
(1) 9時00分～15時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03010- 7492481
交替制あり
(1) 8時00分～12時00分

800円～800円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 03010- 7493781

(1)14時30分～22時30分
755円～755円 (2)13時30分～21時30分

パート労働者 18歳以上 03030- 1233081

(1) 9時00分～17時00分
755円～755円 (2) 8時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 1234381
変形（１年単位）
(1) 9時00分～15時00分

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1236981

(1)16時00分～20時00分
755円～755円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1237581

(1)16時00分～20時00分
785円～785円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1238481

(1) 8時30分～12時30分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 1239781

(1) 5時00分～ 8時00分
850円～900円

パート労働者 不問 27080- 8403281

(1) 8時30分～12時30分
850円～850円

パート労働者 59歳以下 03030- 1221781
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- 1223281
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

750円～800円

パート労働者 不問 03030- 1224181

1,000円～1,300円

パート労働者 不問 13080-24159781

(1)12時00分～15時00分
740円～740円

パート労働者 不問 03030- 1218381

800円～850円

パート労働者 不問 03030- 1204481

850円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1206881

(1) 9時00分～15時00分
738円～738円 (2) 9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 1207281

(1) 8時00分～13時00分
740円～740円

パート労働者 不問 03030- 1208181

1

     （3月16日時点の内容です）

　　３月１２日　から　３月１６日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　３月２９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

一般事務（宮古支店）

1人

宮古支店において以下の業務を担当していただき
ます。当社は、水道関連の製品・部材を取り扱っ
ている卸売業者です。主な仕事は、受発注伝票入
力業務（パソコン）、電話対応、来客対応、それ
らに付随する一般事務となります。＊制服は貸与

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南３－９－７

株式会社　藤村商
会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作 岩手県宮古市

商品入出庫作業（宮古支
店）

1人

宮古支店において以下の業務を担当していただき
ます。当社は、水道関連の製品・部材を取り扱っ
ている卸売業者です。主な作業は、出庫商品の棚
からのピッキングと入庫商品の棚入れです。ま
た、商品引取のお客様への品揃となります。尚、

岩手県紫波郡矢巾町流通
センター南３－９－７

株式会社　藤村商
会

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≪急募
≫

1人

宮古ショッピングセンター　マリンコープＤＯＲ
Ａ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、施設修繕その他付随
する業務となります。土、日、祝日勤務できる方
を希望します。１年毎の契約更新

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

事務員

1人

マリンコープドラ店舗内事務所において事務業務
に従事していただきます。電話・来客応対、パソ
コンを使用してのデータ入力、書類整理やファイ
リング、その他付随する業務を行っていただきま
す。◆土・日・祝、勤務できる方希望◆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

事務職

1人

マンションの建築内装工事で使用する造作材の生
産部所において、生産に係わる事務全般を行って
いただきます。その他、電話対応・来客対応の業
務があります。事務経験、パソコン操作に不安が
ある方も指導いたしますので応募ご相談くださ

岩手県宮古市大字田鎖１
地割６番１

丸石商事株式会社
宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

農産係

2人

農産部門での果物・野菜の商品づくり。規格に合
わせて、果物や野菜の計量・カット作業・袋詰
め・パック詰め、品質・温度管理、値段ラベル貼
り、商品の陳列や補充などを行います。また清掃
など付帯業務もあります。土日祝日勤務出来る方

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

サービス係（レジ担当・午
後）≪急募≫

2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

サービス係（レジ担当・午
前４Ｈ）≪急募≫

2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

厨房補助員（大成建設磯鶏
宿舎）

2人

○寮内の簡単な調理のお手伝いの仕事です。○皿
洗いなどのお仕事なので経験不問。○６０歳以上
の方の応募も歓迎します。

堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員及び検査補助員

1人

【通常の業務】院内で患者さんの受付、呼び出
し、誘導、カルテ運び、検査の介助などをしてい
ただきます。その他、電話、来客対応がありま
す。検査の補助は患者さんの介助や検査機械の設
定などになります。【手術日の業務】手術室の外

岩手県宮古市栄町１－１
４

医療法人　山下眼
科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

積込み作業

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、積み込み・商品仕分け作業をして
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

調理補助

1人

ホテルの調理場にて、調理師の指示のもと、料理
の下ごしらえ、盛付、後片付け等を行っていただ
きます。町内の店舗へ食材の仕入れに行っていた
だくこともあります。（社用車使用）＊６ヶ月毎
の更新

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 9時00分～20時00分の
間の7時間

岩手県下閉伊郡岩泉町

ホームページ制作と維持管
理≪岩手分室・宮古駅７分

2人

ホームページ制作と維持管理。・ＤｒｅａｍＷｅ
ａｖｅｒ・Ｆｉｒｅｗｏｒｋｓ等の専用ソフトを
使います。＊未経験の方も応募可。パソコン基本
操作ができれば、専用ソフトの操作はＯＪＴで指
導いたします。＊ホームページの作成経験がある

東京都新宿区新宿７丁目
２６－５３－１００９

ラピス株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 9時00分～18時00分の
間の6時間以上

岩手県宮古市

・ＰＣ基本操作（必須）
・ファイヤーワークス、ド
リームウェーバーの知識あ

れば尚可

ホール係兼調理補助

1人

土日祝のランチタイムのお手伝いをお願いしま
す。ホール業務・調理補助全般。和洋食の日替わ
りランチ・パスタや珈琲等をお客様に提供する為
に、ホール内での接客・注文受けやレジ操作、食
材の切り方や盛付け等の簡単な調理補助、食洗機

岩手県宮古市長根２丁目
７－１７

ＬＵＮＡ　Ｃａｆ
ｅ　前川　明美

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員

2人

店内でのレジ打ち、接客、品出し、清掃等販売に
係る業務。医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱って
います。店舗内で商品に関する勉強会などを実施
しており、また部門ごとに担当者もいますので、
経験、知識がなくても心配ありません。＊土日祝

岩手県宮古市保久田８－
５

株式会社　ツルハ
ドラッグ　宮古中
央店雇用期間の定めなし

又は16時00分～22時00分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

指導員／花輪学童の家（短
期）≪急募≫

1人

各学童の家において、児童（小学校低学年）の指
導、安全管理等を行います。児童と一緒に運動な
ども行います。児童数は６０名程度です。教員免
許、保育士資格お持ちの方は優遇します。雇用期
間は、春休み期間の３月中旬～４月上旬の予定で

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 7時30分～18時30分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

基盤加工員

3人

主にＡＶ機器の電子部品組込み、手挿入と分割作
業を行っていただきます。手作業となります。初
めての方でも責任をもって作業していただければ
指導いたしますのでご応募下さい。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１０５－４

有限会社　八千代
ＴＥＣ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

調理スタッフ／仕出しいっ
ぷく

2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

◎ 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３月２２日発行  



普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可） (1) 9時00分～16時30分

1,455円～1,546円

パート労働者 不問 03030- 1209081
交替制あり

900円～1,200円

パート労働者 不問 03010- 7093081

(1)13時00分～17時00分
1,500円～2,000円 (2)19時00分～21時00分

パート労働者 不問 03080- 1197881

(1) 4時00分～ 6時00分
800円～850円 (2)16時00分～18時00分

パート労働者 18歳以上 27080- 7897381

2

厨房補助員（大沢第二寮）
【岩手県】

2人

【主な業務】・厨房内の簡単なお仕事です。・皿
洗い、盛付等

堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

婚活パーティーでの受付お
よび司会進行（大船渡・釜

3人

婚活パーティー当日における、下記の業務を担当
していただきます。・会場のテーブル・椅子など
のセッティング、参加者の受付（現金取扱あ
り）、パーティーの司会進行、会場の整理、銀行
への預金入金等◎事前研修を行いますので、未経

岩手県大船渡市猪川町字
下権現堂１０２ー２

婚活支援サービス
恋の予感

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）「建設」

5人

＊足場シート貼り等＊社内での雑務、現場での写
真撮り、採寸等＊その他、上記に関連する業務※
朝、会社へ集合し相乗りで移動します。（３人一
組）・フルタイムでの就労も可能（就業時間等相
談に応じます）

岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５号【求
人票送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分の
間の4時間

岩手県宮古市

普通土木作業員「建設」

5人

土木作業業務全般に従事していただきます。道
路、水路、上下水道等において、手作業による整
地、コンクリートの練りや充填、側溝付けなどの
構造物の設置等の作業を行います。有資格者の方
には重機操作も行っていただきます。現場間の移

岩手県下閉伊郡岩泉町二
升石字坂の下３－１

有限会社　三上建
設

雇用期間の定めなし

土木作業経験（必須） 岩手県下閉伊郡岩泉町、田野畑村


