
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 2649171

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 2650671

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 2651571

750円～800円

パート労働者 不問 03030- 2652471

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 2653771

(1)13時00分～17時00分
720円～800円

パート労働者 不問 03030- 2657171
普通自動車免許一種

1,200円～1,200円

パート労働者 59歳以下 03030- 2635571

(1) 8時00分～16時00分
755円～755円

パート労働者 不問 03030- 2637771

(1) 7時00分～11時30分
755円～755円

パート労働者 不問 03030- 2638871
普通自動車免許一種

(1)13時00分～17時00分
720円～720円

パート労働者 不問 03030- 2640071

(1) 9時00分～13時00分
720円～750円

パート労働者 59歳以下 03030- 2642671
普通自動車免許一種

(1)12時00分～16時00分
755円～775円

パート労働者 不問 03030- 2643571
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 0時00分～ 8時00分
800円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 2646871

(1) 9時00分～15時30分
800円～950円

パート労働者 不問 03030- 2648971
調理師免許

普通自動車免許一種 (1) 8時30分～15時30分
（通勤用） 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 2620871

(1)18時00分～22時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 2623171

750円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 2625371
普通自動車免許一種

720円～800円

パート労働者 不問 03030- 2589671
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     （6月19日時点の内容です）

　　６月１２日　から　６月１９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月２９日です＞

職種・雇用期間・雇用形態求人数
仕事の内容
年　　　齢

必要な免許資格
必要な経験など

時間額 就業時間
所在地

就業場所
事業所名
求人番号

水産部門

1人

生鮮魚、冷凍加工魚の盛付け、パック詰め、陳
列、試食のお勧め等をしていただきます。レベル
に応じ、刺身や３枚卸など包丁を使う作業、専用
機で値段付けも担当していただきます。＊初心
者、６０歳以上の方も歓迎致します。＊経験者優

岩手県宮古市板屋２丁目
１－２

株式会社　ベル
ジョイス　ジョイ
ス宮古千徳店雇用期間の定めなし

又は 8時00分～19時00分の
間の6時間

岩手県宮古市

食肉部門

1人

豚・牛・鶏肉の精肉、冷凍加工肉の加工、パック
詰め、商品陳列、試食のお勧め等となります。レ
ベルに応じ、包丁やスライサーを使用し、加工や
専用機で値段付けも担当していただきます。＊初
心者、６０歳以上の方も歓迎致します。＊経験者

岩手県宮古市板屋２丁目
１－２

株式会社　ベル
ジョイス　ジョイ
ス宮古千徳店雇用期間の定めなし

又は 8時00分～18時00分の
間の5時間

岩手県宮古市

デリカ部門

2人

寿司、弁当、揚げ物など惣菜全般の調理、盛付
け、商品陳列、試食のお勧め等となります。寿司
ネタを包丁で切る作業もあります。レベルに応
じ、専用機での商品値札付け作業も担当していた
だきます。＊初心者、６０歳以上の方も歓迎致し

岩手県宮古市板屋２丁目
１－２

株式会社　ベル
ジョイス　ジョイ
ス宮古千徳店雇用期間の定めなし

又は 7時00分～21時00分の
間の6時間

岩手県宮古市

チェッカー部門

2人

お客様がお買上げの商品をＰＯＳレジを使用して
会計業務をしていただきます。その他に商品包
装、商品券販売、宅配便受け付けなどのサービス
カウンター業務もしていただきます。＊初心者歓
迎＊経験者優遇致します。

岩手県宮古市板屋２丁目
１－２

株式会社　ベル
ジョイス　ジョイ
ス宮古千徳店雇用期間の定めなし

又は 9時00分～22時30分の
間の6時間

岩手県宮古市

デリカ・青果・水産・食
肉・チェッカー＆グロサ

17人

デリカ：寿司、弁当、揚げ物など惣菜全般の調
理、盛付け、陳列。青果：商品のパック詰め、袋
詰め、値付け、陳列。水産：生鮮魚、冷凍加工魚
の盛付け、パック詰め、陳列。食肉：豚、牛、鶏
肉の精肉、冷凍加工肉の加工、パック詰め、陳列

岩手県宮古市板屋２丁目
１－２

株式会社　ベル
ジョイス　ジョイ
ス宮古千徳店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 7時00分～19時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

販売員（精肉）

1人

スーパーマーケット玉木屋精肉部門において、
パック詰め、品出し及び陳列、陳列した商品の管
理、清掃業務、その他付随する業務を行っていた
だきます。●バックヤードでの仕事が主になりま
す。

岩手県宮古市板屋１－６
－６

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助

1人

当社宮古営業所において以下の業務を行っていた
だきます。・電話応対、来客接遇・建設機械レン
タルのフロント業務・パソコンによる契約書や見
積書、各種資料の作成、請求書の作成・金銭出納
等の現金管理、その他付随する業務

岩手県宮古市高浜４丁目
４４－１

東亜リース株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作可能な方

又は 8時30分～17時30分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

農産係（８時～１６時）
≪急募≫

1人

農産部門での果物・野菜の商品づくり。規格に合
わせて、果物や野菜の計量・カット作業・袋詰
め・パック詰め、品質・温度管理、値段ラベル貼
り、商品の陳列や補充などを行います。また清掃
など付帯業務もあります。＊土日祝日勤務出来る

岩手県宮古市田の神２－
２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

農産係（７時～１１時３０
分）≪急募≫

1人

農産部門での果物・野菜の商品づくり。規格に合
わせて、果物や野菜の計量・カット作業・袋詰
め・パック詰め、品質・温度管理、値段ラベル貼
り、商品の陳列や補充などを行います。また清掃
など付帯業務もあります。＊土日祝日勤務出来る

岩手県宮古市田の神２－
２－３０

いわて生活協同組
合　ベルフ西町店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

配達兼調理補助

1人

仕出し弁当の配達及び調理補助。１日２０ヶ所程
（旧宮古市内）２００食位を取り扱います。配達
と空箱の回収を２～３人で分担して行います。配
達の時間帯以外は洗い物や弁当の盛り付けなどの
調理補助をお願いします。配達には当店の車を使

岩手県宮古市大通２丁目
２－１７

割烹　三浦

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

衣料品の販売、仕入

1人

店頭にてレジ、接客、商品の発注、補充業務を
行っていただきます。紳士服、婦人服、子供服、
肌着等各担当ごとに仕入れも行っていただきま
す。ミシンを使ってズボンのすそ上げも行ってい
ただきますが、初めての方でも丁寧に指導します

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉下宿３１

有限会社　樋合商
店

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～20時00分の
間の6時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

夕食弁当宅配スタッフ

1人

宮古センターにおける夕食弁当宅配スタッフを募
集いたします。・生協組合員さんのお宅に夕食用
のお弁当をお届けします。（軽ワゴン車使用）・
配達エリアは宮古市内が中心です。約３０件～３
５件程度の配達になります。

岩手県宮古市田鎖８－１
２－１

いわて生活協同組
合　共同購入事業
部　宮古センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

清掃業務／０：００～≪急
募≫

2人

客室清掃の業務全般に従事していただきます。１
～２名体制の勤務となります。その他に、フロン
ト業務（電話応対など）や敷地内の清掃等もして
いただきます。時間や曜日等、ぜひご相談下さ
い。＊週１日～、掛け持ち（ダブルワーク）可能

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根１－２１４－２

有限会社　Ｒ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

デイサービス介護職員「介
護」

1人

デイサービスの介護業務を行います。デイサービ
スの利用者おおよそ３０名の介護業務（入浴、食
事、排泄介助等の身体介護）、レクリエーション
の実施、他付随する業務となります。＊介護施設
勤務経験者は優遇します。

岩手県宮古市山口５丁目
８番２号

株式会社　かがや
きライフ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護職員初任者研修、
介護福祉士いずれか

調理師

1人

園児の給食調理業務に従事していただきます。調
理、食器洗浄、清掃などの全般です。１回２０～
６０食を担当します。食器洗浄は洗浄機を使いま
す。＊調理師免許ない方も応募のご相談くださ
い。免許のない方は上記仕事内容の補助業務にな

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード、エ
クセル基本操作）

岩手県宮古市

ホール係兼厨房補助

1人

ホール業務全般として、注文取り、出来上がった
料理の配膳、お客様が退席されたテーブルの後片
付け、清掃などを行っていただきます。また、
ホールの状況を見ながら、盛り付け、皿洗いなど
の厨房補助業務もしていただきます。＊土日祝日

岩手県宮古市宮町４丁目
３－４０

お食事とコーヒー
ロートレック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科助手・受付

1人

医師のアシスタント業務全般を行います。歯科医
師や衛生士の診療や処置のアシスタント、治療器
具の準備・後片付け、洗浄、消毒などを行いま
す。また、窓口業務（窓口での受付、会計、電話
応対、アポイントなど）や院内の清掃なども行い

岩手県宮古市南町１５－
９

橋本デンタルオ
フィス

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～19時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

総務事務

1人

各役所関係手続き・書類作成、およびパソコンを
使用した書類作成、データ入力、来客対応、電話
応対などをお願いします。外出用務で移動の際
は、社用車を使用していただきます。

岩手県宮古市黒田町６－
１

株式会社　国際資
源サービス

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）ができる方

又は 8時30分～17時30分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎発行準備中に募集を締め切っている場合もありますのでご了承ください。  ◎それぞれの求人の詳しい内容は、ハローワークにてお確かめください。 

◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。           ◎「所在地」は事務所の所在地です。実際の勤務場所と異なることがあります。 フルタイム ◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎発行準備中に募集を締め切っている場合もありますのでご了承ください。  ◎それぞれの求人の詳しい内容は、ハローワークにてお確かめください。 

◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。           ◎「所在地」は事務所の所在地です。実際の勤務場所と異なることがあります。 パートタイム 

平成２９年６月２２日発行  



(1)15時00分～20時00分
800円～900円

パート労働者 不問 03030- 2629771

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 2632071
変形（１年単位）
(1) 9時00分～17時00分

780円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2641371

(1)10時00分～16時00分
750円～750円

有期派遣パート 不問 03010-14680771

(1)13時00分～17時00分
800円～800円

パート労働者 不問 04010-39575871
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種 (1) 8時15分～16時00分

830円～1,050円

パート労働者 不問 03030- 2613271

(1) 5時00分～12時00分
716円～850円

パート労働者 不問 03030- 2616071

800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 2617371

(1)13時00分～16時00分
雇用期間の定めなし 730円～730円

パート労働者 不問 03030- 2618671
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 9時15分～15時00分

1,157円～1,157円

パート労働者 不問 03030- 2619571

720円～720円

パート労働者 不問 06030- 5268771
交替制あり
(1)16時00分～20時00分

760円～760円 (2)17時00分～21時00分
(3)17時30分～22時15分

パート労働者 18歳以上 03010-14533471

(1)10時00分～18時00分
800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 2598571

(1)16時30分～20時30分
800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 2599471

810円～860円

パート労働者 59歳以下 03030- 2600371

(1) 9時00分～13時00分
800円～850円

パート労働者 59歳以下 03030- 2601671
正看護師

普通自動車免許一種 (1) 8時30分～15時30分
939円～1,662円 (2)10時15分～17時15分

パート労働者 不問 03030- 2604771

(1) 9時30分～16時00分
793円～793円

パート労働者 不問 03030- 2606271

(1)17時30分～23時00分
900円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 2572471
普通自動車免許一種

(1) 8時15分～17時15分
800円～912円

パート労働者 不問 03030- 2575271

730円～750円

パート労働者 不問 03030- 2587071
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サービススタッフ

7人

８月に山田町で新規オープン予定の宿泊兼日帰り
温泉施設「うみねこ温泉湯らっくす」において、
日帰り入浴及び宿泊するお客様に対しての受付、
接客、館内清掃及び食堂での調理補助、配膳補助
等をお願いします。※８月上旬オープン予定

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－５

天翔水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～22時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員／ふれあい荘デイ
サービスセンター「介護」

1人

デイサービスセンターにおいて介護業務全般に従
事します。利用者の食事、入浴、排泄などの介護
や、レクリエーション活動、送迎などを行ってい
ただきます。利用者は１日平均２０人位（定員２
５人）となっております。

岩手県宮古市田老字養呂
地６番地２

社会福祉法人　田
老和心会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ホール係

1人

ホールでの接客、会計業務、洗い場での食器洗
浄、お客様退席後の片付け、簡単なドリンク等も
担当していただきます。食事付きです。＊沖縄ま
たは沖縄料理に興味のある方はぜったい楽しく働
けると思います

岩手県下閉伊郡山田町川
向町７－１５

三陸沖縄居酒屋
しおさい

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

生活支援員（非常勤）

1人

当センター内にある通所施設にて、利用者（障が
いをお持ちの方）の日中活動に係る支援（造形活
動、軽運動、創作活動等）をしていただきます。
おおよそ２０名ほどが通所されておりスタッフ６
名で対応します。

岩手県宮古市緑ヶ丘２番
３号

社会福祉法人若竹会
宮古圏域障害者支援
センター　はあとふ
るセンターみやこ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

看護師／そら・ちふな
「看護」

1人

生活介護事業所「そら」、共同生活事業所「ちふ
な」において、通所している利用者（定員２０～
２８名）の健康状態の確認、服薬管理、日中活動
の支援、通院の付添、その他付随する業務を行っ
ていただきます。パソコン入力もありますが簡単

岩手県宮古市松山第８地
割１９－１

社会福祉法人　岩
手県社会福祉事業
団　松山荘雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン操作（文書入力程

度）
岩手県宮古市

雑貨等の販売

1人

当店では医薬品、化粧品、雑貨、食料品等を取り
扱っています。店内でのレジ打ち、接客、清掃
等、販売に係る業務を行っていただきます。また
主に雑貨や食料品コーナーの商品補充や陳列作業
もあります。＊長期勤務できる方希望

岩手県宮古市南町１４ー
３

株式会社　ツルハ
ドラッグ　宮古南
町店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

化粧品の販売

1人

店内でのレジ打ち、接客、品出し、清掃等、販売
に係る業務を行っていただきます。医薬品、化粧
品、雑貨等を取り扱っています。このうち、化粧
品コーナーの担当もしていただきます。店舗内で
商品に関する勉強会などを実施しており、また部

岩手県宮古市南町１４ー
３

株式会社　ツルハ
ドラッグ　宮古南
町店雇用期間の定めなし

又は 9時00分～22時00分の
間の6時間

岩手県宮古市

レジチェッカー・品出し
（１６時３０分～）

1人

主に業務用の容量の多い食品などを取り扱ってい
るスーパーになります。商品の陳列、品出し、包
装、レジ操作会計、接客等を行います。初めての
方でも指導しますのでご応募下さい。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第２地割４８番地４

株式会社　マルイ
チ　業務スーパー
山田店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

レジチェッカー・品出し
（１０時～）

1人

主に業務用の容量の多い食品などを取り扱ってい
るスーパーになります。商品の陳列、品出し、包
装、レジ操作会計、接客等を行います。初めての
方でも指導しますのでご応募下さい。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第２地割４８番地４

株式会社　マルイ
チ　業務スーパー
山田店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ドラッグストアでの販売
（宮古西町店）

1人

・商品管理（発注、陳列、補充、整理）・レジ業
務・店内外の清掃・ＰＯＰ（値札）貼り＊当社は
東北５県に店舗を展開する一部上場企業です。＊
販売未経験の方も大歓迎です。＊薬を販売できる
資格取得のサポートあり。

岩手県紫波郡矢巾町大字
広宮沢第３地割２４２番
１

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売（１００円ショップ：
岩手県宮古市）

1人

１００円ショップでの商品陳列、レジ業務になり
ます。○装飾の好きな方大歓迎※雇用期間は１０
月１５日までとなっておりますが、【６ヵ月毎の
契約更新】を行っており、更新時期は毎年４月と
１０月になります。

遊佐町比子字白木２３－
３６２

マルホンカウボ－
イ　本間物産株式
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 9時30分～20時30分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

給食配送業務≪急募≫

1人

給食車（１．５ｔ）の運転配送業務に従事してい
ただきます。給食センターから各学校への給食の
運搬（岩泉町内）、給食の積み下ろし、コンテナ
の清掃、雑務等、その他付随する業務となりま
す。５人（車５台）で２～３校を対応します。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字鼠入川６６

中央第一総合　有
限会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

清掃作業員／赤前地内《急
募》

1人

事業所内日常清掃作業となります。モップ掛け、
ほうきや掃除機などを使用しての清掃、ゴミの回
収作業もあります。その他トイレ内清掃、トイ
レットペーパー交換、補充も行います。

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

岩手県宮古市

販売員／４時間

1人

○酒のロッキー宮古店における酒類の店内販売業
務全般に従事していただきます。（あなたの努力
次第で充実した仕事内容にランクアップ）＊就業
時間は９時から２０時３０分の間で４時間程度と
なります。＊履歴書は当社専用様式をご用意して

岩手県宮古市磯鶏３丁目
３－３

株式会社　マルニ
酒のロッキー　宮
古店雇用期間の定めなし

又は 9時00分～20時30分の
間の4時間

岩手県宮古市

簡単な調理

1人

店内で販売する手作りおにぎりや簡単なお弁当、
サンドイッチの調理をしていただきます。片づけ
や清掃等もあります。簡単ですので、どなたでも
できます。温かい手作りおにぎりを一緒に作りま
しょう。＊土日祝日の勤務可能な方を希望しま

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎４－２－１

ローソン県立宮古
病院前店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員「介護」

1人

デイサービス内での介護業務（送迎、入浴、レク
レーション等）に従事していただきます。送迎は
主に宮古市内で施設車（ＡＴ車）を使用します。
１日の利用者は１０人。送迎の業務はシフト対応
となります。

岩手県宮古市山口２丁目
３－１３

小規模デイサービ
ス　ファミリー山
口雇用期間の定めなし

又は 8時15分～16時15分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

（請）給食調理業務［宮古
市］

1人

◎寮内での調理及び清掃業務。少人数（３～５名
分）朝夕食を調理＊夕食調理の際、翌朝食分を
作っていただきます＊清掃は厨房、食堂のみ

宮城県仙台市宮城野区中
野字神明１４４

スタミナフード
株式会社　東北委
託管理室雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

資材入出庫・雑務（山田
町）

1人

派遣先事業所において、下記の作業を担当してい
ただきます・午前中は主に入荷した材料等を所定
の場所に運搬する。生産現場からの指示があった
材料を出し現場まで運搬する・午後は製品の出
荷、工場清掃、草刈り等＊１０～１５ｋｇの材料

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

技術部アシスタント事務

1人

技術部（開発本部）に所属し、金型製作、成形品
試作の工程管理のサポート事務を行っていただき
ます。社内システム・スプレッドシートへのデー
タ入力、整理、データの分析等の業務です。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

ＰＣ操作（エクセル・ワー
ド・Ｅメール）のできる方 岩手県宮古市

ギフトコーナー（短期アル
バイト）

3人

ギフトコーナーでの商品の包装作業、バーコード
を読み込んでのレジスター操作、商品代金の清
算、発送に係る送り状の作成等の業務となりま
す。◆土・日・祝勤務が出来る方（勤務日につい
ては相談に応じます。）

岩手県宮古市小山田二丁
目２－１

いわて生活協同組合
宮古ショッピングセ
ンター　マリンコー
プＤＯＲＡ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は10時00分～21時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

販売員（午後～）

1人

メンズ・レディース・キッズ向けのジーンズやカ
ジュアルウェア、インテリア雑貨などの接客販売
業務です。レジ、包装、商品整理、検品、品出し
など店内業務全般に従事していただきます。◆就
業時間は相談に応じます◆

岩手県宮古市宮町一丁目
３－１１

株式会社　マック
ハウス宮古店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市



800円～850円

パート労働者 不問 03030- 2594171
美容師免許

普通自動車免許一種 (1) 9時30分～12時00分
1,500円～2,100円 (2)13時00分～14時00分

パート労働者 不問 15110- 3899971

(1)10時00分～15時00分
850円～950円

パート労働者 不問 03030- 2655271

3

ホールスタッフ（トマト＆
オニオン）１０時～

1人

お客様のご案内、注文伺い、料理提供とサービ
ス、後片付け、店舗内外の清掃業務をしていただ
きます。初期段階でのトレーニングタイムもある
ので、未経験者も心配ありません。●正社員登用
制度があり

岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

美容師＜岩手県＞

1人

老人介護施設へご高齢者を対象とした美容サービ
ス（ヘアカットや毛染め、パーマなど）の提供を
行います。※施設への連絡、アポイント調整など
は本社で行います。※美容業務に必要な道具を
持っている方を希望します。◆各地区の公共施設

新潟県燕市野中才１３３
９番地２

株式会社　ブルー
ライン２１

雇用期間の定めなし

美容師歴６年以上 岩手県宮古市、他

販売スタッフ

1人

販売員として手芸用品、生地、ビーズ、毛糸など
の商品の説明や店内にディスプレイする見本品の
作成を行います。また、商品管理等のデータ入力
があります。パソコン操作が出来れば尚可。

岩手県宮古市栄町３－３
５　キャトル宮古４Ｆ

藤久株式会社　ク
ラフトハートトー
カイ　キャトル宮
古店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は10時00分～19時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市


