
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-  667081

(1) 9時00分～15時00分
738円～822円

パート労働者 不問 03030-  668381

(1)12時30分～20時30分
830円～830円

パート労働者 59歳以下 03030-  670481

(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-  672881

(1) 6時00分～ 9時00分
738円～738円

パート労働者 不問 03030-  676381

(1)23時00分～ 8時00分
738円～738円

パート労働者 18歳以上 03030-  677681

(1)17時00分～23時00分
750円～750円

パート労働者 18歳以上 03030-  678981

850円～850円

パート労働者 59歳以下 03030-  680881

(1)17時00分～22時30分
900円～900円

パート労働者 18歳以上 03030-  686981

(1) 5時30分～11時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030-  687581

1,000円～1,300円

パート労働者 不問 04011-  705281
普通自動車免許一種

(1) 7時30分～ 9時30分
1,000円～1,000円 (2)13時30分～16時30分

パート労働者 不問 03030-  696781

(1)15時30分～19時45分
755円～755円 (2)14時45分～19時45分

パート労働者 不問 03030-  698281

(1)14時30分～21時30分
755円～755円

パート労働者 不問 03030-  699181

(1)16時00分～20時00分
785円～925円

パート労働者 不問 03030-  705381

(1)17時00分～20時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030-  706681

(1) 8時00分～16時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03030-  707981

(1) 8時00分～12時00分
755円～755円

パート労働者 不問 03030-  708581
1

農産部門（４時間）≪急募
≫

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

寿司製造（水産部門）８時
～１６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

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

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

ナイトマネージャー／西ヶ
丘店

1人

コープ西ヶ丘店において、ナイトマネージャーと
して、夜間管理、防犯、施錠、商品管理、施設修
繕、レジ対応などを行っていただきます。土日祝
日勤務可能な方を希望します。雇用期間：１年毎
の更新

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）

岩手県宮古市

ナイトマネージャー／コー
プチェリオ店

1人

コープチェリオ店において、ナイトマネージャー
として、夜間管理、防犯、施錠、商品管理、施設
修繕、レジ対応などを行っていただきます。土日
祝日勤務可能な方を希望します。雇用期間：１年
毎の更新

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）

岩手県宮古市

園バス運転手

2人

当園のバス（ハイエース）の運転業務（朝昼両
方）をしていただきます。２０名程度の送迎で、
添乗員が同乗します。主なコースは、園から松
山・近内方面、園から崎山方面となります。その
他、バスのメンテナンス、洗車なども行っていた

岩手県宮古市西町３丁目
３－２６

学校法人　岩手キ
リスト教学園　認
定こども園　宮古
ひかり

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

     （2月8日時点の内容です）

　　２月５日　から　２月８日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　２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
事業所名
求人番号

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

クリンクルー（９時～１５
時）≪急募≫

1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

レジチェッカー・品出し
（１２時３０分～）

1人

主に業務用の容量の多い食品などを取り扱ってい
るスーパーになります。商品の陳列、品出し、包
装、レジ操作会計、接客等を行います。初めての
方でも指導しますのでご応募下さい。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第２地割４８番地４

株式会社　マルイ
チ　業務スーパー
山田店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

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）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）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

雑貨等の販売

1人

当店では医薬品、化粧品、雑貨、食料品等を取り
扱っています。店内でのレジ打ち、接客、清掃
等、販売に関わる業務を行っていただきます。ま
た、主に雑貨や食料品コーナーの商品補充や陳列
作業もあります。＊長期勤務できる方希望します

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

株式会社　ツルハ
ドラック岩手山田
店雇用期間の定めなし

又は17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

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

（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

◎ 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３０年２月１５日発行  



(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-  709481

(1)13時00分～20時15分
738円～738円

パート労働者 不問 03030-  710281
変形（１年単位）
(1) 9時00分～16時00分

884円～884円

パート労働者 不問 03030-  711181

(1)10時00分～16時10分
738円～760円 (2)10時00分～15時10分

パート労働者 不問 03030-  716581

800円～800円

パート労働者 不問 03030-  718781
普通自動車免許一種

800円～900円

パート労働者 不問 03030-  691381

(1)17時00分～22時15分
760円～760円

パート労働者 不問 03010- 3861081

(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- 3864981

(1)13時00分～17時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030-  722381
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-  724981

(1) 9時30分～15時30分
760円～760円

パート労働者 不問 03030-  726481

(1)10時00分～15時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030-  727781

(1) 9時00分～17時00分
800円～800円

パート労働者 不問 04010-11262881
普通自動車免許一種
（自家用車使用） (1) 9時00分～18時00分

1,300円～1,500円

パート労働者 不問 13040-19240481

800円～800円

パート労働者 不問 23020-12120481

2

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

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

東日本交通株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

２ｔトラックの運転が
できる方

岩手県宮古市

給食車運転手（新里）≪急
募≫

1人

新里地区の給食センターから宮古市内の学校への
給食の配送と回収業務を行います。その他に積み
込み、清掃等の業務もあります。台車に乗せられ
ている給食を運搬しますので、重量物の持ち上げ
等はほとんどありません。助手と２名での運行と

普通自動車免許一種、
準中型自動車免許（Ｈ
２９．３．１２以降免

許取得の方）

宮古市田老字新田平１６
－１３

海藻類加工員≪急募≫

1人

海藻類（わかめ、昆布、まつも等）の加工、わか
めの芯とり、袋詰め、まつも袋詰め等を行いま
す。年に１、２回物産展（花巻まつりなど市外を
含む）があり、その際は接客販売を行います。※
市外の物産展の場合、泊（１泊程度）を伴う場合

岩手県宮古市和見町３－
７

有限会社　川原田
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売・調理スタッフ

1人

ファーストフード（ハンバーガー類）の接客、販
売、レジ、調理、洗浄、店内清掃など、その他附
随する業務。（２時間程度、閉店作業業務を中心
に行っていただきます。）ニンテンドーＤＳを
使った新しいトレーニング手法です。未経験者で

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）
又は 6時00分～ 2時00分の
間の2時間以上

岩手県宮古市

事務職

1人

簡単な経理（会計仕分等）、労務管理、銀行関
係、庶務等の事務業務全般を行っていただきま
す。パソコンを使用し、会計ソフトへの入力、文
書作成等を行っていただきます。初心者の方にも
丁寧にお教えいたします。経理事務経験者は優遇

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

パソコン操作（ワード、エ
クセル）

又は 8時30分～17時30分の
間の3時間以上

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

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
地

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

青果担当／オール店

1人

びはんオール店において、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

銀行事務

2人

岩手銀行岩泉支店において、銀行事務（銀行後方
事務、窓口業務、その他付随する業務）を行って
いただきます。＊担当業務、金融機関勤務経験等
により時間給を決定します＊金融機関経験者の方
は優遇します

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字太田３５

株式会社　岩手銀
行　岩泉支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 9時00分～17時00分の
間の5時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務補助員／配電課・運用
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

ホール係　１０時～

1人

蛇の目本店（寿司店）にてホール係を募集しま
す。ご来店のお客様を席へ案内し注文を取り、料
理や飲み物を運びます。その他、レジ・電話応対
と後片付けや清掃等の作業があります。＊経験者
優遇・接客が好きな方歓迎します。☆★まかない

岩手県宮古市栄町２－８ 有限会社　蛇の目
本店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃及び簡単な修理作業
［宮古市］

2人

・病院の病室のベット脇にあるテレビ・冷蔵庫付
の木製キャビネット（床頭台）の清掃及び簡単な
修理作業（誰にでもできます）＊問題なければ
６ヶ月毎に更新し、最長で５年間勤務可能

宮城県仙台市若林区伊在
字白山前３６－２

株式会社　パース
ジャパン　東北営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

アルバイト・太陽光発電所
の運営管理／宮古市

1人

太陽光発電所の建設及び作業に関する現地での活
動サポート（自家用車による直行直帰）。会議の
調整及び出席、プロジェクトでの申請書作成およ
び届出、地元関係者との関係構築及び維持、現場
の進捗管理及び報告。地主との連絡調整。

東京都港区芝公園１－３
－１　留園ビル６階

ソネディックス・
ジャパン株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

電力技術関連の経験、
知識があれば尚可。

ワード、エクセル、メール
ソフト

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


