
(1) 8時00分～12時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4567771

(1)13時00分～17時30分
780円～780円

パート労働者 59歳以下 03030- 4570071

(1)10時30分～15時00分
800円～800円

パート労働者 59歳以下 03030- 4571371

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4556671

(1) 8時00分～12時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4557571

(1) 8時00分～14時00分
750円～750円 (2)12時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 4558471
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～15時00分
738円～738円

パート労働者 不問 03030- 4560971
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
（ＡＴ限定不可） (1)13時30分～20時30分

750円～800円

パート労働者 不問 03030- 4563371

(1) 9時00分～16時00分
普通自動車免許一種 923円～953円

パート労働者 不問 03030- 4555371

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4545171
普通自動車免許一種

（通勤用）
760円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 4548671

(1) 9時00分～12時00分
738円～738円 (2) 9時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 4549571

(1) 8時00分～15時00分
738円～738円 (2) 8時00分～14時00分

パート労働者 不問 03030- 4487771

(1)23時00分～ 8時00分
738円～738円

パート労働者 18歳以上 03030- 4488871

(1)17時00分～20時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4491371

(1) 9時00分～15時00分
738円～738円

パート労働者 59歳以下 03030- 4493571
普通自動車免許一種

（通勤用）
770円～800円

パート労働者 64歳以下 03030- 4495771
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 9時00分～15時00分
740円～770円

パート労働者 64歳以下 03030- 4496871
1

清掃員

2人

営業課に配属され、施設内の清掃業務に従事して
いただきます。チェックアウト後の客室や階段、
廊下等の清掃が主な仕事になります。清掃業務は
１日５～６名でおこなっております。

岩手県宮古市田老字向新
田１４８

株式会社　グリー
ンピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員

2人

調理課に配属され、宿泊者や団体の方への食事、
レストラン、宴会で提供する食事の調理、盛り付
けがおもな仕事になります。調理業務は５～６名
でおこなっております。＊調理業務経験があれば
尚可

岩手県宮古市田老字向新
田１４８

株式会社　グリー
ンピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし

又は13時00分～21時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

食品加工

2人

主に、加工食品（海産物を使用したおつまみや、
茎わかめ、きくらげなどの珍味）の製造作業から
包装作業までを担当していただきます。この他、
調味液の包装作業などもあります。業務経験がな
い方からの応募も可能です。

岩手県宮古市津軽石第１
３地割３１６番地１

フードパック　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃（水産部門）

2人

水産部門のバックヤードでの清掃業務となりま
す。床の清掃や、まな板等器具の洗浄・片づけ、
魚のアラの処理等廃棄物の片付け、その他付随す
る業務をお願いします。＊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

販売員（根市店）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

岩手県宮古市

販売員（根市店）８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。商品発注は、適性を見ながら
指導いたします。３～４名で業務を行っておりま
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

岩手県宮古市

電子部品組立又は検査作業
≪急募≫

5人

電子部品組立作業は指サックを使用し手作業業務
となります。様々な大きさの部品を担当毎に行っ
ていきます。検査作業は、組立した部品を拡大
鏡、実体顕微鏡を使用し、チェックします。どち
らの作業も主にイスに座って行う仕事です。適正

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

データ入力・整理業務

1人

工場の各部門から提出される生産日報のデータ入
力を行います。また、データの取りまとめや、
データ整理も行っていただきます。※データ整理
にマイクロソフト・エクセルを使用するため、エ
クセルを使用できる方を希望します。

岩手県下閉伊郡山田町石
峠３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

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

又は 8時30分～17時30分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（サーティワンアイ
スクリーム）

1人

アイスクリームのトッピングと販売および、ク
レープの調理と販売の仕事です。販売に係る接客
業務、レジ業務、店内清掃等の雑務も伴います。
レジについては、勤務シフトにより締め操作をお
願いすることがあります。勤務時間や休日など相

岩手県宮古市栄町３－３
５（キャトル宮古内）

サーティワン　ア
イスクリーム

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～20時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

仮設住宅等入居者等の健康
支援員（非常勤職員）

1人

健康福祉課での勤務となります。町内の仮設住宅
にお住まいの入居者を訪問し、健康相談や健康指
導などを行います。外出、訪問の際は公用車を使
用します。数名での業務となります。

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

正看護師、准看護師、
保健師免許のいずれか

飲食サービス係

1人

宴会・朝食・夕食のテーブルクロス掛け等の会場
準備、給仕飲食のサービス業務を行います。ま
た、必要に応じてホテル内での清掃、料理の盛
付、後片付け、社有車にて法事ご会食配達等もし
ていただきます。＊６ヶ月毎の更新＊接客経験者

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字府金４８

株式会社　岩泉総
合観光

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は12時00分～20時00分の
間の7時間

岩手県下閉伊郡岩泉町

生産管理補助および運搬業
務

1人

生産管理の指示のもと、作業を行います。部材の
入出荷作業（検品、数量チェック、パソコンでの
入出庫管理）。製造工程で使用する部材の準備及
び移動作業、工場内の整理整頓。市内倉庫との部
材運搬業務（ＡＴ社用車使用）・１０ｋｇ前後の

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

清掃作業員／河南地内

2人

日常清掃作業に従事します。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。その他トイレ内の清掃、トイレット
ペーパーの交換・補充も行っていただきます。

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

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

岩手県宮古市

清掃作業員／小山田地内

1人

日常清掃作業に従事します。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。その他トイレ内の清掃、トイレット
ペーパーの交換・補充も行っていただきます。

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

清掃作業員／新川町地内≪
急募≫

2人

日常清掃作業に従事します。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。その他トイレ内の清掃、トイレット
ペーパーの交換・補充も行っていただきます。

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

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

販売員≪急募≫

2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

事業所名
求人番号

青果担当／豊間根店

1人

びはん豊間根店において、青果部門を担当してい
ただきます。野菜、果物などの商品のパック詰
め、値段ラベル貼り、陳列などをおこないます。
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、お問い合わせ下さい。

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）

岩手県下閉伊郡山田町

     （11月13日時点の内容です）

　　１１月６日　から　１１月１３日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は　１１月２２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１１月１６日発行  



普通自動車免許一種
（通勤用） (1) 8時00分～17時00分

738円～738円

パート労働者 不問 03030- 4499171
美容師

738円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03030- 4501871

738円～900円

パート労働者 不問 03030- 4502271

(1)17時00分～22時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4503971

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4504171

(1) 8時00分～12時00分
750円～1,000円 (2)12時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 4513071

(1) 6時00分～11時00分
750円～1,000円 (2) 7時00分～12時00分

(3)12時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 4514371

(1) 8時00分～12時00分
740円～800円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 4515671

780円～780円

パート労働者 不問 03030- 4518771

(1) 8時00分～12時00分
750円～750円 (2)12時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 4522371

1,200円～1,500円

パート労働者 不問 03030- 4534771

820円～820円

パート労働者 不問 02020-17222271

840円～840円

パート労働者 不問 02020-17223971

(1) 7時00分～12時20分
738円～738円

パート労働者 不問 03030- 4573571
普通自動車免許二種 交替制あり

(1)20時00分～ 3時00分
950円～1,100円 (2)21時00分～ 4時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 4577271

(1) 5時00分～ 9時00分
740円～1,200円 (2) 9時00分～13時00分

(3)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 4578971

2

盛付、調理補助スタッフ

3人

板前さんの元で、盛付や調理を補助的にお手伝い
していただきます。その他、皿洗い等の食器洗浄
も有ります。また、時間帯によっては、ホールで
の接客業務（配膳・レジ・片付け）も有ります。
※調理経験のある方優遇いたします。

岩手県宮古市築地一丁目
１－３８

浄土ヶ浜海舟　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手（運転代行）

3人

運転代行業務に従事していただきます。お客様か
らのご依頼により、車での運搬を行っていただき
ます。普通自動車免許一種のみをお持ちの方は、
お客様の車の運転はありません。


岩手県宮古市磯鶏沖１０
－７（現所在地：宮古市
実田１丁目４－３３）

株式会社元気交通

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パン製造エ

1人

有限会社相馬屋菓子店においてパン製造の業務を
行っていただきます。主にパンの成型、焼き上
げ、加工などを行います。そのほか袋詰め、箱詰
め、ダンボール詰め、調理器の洗浄、清掃等の付
随業務もあります。

岩手県宮古市西町２丁目
３－２７

有限会社　相馬屋
菓子店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

食肉【ファル磯鶏店】７時
～１２時（内４時間半）

1人

食肉加工販売業務全般・食肉のカット、加工・
パック作業及び値付け・商品の品出し及び陳列・
その他付随する業務

青森県八戸市大字長苗代
字前田８３－１

株式会社　ユニ
バース

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 7時00分～12時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

日配【ファル磯鶏店】７時
～１２時（内４時間半）

1人

日配販売業務全般・品出し及び陳列・端末を使用
しての商品管理及び発注業務・その他付随する業
務※日配…牛乳・パン・豆腐など※土日祝日、お
盆・年末年始勤務できる方を希望します。

青森県八戸市大字長苗代
字前田８３－１

株式会社　ユニ
バース

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 7時00分～12時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

菌床椎茸の培養、栽培・収
穫作業

2人

ハウス内での菌床椎茸の培養・栽培・収穫作業。
椎茸菌を接種した菌床ホダの入荷（棚に並べ
る）、出荷準備（袋を取り除く、ケースに入れ
る）、及び、菌床椎茸の栽培（収穫、手入れ）を
行います。収穫は、ハサミで切り取ります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
和野１６９番９

株式会社　ミナカ
ワ　田野畑パック
セン夕ー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

岩手県下閉伊郡田野畑村

美容師

1人

カット、カラー、パーマ、メイクアップ等、美容
業務全般を行っていただきます。その他、電話応
対、店舗清掃、器具・用具の洗浄など付帯業務も
あります。座席数は４席で、予約を優先しており
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

岩手県宮古市

ホール兼調理補助

1人

調理補助（盛り付け等）、食器洗浄、ホール（注
文、配膳）、レジ、店舗内外の清掃など、食堂全
般の業務に従事していただきます。親切丁寧に優
しく指導致しますので、初めての方でも安心して
応募して下さい。

岩手県宮古市田老二丁目
５－１　道の駅敷地内

善助屋食堂

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～21時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

調理（王将）≪急募≫

2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。土日勤務可能な方

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

岩手県宮古市

清掃作業員（王将）≪急募
≫

1人

中華料理店での清掃業務を行っていただきます。
店舗内の床磨きやテーブルふき、厨房内の後片付
け作業、トイレ掃除、ゴミの回収作業等をお願い
します。就業時間は相談に応じます。土・日・祝
日のみの勤務となります。

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 9時00分～12時00分の
間の2時間程度

岩手県宮古市

販売員（大通）≪急募≫

1人

鮮魚類、加工品の店頭販売業務を行っていただき
ます。商品の説明、レジ、袋詰め、品出し、陳列
など、接客業務をメインとした店内業務です。ま
た、地方発送等の対応もあります。就業時間につ
いては相談に応じます。長期勤務可能な方を希望

岩手県宮古市大通三丁目
６－４５

株式会社　佐々由

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

販売員（魚菜）≪急募≫

2人

鮮魚類、加工品の店頭販売業務を行っていただき
ます。商品の説明、レジ、袋詰め、品出し、陳列
など、接客業務をメインとした店内業務です。ま
た、地方発送等の対応もあります。就業時間につ
いては相談に応じます。長期勤務可能な方を希望

岩手県宮古市大通三丁目
６－４５

株式会社　佐々由

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

水産加工員（大通）≪急募
≫

2人

水産加工の業務を行っていただきます。サンマ・
サケ・カレイなどの捌き、干物等の加工処理、計
量、箱詰め作業となります。※就業時間について
は相談に応じます。※長期勤務可能な方を希望し
ます。※勤務態度、能力により正社員への登用制

岩手県宮古市大通三丁目
６－４５

株式会社　佐々由

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

販売員（土日勤務）

1人

接客、レジ、商品の受け渡し、商品の袋詰め、商
品陳列、補充、発注、揚げるなどの簡単な調理、
店内の清掃等の業務を行っていただきます。＊土
日だけのお仕事です。＊未経験者の方も応募可能
です。

岩手県宮古市実田二丁目
２－８

株式会社　三栄

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～22時00分の
間の4時間以上

岩手県宮古市

販売員

2人

魚菜市場店舗において、海産物の販売業務を担当
していただきます。レジ操作、接客応対、商品袋
詰め、品出し、陳列、店舗内清掃等もお願いしま
す。土・日・祝祭日も勤務できる方を希望しま
す。

岩手県宮古市南町１２ー
１７

有限会社　坂兼商
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員

3人

水産物加工作業全般を行います。生の状態のホタ
テ、ウニ、鮮魚（旬に合わせた魚）の発泡スチ
ロール等への箱詰め作業など行っていただきま
す。作業手順については、指導します。

岩手県下閉伊郡山田町境
田町４９５番地１

貫長水産　株式会
社

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～11時00分の
間の3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町


