ 日曜・祝日は1,100円～
　　　　②時給1,2００円
●時間／①8時～（４～６時間）日曜・祝日のみ勤務も大歓迎
　　　　②5時～（2～4時間）週１日～勤務可能
●応募／随時。電話連絡後、
　　　　履歴書をご持参ください。

学生、Wワーク歓迎!希望シフト制
精肉・弁当・そうざいを販売する店舗です

資格不問制服貸与

☎0986-57-0176
宮崎県都城市五十町4691番地 （担当／徳重）
（有）ダイナミック南九州

●給与／営業マン：20～３3万円以上（歩合）　工事スタッフ：１８～３０万円
●休日／土・日・祝日・GW・盆・年末年始　●待遇／通勤手当・有給休暇・慰安旅行
●その他／試用期間後、正社員雇用  雑用業務あり　●時間／8：30～17：30

●工事スタッフ

●営業マン募集!

地元および沖縄での電気通信工事。勤務地は選べます！

防犯カメラ・通信機器 販売営業。

℡080-1530-4372
有限会社　みやざき炊飯　すし商
すし商ホームページ▶すし商ホームページ▶ ででmiyazakisuihan.commiyazakisuihan.com 検索検索

◇お気軽にお問い合わせください◇

社員・スタッフ大募集
【勤務地】 都城工場  都城市高木町（都城IC下  工業団地内）

常勤スタッフ
内容／炊飯業務・各種製品製造・洗浄業務・パック詰め　 休日／月間８日～9日
給与／時給1,000円（通勤手当含む）　 時間／9：００～１8：００（内休憩１時間15分）
待遇／社会保険完備・制服貸与

製造（男性社員）
内容／食品製造業務全般　 休日／月間８日～9日
給与／月給180,000円～（通勤手当含む）　 時間／8：００～１7：００（内休憩１時間15分）
待遇／社会保険完備・制服貸与　賞与年2回（業績による）

（ホンダ）



急募！女性の働きやすい職場目指してます

●職種／①ハウスクリーニング ②室内清掃
●給与／時給900円～（研修期間あり）
●年齢／①50歳以下 ②不問　●資格／普通免許　
●時間／①9：00～15：30まで
　　　　②16：00～（２時間程度）
●休日／①土・日・祝※出勤日数選べます。
　　　　②土・日

女性パートさん募集中

お そ うじ 専 門 店

株 式 会 社

070-4721-8657
詳しくは面接にて　まずはお電話お待ちしてます

宮崎県都城市松元町8-3千日ビル1階 　☎0986-51-4004 http://all-kirei.net/　または　ALLKIREI　で検索

労災 雇用保険あり

扶養内勤務 Wワーク

お子様・行事・体調　優先

株式会社　松元建設 松元建築士事務所 都城市早水町21-11-2

☎0986-26-7322 ホームページ 松元建設松元建設 検索検索

事業の伸展の為

社員多数募集！

多能工とは一人で、大工・左官・水道・塗装等の
各技能を身につけ住宅リフォーム工事を施工できる
職人のことです。弊社は約 20名の専門職が勤務
しており、多能工の育成に最適な職場です。

入社支度金あり
基本給1ヵ月分

応援大工 年齢・経験に応じ
日当12,000円～15,000円

別途
募集

●時間／①8：30～17：20　②③④8：00～17：00
●休日／日祝土（土は月間1日）
●待遇／各種保険完備、昇給（年1回）、
　　　　賞与（年2回）、制服あり、
　　　　退職金制度あり、社員旅行あり

●時間／①8：30～17：20　②③④8：00～17：00
●休日／日祝土（土は月間1日）
●待遇／各種保険完備、昇給（年1回）、
　　　　賞与（年2回）、制服あり、
　　　　退職金制度あり、社員旅行あり

●月給／①170,000円～180,000円
　　　　②240,000円～270,000円
　　　　③195,000円～210,000円
　　　　④250,000円～300,000円

●月給／①170,000円～180,000円
　　　　②240,000円～270,000円
　　　　③195,000円～210,000円
　　　　④250,000円～300,000円

●職種／①事務社員
　　　　②大工・左官
　　　　③多能工 見習い
　　　　④現場管理

●職種／①事務社員
　　　　②大工・左官
　　　　③多能工 見習い
　　　　④現場管理

250,000～300,000円

◎中型ルート配送ドライバー
　（宮崎・鹿児島方面）／1名
◎中型ルート配送ドライバー
　（宮崎・鹿児島方面）／1名

都城市都北町4894番地1

☆年令不問　☆各種保険完備
☆未経験者も歓迎　☆女性もOK

☎0986-38-1458
共同運送（株）マキタ運輸

グループ

250,000～300,000円給与

180,000～275,000円180,000～275,000円給与

◎大型ルート配送ドライバー
　（宮崎・鹿児島方面）／1名
◎大型ルート配送ドライバー
　（宮崎・鹿児島方面）／1名

正社員！正社員！

詳しくは面談にて！詳しくは面談にて！

急募!!急募!! 業務拡大
につき

445,000～495,000円445,000～495,000円給与

◎大型長距離ドライバー
　（関西方面）／1名
◎大型長距離ドライバー
　（関西方面）／1名

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／6：00～9：00、
　　　　16：00～20：00
●休日／シフト制
　　　　（希望休可）
●時給／853円～　　
●資格／初任者研修

●時間／16：30～翌9：30（実働15H）　　
●休日／シフト制（希望休可）  
●時給／960～1,210円
●手当／夜勤手当4,000円/回、
　　　　通勤手当5,000円（フルタイムのみ）
●資格／看護師、准看護師　等

パートパート 準社員❶早出遅出 介護職 ❷夜勤専従 看護職

Wワーク
歓迎!

スタッフ大募集!!

準社員・パート

住宅型有料老人ホーム  横市見学も可能♪

勤務時間や
曜日はご相談に
応じます！



都城市早鈴町1990　イオン都城SC1F
（ブランド any sis）☎0986-46-2299（中川）Mix-O

●職種／販売員※ノルマ無し
　　　　商品の入出荷・簡単なPC操作多少あり
●給与／時給９０0円　●資格／経験者優遇
●時間／１０：００～１５：００（週3日～4日）
　　　　16：00～20：00（週3日～4日）
●待遇／各種保険完備・通勤手当
☆求人都城を見ましたとお電話下さい。

パート募集! 主婦の方も大歓迎!
(扶養内で働けます)

相談可

三股町宮村1775番地1(御年神社そば)

☎0986-52-4004山元石油店

●内容／ガソリンスタンドでの作業全般
　　　　（給油・洗車・清掃等）
●時間／8：00～18：00（３h～OK、扶養内OK）
●時給／900円～※試用期間あり
●年齢／50才位まで
●資格／普通自動車免許
●休日／日曜日・年末年始・お盆・他　

急用など柔軟に対応します

有資格者
は優遇パート・アルバイト

募集!!
パート・アルバイト
募集!!

■スタッフ募集

都城市五十町2375-5

☎0986-57-6233（西ヶ野）（株）ニシムタ五十市店

●給与／時給860円～1,050円+交通費別途一部支給
　　　　※土・日・祝日出勤は1時間15円プラス！
●資格／高校生可、高卒以上、大卒、要普免、経験者、見習い OK!
●時間／長期（3ヵ月以上）週3日以上
　　　　勤務時間は要相談　★深夜勤務できる方大歓迎！！
　　　　★ホームセンター・食品・生鮮・レジ 各種募集中！！
●休日／シフト制　●待遇／昇給あり、社員登用あり、社員割引あり、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）をご持参ください。

あなたの可能性を見つけてみませんか？
学生（高校生）・フリーター・
主婦（夫）みんな大歓迎！
楽しいスタッフ一同
お待ちしております。

学生（高校生）・フリーター・
主婦（夫）みんな大歓迎！
楽しいスタッフ一同
お待ちしております。

■面接時のマナー

入室のマナー編 退室のマナー編
★訪問先での姿勢・歩き方
●正しい姿勢

●正しい歩き方

★おじぎ・あいさつ

★退室を告げるタイミング

やった
ぁ～！！

これで
好感度

UPだ
ぁ～！！

やった
ぁ～！！

これで
好感度

UPだ
ぁ～！！

歩く時も座る時も、背筋をきちんと伸ばす
ことによって訪問先の人たちに好印象を
与える。猫背だと、だらしないと思われるの
で注意。

★ドアの開閉のしかた

訪問先の社員が往来する廊下では、中央
を歩かずにやや端よりを歩く事。
当然ですが、歩きながらの喫煙やガムを噛
むのは厳禁。

商談相手の方にまっすぐ視線を合わせ、普
通の歩幅で近づく（途中、社内の人の机の
横を通る場合等には、軽く会釈をしてから
通る）相手の前に来たら「○○会社の△△
です。お忙しいところお時間頂いて申し訳
ありません（ありがとうございます）」等の
あいさつをする。

用件が済んだら、タイミングのよいところ
で切り上げたいものです。しかし、そのタイ
ミングがなかなか難しいものだ。「あっもう
こんな時間ですね」と話が一段落した時に
さりげなく告げるのがベストのタイミング。
お茶を出された時や、話が盛り上がってい
る時に突然切り出すのは相手に失礼なの
で気をつけよう。

★ドアの開閉のしかた
お辞儀をしてドアの前まで進み、振り返っ
て改めて退室のお辞儀をする。室外にでた
らもう一度ドアを開けたまま振り返り、「お
邪魔いたしました（ありがとうございまし
た）」と言いながら会釈をして静かにドアを
閉める。

応接室に着いたらまずドア
をノックして、返事を待って
から開ける。「失礼します」と言
いながら室内に入り、ドアノブを押
して入室。部屋の内側ノブを右手に持
ち替えて、そのまま右手で静かに閉め
る。この時、後ろ手にドアを閉めない
ように心がけるようにすること。

★入室後の作法
応接室に入ったら、入り
口に近い下座の位置に
立つ。
着席は、先方が「どう
ぞ、おかけください」と

言ってから。ハンドバッグや手荷物をテー
ブルの上に置くのはタブー。小さなバッグ
はイスの上、大きめの荷物は足元などなる
べく先方から目立たないところに置こう。
そして、すみやかに本題に入り、だらだら時
間を取るのはやめよう。

知って“トク”するマナー！！知って“トク”するマナー！！

毎週金曜 最新の求人情報を
LINEでお届け致します！

スマホで
見れるよ!!

QRコードを読み込んで
お友達登録するだけ!
お家にいながら簡単お仕事探し♪



■ 広告

●各種印刷（チラシ・ポスター・封筒など）
●看板・ステッカー（看板・車・窓など）
●シール印刷（容器・箱・袋・菓子・包装紙など）
●カッティングシール（車の社名ロゴマークなど）
●マグネット看板（車等取り外し可能です）
●ラミネート加工（A１サイズまで）
●Tシャツプリント

印刷承ります
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お気軽にお問い合わせください。 ココ
●
ローソン
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国
道
1
0
号
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・自動車タイヤの積込み 
・フォークリフトオペレーター

●年齢／５０歳位迄
●時間／平日8：０0～17：０0　土曜８：００～１５：００
●休日／日曜・祝日・隔週土曜日（休日出勤の場合有り）
　　　　夏季休暇・年末年始休暇
●待遇／昇給年１回・賞与年2回（７月・１２月）
　　　　退職金有り（中退共）・扶養手当・時間差手当
　　　　通勤手当（最高１万円支給）
　　　　各種保険完備・有給休暇・慶弔休暇・制服貸与
●応募／お問い合せだけでも大歓迎！お気軽にお電話下さい！

男女正社員募集!男女正社員募集!男女正社員募集!男女正社員募集!

都城市高木町6122-7
新洋海運(株)宮崎商品流通センター内

TEL 0986-47-1581 お電話お待ちしております
（担当／国分）

17～22万円以上
月
給

※残業・各種手当含む

倉庫作業員

約3名

入社祝い金制度有り10万円!!
※規定支給

担当／ウエカマ、クマモト、アゲノ担当／ウエカマ、クマモト、アゲノ
☎099-261-5557☎099-261-5557

●給与／時給900円
●時間／①10：00～15：00
　　　　②18：00～22：00
　　　　週2回～5回勤務

都城店都城店

●給与／243,000円
　　　　店長昇格後 263,000円以上
●年齢／53歳くらいまで　
●休日／勤務表による
●待遇／各種保険完備、制服貸与
　　　　通勤手当

仏跳麺仏跳麺
勤務地／都城市平江町21-6

正社員（店長候補）1名募集

ラーメン店の
ホール・キッチンスタッフ

まずは、お気軽にお電話ください！まずは、お気軽にお電話ください！



■正社員募集

長距離
食代旅費は運行前に現金支給 自動洗車機完備で作業軽減

◆大型トラック乗務経験者
　を求めます
◇久留米運送の
　特積み貨物を運びます

都城市太郎坊町2030番地1☎0986-38-1380

●給与／当社規定による　●資格／大型免許 
●年齢／不問 ※大型トラック運転経験者の方大歓迎!!

まずはお電話ください！

免許取得
補助制度有り

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）

いい仕事
探すなら

他案件
こちらから
Check!→

2万円まで
支給！

交通費最大

慰労金！紹介料！

（会社規定あり）その他特典多数有り！

家族手当・扶養手当も全員あります！

テレビCM
ラジオCM
絶賛放送中

【スキルによって相談】

充実の研修
プログラム制度

高時給
案件多数

紹介料
制度有り

出張面接
行います

保険各種
即日加入

●時間／８：3０～１７：３０
●休日／土日

総務事務・社外対応業務
事務以外にも社内、社外管理業務もあり　スキルアップできるお仕事です！

都城市

時
給 円～1,300

●時間／8：30～17：30
●休日／土日祝日【カレンダーあり】

労務事務
経験者優遇！ 40歳くらいまでの女性活躍中

都城市

時
給 円～1,100

●時間／10：00～17：00（その他時間帯相談可）
●休日／土日祝日　その他

プログラマー
企業内システムに関わるプログラミングです！ 年齢不問

小林市

時
給 円～1,700

●時間／8：00～17：00
●休日／日曜祝日　その他

製品加工場での機械セット作業
60歳くらいまでの男女活躍中!

山田町

時
給 円～1,000

●時間／8：30～17：30、21：00～翌6：00 週ごとの交替制
●休日／土日【会社カレンダー有り】

出荷製品の検品作業
キレイな工場、環境でのお仕事です！ 40歳くらいまでの男性活躍中！

都城市

時
給 円～1,050

●時間／9：00～18：00
●休日／土日祝日

コールオペレーター
未経験者活躍中！

都城市

時
給 円～1,150

●時間／9：30～18：45、21：00～翌6：45
●休日／3勤1休3勤2休

寮有り! 半導体製造
手当も充実！ 都城からの通勤も可能です！

清武町

時
給 円～1,150

●時間／8：00～17：00
●休日／基本土日、その他

ライン作業、箱詰め等
お菓子製造工場でのお仕事です

三股町

時
給 円～1,000

●時間／9：00～16：00の内　4H以上
●休日／土日　その他

工場内作業【パート】
希望条件に合わせてご案内させていただきます！

都城市

時
給 円～930

●時間／9：00～13：00、13：00～17：00 他時間帯相談可
●休日／土日祝日

倉庫内仕分け【扶養内】
扶養内で調整できます！ 未経験者大歓迎

都城市

時
給 円～990

●時間／8：00～17：00、9：00～17：00
●休日／日曜その他の週休2日制

倉庫内仕分け（ピッキング）
未経験大歓迎！ 長期で働けるお仕事です！

都城市

時
給 円～1,000

●時間／８：3０～１７：３０、
　　　　21：00～翌6：00 （1週間交代勤務）
●休日／土日

機械オペレータ
環境抜群！ 30代くらいまでの男性活躍中

都城市

時
給 円～1,050

㈱FB15
宮崎県都城市大王町10-12 (小野・新森)☎0986-88-0003

障がい福祉サービス事業所hana/放課後クラブたろうくん

※③④⑤⑦の勤務時間・日数はご相談に応じます
※見学も随時受付ております　※お気軽にお問合せください

給与／①月給20万～21.5万円　※夜勤手当4,000円/回
　　　②月給18万～20万円　※夜勤手当3,000円/回
　　　※①②別途 処遇改善手当有り
時間／日勤（8：15～17：15）、夜勤（16：30～翌9：30）
　　　 ※その他早出・遅出有り
休日／シフト制・年末年始

給与／③時給1,150円～1,250円　④時給1,050円～1,100円
　　　⑤時給1,050円　※別途 処遇改善手当有り
時間／③④9：00～16：00　・週4日～　・4時間～
　　　⑤9：30～13：00（週3日～）

給与／⑥月給17.5万～18.5万円　※別途 処遇改善手当有り
　　　⑦時給1,050円～1,100円
時間／⑥9：15～18：15　⑦14：15～18：15　・週4日～　・4時間～
休日／土・日・祝祭日・年末年始

看護職（正社員）①①

看護職（パート）③③

介護職（入浴パート）⑤⑤

保育職・児童指導員（正社員）⑥⑥

保育職・児童指導員（パート）⑦⑦

介護職（正社員）②②

介護職（パート）④④

④⑤⑦
資格がなくても可
（資格があればなお可）



☎0986-22-0462
業 務 用 総 合 食 品 商 社

株式会社 成松
都城市北原町10-16

丁寧に指導致しますのでご安心ください！
業務拡大の為

増員募集

パート・アルバイト
品作りも募集中

職種／ルート配達（外食産業への納品業務） 1名
　　　商品管理（入出庫の管理業務） 1名
給与／193,000円～+家族手当+交通費
資格／普通免許　　　時間／8：30～17：30
休日／弊社年間カレンダー
　　　（土曜日・日曜日・お盆休み・正月休み等）
待遇／社会保険・厚生年金・労災保険
　　　各種保険完備・通勤手当・有給休暇・退職金制度有り
応募／電話連絡後、履歴書（写真貼付）をご持参ください。

職種／ルート配達（外食産業への納品業務） 1名
　　　商品管理（入出荷の管理業務） 1名
給与／193,000円～+家族手当+交通費
資格／普通免許　　　時間／8：30～17：30
休日／弊社年間カレンダー
　　　（土曜日・日曜日・お盆休み・正月休み等）
待遇／社会保険・厚生年金・労災保険
　　　各種保険完備・通勤手当・有給休暇・退職金制度有り
応募／電話連絡後、履歴書（写真貼付）をご持参ください。

正社員

㍿松尾運送 都城市高城町穂満坊1003-1

☎0986-53-2566 [ 正ヶ峯 ・ 久保田 ]
しょうがみね 電話連絡後に面接致します

★免許の無い方もご相談ください

未経験者大歓迎!!未経験者大歓迎!!

公式HPからも応募OK

Express

  Matsuo

ドライバー募集!!ドライバー募集!!

バルク車（フルトレーラー及び単車）、大型中型地場
倉庫内作業[パート]（物流倉庫内の商品仕訳作業）
【正社員】 月額20万～40万円（詳細は面談にて） 賞与年2回
【パート】 月額15万円くらい（フルタイム時、短時間相談可、賞与支給実績あり）
【資格】 各種免許　　【年齢】 60歳位まで　　【休日】 週休2日制（職種による）
【時間】 8：00～17：00（職種により変形労働時間制併用）
【待遇】 社会保険等完備、退職金制度有り、運行費現金支給、制服支給

大型・中型・リフト免許等 資格取得完全支援

倉庫内パートスタッフ 同時募集!!倉庫内パートスタッフ 同時募集!! 面接者にはもれなく
クオカード進呈

入社祝い金
万円[正社員]5

●応募／まずはお気軽にお電話下さい。

その他の時間帯
相談可

土日祝のみも
OK!

年齢不問・
高校生可!

●職種／レジ接客・品出しなど
●時間／①8：00～12：00 ②１２：００～１６：００
　　　　③１７：００～２０：００ ④１９：00～２２：00
　　　　⑤２２：００～１：００
●給与／①②時給900円～
　　　　③④時給９5０円～
　　　　⑤時給1,125円～
●待遇／各種保険完備

主婦～60代男女も活躍中！

スープ／容器の補充を行う簡単なお仕事です
9：00（6h程度） 週５日勤務、８月末まで出来る方

資材

　 大手コンビニの
調理麺製造のお仕事

指示書通りに盛付する
ライン作業
９：００～１９：００（4～８時間程度）

盛付

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

8月
まで

●待遇／各種保険完備、制服貸与、社販有　●年齢／高校生～
●休日／シフト制（週休2日以上、大型連休相談可）

短期間でガッツリ働きたい方にお勧め

短
期
ス
タ
ッ
フ
10
名
大
募
集
!!

詳
細
は
こ
ち
ら

時
給 円～1,000

学生・主婦～６０代男女も活躍中長期切替OK

週2～5回OK 2ヶ月～OK 履歴書不要

長期休みOK WワークOK 友人と応募OK

12：00～19：00の
4～6時間勤務可能な方

時
給 円～1,100

時
給 円～1,000

高 !!
時
給

新人さん続々入社中！


