
(1) 7時00分～14時00分
863円～863円

パート労働者 不問 02020- 6298281

(1) 4時30分～10時00分
740円～740円

パート労働者 不問 03030- 1664781

(1)16時30分～ 0時30分
750円～750円

パート労働者 18歳以上 03030- 1654581

(1)13時00分～17時00分
740円～740円

パート労働者 不問 03030- 1657881

(1) 7時00分～15時00分
738円～738円

パート労働者 不問 03030- 1658281

(1) 6時00分～ 8時00分
750円～750円 (2)10時00分～16時00分

(3)16時00分～19時00分

パート労働者 不問 03030- 1659181

(1) 9時00分～16時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 1636381

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 1644381

738円～738円

パート労働者 不問 03030- 1648481
トリマー

普通自動車免許ＡＴ (1) 9時00分～18時00分
738円～750円 (2) 8時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 1650081

(1) 6時00分～ 8時00分
1,250円～1,500円

パート労働者 不問 03030- 1634181

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 1615781

(1)16時00分～ 0時00分
850円～850円

パート労働者 18歳以上 03030- 1617281

750円～750円

パート労働者 不問 03030- 1620981
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～15時15分
750円～900円

パート労働者 不問 03030- 1600181

900円～1,100円

パート労働者 18歳以上 03030- 1603681
フォークリフト免許

(1) 9時00分～16時00分
750円～800円

パソコン操作
（入力程度）

パート労働者 不問 フォークリフト荷役 03010- 9810181
交替制あり

1,000円～1,133円

パート労働者 不問 03010- 9621481

1

入荷商品の格納、出荷商品
のピッキング、小分け作業

1人

宮古営業所において以下の業務を担当していただ
きます。
・入荷商品の格納
・商品を引取りに来た酒販店への商品引渡し


岩手県紫波郡矢巾町大字
西徳田第８地割９７－１

国分東北　株式会
社　岩手支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ホールスタッフ及び調理補
助

2人

居酒屋でのホール係と調理補助業務となります。
ホール係はお客様の注文取り、配膳、片付け、レ
ジ操作等となります。調理補助として野菜カット
や調理の下ごしらえ、盛り付け、食器洗浄となり
ます。その他に店内の清掃等付随する業務を行っ

岩手県宮古市大通４丁目
１－４

居酒屋　大将

雇用期間の定めなし

又は16時00分～ 0時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

世話人

1人

グループホームにおいて、入居者１９名の生活支
援を行います。知的、精神障がいがある入居者へ
の食事作り、通院介助、買い物支援を行っていた
だきます。外出の際は社用車を使用していただき
ます。

岩手県宮古市田老字西向
山１２１－６

社会福祉法人　翔
友　みやこライフ
ステーション雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

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

ホール兼調理（つぼ八）

5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。調理では、飲み物
作り、食材の仕込み、調理、盛付け、食器洗い等
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す。

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

岩手県宮古市

洗い場兼雑務（つぼ八）

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
す。

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／藤原埠頭

15人

フェリー船内の客室、飲食フロアー、浴室、トイ
レ、ホールの清掃業務に従事していただきます。
おおよそ１２名での作業を予定しています。直行
直帰となりますので、自力で通勤できる方を希望
します。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

トリマー又は販売員兼グ
ルーマー

1人

ペットショップにおける業務全般に従事していた
だきます。接客、電話対応、トリマーとしてトリ
ミング全般、生体＆グッズ販売等。販売員兼グ
ルーマーとしてグルーミング、シャンプー、ブ
ロー、爪切、生体＆グッズ販売、他清掃等付随す

岩手県宮古市小山田２丁
目２－１　マりンコ－プ
ＤＯＲＡ２階

ＯＮＥ’Ｓ工房

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売員

1人

接客、ＰＯＳレジ操作、商品陳列、補充、商品袋
詰め、一部値付け、配送車の荷受、店舗内の清掃
業務等を行っていただきます。小さな商店のため
作業は特定できませんので、その他店内全般の業
務となります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
浜岩泉１１６番地

株式会社　牧原商
店

雇用期間の定めなし

又は 8時30分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡田野畑村

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。

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

月未満）
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

電子機器の組立作業員

2人

センサーの組立業務に従事していただきます。主
に手作業でプラスチックケースに部品を取り付け
る仕事です。簡単な作業から行っていただきます
ので、未経験の方も安心してご応募下さい。

岩手県宮古市大字津軽石
１９－１８

有限会社宮町電子

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員

1人

当ＮＰＯ法人が管理運営している宿泊施設に宿泊
するお客様へ提供する食事の調理に従事していた
だきます。　　　　　その他に、宿泊施設館内の
清掃業務、当施設を訪れるお客様への接客業務な
どもあります。

岩手県宮古市鈴久名４－
５－４

特定非営利活動法
人かわい元気社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員／青少年の家
≪急募≫

2人

「陸中海岸青少年の家」の食堂において、利用者
の朝食・昼食・夕食の材料下準備、盛付、片付
け、清掃を行います。宿泊者や利用者の人数によ
りますが、約１００食前後となります。業務は６
名で行います。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町６番６

ケイエム企画

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

弁当仕込み係
≪急募≫

1人

店内調理場において、弁当の仕込み業務を行いま
す。野菜洗浄、切込み、漬け込み、仕分け、肉や
魚の下準備等を行います。弁当販売接客は状況に
よって対応となりますが、お客様が比較的少ない
時間帯です。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町６番６

ケイエム企画

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員／１６：３０～
長町一丁目店

1人

接客、レジ、袋詰め、商品の陳列と補充、店舗内
外の掃除、ごみの片付け等の業務を行っていただ
きます。商品発注や在庫管理業務は特にありませ
ん。２人体制での勤務となります。


岩手県宮古市長町１－６
－２１

有限会社　今泉商
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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。


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

事業所名
求人番号

惣菜【ファル磯鶏店】７時
～１４時（６時間）

1人

惣菜加工販売業務全般
・寿司、弁当の製造
・揚げ物、焼き物などの製造
・パック作業及び値付け
・商品の品出し及び陳列

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

     （4月16日時点の内容です）

　　４月９日　から　４月１６日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　４月２６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

学習塾講師（宮古市）

2人

個別指導の学習塾での小・中・高校生への指導

＊１日１～２時間の短時間勤務でもＯＫですので
ご相談下さ　い。


岩手県盛岡市本宮３－３
４－８

株式会社　ＭＤＳ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は15時30分～21時30分
の間の3時間以上

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。 

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 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。 

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 パートタイム 

平成３０年４月１９日発行  



介護職員初任者研修 交替制あり
普通自動車免許ＡＴ (1) 9時00分～12時30分

950円～1,200円 (2)11時00分～13時30分
(3) 9時00分～10時30分

パート労働者 59歳以下 03010- 9701481

(1) 7時30分～15時30分
810円～860円 (2) 7時30分～11時00分

(3) 7時30分～16時30分

パート労働者 不問 03010- 9757081

(1) 8時00分～11時00分
800円～800円

パート労働者 不問 04030- 2054281

(1)10時00分～15時00分
800円～800円

パート労働者 不問 04030- 2055181

2

訪問介護員「介護」（盛岡
市・宮古市）

2人

在宅に訪問し、身体介助・家事援助を行っていた
だきます。１日１～２件程度。その他、付随する
業務などを行います。

＊訪問先への直行直帰

岩手県盛岡市上田３丁目
６番３３号　中村ハイツ
１号

特定非営利活動法
人　ハーツ生活支
援雇用期間の定めなし

パソコン操作（入力程
度） 岩手県宮古市、他

医療事務（宮古市）

2人

請負先の医療機関にて以下の医事業務全般を行い
ます。

【物品搬送供給業務】
　診療に使う薬品のオーダーの指示を受け

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２－９－１　マリオスビ
ル　１２Ｆ

株式会社　ニチイ
学館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

清掃［宮古市平津戸］

1人

◇宿舎内清掃 宮城県多賀城市笠神４丁
目３－３７

有限会社　三山食
品

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

調理補助〔宮古市平津戸〕

1人

◇現場宿舎にて２０名程度の昼、夕食の準備の補
助に従事し　ていただきます。

　


宮城県多賀城市笠神４丁
目３－３７

有限会社　三山食
品

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市


