
日雇 1,250円～1,250円

パート労働者 不問 01010-37584771

(1)17時00分～23時00分
800円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030- 3948371
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 9時00分～16時00分
755円～775円 (2) 9時00分～13時00分

パート労働者 不問 03030- 3949671

(1) 8時00分～17時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3962171

雇用期間の定めなし 738円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3969871

雇用期間の定めなし 800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3971071

(1)12時00分～17時00分
738円～822円 (2) 7時45分～16時15分

(3) 9時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 3973671
普通自動車免許一種

（通勤用）
738円～738円

パート労働者 不問 03030- 3975471

(1)13時30分～18時00分
738円～900円 (2) 8時00分～13時00分

パート労働者 不問 03030- 3978271
変形（１年単位）
(1) 9時00分～15時00分

852円～852円

パート労働者 不問 03030- 3982571
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種
（自家用車使用） 1,000円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 3987971
普通自動車免許一種

（通勤用）
780円～800円

パート労働者 不問 03030- 3992871
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時15分

836円～1,311円 (2)16時30分～ 1時15分
(3) 8時30分～12時30分

パート労働者 不問 03030- 4003071
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～14時30分
750円～800円

パート労働者 不問 03030- 4011071

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4026271

(1)10時30分～13時30分
740円～740円

パート労働者 不問 03030- 4028171

(1) 5時00分～ 8時00分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 4029071

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4030471

雇用期間の定めなし 738円～738円

パート労働者 不問 03030- 4032871
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     （10月5日時点の内容です）

　　１０月２日　から　１０月５日　までに受理した求人です。　　　＜次回発行日は　１０月１９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

衆議院議員選挙出口調査
（岩手県宮古市）

3人

指定した投票所の出口でアンケート調査を行う。
＊勤務日：１０月２２日（日）＊事前研修参加必
須（研修費用２，０００円支給）（日時・場所は
後日連絡）＊本勤務・研修共に交通費全額支給

札幌市中央区北５条西５丁
目７番地　ｓａｐｐｏｒｏ
５５　５階

キャリアバンク
株式会社

又は 7時00分～19時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

ホール・調理補助

1人

ホールにおいて接客業務（お客様のご案内、注文
受け、配膳、後片付け、レジ等を行います）厨房
内において調理の補助的作業（調理者の指示によ
り、野菜カットや調理の下ごしらえ、準備、盛付
け、飲み物作り、食器・調理器具の洗浄等を行い

岩手県宮古市大通１丁目
４ー１３　２Ｆ

大衆わいん酒場
のらくら

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員≪急募≫

1人

いわて生協共同購入事業部宮古センターにて下記
の事務関連業務を行って頂きます。・電話対応
（お問い合わせ対応など）・来客対応・パソコン
操作・伝票整理、その他付随する業務＊事務経験
者優遇します。＊雇用契約は年度更新です。

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）
パソコン（ワード・エクセ

ル）操作
岩手県宮古市

パック作業（山田工場）

5人

年末に販売する蟹のパック詰め作業を行っていた
だきます。ボイルされた蟹を手作業でトレーに並
べ、ラッピングをします。その後ラベルを貼り、
箱詰めをしていただきます。立ち仕事になりま

岩手県下閉伊郡山田町境
田町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 岩手県下閉伊郡山田町

エステティシャンアシスタ
ント

1人

アシスタントとしてエステティシャンの指導のも
と、脱毛、フェイシャルケア、エステ等の業務を
行っていただきます。その他、予約受付や電話対
応、会計、店舗内掃除等も行います。

岩手県宮古市大通２丁目
２－４

ドゥ・ヒートライ
ズ　クリエイティ
ブ　株式会社

又は 9時00分～18時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

洗い場兼雑務（つぼ八）≪
急募≫

1人

つぼ八宮古大通り店での洗い場兼雑務業務。調理
器具や食器類の洗浄や店内清掃等も行います。
（食器やグラス等は、軽く手洗いした後、食器洗
浄機で洗います）その他付随する作業を担当しま

岩手県宮古市近内第４地割
５２－３　ラフィネＡ１０
２

株式会社　マルセ
イユ

又は16時00分～ 0時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

クリンクルー（山田）≪急
募≫

1人

建物清掃全般を行います。風呂掃除、掃き掃除、
拭き掃除、備品の交換、ごみの回収などを行いま
す。就業場所へは、直行直帰または事務所に集合
して移動となりますので、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）

岩手県下閉伊郡山田町

惣菜担当

1人

惣菜をメインに作って頂き、出来上がった商品の
パック詰めや陳列等を担当して頂きます。その
他、配送車の荷受けや、繁忙時のレジの補助業務
も行って頂きます。小さな商店のため作業は特定
できませんので、店内全般の業務をお願いしま

岩手県下閉伊郡田野畑村
浜岩泉１１６番地

牧原商店

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～12時30分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

歯科助手

1人

院内において、治療のおける医師の補助、診察器
具の消毒、準備、患者さんの案内、使用後の器具
片付け、院内掃除等になり、立ち仕事になりま
す。月２回ほど、日曜日診療も行っております。
＊経験者優遇いたします

岩手県宮古市上鼻二丁目
２番１号

デンタルクリニッ
ク駒井

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工員（マシンオペレー
ター、現場事務・検査）

8人

電子部品のプラスチックを加工する現場におい
て、マシンオペレーターとしてプレス機、成形
機、組立機のオペレーションをする仕事と現場事
務・検査として顕微鏡や目視での製品検査とそれ
に付随する事務のお仕事です。業務内容は本人の

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３１－１

株式会社　エフ
ビー

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

訪問ヘルパー「介護」

2人

利用者のお宅を訪問し、居宅での調理、食事、排
泄、入浴、外出の支援に従事していただきます。
訪問エリアは宮古市内となります。最初のうちは
職員が同行します。訪問には自家用車を使用して
いただきます（直行直帰）。※訪問移動にかかる

岩手県宮古市宮町一丁目
三番五号

新岩手農業協同組
合　宮古支所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 8時00分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

資材業務

1人

小部品受入、出庫、配膳、在庫管理などを行って
いただきます。屋内での作業となります。教育体
制あり、担当社員の指導のもと基本から業務を覚
えていただきますので、安心してご応募くださ
い。＊事前見学可能ですので、ご相談ください。

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

株式会社　宮古マ
ランツ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 8時00分～17時00分の
間の5時間以上

岩手県宮古市

看護補助者「看護」

1人

当院内において看護補助業務をしていただきま
す。診療介助や患者搬送がおもな仕事になりま
す。その他に院内ベッドのシーツ交換作業をして
いただきます。７時間４５分勤務が週４日、４時
間勤務が週１日で計３５時間／週の勤務となりま

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
－１１－２６

岩手県立　宮古病
院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時30分～21時00分の
間の8時間

岩手県宮古市

水産加工員

3人

びはん水産加工場において、魚の加工・製造業務
に従事していただきます。山田魚市場で水揚げさ
れた鮮魚を調理し、塩辛・新巻・いくら・塩うに
等の水産加工品の製造を担当していただきます。
昨年９月にオープンした新工場で一緒に働きませ

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

株式会社　びはん
コーポレーション

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～14時30分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

販売員

1人

作業服、ユニフォーム、作業関連用品（靴・ヘル
メット・軍手など）の販売にかかる業務です。レ
ジや商品説明等の接客業務のほか、商品陳列、開
店準備、閉店後の片付け、店内清掃等の付帯業務
もあります。

岩手県宮古市実田１－５
－１６

ワークマン　宮古
店

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～20時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

ホール係及び厨房補助

1人

店内での接客業務および厨房の補助業務となりま
す。お客様の注文受け、配膳、片付け、食器等の
洗浄、店内の清掃などを行います。その他レジを
お願いする場合もあります。＊調理経験があれば
尚可

岩手県宮古市西町１丁目
２－２３

麺屋　清兵衛

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（５時～８時）≪急
募≫

2人

コンビニ店での販売及び接客業務に従事していた
だきます。主にレジ業務・袋詰め・商品陳列・品
出しなどを行っていただきます。また、店舗内外
の清掃もしていただきます。◆就業時間・勤務日
数は相談に応じます

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第１地割４３番地５号

セブン－イレブン
山田町大沢店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理員（田老店）

3人

おにぎり、お弁当、ファーストフードの調理をし
ていただきます。盛り付け、パッキング等もあり
ます。時間帯によって、ご飯を炊くなどの作業も
あります。食材の切り方や、レジ打ち業務はあり
ません。

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目六番四

ローソン宮古根市
店

又は 5時00分～14時00分の
間の3時間程度

岩手県宮古市

販売員（９時～）≪急募≫

2人

コンビニ店での販売及び接客業務に従事していた
だきます。主にレジ業務・袋詰め・商品陳列・品
出しなどを行っていただきます。また、店舗内外
の清掃もしていただきます。◆就業時間・勤務日
数は相談に応じます

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第１地割４３番地５号

セブン－イレブン
山田町大沢店

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時00分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

◎ 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１２日発行  



(1)23時00分～ 8時00分
738円～738円

パート労働者 18歳以上 03030- 4033271

(1)18時00分～22時00分
800円～800円 (2)19時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 4039571

810円～810円

パート労働者 不問 03030- 4040871
普通自動車免許一種 交替制あり

（通勤用） (1) 8時00分～17時00分
740円～800円 (2)17時00分～ 0時00分

(3) 0時00分～ 8時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 4044071

(1) 9時00分～14時00分
738円～740円

パート労働者 不問 03030- 4046671
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)17時30分～22時30分
738円～800円

パート労働者 18歳以上 03030- 4047571

800円～800円

パート労働者 不問 07021- 5712471

(1) 8時00分～12時00分
750円～750円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 4061371
普通自動車免許一種

（通勤用）
800円～900円

パート労働者 不問 03030- 4063571

1,650円～3,000円

パート労働者 不問 03030- 4074871

(1) 8時30分～17時30分
745円～850円

パート労働者 不問 03030- 4077171
普通自動車免許一種 交替制あり

(1) 8時30分～17時30分
745円～850円 (2)11時00分～20時00分

(3) 6時30分～15時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 4078071

740円～740円

パート労働者 69歳以下 03030- 4081471
変形（１年単位）
(1) 5時00分～ 9時00分

1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 4083871

雇用期間の定めなし 1,500円～1,500円

パート労働者 59歳以下 03030- 4091871

738円～760円

パート労働者 不問 03030- 4096371

900円～1,150円

パート労働者 不問 10020-18325471
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 9時00分～16時00分
738円～738円

パート労働者 不問 03030- 4102571
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 6時30分～10時30分
800円～900円 (2)16時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 4103471

(1) 8時30分～17時00分
826円～826円

パート労働者 不問 03030- 4104771
普通自動車免許一種

(1)11時00分～14時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 4128471
2

放送業務（パート）

1人

放送業務全般。ＦＭラジオ放送でのアナウンス、
ミキサー、取材活動、パソコンを使用しての原
稿・資料・パンフレット等の作成などを行いま
す。取材活動等の外出は、基本的に社有車を使用
します。※コミュニティＦＭに関心があり熱意の

岩手県宮古市栄町３番３
５号　キャトル５階

宮古エフエム放送
株式会社

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

岩手県宮古市

コネクタ製品検査・試験

2人

携帯電話やスマートフォンなどのモバイル機器、
パソコン・自動車用電子機器などに幅広く使用さ
れているコネクタ製品の検査・試験業務です。顕
微鏡や測定機を使用して製品の測定・データ取り
等を行います。作業に必要な知識は入社後に習得

岩手県宮古市赤前第２地
割２１番地２

東北ヒロセ電機
株式会社　宮古工
場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

フロント及び接客サービス

2人

フロントでの会計及び、チェックイン・チェック
アウト時の対応、接客対応全般（お客様とのコ
ミュニケーション対応及びお茶出しなど）をお願
いします。パソコンはワード・エクセルの操作が
あります。（予約の管理、データ入力等を行いま

岩手県宮古市磯鶏一丁目
１－１８

有限会社ホテル近
江屋

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

水産加工員（宮古工場）

3人

水産物の加工業務、主にわかめや昆布の塩蔵加工
を行っていただきます。それに伴う加工品の選
別、計量、袋詰め、ラベル貼り、箱詰め、出荷準
備などで立ち作業となります。加工は手作業が多
いですが、梱包などは機械も使用します。

岩手県下閉伊郡山田町境
田町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

販売員（小本店）２３時～

1人

接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、清掃、商品発注等、コンビニエンスストア内
の業務を行います。また、従業員への業務内容の
説明指導もしていただきます。深夜帯は２人体制
での業務です。深夜手当を別途支給いたします。

岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目六番四

ローソン宮古根市
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ホール係（１８：００～）

2人

ホール業務全般に従事していただきます。お客様
のご案内、注文受け、料理や飲み物などの配膳、
食器等テーブルの片付けなど行います。（片付け
は行いますが、ホール清掃は業者委託のため行い
ません）＊土日の勤務が可能な方希望

岩手県宮古市栄町２－１
０

魚彩亭すみよし

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジ担当／豊間根店

1人

びはんストア豊間根店において、レジチェッカー
を担当していただきます。レジ操作業務未経験の
方でも、丁寧に指導いたしますので、安心してご
応募ください。雇用期間は１年毎の更新となりま
す。※勤務時間は相談に応じますので、お問い合

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は12時00分～21時00分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

清掃業務

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。＊掛け持ち（ダブルワーク）可能。＊深夜の

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

又は 8時00分～ 0時00分の
間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

調理スタッフ（仕出し
いっぷく）

1人

お祝い膳、仏膳、ランチ弁当の製造、食材の準
備、簡単な調理や盛り付け、皿洗い、清掃等の厨
房内業務をしていただきます。１日５００食程度
を２０名位のスタッフで業務を行っています。調
理業務経験、普通自動車免許（ＡＴ）があれば尚

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

洗い場・調理補助／１７時
３０分～（和海味処いっぷ

1人

洗い場での調理器具・皿等の洗浄作業や片付け、
仕込み、調理、盛り付け等の補助作業、清掃等の
業務を行っていただきます。フロアはテーブル・
座敷・カウンター席があり１００名程度に対応で
きる広さです。

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

婦人服販売員（ハニーズ宮
古店）

1人

○上記店舗でのカジュアル婦人服の販売。接客、
販売、レジ、在庫補充などの商品管理等。販売ノ
ルマは有りません。※１０代前半から４０代、５
０代の女性向けの商品を扱っています。※店舗の
状況により、長時間勤務（社会保険適用）での契

福島県いわき市鹿島町走熊
字七本松２７－１（株式会
社　ハニーズホールディン
グス　本社内）

株式会社　ハニー
ズ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 9時30分～19時15分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

水産加工員（短期）《急
募》

10人

サンマの箱詰め作業等を行います。コンピュー
ターにより選別されたサンマを、きれいに並べて
箱詰めする仕事です。未経験の方でも応募可能で
す。雇用期間は１１月末日までを予定しておりま
すが、漁の状況により変動があります。＊アット

岩手県宮古市藤原一丁目
６－３４

有限会社　坂栄商
店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

介護職員（パート）「介
護」

2人

入所者の介護業務に従事していただきます。入所
している１００名の方の身の回りのお世話、食
事・入浴・排せつ・移動などの介助、リネン交
換・掃除・洗濯などの手助けを行っていただきま
す。＊介護資格をお持ちの方は尚可＊１年毎の年

岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人　正
受会　特別養護老
人ホーム平安荘雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時00分～19時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

専門職非常勤教師

3人

小学生・中学生・高校生・既卒生・各種資格試験
受験者等への完全個別指導（家庭教師・完全個別
講師）※指導学年・教科は相談に応じます。※就
業時間・日数は相談に応じます。※研修制度、万
全なサポート体制、新人教師も安心して働けま

岩手県宮古市和見町７－
２２　鈴木ビル２Ｆ

岩手県家庭教師協
会　宮古事務局

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は13時00分～22時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

介護員／さくらつつみ「介
護」

1人

小規模多機能センター（通所・訪問）サービスで
の利用者の食事介助、入浴介助、排泄介助など
や、レクレーション活動の企画・運営などの業務
に携わっていただきます。○月１５日位の勤務と
なります。○普通自動車免許（ＡＴ限定可）のあ

岩手県宮古市長根４－１
３－１

株式会社　介護施
設えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員／えくぼ「介護」

1人

「グループホームえくぼ」において、利用者の食
事介助、入浴介助、排泄介助などや、レクレー
ション活動の企画・運営などの業務に携わってい
ただきます。また、施設車で病院への送迎をして
いただきます。※月１５日位の勤務となります。

岩手県宮古市長根４－１
３－１

株式会社　介護施
設えくぼ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員

5人

殻つきホタテの箱詰め作業、殻むき、貝柱のパッ
ク詰め、加工製品製造（ホタテグラタン等）をし
て頂きます。時期により鮮魚の箱詰め、ウニ、ア
ワビ、イクラの加工もあります。作業現場の温度
管理を重視している為、年間ある程度一定した室

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１６８

株式会社　川石水
産

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～16時00分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

仕分け作業

1人

いわて生活協同組合組合員様宅に商品をお届けす
る配達車への、商品仕分け・積み込み作業をして
いただきます。１日１６～１８台の配達車に４人
（２人組）で対応します。体力を要しますが、女
性も対応している仕事です。

岩手県宮古市田鎖第８地
割１２－１　いわて生活
協同組合宮古センター

株式会社　三協運
輸サービス　宮古
センター雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

理学・作業療法士

1人

当施設において入所・通所者の方へのリハビリ
テーション業務に従事していただきます。基本機
能の回復サポートから日常生活に必要な能力を高
めるためのリハビリテーション等を行います。＊

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山

又は 8時30分～17時30分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

理学療法士または作業
療法士

水産加工員

3人

イカ、鮭などの水産加工作業を行っていただきま
す。時期的に水揚げとなった魚を取り扱い、下処
理や箱詰め作業等を行います。経験がなくてもで
きる軽作業ですのでご応募ください。

岩手県宮古市藤原一丁目
５－９

有限会社　大井漁
業部　大印冷凍工
場

又は 8時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

パート／店舗スタッフ／宮
古店／３０１６　※急募

1人

主に次のような店舗内業務をお願いします。＊販
売業務（小物家電製品、理美容用品、調理家電な
ど）＊店内の各売り場でのレジ会計＊商品補充、
商品整理＊荷卸、倉庫整備、仕入れ伝票入力、そ
の他、店舗内の業務をお願いいたします。※土・

群馬県高崎市栄町１番１
号

株式会社　ヤマダ
電機

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は10時00分～21時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市



750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4129771
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種
（自家用車使用） 1,000円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 4130971

(1) 9時30分～15時30分
760円～760円

パート労働者 不問 03030- 4135571

(1) 9時30分～13時00分
740円～740円

パート労働者 59歳以下 03030- 4151571

(1) 8時00分～12時00分
740円～740円

パート労働者 59歳以下 03030- 4152471

(1) 9時00分～13時00分
740円～740円

パート労働者 59歳以下 03030- 4153771

(1)13時30分～18時00分
740円～740円

パート労働者 59歳以下 03030- 4154871
普通自動車免許一種 交替制あり

（通勤用）
1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010-23428671
普通自動車免許一種 交替制あり

（通勤用）
1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010-23429571
交替制あり
(1) 9時00分～14時00分

780円～780円 (2)13時00分～18時00分
(3)17時00分～22時00分

パート労働者 不問 03010-23531571
登録販売者 交替制あり

800円～900円

パート労働者 不問 03010-23594971

(1) 8時00分～12時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 4162771

(1)16時00分～21時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 4164271

785円～785円

パート労働者 不問 03030- 4167071
普通自動車免許一種

(1) 8時30分～16時45分
985円～985円

パート労働者 不問 03030- 4175071
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種

793円～937円

パート労働者 不問 03030- 4178571
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～10時00分
904円～904円 (2)15時30分～17時30分

パート労働者 不問 03030- 4179471

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

パート労働者 不問 03030- 4185671

(1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許一種 1,200円～1,200円 (2) 8時00分～17時00分

(3) 9時00分～16時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 4187471
変形（１年単位）
(1) 8時30分～16時30分

740円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 4194571
普通自動車免許一種

738円～738円

パート労働者 不問 03030- 4195471
3

一般事務及び歯科技工業務
補助

1人

当事業所において、一般事務および歯科技工業務
補助、パソコンを使用し納品書・請求書等の書類
作成、その他付随する業務を行って頂きます。作
業に使用した器具の洗浄等もお願いします。※歯
科業務経験があれば尚可です。

岩手県下閉伊郡山田町北
浜町１０４－４

マリンデンタル株
式会社

雇用期間の定めなし

パソコン基本操作
又は 8時30分～17時00分の
間の3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

基板実装組立係

5人

電子機器などに使用される基板実装組立工程での
部品挿入、ハンダ付け、基盤分割作業、検査機等
による完成品検査をしていただきます。※作業手
順は丁寧にお教えしますので、未経験の方も応募
可能です。

岩手県宮古市松山６－４
６

株式会社　ウェー
ブクレスト　宮古
工場雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

生活相談員「介護」

1人

当社が運営する小規模デイサービス（利用者１５
人程度）における相談業務全般に従事していただ
きます。利用者・家族・関係機関との相談業務、
連絡調整全般、送迎対応、その他付随する業務を
行っていただきます。＊経験者は優遇

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ
ケアセンターみや
こ雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の6時間以上

岩手県宮古市

社会福祉主事または介
護支援専門員（必須）

調理補助兼接客

1人

中華そばの調理補助として、盛付けなどの作業を
行います。また、接客業務として、配膳・会計・
近所への出前も行います。その他、掃除などの雑
務もあります。＊立ち仕事であり、スピードを要
する仕事です。

岩手県宮古市大通一丁目
１－２０

たらふく食堂

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手兼介助員

1人

デイサービスにおける利用者の送迎業務及び乗降
介助等に従事していただきます。送迎にはリフト
付き車両を使用しており、介護職員が添乗しま
す。現在１日平均２５名の利用者があり、送迎エ
リアは市内です。＊大型免許所持者およびゴール

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

ホームヘルパー「介護」

2人

市内に住む利用者様のご家庭を訪問し、食事・入
浴・排せつの介助や炊事・掃除・洗濯といった日
常生活の手助け等、家事及び身体介護のサービス
を提供いたします。サービス提供時は、施設の車
両（ＡＴ軽自動車）を運転し移動していただきま

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 7時00分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

能力開発推進員（非常勤専
門職員）

1人

公共職業委託訓練にかかる業務全般を行います。
関連機関との打合せ、訓練受講者の就職に関して
の指導、パソコンを使用して書類作成等になりま
す。また宮古市、釜石市、遠野市の訓練校への出
張もあります。（自動車運転）

岩手県宮古市松山８地割
２９－３

岩手県立宮古高等
技術専門校

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

水産担当

1人

水産係での商品づくりを行っていただきます。魚
介類を規格に合わせ計量、パック詰め、刺身の盛
り付け、値段ラベル貼り、商品陳列・補充、品
質・温度管理を行います。また、清掃など付帯す
る業務もあります。初めての方大歓迎です。雇用

岩手県宮古市西ヶ丘１丁
目６－１

いわて生活協同組
合　コープ西ヶ丘
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 8時00分～17時00分の
間の7時間程度

岩手県宮古市

惣菜部門（１６時～２１
時）／アルバイト

1人

惣菜部門において惣菜製品の盛付、パック詰め、
値段ラベル貼り、商品陳列や補充などを行いま
す。また、清掃など付随する業務があります。＊
土、日、祝日勤務可能な方希望●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）

岩手県宮古市

寿司製造（水産部門）８時
～１２時≪急募≫

1人

水産部門でのお寿司の盛付、パック詰め、商品補
充、陳列、清掃作業業務を行っていただきます。
また、仕事に慣れてくれば、発注業務もしていた
だきます。●雇用期間は１年ごとの更新

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

ドラッグストアでの販売
（宮古市・山田町）

3人

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）・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）
貼り等＊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。

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）

又は 8時00分～22時15分の
間の7時間程度

岩手県宮古市、下閉伊郡山田町

ドラッグストアでの販売
（山田大沢店）

4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）貼り等＊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）

又は 7時00分～22時00分の
間の3時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（ユニオン磯

3人

パチンコ店のホール及びカウンターの一般業務。
その他、付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。＊勤務日数、時間応相談＊
土・日・祝日働ける方なら尚可

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 又は 8時30分～ 0時00分の

間の5時間以上
岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（宮古店）

3人

パチンコ店のホール及びカウンターの一般業務。
その他、付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。＊時間、勤務日数について
は応相談。＊土・日・祝日働ける方なら尚可。

岩手県盛岡市東見前５地
割５７－１－２Ｆ

株式会社　飛鳥商
事

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 又は 8時30分～ 0時00分の

間の5時間以上
岩手県宮古市

惣菜係（１３：３０～）

1人

惣菜の調理、パック詰め、商品の陳列・補充な
ど、惣菜担当業務全般を行います。調理について
は、揚げ物担当、おかず担当など業務を分担して
行います。午前の時間帯は、惣菜づくりをメイン
として計５名で作業しています。初めは、できあ

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家３０番地

有限会社　松屋商
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

青果係（９：００～）

1人

主に青果係として、野菜・果物の発注・荷受け・
パッキング・値付け・陳列等の仕事をしていただ
きます。また、レジ業務も行っていただきます。
その他清掃など店舗全般の作業に従事していただ
きます。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家３０番地

有限会社　松屋商
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

惣菜係（８：００～）

1人

惣菜の調理、パック詰め、商品の陳列・補充な
ど、惣菜担当業務全般を行います。調理について
は、揚げ物担当、おかず担当など業務を分担して
行います。午前の時間帯は、惣菜づくりをメイン
として計５名で作業しています。初めは、できあ

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家３０番地

有限会社　松屋商
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

レジ（９：３０～）

1人

店内でのレジ・接客業務を行います。主にレジ業
務ですが、合間を見て飲料（缶ジュース・ペット
ボトル・缶ビールなど）の商品陳列・補充、ガラ
ス・棚・陳列ケース等の清掃をしていただきま
す。２人体制で業務ができるよう、３人でロー

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家３０番地

有限会社　松屋商
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務補助員／総務課

1人

配属先は、総務課です。主に文書発受信、仕分け
作業を行っていただきます。その他、来客対応
（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
ができます。＊雇用開始日は１０月１６日を予定

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

訪問介護員「介護」

1人

町内の利用者の方のお宅に訪問し、生活援助、身
体介護等の業務を行います。移動は自家用車を使
用していただき、交通費は別途支給となります。
平均件数は４～５件です。未経験の方には担当者
が同行いたします。随伴時の移動は介護、福祉タ

岩手県下閉伊郡山田町川
向町６－１１

有限会社　山崎タ
クシー

雇用期間の定めなし

又は 7時15分～18時00分の
間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

調理兼ホール（王将）

1人

中華料理店での調理業務全般を行います。食材の
仕込み、調理、盛り付け、食器洗い、清掃などに
なります。餃子が看板商品ですが、その他に定
食、麺類、ご飯物、揚げ物、サイドメニュー、デ
ザートなどの調理もあります。

岩手県宮古市大通４丁目
４－２０　２Ｆ

株式会社　マルセ
イユ　大阪王将宮
古店雇用期間の定めなし

又は10時00分～20時00分の
間の4時間

岩手県宮古市


