
(1)17時00分～22時00分
850円～850円

パート労働者 不問 02020-16466071
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)16時00分～ 0時00分
1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010-25814271

(1)23時00分～ 0時00分
1,040円～1,040円

パート労働者 18歳以上 03010-25815971
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)16時00分～ 0時00分
1,000円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03010-25816171

(1) 7時00分～16時00分
738円～738円 (2)17時00分～22時15分

パート労働者 不問 03010-25945171

(1) 9時00分～15時00分
738円～738円

パート労働者 不問 03030- 4335971

(1) 7時00分～12時00分
850円～850円 (2)15時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 4342271

(1) 5時30分～10時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4373471
変形（１年単位）
(1) 9時00分～15時00分

740円～800円

パート労働者 不問 03030- 4377971

800円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 4381771
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- 4382871

780円～780円

パート労働者 不問 03030- 4387371

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4389571

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4390871

(1)16時00分～20時15分
738円～738円 (2)17時00分～20時15分

パート労働者 不問 03030- 4394071

(1)13時00分～20時15分
738円～738円

パート労働者 不問 03030- 4395371

(1)17時00分～21時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 4399771

(1)15時00分～19時00分
785円～785円 (2)16時00分～20時00分

(3) 9時00分～13時00分

パート労働者 不問 03030- 4401571
1

サービス係（レジ担当）
≪急募≫

3人

レジ接客業務全般に従事していただきます。バー
コード読込み、レジスター操作、商品代金の精算
（自動精算機を使用）を行います。また、組合員
カードの読込み、レジ袋の確認、配布、エコバッ
クへの商品袋詰めなど、その他付帯した業務とな

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

惣菜係（１７時～２１時）

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

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

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

グロサリー部門

1人

グロサリー部門での業務となります。調味料・
ジュース・お菓子・日用品等の商品について、品
出し、補充、陳列を行います。初心者の方でも歓
迎します。ご応募お待ちしております。＊初心
者、６０歳以上の方歓迎＊経験者優遇致します◆

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

月以上）
又は 7時30分～22時00分の
間の6時間

岩手県宮古市

青果部門

2人

青果部門での業務となります。商品のパック詰
め、袋詰め、値付け、商品陳列、ＰＯＰ、売価変
更等。作業場、店舗内の清掃及び整理整頓、その
他付随する業務をお願いします。初心者の方でも
歓迎します。ご応募お待ちしております。＊初心

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

月以上）
又は 8時00分～19時00分の
間の6時間

岩手県宮古市

倉庫業務

1人

ケーズデンキ宮古店において、倉庫業務に従事し
ていただきます。商品の荷受けや配送管理となり
ます。伝票をもとに商品の確認や翌日分の入荷確
認などを行います。パソコンを使いますが難しい
操作はありません。重い商品を持つことがありま

岩手県宮古市宮町４丁目
２－２７

株式会社　デン
コードー　ケーズ
デンキ　宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 9時20分～20時10分の
間の5時間程度

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

ガソリンスタンド販売員
（船越ＳＳ）

2人

山田町船越のガソリンスタンド店において、主に
車両への給油業務、応対サービス、窓ふき、洗車
などに従事していただきます。就業時間は１日３
時間程度となり、固定時間で相談可能です。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～19時30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（９：００
～）

3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

ホテル朝食係≪急募≫

2人

宿泊したお客様の朝食作り、盛付け、配膳、後片
付け、清掃、買い物を行っていただきます。買い
物は週数回程度、徒歩範囲に契約店があり、買い
物した食材などは契約店からの配達となります。
調理業務経験があれば尚可

岩手県宮古市和見町５－
１

ブリーズベイオペ
レーション６号　株
式会社（ホテル宮古
ヒルズステーション
店）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員

1人

ガソリンスタンド店内での業務全般に従事してい
ただきます。店頭において、お客様への応対・
サービスをおこなっていただきます。おもに車両
の誘導、給油、窓ふき、会計、その他付帯する業
務となります。

岩手県宮古市根市２－３
３－２

株式会社丸光商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

加工従業員（パート）

3人

当組合加工場において、わかめ・昆布・ふのり・
ひじき等の海藻類を原料として、塩蔵品や乾燥物
の加工・製造作業を行います。わかめ・昆布につ
いては等級別の選別作業も行います。また、袋詰
めから製品出荷までの作業も担当します。

岩手県宮古市田老三丁目
２番１号

田老町漁業協同組
合（加工場）

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
（岩手岩泉店）

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４２６番

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（１６時～／

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16時00分～ 0時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

清掃スタッフ（宮古店）

2人

パチンコホールの清掃業務・ホール床の拭き掃き
作業・パチンコ台ガラスの清掃、灰皿清掃・トイ
レ清掃・その他、関連する業務及び指示された業
務＊当店の閉店後業務としての作業です。

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）

岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（１６時～／

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16時00分～ 0時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

レジ【ファル磯鶏店】
１７：００～２２：００

1人

レジ業務全般・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・包装・金
銭の受け渡し・売上金額の集計・その他付随する
業務※土日祝日、お盆、年末年始勤務できる方

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）

岩手県宮古市

     （11月2日時点の内容です）

　　１０月３１日　から　１１月２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　１１月１６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９日発行  



850円～850円

パート労働者 18歳以上 03030- 4402471

(1) 8時00分～16時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 4403771
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- 4407171
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- 4410571

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 4412771

(1)10時00分～15時00分
850円～950円 (2)17時00分～21時00分

(3)22時00分～ 1時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 4414271
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- 4417071
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- 4418371
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 4420771
美容師

738円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 4422271
普通自動車免許一種 交替制あり

(1) 6時00分～12時00分
793円～793円 (2)13時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 4425071

(1) 6時00分～ 9時00分
738円～738円

パート労働者 不問 03030- 4427671

(1)17時00分～23時00分
738円～738円

パート労働者 18歳以上 03030- 4429471
介護職員初任者研修
普通自動車免許一種

1,000円～1,400円

パート労働者 不問 03030- 4432171
看護師または准看護師

(1) 8時30分～12時30分
雇用期間の定めなし 1,200円～1,500円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 4436571

738円～738円

パート労働者 不問 03030- 4440171

738円～738円

パート労働者 不問 03030- 4441071

(1)16時00分～21時00分
785円～925円

パート労働者 不問 03030- 4442371

(1)17時00分～22時30分
900円～900円

パート労働者 18歳以上 03030- 4443671

(1) 5時30分～11時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 4444571

(1)14時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 750円～850円

パート労働者 不問 03030- 4449971
2

ホール兼調理補助（つぼ
八）≪急募≫

2人

ホールでは注文取り、配ぜん、片付け、レジ業務
等のお客様対応等になります。調理補助では、飲
み物作り、食材の仕込み、調理、盛付け、食器洗
い等の調理補助を行います。その他開店前や閉店
後の清掃など店内の雑務全般も行っていただきま

岩手県宮古市近内第４地
割５２－３　ラフィネＡ
１０２

株式会社　マルセ
イユ

雇用期間の定めなし

又は14時00分～ 0時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

水産係（８時～１６時）

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。習熟段階に合わせて指導を行

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

基板加工

3人

基板の加工業務に従事します。２０～３０ｃｍ位
の電気回路基板に手作業で部品を取り付けたり、
取付加工品の検査を行います。教育体制あり、担
当社員の指示のもと基本から業務を覚えていただ
きますので、安心してご応募下さい。

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

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

ホールスタッフ大戸屋宮古
店／１７時～

1人

定食レストラン「大戸屋ごはん処」における接客
全般と清掃業務です。お客様のご案内、注文伺
い、料理提供とサービス、後片付け、店内外の清
掃等をしていただきます。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

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～23時00分の
間の3時間程度

岩手県宮古市

キッチンスタッフ（トマト
＆オニオン）

2人

調理、食器洗浄、仕込み、厨房内清掃等を行いま
す。最初は食器洗浄や清掃業務となります。その
後野菜のカットなどの食材の準備から徐々に調理
を覚えていただきます。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

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）

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

介護職員「介護」

1人

デイサービス業務全般を行います。身の回りのお
世話・食事・排せつ・入浴・移動の介助、リネン
交換・清掃・洗濯などの手助け、レクレーショ
ン、社用車で利用者の送迎を行います。その他付
随する業務をします。利用者は１日１６人程度と

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字中家２０－１０

有限会社　なかむ
ら（デイサービス
センターやすら
ぎ）

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～17時30分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡岩泉町

美容師

1人

当美容室において、お客様のカット、シャン
プー、ブロー、マッサージ、カラーパーマ、その
他に電話対応、店内清掃、タオル等洗濯など美容
室の仕事全般に従事していただきます。資格がな
い方の応募も可能です。

岩手県宮古市黒田町１－
１１

美容室　Ｌｉｅｔ
ｏ

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～16時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

生活支援員（非常勤）

1人

当法人で運営するグループホームの利用者（障が
いをお持ちの方）の生活支援（通院時の送迎、付
添業務等）に従事していただきます。通院時の送
迎エリアは市内です。＊未経験者の方からの応募
も歓迎です。＊見学も可能です。ハローワーク窓

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎４
－１－１１

社会福祉法人若竹
会　自立支援セン
ターウイリー雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

調理員（根市店）

2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。◆短期アルバイト相談可

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）１７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名で業務を行います。●
短期アルバイト相談可

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

看護師「看護」

1人

川原田小児科医院において看護業務全般を行って
いただきます。医師の「指示」に基づき、患者さ
んの診察介助、処置、検査、患者さんへの補足説
明、その他付随する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市小山田二丁
目７番７２号

川原田小児科医院

岩手県宮古市

訪問介護ヘルパー「介護」

1人

要介護者の家庭を訪問し、家事・介護などケアプ
ランに合わせた介護サービスを提供する仕事で
す。就業時間は要介護者の要請に応じて決定いた
します。自宅から要介護者宅に直行し、業務を行
います。移動には、私有車または施設所有車を使

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めなし

又は 7時00分～18時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

工場製造

1人

社内工場にて和・洋菓子の製造補助を行います。
生地の仕込み、成形、焼成、包装等の工程、生地
をこねる工程と製品包装は機械を使用します。ま
た、配達業務を行う方は他にいますが、場合に
よって市内の配達や配達車に同乗し配達業務を手

岩手県宮古市新町１－２
８

有限会社　藤田屋

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～16時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

販売員

1人

当社の販売店において和洋菓子の販売業務に従事
します。お客様の接客、レジ、箱詰めや包装、清
掃などを行います。勤務する店舗については相談
のうえ決定します。＊菓子販売経験あれば尚可で
す。＊普通自動車免許（ＡＴ限定可）あれば尚可

岩手県宮古市新町１－２
８

有限会社　藤田屋

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～16時00分の
間の5時間程度

岩手県宮古市

レジ担当／サービス部門
（１６時～）

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

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

調理補助等

1人

当法人で運営する「鳥もと」において、従業員
（障がいをお持ちの方）と共に、料理の仕込み、
清掃、作業等、その他付随する業務に従事してい
ただきます。６０歳以上の方の応募も歓迎いたし

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

岩手県宮古市



交替制あり
(1) 6時00分～ 9時00分

雇用期間の定めなし 750円～800円 (2) 9時00分～13時00分

パート労働者 不問 03030- 4450371

1,000円～1,300円

パート労働者 不問 04011- 4998271

(1)10時00分～17時00分
750円～750円

パート労働者 不問 05070- 2937671
普通自動車免許一種
（自家用車使用） (1)14時00分～20時00分

1,250円～1,250円

パート労働者 不問 07080- 4345271

(1) 8時30分～15時00分
760円～760円

パート労働者 不問 02020-16266371

(1) 9時30分～15時30分
760円～760円

パート労働者 不問 03030- 4322471

(1)17時00分～22時15分
760円～760円

パート労働者 不問 03010-26125971

(1)10時00分～16時00分
760円～780円

パート労働者 不問 03010-26144371

(1) 8時30分～14時30分
760円～780円

パート労働者 不問 03010-26175171
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- 4451671

(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- 4452571

(1)17時00分～23時00分
738円～738円

パート労働者 18歳以上 03030- 4453471

(1)17時00分～23時00分
738円～738円

パート労働者 18歳以上 03030- 4454771
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1)21時00分～ 4時00分

833円～833円 (2)21時00分～ 2時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 4459071

(1) 9時00分～15時00分
738円～822円

パート労働者 不問 03030- 4460471

822円～822円

パート労働者 不問 03030- 4461771
普通自動車免許一種

（通勤用） (1)13時00分～17時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4466071
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 9時00分～13時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4467371
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 6時00分～ 9時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 4468671

普通自動車免許一種 750円～1,000円
（自家用車使用）

パート労働者 不問 03030- 4471271
歯科衛生士

800円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 4478471
3

販売員≪急募≫／セブンイ
レブン山田中央店

3人

＜仕事内容＞＊店内販売（接客・レジ業務）＊商
品陳列＊商品補充・発注＊フード調理＊店内外清
掃など○アルバイトや副業希望の方も歓迎します
○初めての方でも丁寧に指導いたします

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５一６

株式会社　びはん
センター

岩手県下閉伊郡山田町

（宮古店）店長候補

1人

『ファミリーレストランまるまつ』で接客、調理
作業をマスターしていただき、その後、店舗運営
全般の業務をします。※上司の推薦によって店長
への資格試験を受ける事が出来ます。経験にもよ
りますが６ヶ月～１年程度で店長に昇格できま

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6時間程度

岩手県宮古市

販売補助員（宮古店）

1人

◎商品販売に係る補助業務全般を行っていただき
ます。・来客対応、電話対応、お茶出し等の業
務。・店舗内での販売補助業務。・店舗内の清
掃、整理整頓業務。・その他、付随する雑務等の
業務全般をしていただきます。◆土、日曜日勤務

秋田県湯沢市川連町字掵
の下１５１

株式会社　天治堂

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

賄い作業

1人

○賄い作業（１２～１５人分位）・簡単な食事の
用意（朝食・夕食）・買い出し（自家用車使用）

福島県二本松市金色４２
５－１　Ａ棟２０１

ナック株式会社
二本松営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満） 岩手県下閉伊郡岩泉町

社員食堂での調理・提供業
務（宮古市）

1人

◇社員食堂で調理・提供業務を行っていただきま
す。（２０人程度の食事を１人で調理します）・
カウンターにおいて料理を提供・食器等の洗浄、
片付け作業・厨房内の清掃作業・簡単な事務処理
＊毎年８月１５日に雇用契約更新となります。

青森県八戸市沼館４－７
－１１２

ウオクニ株式会社
八戸営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務補助員／配電課・工事
グループ（９：３０～）

1人

配属先は、配電課です。主に専用システムを使用
した入力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。電話対
応による業務はございません。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

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

ドラッグストアでの販売
（宮古宮町店）

1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４２６番
地

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理員（宮古市）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと入所者
様への食事提供業務、調理、盛り付け、食器洗浄
など＊入所者数：６５名程度＊雇用について　１
年毎の契約更新あり（但し、勤務内容に問題がな
い限り）

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

洗浄員（宮古市）

4人

請負先事業所において、洗浄業務を行っていただ
きます。下膳、食器洗浄（一部食器洗浄機使
用）、調理器具洗浄、シンク周辺の清掃などを
行っていただきます。＊雇用について　１年毎の
契約更新あり（但し、勤務内容に問題がない限

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店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

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

販売員（本町店）８時～

2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

販売員（小本店）１７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名で業務を行います。●
短期アルバイト相談可

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

販売員（本町店）１７時～

2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名で業務を行います。●
短期アルバイト相談可

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

運転手（随伴車）

1人

宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般と
なります。お客様ご依頼地にあわせての随伴車両
運転、接客、乗務記録簿への記載、精算会計、車
両管理等を行っていただきます。＊経験がなくて
もやる気のある方を希望します。＊就業時間、日

岩手県宮古市実田１－１
－１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

運転経験１年以上 岩手県宮古市

クリンクルー（９時～１５
時）≪急募≫

2人

建物清掃全般を行います。依頼の状況に応じて、
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。就業場所により、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）

岩手県宮古市

惣菜担当／オール店

2人

びはんストアオール店において惣菜業務を担当し
ていただきます。お弁当や揚げ物などの調理、商
品の品出し業務のほか、商品の補充、陳列等をお
ねがいします。雇用期間は１年毎の更新となりま
す。

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 8時00分～16時00分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

販売員／１３時～

1人

コンビニエンスストアでの販売業務全般となりま
す。店内での接客やレジ、商品の陳列補充、店内
外の簡単な清掃等を行っていただきます。接客が
好きな方からのご応募を歓迎します。○長期勤務
できる方希望

岩手県下閉伊郡山田町大
沢６－７－５

ローソン　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

販売員／９時～

1人

コンビニエンスストアでの販売業務全般となりま
す。店内での接客やレジ、商品の陳列補充、店内
外の簡単な清掃等を行っていただきます。接客が
好きな方からのご応募を歓迎します。○長期勤務
できる方希望

岩手県下閉伊郡山田町大
沢６－７－５

ローソン　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

販売員／６時～

1人

コンビニエンスストアでの販売業務全般となりま
す。店内での接客やレジ、商品の陳列補充、店内
外の簡単な清掃等を行っていただきます。接客が
好きな方からのご応募を歓迎します。○長期勤務
できる方希望

岩手県下閉伊郡山田町大
沢６－７－５

ローソン　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

訪問介護職員「介護」

1人

利用者様宅での訪問介護サービス業務を行いま
す。ケアプランに合わせた食事・移動・入浴・排
泄等の介助や、掃除・洗濯・調理・食器洗い等の
日常生活援助など全般的な業務を行います。利用
者様宅へは直行・直帰となり、自家用車を使用し

岩手県宮古市八木沢第５
地割８５番地１

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう

雇用期間の定めなし

又は 6時00分～21時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

介護職員初任者研修
又は介護福祉士

歯科衛生士（２）

1人

院内において、歯科衛生士業務に従事していただ
きます。医師の補助業務、器具の消毒や準備、片
付け、患者対応、口腔衛生指導、予防処置、院内
清掃、その他付随する業務をお願いします。＊経
験者優遇

岩手県宮古市宮町一丁目
１－４６

坂下歯科医院

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～18時30分の
間の4時間以上

岩手県宮古市



(1) 8時00分～12時00分
800円～800円 (2) 9時00分～13時00分

パート労働者 不問 03030- 4479771

780円～780円

パート労働者 不問 03030- 4480971

780円～780円

パート労働者 不問 03030- 4481171

810円～810円

パート労働者 不問 03030- 4482071

1,400円～2,500円

パート労働者 不問 11030-37963171

800円～800円

パート労働者 不問 23020-80504771

4

事務

1人

店舗内事務室において、パソコン使用し伝票入力
（専用ソフト）、伝票整理、書類作成、ファイリ
ング、電話対応等になります。１名での業務にな
ります。

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

水産担当／オール店

3人

びはんストアオール店において、水産業務を担当
していただきます。鮮魚等の加工、パック詰め作
業のほか、商品の補充、陳列などをおねがいしま
す。雇用期間は１年毎の更新となります。

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 8時00分～16時00分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

水産担当／豊間根店

1人

びはんストア豊間根店において、水産業務を担当
していただきます。鮮魚等の加工、パック詰め作
業のほか、商品の補充、陳列などをお願いしま
す。雇用期間は１年毎の更新となります。

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 8時00分～16時00分の
間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

レジ担当／オール店

2人

びはんストアオール店において、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 8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

子ども英会話講師［宮古市
／宮古教室］

1人

直営の教室にて、幼児から高校生までの子どもを
対象に英会話のレッスンをしていただきます。・
英会話レッスン、文法レッスンの提供・会員、保
護者対応・各種イベント案内・欠席者の電話入
れ・手紙配布・授業参観・教室清掃・ペーパー

埼玉県さいたま市大宮区
下町１丁目５０番地

イッティージャパ
ンイースト株式会
社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は14時00分～22時00分の
間の3時間以上

岩手県宮古市

日常英会話程度の語学
力がある方

店舗スタッフ（ゲオ宮古長
町店）

3人

接客を中心とする店舗運営業務全般（レンタルＤ
ＶＤ・コミックなどの貸出及び返却、ゲームソフ
ト・ＤＶＤなどの販売及び買取）※不明な点は面
接時にお尋ねください。

愛知県名古屋市中区富士
見町８番８号

株式会社　ゲオ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時30分～ 0時30分の
間の4時間以上

岩手県宮古市


