
普通自動車免許一種 交替制あり
（通勤用）

716円～716円

パート労働者 59歳以下 03010-20836171
普通自動車免許一種 交替制あり

（通勤用）
716円～716円

パート労働者 59歳以下 03010-20845071
普通自動車免許一種 交替制あり

（通勤用）
716円～716円

パート労働者 59歳以下 03010-20850271

(1) 8時30分～17時30分
1,105円～1,105円

パート労働者 不問 03010-20953471

(1) 8時45分～12時45分
720円～870円 (2)12時45分～16時45分

(3)16時45分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 3715671

(1) 8時00分～16時00分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3716571

(1) 7時30分～11時30分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 3717471

(1) 7時00分～11時30分
755円～755円

パート労働者 不問 03030- 3718771

(1) 8時00分～16時00分
755円～755円

パート労働者 不問 03030- 3719871
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 7時00分～12時00分
730円～730円 (2)11時30分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 3720171

(1) 8時00分～16時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 3721071

775円～775円

パート労働者 不問 03030- 3722371

(1)13時30分～21時30分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 3723671

(1) 9時30分～17時15分
770円～770円 (2)13時30分～21時15分

パート労働者 不問 03030- 3729971

(1) 9時30分～15時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3730371
普通自動車免許二種

(1)20時00分～ 3時00分
1,090円～2,181円

パート労働者 18歳以上 03030- 3734771

(1)11時00分～17時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3735871

(1)17時00分～22時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3736271
1

ホール兼キッチン係（１７
時～）

2人

当レストランでは、寿司、定食、丼、麺、デザー
ト、季節限定メニューなどあります。ホールで
は、お客さま案内、注文取り、配膳、片付け、食
器洗浄機を使用し洗浄作業、店内清掃等となりま
す。キッチンにおいては、温め、揚げ物などマ

岩手県宮古市宮町３丁目
４－１

株式会社　カルラ
まるまつ宮古店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ホール兼キッチン係（１１
時～）

2人

当レストランでは、寿司、定食、丼、麺、デザー
ト、季節限定メニューなどあります。ホールで
は、お客さま案内、注文取り、配膳、片付け、食
器洗浄機を使用し洗浄作業、店内清掃等となりま
す。キッチンにおいては、温め、揚げ物などマ

岩手県宮古市宮町３丁目
４－１

株式会社　カルラ
まるまつ宮古店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

代行運転手

3人

山田町近郊を中心とした運転代行業務に従事して
いただきます。お客様の車両及び随伴車両の運転
業務、その他に業務記録簿への記載等を行ってい
ただきます。業務は２名１組で行います。

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町４－７　八幡３Ｂ棟
産業復興棟３

マルサ運転代行

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ハウスキーパー（客室清掃
員）

5人

客室清掃の仕事です。お客様がチェックアウトさ
れた後の客室清掃、ベッドメイク、バス・トイレ
等の水回り清掃、アメニティ類補充などを行いま
す。その他大浴場の清掃もあります。＊未経験の
方も指導いたしますので、ご相談ください。

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

清掃係≪急募≫

2人

館内の清掃作業全般を行います。勤務表により週
２０時間未満、月１０日程度の勤務となります。
レースの状況により残業（１日１時間程）をお願
いする場合があります。経験のない方もご応募く
ださい。

宮古市大通り４－３－１
３

財団法人　岩手県
競馬振興公社　宮
古場外勝馬投票券
発売所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

レジ担当／サービス部門
（１３時半～）

1人

サービス部門でのレジ接客業務を行っていただき
ます。おもにバーコード読み込み、レジスター操
作、商品代金の精算（自動精算機を使用）、エコ
バッグへの商品袋詰めなどです。◆土・日・祝、
勤務できる方（状況により早出あり）◆雇用は１

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
月以上）

岩手県宮古市

畜産部門《急募》

1人

畜産部門での商品づくりを行います。パック詰
め、値段付け、品出し、陳列等になります。その
他作業場所の清掃業務も行います。土日祝日は状
況により早出もあります。◆土・日・祝、勤務で
きる方◆雇用は１年ごとの更新です

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
月以上）

又は 9時00分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

惣菜係（８時～１６時）≪
急募≫

1人

惣菜係での商品づくり、主に揚げ物、お弁当、惣
菜類全般の調理、盛付け、パック詰めを行いま
す。ある程度下ごしらえされた食材を、レシピに
沿って調理します。その他、値段ラベル貼り、商
品補充、陳列の作業もあります。また、清掃など

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

調理員≪急募≫

1人

「陸中海岸青少年の家」の食堂において、利用者
の朝食・昼食・夕食の材料下準備、盛付、片付
け、清掃を行います。宿泊者や利用者の人数によ
りますが、約１００食前後となります。業務は６
名で行います。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町６番６

ケイエム企画

雇用期間の定めなし

調理経験者（家庭料理程
度）

岩手県下閉伊郡山田町

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

ベーカリー係／４Ｈ≪急募
≫

1人

いわて生協ベルフ西町店のベーカリー「ＭＥＧＵ
ＭＩＹＡ」のスタッフを募集します。パンの製造
業務では、パン生地の成形・焼き上げなどを行い
ます。そのほか袋詰めや値段ラベル貼り、または
陳列・清掃等の附帯業務もあります。＊土日祝日

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

ベーカリー係／７Ｈ≪急募
≫

1人

いわて生協ベルフ西町店のベーカリー「ＭＥＧＵ
ＭＩＹＡ」のスタッフを募集します。パンの製造
業務では、パン生地の成形・焼き上げなどを行い
ます。そのほか袋詰めや値段ラベル貼り、または
陳列・清掃等の附帯業務もあります。＊土日のみ

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

レジ業務

3人

レジチェッカー。自動ツリ銭機を使用しますの
で、従来のレジ業務より操作は容易になっており
ます。また、採用後は担当者が指導しますので、
２～３日で仕事を覚えていただくことが可能で
す。雇用期間：１２ヶ月毎の更新。長期間働ける

岩手県宮古市磯鶏３丁目
３－２２

ＤＣＭホーマック
株式会社　宮古南
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

デイサービス生活相談員
（八木沢）「介護」

1人

ニチイケアセンター八木沢においての業務になり
ます。・生活相談業務（初回の相談、利用説明、
日常相談等）・介護業務（入浴介助、食事介助、
排泄介助）・顧客管理・他事業所との連絡調整・
その他、上記に付随する業務≪急募≫

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

普通自動車免許一種 岩手県宮古市

介護支援専門員・社会
福祉士・社会福祉主事
任用のいずれかと介護

職員初任者研修

菌床の管理と菌床しいたけ
栽培（大川工場）

5人

（株）ミナカワ大川工場において、菌床の管理と
菌床しいたけの栽培や収穫作業を担当して頂きま
す。合わせて品質管理等も行っていただきます。
ホダの移動、袋取り、浸水作業、品質管理、運搬
等の業務。＊就業時間について　１日４時間～

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

菌床の管理と菌床しいたけ
栽培（穴沢工場）

5人

（株）ミナカワ穴沢工場において、菌床の管理と
菌床しいたけの栽培や収穫作業を担当して頂きま
す。合わせて品質管理等も行っていただきます。
ホダの移動、袋取り、浸水作業、品質管理、運搬
等の業務。＊就業時間について　１日４時間～

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

事業所名
求人番号

菌床ホダ木の製造、培養
（菌床培養センター）

5人

（株）ミナカワ菌床培養センターにおいて、下記
業務を行っていただきます。・ホダの材料（オガ
粉等）の袋詰め・ホダの移動＊就業時間について
１日４時間～７．５時間のシフト制（相談により
決定）

岩手県盛岡市向中野２丁
目１９番３８号【求人票
郵送先指定あり】

株式会社　ミナカ
ワ　菌類栽培部

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

     （9月8日時点の内容です）

　　９月４日　から　９月８日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　９月２１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

◎ 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９月１４日発行  



(1) 6時00分～11時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3737971
普通自動車免許一種

(1)10時30分～16時00分
750円～800円

パート労働者 不問 03030- 3739071

(1)22時00分～ 2時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3740471

800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 3742871

900円～900円

パート労働者 不問 04011- 4118971

825円～960円

パート労働者 不問 03010-21094671
普通自動車免許一種
（自家用車使用） (1) 9時00分～17時00分

810円～930円

パート労働者 59歳以下 03010-21194871
普通自動車免許一種

（通勤用）
720円～800円

パート労働者 不問 03030- 3764671

(1)18時00分～23時00分
750円～750円 (2)21時00分～ 6時00分

(3)23時00分～ 8時00分
(4) 8時00分～13時00分

パート労働者 18歳以上 (5)13時00分～18時00分 03030- 3773571
普通自動車免許一種

(1)10時00分～15時00分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-21360571
変形（１ヶ月単位）

760円～760円

パート労働者 不問 03030- 3776871
変形（１ヶ月単位）
(1)11時30分～15時30分

900円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3777271
歯科衛生士

800円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 3779171
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

800円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3781571
普通自動車免許一種

（必須） (1) 8時30分～17時30分
750円～850円 (2) 8時30分～13時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 3830871

(1) 9時00分～13時30分
720円～750円

パート労働者 59歳以下 03030- 3794271

(1) 9時00分～13時30分
760円～760円

パート労働者 59歳以下 03030- 3795971
薬剤師

雇用期間の定めなし 1,800円～2,200円

パート労働者 不問 03030- 3801071
普通自動車免許一種

716円～850円

パート労働者 不問 03030- 3821771

(1) 9時00分～15時30分
800円～950円

パート労働者 不問 03030- 3824971

716円～750円

パート労働者 不問 03030- 3825171
2

（宮古店）飲食店での接
客・調理

1人

和食レストラン『まるまつ』での接客又は料理を
行います。接客・・お客様のご案内、ご注文や提
供作業を行います。調理・・すし、天ぷら、そば
の調理を行います（未経験の方でも行える内容で
す）清潔なお店で接客をお願いします。未経験で

宮城県富谷市成田９丁目
２－９

株式会社　カルラ

雇用期間の定めなし

又は10時00分～23時00分の
間の5時間程度

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

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

ホール兼キッチン係（２２
時～）

2人

当レストランでは、寿司、定食、丼、麺、デザー
ト、季節限定メニューなどあります。ホールで
は、お客さま案内、注文取り、配膳、片付け、食
器洗浄機を使用し洗浄作業、店内清掃等となりま
す。キッチンにおいては、温め、揚げ物などマ

岩手県宮古市宮町３丁目
４－１

株式会社　カルラ
まるまつ宮古店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

就労者支援員

1人

当法人で運営するカリー亭において従業員（障が
いをお持ちの方）の接客、注文受け、配膳、片付
け、レジ、食器洗浄機を使用し洗浄、商品発送事
務等一緒に仕事をしながら就労支援業務全般を行
います。その他付随する業務に従事していただき

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
８－１７－１９

特定非営利活動法
人　イーハトーブ
とりもと雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホール兼キッチン係（６時
～）

2人

ホールでは、お客さま案内、注文取り、配膳、片
付け、食器洗浄機を使用し洗浄作業、店内清掃等
となります。キッチンにおいては、朝食メニュー
の温めやトーストを焼いたりと簡単な調理となり
ます。

岩手県宮古市宮町３丁目
４－１

株式会社　カルラ
まるまつ宮古店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

通所介護におけるドライ
バー業務（八木沢）

1人

通所介護サービスをご利用するお客様の送迎業務
（ワンボックス車使用）入社時に介護初任者研
修・旧ホームヘルパー２級以上の資格を保有して
いない方は内定後、社内割引制度にて取得を奨励
します。

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

自動車運転免許二種
（普通・中型・大型の

いずれか）

会員管理係（宮古支店）

2人

○会員様のサポート業務。定期訪問、電話対応、
集金等※自家用車での外回りが主な業務となりま
す。（乗りなれない社用車ではないため安心して
業務に集中して頂けます）※具体的には、宮古
市・山田町エリアでのお仕事です！☆未経験者で

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

株式会社　サン
ファミリー（愛グ
ループ）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

客室掃除

1人

お客様がチェックアウトされた後の客室清掃、建
物周辺の掃除・草取りなどに従事していただくほ
か、客室からの電話応対も行っていただきます。
＊土日祝祭日勤務可能な方を希望します。＊守秘
義務あります。＊深夜時間帯に自分で通勤可能な

岩手県下閉伊郡山田町大
沢１３－５９－４３

有限会社　ホテル
峠（Ｓｗｅｅｔ
エーゲ海）雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

清掃員

1人

事務所や個人宅の清掃業務全般（台所、浴室、ト
イレ、フローリング等）から業務を覚えていただ
きます。作業内容は依頼主により異なるので、現
場指導を受けて習得していただきます。その後の
就業場所・時間等については相談の上決定しま

岩手県宮古市実田一丁目
６番６号

有限会社　メンテ
ナンス宮古

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、下閉伊郡山田町

事務（宮古市赤前～津軽
石）

1人

当社現場事務所内において、下記の業務を行って
いただきます。・各書類の作成（パソコン使用。
簡単な入力業務）・電話、来客対応（給茶業務あ
り）・その他、コピー取り等事務に付随する業務
全般＊工期は平成３０年８月頃までの予定です。

岩手県盛岡市下太田下川
原１００番１号

樋下建設　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

（建設業の知識及び経験が
あれば尚可）

岩手県宮古市

販売員

1人

３Ｆ直営店・オポノポノにおいて、ファンシー雑
貨等の販売、接客、商品包装、会計、商品ディス
プレイ等を行います。その他、商品管理や売上等
パソコンの入力作業をお願いします。

岩手県宮古市栄町３－３
５

株式会社　キャト
ル宮古

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5時間程度
岩手県宮古市

調理師≪急募≫

1人

館内のレストランにて、昼食を主に提供する調理
業務。和食料理中心に新鮮な魚介類を調理したメ
ニューを取り扱っています。会食も提供する事が
あります。厨房内において、食材の仕込み、調
理、盛付け、清掃作業など行っていただきます。

岩手県宮古市臨港通１番
２０号

株式会社　宮古地
区産業振興公社
（シートピアなあ
ど）

雇用期間の定めなし

調理経験のある方 岩手県宮古市

歯科衛生士

1人

当院において歯科衛生士業務に従事します。主に
歯科医師の治療の補助、歯周病検査、ブラッシン
グなど口腔衛生指導、その他関連する業務を行っ
ていただきます。―　就業時間：相談に応じます
―　直接の問い合わせはご遠慮願います

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１０５－１

留理歯科医院

雇用期間の定めなし

実務経験３年以上
又は 8時30分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

販売・配達

2人

ギフト商品の店頭販売、接客、包装、レジ、在庫
整理（荷物の運搬あり）。注文頂いた商品やカタ
ログの配達、商品の発注。チラシのポスティング
（主に宮古市内）等。主な配達のエリアは宮古市
内～岩泉・山田・新里地区。○日曜・祝日も勤務

岩手県宮古市実田二丁目
２－１４

株式会社　野村商
店　宮古店（シャ
ディギフトセン
ター）

雇用期間の定めなし

又は 9時30分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

販売員（月～金曜日）≪急
募≫

1人

紳士服、婦人服、子供服、肌着、寝具等を総合的
に接客販売していただきます。その他、レジ作
業、商品の陳列、商品の整理、各売場の在庫管
理、店内の清掃等の業務を行っていただきます。
＊未経験の方も歓迎。＊お客様と笑顔で接するこ

岩手県宮古市末広町２－
８

有限会社　高幸洋
品店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（土・日曜日）≪急
募≫

1人

紳士服、婦人服、子供服、肌着、寝具等を総合的
に接客販売していただきます。その他、レジ作
業、商品の陳列、商品の整理、各売場の在庫管
理、店内の清掃等の業務を行っていただきます。
＊未経験の方も歓迎します。＊お客様と笑顔で接

岩手県宮古市末広町２－
８

有限会社　高幸洋
品店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

薬剤師

1人

当院の外来、及び入院病棟（１４８床）の薬局業
務を担当していただきます。院内処方が主な業務
となり、院内の調剤、調合、その他薬剤管理な
ど、薬局業務全般を行っていただきます。

岩手県宮古市保久田８－
３７

特定医療法人　弘
慈会　宮古第一病
院

又は 8時30分～17時30分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

販売員（山田びはん店）≪
急募≫

2人

ドーネル山田びはん店において、販売員に従事し
ていただきます。商品の販売および接客、レジ業
務を担当していただきます。お菓子、ケーキの
ラッピングもおこなっていただきます。＊土日祝
日勤務できる方、長期間勤務できる方を希望しま

岩手県宮古市実田一丁目
５－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～19時30分の
間の6時間程度

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

コンビニ販売員（８：００
～）／栄町店

2人

店内において、お客様への接客・レジ業務、簡単
な調理、納品された商品の検品、品出し、補充、
陳列や整理などの販売業務全般を行っていただき
ます。また、店内外の清掃やゴミ等の片付け作業
もあります。慣れてきましたら商品発注など管理

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

又は 8時00分～21時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

デイサービス介護職員／宮
古「介護」

1人

当社が運営するディサービス施設において、お客
様のお出迎え、入浴及び創作活動の支援、昼食及
びお昼寝準備の支援、レクリエーション、お送り
等の仕事に従事していただきます。◆正社員への
登用の可能性あり※送迎で使用する社用車はＡＴ

岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



(1) 9時00分～15時00分
716円～716円

パート労働者 不問 03030- 3826071

(1) 9時00分～15時00分
716円～716円

パート労働者 不問 03030- 3827371

(1) 9時00分～16時00分
750円～800円

有期派遣パート 不問 03010-21581771
交替制あり

810円～930円

パート労働者 59歳以下 03010-21722371

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 3835371

(1) 9時00分～14時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 3836671

780円～780円

パート労働者 不問 03030- 3837571

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 3838471

(1) 9時15分～14時00分
750円～750円 (2) 9時30分～13時15分

パート労働者 不問 03030- 3840971

(1) 9時00分～15時00分
750円～750円 (2) 9時00分～16時15分

パート労働者 不問 03030- 3841171

(1)23時00分～ 0時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 04010-59424771

3

原料投入、端材回収（宮古
市）

2人

派遣先事業所において、下記の業務を行っていた
だきます。・定期的に工場内を見回り、必要に応
じて原料を投入（粒状の原料を容器ですくい、製
造装置に投入します）・端材回収（生産途中にで
る端材を集めます）・そのほか指示された業務

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）

岩手県宮古市

計量、梱包作業

2人

計量・梱包作業および出荷作業・電子部品の出荷
における計量・各種製品の確認、トレー・緩衝
材・ダンボール箱を使用して、決められた仕様に
従って梱包します・主に立ち作業です。※未経験
者でも指導します。※付随した製品検査や、電子

岩手県宮古市板屋３－１
１－１５

株式会社　エム・
アイ・エス東北工
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

成形品の外観検査

4人

電子部品に使用されるプラスチック成形品の検査
作業。目視での検査や拡大鏡・実体顕微鏡を使用
しての検査です。細かい作業ですので、視力を必
要とする仕事になります。（メガネ・コンタクト
可）＊未経験者でも指導します。＊検査業務の経

岩手県宮古市板屋３－１
１－１５

株式会社　エム・
アイ・エス東北工
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

精算事務パート（宮古典礼
会館）

1人

宮古典礼会館の事務所にて下記の業務を行って頂
きます。・電話応対・入金処理・現金管理・簡単
な清掃・接客・その他、関連する業務＊スタッフ
増員のための募集です。＊未経験者でも安心の研
修充実しております！！

岩手県盛岡市津志田南３
丁目１４番６５号【求人
票郵送先指定あり】

株式会社　サン
ファミリー（愛グ
ループ）雇用期間の定めなし

パソコンがある程度使える
方

又は 9時00分～18時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

サービススタッフ

2人

９月７日に山田町に新規オープンした宿泊兼日帰
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。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－５

天翔水産株式会社
うみねこ温泉　湯
らっくす雇用期間の定めなし

又は17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

清掃係

1人

ホテル館内の清掃を行います。宿泊部屋数３８室
の各和室や洋室、部屋内トイレ、バス、階段や廊
下、ロビー、各階トイレ、宴会場、大浴場等にな
ります。清掃は５名体制で行っております。


岩手県宮古市新町４－１ 合資会社宮古ホテ
ル沢田屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

清掃員／大戸屋宮古店

1人

開店前の店舗において、床モップかけ、床機械清
掃、窓拭き、店舗外周チェック等を行います。ト
イレ清掃は就業時間での相談になります。未経験
の方、掛け持ち希望の方、応募可能です。就業の
曜日は希望になります。

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）
又は 9時00分～11時00分の
間の2時間程度

岩手県宮古市

キッチンスタッフ／大戸屋
宮古店１７時～

1人

店舗の厨房内において、調理、食器や器具の洗
浄、仕込み、厨房内の清掃、その他、付随業務を
行います。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）
又は17時00分～21時00分の
間の3時間

岩手県宮古市

クリンクルー（大通り）

1人

請負先である宿泊施設の客室清掃（ベットメイキ
ング含む）及び共用部分のフロア、トイレ清掃を
行います。始めの３日間は先輩から指導を受けな
がら業務を覚えていただくので、初めての方も安
心して応募ご相談下さい。就業場所へは直行直帰

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

クリンクルー（日立浜町）

1人

請負先施設内において清掃業務に従事していただ
きます。客室掃除、布団上げ、トイレ、客室の風
呂等の清掃をしていただきます。概ね１０名で割
り当てられた範囲の清掃となります。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

（請）清掃スタッフ［宮古
市］

3人

アミューズメント施設の閉店後清掃。掃き、拭
き、モップ掛け、ゴミ回収、トイレ掃除。

宮城県仙台市若林区大和
町５丁目２３－１７

株式会社　ブリー
ズ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


