
(1) 9時00分～15時00分
760円～760円 (2) 9時30分～15時30分

(3)10時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 4286771
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)17時00分～22時00分
850円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 4287871

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

パート労働者 不問 03030- 4272171
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種

857円～887円

パート労働者 不問 03030- 4280171

1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 4282371

850円～900円

パート労働者 不問 03030- 4283671

(1)13時30分～17時15分
740円～750円

パート労働者 不問 04010-68441371

(1) 6時00分～ 9時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 12010-37512771

(1) 6時00分～ 9時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 12010-37513871
美容師又は理容師

(1) 9時00分～14時00分
750円～800円 (2)10時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 4268571
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)16時00分～21時00分
740円～800円

パート労働者 不問 03030- 4269471

(1) 8時00分～16時00分
755円～755円

パート労働者 不問 03030- 4271971

800円～1,000円

パート労働者 不問 01230-21710771
普通自動車免許一種

800円～850円

パート労働者 不問 03030- 4290371

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4291671

1

デリカ・青果・お魚・
チェッカー・グロサリー部

20人

デリカ部門：寿司、弁当、揚げ物など惣菜全般の
調理、盛付け、陳列（雇用期間１／３までとなり
ます）青果部門：商品のパック詰め、袋詰め、値
付け、陳列。お魚部門：生鮮魚、冷凍加工魚の盛
付け、パック詰め、陳列。チェッカー：買い物か

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～18時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

一般事務

1人

当社において事務業務を行っていただきます。主
に専用システムへの各種入力、書類作成、来客や
電話対応、事務用品の管理などを行います。書類
の提出や買い物など外出用務をお願いする場合が
あります。

岩手県宮古市栄町２番５
号　カリヤビル１Ｆ

株式会社　アス
タート保険企画

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・エ
クセル）が出来る方

又は 9時00分～18時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

現場事務員（補助）岩手県
宮古市

1人

当社施工現場事務所内での事務業務を行っていた
だきます。＊パソコン入力（賃金データ入力他）
＊書類整理（日報等）＊勤務時間についてはご相
談に応じます＊業務進捗状況等により雇用期間短
縮又は延長の場合あり

北海道北広島市稲穂町東
８丁目５番１７号

佐々木・広谷建設
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 9時00分～16時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

農産部門（７時間）

1人

農産部門での商品づくりとなり、袋詰め、パック
詰め、野菜のカット作業、商品補充などになりま
す。また、お客様へ商品おすすめ活動がありま
す。＊土・日・祝、勤務できる方（状況により早
出あり）＊１年更新

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

夕食スタッフ１６時～／マ
ンスリーインやまだ

1人

ホテル内レストランにて夕食スタッフとして勤務
していただきます。主な業務は、接客、配膳、調
理補助（肉、野菜などのカット等）片付け、皿洗
い等になります。日によりご利用のお客さまの人
数に変動はありますが、おおよそ４０名程度にな

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１３４－１

株式会社　いっぷ
く

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

美容師・理容師／ヘアーサ
ロン　ベルエポック

1人

美容・美容に関する仕事全般を行っていただきま
す。接客、シャンプー、カット、パーマ、カ
ラー、フェイシャルなどの業務を行います。ま
た、店内清掃や備品の洗浄、洗濯なども行いま
す。＊就業時間は相談いたします。＊資格がない

岩手県下閉伊郡山田町大
沢７－２６－６

有限会社　エポッ
クハコイシリミ
テット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

岩手県宮古市

商品補充スタッフ

10人

大手ドラッグストアにて商品補充（惣菜や冷凍食
品の陳列）を行う仕事です。朝だけの短時間のお
仕事となります。

千葉市花見川区幕張町３
－７７２７－１

エイジスマーチャン
ダイジング　サービ
ス　株式会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満） 岩手県宮古市

商品補充スタッフ

10人

大手ドラッグストアにて商品補充（惣菜や冷凍食
品の陳列）を行う仕事です。朝だけの短時間のお
仕事となります。

千葉市花見川区幕張町３
－７７２７－１

エイジスマーチャン
ダイジング　サービ
ス　株式会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満） 岩手県宮古市

（請）法務局証明書発行窓
口業務［宮古市］

1人

法務局内登記事項証明書等の発行業務・窓口受
付、証明書作成、交付・電話応対、印紙販売＊上
記就業場所では平成３２年９月３０日迄ですが、
更新の可能性あり（就業場所が変更になる場合が
あります）＊急募＊

宮城県仙台市青葉区立町
１－２　広瀬通東武ビル
８階

株式会社　東武

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

簡単なパソコン操作
又は 8時15分～17時30分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

販売員

2人

メンズからレディースまでの幅広い年代層のトー
タルウェアの販売・接客をして頂きます。雰囲気
に慣れるまでは商品整理や清掃を手伝って頂きま
す。接客については先輩スタッフが指導いたしま
すので、経験がない方も安心して応募ください。

岩手県宮古市宮町４－４
－１１

青山商事株式会社
（洋服の青山　宮
古店）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 9時30分～19時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

販売員（短期）

2人

メンズからレディースまでの幅広い年代層のトー
タルウェアの販売・接客をして頂きます。雰囲気
に慣れるまでは商品整理や清掃を手伝って頂きま
す。接客については先輩スタッフが指導いたしま
すので、経験がない方も安心して応募ください。

岩手県宮古市宮町４－４
－１１

青山商事株式会社
（洋服の青山　宮
古店）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 9時30分～19時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

訪問ヘルパー「介護」

2人

市内の利用者宅で、家事や介護のヘルパー業務に
従事していただきます。朝・昼・夜の時間帯を中
心に、１日おおよそ４～５件、１件あたり１～２
名の職員で訪問します。外出の際には、当施設の
車両を使用します。活動着上下貸与します。＊１

岩手県宮古市小山田２丁
目９番２０号

社会福祉法人　宮
古市社会福祉協議
会雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 7時30分～18時30分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

クリンクルー（西町）

1人

請負先の館内の清掃全般（男女トイレ・玄関・フ
ロアーの掃除、ごみの回収など）を行っていただ
きます。フロアーはモップ掛けと洗浄機を使って
の清掃作業です。原則は直行直帰です。同じ時間
帯は計２名での作業となります。

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

フロア係／１７時～≪急募
≫

1人

フロント業務として、受付・電話応対・お客様へ
の対応・チェックイン・チェックアウト・日帰り
風呂の会計等を行っていただきます。また、注文
取り・配膳・片付けなどレストラン及び宴会での
接客業務もあります。土日祝日勤務できる方希望

岩手県宮古市茂市８－５
３

株式会社　新里産
業開発公社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

事務補助員／お客さまサー
ビス課

1人

配属先は、お客さまサービス課です。電気料金
メーター検針用の地図作成、検針データ入力およ
び照合業務が主な業務となります。その他、お茶
出し等の業務があります。担当が丁寧に指導致し
ますので、未経験の方でも安心して仕事ができま

岩手県宮古市築地二丁目
２番３３号

東北電力株式会社
宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

     （10月23日時点の内容です）

　　１０月１７日　から　１０月２３日　までに受理した求人です。　 ＜次回発行日は　１１月２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１０月２６日発行  


