
普通自動車免許一種
(1) 5時00分～ 9時00分

750円～800円 (2)16時00分～20時00分

パート労働者 不問 04010-53253171

(1) 9時00分～16時00分
雇用期間の定めなし 716円～716円

パート労働者 不問 03030- 3466371

(1) 8時00分～12時00分
1,910円～1,910円

パート労働者 不問 03030- 3467671
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時45分～17時15分

781円～781円 (2)12時45分～19時45分

パート労働者 不問 03040- 4835571

(1) 8時45分～13時00分
725円～725円

パート労働者 不問 03040- 4836471
普通自動車免許一種

(1)15時00分～18時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 09120- 3583071

(1)22時00分～ 7時00分
716円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 3455971
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 7時00分～12時00分
750円～800円 (2)14時00分～19時00分

(3)10時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 3458371
普通自動車免許一種

800円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 3460771

(1)16時00分～20時15分
720円～720円 (2)17時00分～20時15分

パート労働者 不問 03030- 3462271

(1)13時00分～20時15分
720円～720円

パート労働者 不問 03030- 3463971
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～14時00分
調理師免許あれば尚可 720円～750円 (2)12時30分～17時30分

パート労働者 不問 13200-14865171
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 9時00分～16時00分
716円～720円

パート労働者 不問 03030- 3439171

(1) 8時00分～17時00分
760円～850円 (2) 9時00分～17時00分

(3) 9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 3442471
普通自動車免許一種

（通勤用）
716円～716円

パート労働者 不問 03030- 3445271
普通自動車免許一種

（通勤用）
716円～716円

パート労働者 不問 03030- 3446971
普通自動車免許一種

（通勤用）
720円～750円

パート労働者 不問 03030- 3447171

(1)17時00分～22時30分
900円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 3448071

(1) 5時30分～11時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3449371
1

     （8月14日時点の内容です）

　　８月７日　から　８月１４日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８月２４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

澤田建設岩泉宿舎調理ス
タッフ［下閉伊郡岩泉町］

1人

澤田建設岩泉宿舎にて、宿舎宿泊作業員の食事を
作っていただきます。宿泊作業員はおよそ２０名
です。その他調理以外に掃除もしていただきま
す。＊調理師資格を有することが望ましい＊３ヶ
月毎契約更新（最長３年）

宮城県仙台市青葉区台原
２丁目１－１２

株式会社　澤田建
設

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

家庭での調理経験１０年以
上

岩手県下閉伊郡岩泉町

電子機器の組立作業員

1人

センサーの組立業務に従事していただきます。主
に手作業でプラスチックケースに部品を取り付け
る仕事です。簡単な作業から行っていただきます
ので、未経験の方も安心してご応募下さい。

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

有限会社宮町電子

岩手県宮古市

工場の清掃員

1人

ホクヨープライウッド宮古工場内の清掃業務を
行っていただきます。工場の休日に合わせて、ド
ライヤー、乾燥機等における木くずの除去、清掃
となります。月４日～５日程度で半日勤務となり
ます。体力に自信ある方の応募をお待ちしていま

岩手県宮古市磯鶏二丁目
４－２３

株式会社　カクヒ
ロ陸運

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（岩泉店）

2人

◎店舗内でのレジ業務◎売場管理：商品の陳列状
態等をチェックし、お客様が見やすいよう又お手
にしやすいよう管理をします。◎商品発注：商品
の在庫状況を確認し足りないものは発注します。
◎職場環境の整備（簡単な清掃等）※お客様から

岩手県花巻市空港南１丁
目１番地

株式会社コメリ
東北地区本部

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

品出し・レジアルバイト
（岩泉店）

2人

◎レジチェッカー業務◎商品の品出し、陳列、補
充業務◎職場環境の整備（簡単な清掃等）※お客
様からの質問にお答えしたり、商品の売り場をご
案内することもあります。

岩手県花巻市空港南１丁
目１番地

株式会社コメリ
東北地区本部

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

洗濯・清掃・調理

1人

○宿舎となっている一軒家の清掃や従業員の作業
着・タオル等の洗濯、夕食の用意等のお仕事で
す。◇現在５名が生活しています。◇夕食の献立
づくりや材料の買い出しもお願いします。

栃木県那須塩原市黒磯３２
－２５　あづさハイツパー
ト２－６０５

株式会社　フォ
レックス

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 岩手県宮古市

夜間巡回員（２２時～７
時）≪急募≫

2人

施設巡回、清掃を行います。巡回は４回位行って
いただき、その他、トイレ等共用部分の汚れた部
分の清掃、ごみの回収などを行います。就業場所
へは、直行直帰となりますので、自分で通勤可能
な方を希望します。◆雇用期間は１年更新

岩手県宮古市田の神二丁
目３－１１

株式会社　サンズ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理員≪急募≫

1人

当社はクックチル調理法で行っており、真空状態
の食材を専用の機械で温め利用者の方に提供して
います。２０～４５食を盛付し準備します。ごは
んと味噌汁は食事毎に調理します。その他配膳、
片付け、食器洗浄（洗浄機使用）厨房内清掃等を

岩手県宮古市実田２丁目
５－１０

医療法人　おかだ
外科内科クリニッ
ク雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
家庭料理経験

岩手県宮古市

事務及び販売

1人

事務全般（伝票入力・集計・帳簿記入やパソコン
での入力業務あり）店頭での販売、発送業務、
ネット販売の受注管理。その他、電話、来客応対
等をしていただきます。○経理経験があれば尚可

岩手県下閉伊郡山田町中
央町７－６

有限会社　木村商
店

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間

岩手県下閉伊郡山田町

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

事務経験者

レジ・商品補充／１６：０
０～

1人

レジカウンターにおいての接客、ＰＯＳシステム
を利用してのレジ業務、金銭の受け渡し、包装、
その他付随する業務となります。空いている時間
は商品補充、売場整理などをお願いします。＊初
回の契約は２ヶ月、その後は１年更新となりま

岩手県宮古市長町二丁目
４－１

ＤＣＭホーマック
株式会社　宮古店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

売場・レジ担当／１３：０
０～

1人

主に売場の整理、商品陳列、補充、接客対応、そ
の他付随する業務となります。混雑時などには、
レジ業務もお願いします。＊初回の契約は２ヶ
月、その後は１年更新となります。

岩手県宮古市長町二丁目
４－１

ＤＣＭホーマック
株式会社　宮古店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 岩手県宮古市

調理員又は調理補助／宮古
市大字崎鍬ヶ崎

1人

・寮での食事提供業務。仕込、調理、盛り付け、
提供、洗浄、片付等・週１回程度、近隣施設に寮
生のお弁当配達あり・朝５０食、昼５０食、夕５
０食・従業員総数３名朝２名、昼１名、夕１名体
制＊グループ会社への在籍出向となります。電話

東京都調布市調布ケ丘３
丁目６番地３

シダックス　株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

調理業務の経験があれば尚
可

岩手県宮古市

電子部品の組立、検査

2人

電子部品の組立・検査作業の業務となります。コ
ネクタの組立・外観検査、ハーネス品の組立・外
観検査、基板検査、治工具を使っての作業、拡大
鏡作業です。その他指示された業務及び付随する
業務を行っていただきます。

岩手県宮古市田の神二丁
目５－２１

宮古アドバン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、下閉伊郡山田町

水産加工員

4人

水揚げされた鮮魚や冷凍している魚の加工、箱詰
め作業となります。加工処理は切り身、開き、衣
を付けての冷凍加工など様々です。時期により取
り扱う魚が異なります。未経験の方は箱詰めや簡
単な加工作業から始めて頂きます。

岩手県宮古市藤原二丁目
２－１７

有限会社　佐々京
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プレス補助（岩泉）

3人

ゴムパッキン製造のプレスオペレーター（製造機
械にゴムを流し込んでプレスを行う）の補助作業
を行います。主にプレス機の前に必要な金具を並
べたり、ゴム材料を用意する作業となります。＊
立ち仕事となります。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

ツインスターテク
ノロジー株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 8時00分～16時50分の
間の6時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

プレス補助（山田）

3人

ゴムパッキン製造のプレスオペレーター（製造機
械にゴムを流し込んでプレスを行う）の補助作業
を行います。主にプレス機の前に必要な金具を並
べたり、ゴム材料を用意する作業となります。＊
立ち仕事となります。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４－２０－１４０

ツインスターテク
ノロジー株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 8時00分～16時50分の
間の6時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員

2人

鮮魚のウロコ取り、魚フライの加工、切り身や製
品のパック詰め、シール貼り、箱詰め等の作業と
なります。機械等は使用せず、全て手作業・立ち
仕事となります。未経験の方も指導いたしますの
で、ご応募ください。

岩手県宮古市千徳第１３
地割３２－１５

丸友しまか　有限
会社

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

夕食レストランキッチン・
ホールスタッフ

1人

夕食（ハーフバイキング形式）調理、盛り付け、
ホール接客、食材の発注、検品等の食材管理や衛
生管理を行っていただきます。ハーフバイキング
とはメイン料理はお客様まで運び、他がバイキン
グとなります。

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　ホテ
ルルートイン宮古雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

朝食レストランキッチン・
ホールスタッフ

2人

バイキング形式の朝食メニューの調理、盛り付
け、ホールでの接客をしていただきます。また食
材の発注、検品等の食材管理や衛生管理も行って
いただきます。４～５名体制を予定しておりま
す。＊未経験の方も歓迎いたします。

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　ホテ
ルルートイン宮古雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

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８月１７日発行  


