
普通自動車免許ＡＴ
(1) 9時00分～17時00分

800円～850円

パート労働者 不問 03010-14367681
交替制あり
(1)18時00分～21時15分

760円～760円 (2)18時00分～21時00分
(3)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03010-14180981
普通自動車免許二種
大型自動車免許二種
中型自動車免許二種 845円～945円

いずれか

パート労働者 不問 03010-13998281
看護師又は
准看護師 (1) 9時00分～16時30分

1,270円～1,370円

パート労働者 不問 03010-13999181

(1)10時00分～15時00分
835円～835円

パート労働者 不問 03010-14001581

(1)10時30分～14時30分
740円～750円 (2)18時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 2327781

850円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03030- 2330381

(1) 7時00分～11時00分
785円～785円 (2) 7時30分～11時30分

(3) 8時00分～12時00分

パート労働者 不問 03030- 2292681
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時30分～16時00分
750円～850円

パート労働者 不問 03030- 2295481
普通自動車免許一種
準中型自動車免許

危険物取扱者（丙種） 900円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 2296781
普通自動車免許一種
準中型自動車免許

危険物取扱者（丙種） 900円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 2297881
普通自動車免許一種
準中型自動車免許

危険物取扱者（丙種） 900円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 2298281
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～15時00分
750円～830円

パート労働者 不問 03030- 2299181

(1) 7時00分～15時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 2300781

(1) 8時45分～13時15分
785円～785円 (2)10時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 2301881

(1) 9時00分～13時00分
785円～785円 (2)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 2302281

(1)13時00分～17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- 2303181

(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- 2304081

(1) 8時30分～12時30分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 2306681
1

サービス係（レジ担当・午
後）

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）

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

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）
金・土・日

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

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。

岩手県宮古市田の神２－
２－３０

サービス係（レジ担当）

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

惣菜係（７時～１５時）

2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

事務（田野畑ＳＳ）

1人

伝票整理、作成済請求書の内容確認、郵送業務、
パソコンのエクセルを使用し見積書や請求書を作
成（官公庁に提出の場合）、電話来客対応、銀行
（週２回程度）等への入金業務、事務所清掃とな
ります。忙しい際は給油業務もしていただきま

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

パソコン操作（エクセル
入力） 岩手県下閉伊郡田野畑村

燃料の配達業務（船越Ｓ
Ｓ）

1人

灯油・軽油等の配送業務を担当していただきま
す。１～２ｔのタンクローリーにて、山田町及び
近隣市町村への配送・給油業務を行っていただき
ます。最初は２人で業務を行っていただき、慣れ
たら１人でまわっていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7時00分～17時00分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

燃料の配達業務（岩泉Ｓ
Ｓ）

1人

灯油・軽油等の配送業務を担当していただきま
す。１～２ｔのタンクローリーにて、岩泉町内及
び近隣市町村への配送・給油業務を行っていただ
きます。最初は２人で業務を行っていただき、慣
れたら１人でまわっていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7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

燃料の配達業務（田野畑Ｓ
Ｓ）

1人

灯油・軽油等の配送業務を担当していただきま
す。１～２ｔのタンクローリーにて、田野畑及び
近隣市町村への配送・給油業務を行っていただき
ます。最初は２人で業務を行っていただき、慣れ
たら１人でまわっていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 7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

ホール係及び事務

1人

当法人で運営する「カリー亭」において、従業員
（障がいをお持ちの方）と共に接客、注文受け、
配膳、片付け、レジ、食器洗浄機を使用した洗浄
業務、商品発送事務、その他付随する業務に従事
していただきます。買い物に行っていただく場合

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
とりもと雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ベーカリー係／４Ｈ

3人

いわて生協ベルフ西町店のベーカリー「ＭＥＧＵ
ＭＩＹＡ」のスタッフを募集します。パンの製造
業務では、パン生地の成形・焼き上げなどを行い
ます。そのほか袋詰めや値段ラベル貼り、または
陳列・清掃等の附帯業務もあります。

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

ホール係

1人

店舗内において、お客様のご案内、注文取り、接
客、配膳（料理・ドリンク等）、会計、店舗清掃
等をしていただきます。フロアはテーブル席、座
上がりの席となっています。接客業務が好きな方

岩手県宮古市末広町３－
３

山小屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホール係兼厨房補助

1人

ホール業務全般として、注文取り、出来上がった
料理の配膳、お客様が退席されたテーブルの後片
付け、清掃などを行っていただきます。また、
ホールの状況を見ながら、盛り付け、皿洗いなど
の厨房補助業務もしていただきます。

岩手県宮古市宮町４丁目
３－４０

お食事とコーヒー
ロートレック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

又は17時00分～ 2時00分
の間の3時間以上

デイサービス厨房スタッフ
（八木沢）

1人

ニチイケアセンター八木沢において厨房スタッフ
の業務に従事していただきます。・昼食の準備・
食器洗浄
・厨房内の清掃・衛生管理・備品の整理・整頓・

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

デイサービス看護スタッフ
（八木沢）「看護」

1人

ニチイケアセンター八木沢のデイサービスにおい
て、看護業務を行っていただきます。・バイタル
チェック・配薬・処方箋の塗布・緊急時の対応・
口腔ケア・その他、上記に付随する業務および指

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

通所介護におけるドライ
バー業務（八木沢）

1人

通所介護サービスをご利用するお客様の送迎業務
（ワンボックス車使用）

入社時に介護初任者研修・旧ホームヘルパー２級
以上の資格を保有していない方は内定後、社内割

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）

又は 8時00分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（宮古磯鶏店）

1人

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

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

事業所名
求人番号

事務員（三陸営業所）

1人

レディーズ・アイ事業部　三陸営業所において下
記の業務を行って頂きます。
・労務管理・介護保険請求・電話、来客応対・集
金、納品作業・その他、付随する業務

岩手県盛岡市上ノ橋町８
－８

第一商事　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

     （6月8日時点の内容です）

　　６月４日　から　６月８日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　６月２１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

パソコン操作（ワー
ド、エクセル、メー

ル）

◎ 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６月１４日発行  



(1)13時00分～21時00分
785円～785円

パート労働者 不問 03030- 2307981

(1)10時00分～20時00分
740円～900円

パート労働者 不問 03030- 2308581

(1) 8時00分～17時00分
900円～1,125円

パート労働者 18歳以上 03030- 2312081
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～16時00分

1,000円～1,200円 (2) 8時30分～12時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 2314681

750円～800円

パート労働者 不問 03030- 2315981

(1)17時00分～22時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2316581

(1)10時00分～14時30分
740円～740円 (2)14時30分～19時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 2318781

(1) 9時00分～14時30分
740円～740円 (2)14時30分～20時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 2319881
普通自動車免許ＡＴ

800円～850円

パート労働者 不問 03030- 2324981

(1) 6時15分～15時15分
800円～800円 (2) 6時15分～12時45分

パート労働者 不問 03030- 2255781
交替制あり
(1) 7時30分～11時30分

900円～900円 (2) 8時30分～12時30分

パート労働者 不問 03030- 2257281

(1)11時00分～14時30分
750円～900円 (2)18時00分～22時00分

パート労働者 不問 03030- 2260981
歯科衛生士

1,300円～1,500円

パート労働者 不問 03030- 2261581

(1) 7時00分～12時00分
750円～900円 (2) 8時00分～13時00分

(3) 9時00分～14時00分

パート労働者 不問 03030- 2262481
変形（１年単位）
(1) 9時00分～17時00分

750円～800円

パート労働者 不問 03030- 2264881

738円～738円

パート労働者 不問 03030- 2267081
普通自動車免許一種

800円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2270481

(1) 8時00分～13時00分
850円～1,200円 (2)13時00分～18時00分

(3)17時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030- 2271781

790円～790円

パート労働者 不問 03030- 2272881
交替制あり
(1)10時30分～17時30分

820円～820円 (2)14時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 2279581

(1)18時00分～22時00分
900円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2283081
2

接客係（居酒屋おいかわ）

1人

居酒屋での接客・ホール業務をお願いします。注
文取り、飲み物作り、料理や飲み物の提供、後片
付け、洗い物、店内外の清掃などを行っていただ
きます。盛り付け等の調理補助業務もあります。


岩手県宮古市板屋３丁目
２－６

株式会社　ダイニ
ング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

勝馬投票券の発売

1人

勝馬投票券の発売業務となります。ガラス越しの
対面販売と自動発券機での発売がありますが、対
面販売では簡単な数字の端末入力があります。自
動発券機はつり銭の補充をしていただきます。業
務の最後に売上の集計を数名で行います。

岩手県宮古市大通り４－
３－１３

岩手県競馬組合
宮古場外勝馬投票
券発売所雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

レジ業務

2人

ケーズデンキ宮古店において、レジ業務に従事し
ていただきます。会計カウンターでの接客、レジ
操作など、商品のお会計業務全般をおこないま
す。携帯電話関連の業務はありません。


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

サービススタッフ

2人

ガソリンスタンドに係る業務及び接客業務全般を
行います。主に給油業務、来客対応や電話対応、
店舗清掃、その他付随する業務を行っていただき
ます。業務経験がない方からの応募も可能です。


岩手県宮古市港町２番２
２号

カメイ株式会社
宮古支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

販売・配達

2人

ギフト商品の店頭販売、接客、包装、レジ、在庫
整理（荷物の運搬あり）。注文頂いた商品やカタ
ログの配達、商品の発注。チラシのポスティング
（主に宮古市内）等。主な配達のエリアは宮古市
内～岩泉・山田・新里地区。

岩手県宮古市実田二丁目
２－１４

株式会社　野村商
店　宮古店（シャ
ディギフトセン
ター）

雇用期間の定めなし

又は 9時30分～18時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

縫製作業員（ミシン工）及
びアイロン工

3人

高級婦人服フルアイテムの縫製・アイロン作業で
す。工業用ミシンを使用して縫製・ボタン付けお
よび検査業務と衣類のパーツの仕上がった部分的
なところのアイロンがけを行っていただきます。
仕事は分業化されており、流れ作業のような形に

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡８－７－３

有限会社　サン
ファッション

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時00分
の間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

組立作業

2人

成形（インサート成形）で造った電子部品を組立
治具等を使用して、組立作業を行います。また、
堅型成形機を使用し、インサート成形（金属と樹
脂の複合成形）で電子部品（コネクタ）の製造を
行う場合もあります。

岩手県宮古市大字崎鍬ヶ
崎第９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

鮮魚・加工品販売

1人

魚市場内店舗にて鮮魚・加工品の販売、品出し、
レジ、袋詰め等をする仕事です。対面販売なの
で、楽しく働けると思います。長期で働いていた
だける方希望します。

岩手県宮古市保久田６－
２２

有限会社　後藤商
店

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～17時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

歯科衛生士

1人

歯科衛生士業務全般を行います。プラーク・歯
石・口腔内の汚れ除去や歯科予防処理及び虫歯等
予防のための保健指導、医師の指示のもとに行う
診療補助を行います。また治療器具の準備・後片
付け、洗浄、消毒、院内清掃なども行います。立

岩手県宮古市上鼻二丁目
２番１号

デンタルクリニッ
ク駒井

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～18時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

飲食店スタッフ

2人

和・洋・中を中心にした飲食店（座席数１階４４
席、２階６０席）において、ホールや食器洗浄な
どを行っていただきます。お客様のご案内、注
文、配膳、会計、片付け、食器洗浄など状況に応
じた対応をしていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－６

三陸味処　三五十

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

調理員

2人

４施設利用者の朝食・昼食・夕食約３００食分の
調理や弁当の調理業務をしていただきます。野菜
の下処理、配膳、洗浄作業や清掃業務も行いま
す。調理員４人態勢で行っています。


岩手県下閉伊郡山田町山
田１－１１－３

社会福祉法人　親
和会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 5時30分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（６時１５分）《急
募》

1人

店内において、接客、レジ、商品袋詰め、商品陳
列、補充、店舗内外の清掃等を行っていただきま
す。販売員は他に３～４名おります。商品発注に
ついては、業務内容に予定しておりません。


岩手県下閉伊郡山田町船
越６－４５－２

ワイショップ　川
村

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

介護員「介護」≪急募≫

3人

介護員６名で施設利用者１５名の介護を行いま
す。利用者の送迎、健康管理、食事介助、排泄介
助、入浴介助、レクリエーションの企画・運営が
主な仕事になります。介護業務経験・資格が無い
方でも相談に応じます。

岩手県宮古市実田一丁目
７番２８号

有限会社　ライフ
ネットワーク

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時30分～18時30分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

販売員（ブックスこなり／
マリンコープドラ店）

1人

レジ操作、お客様対応など書籍等の販売業務、商
品の荷受け、配架陳列、発注、返品等の在庫管
理、閉店までのシフトの日は売上計算、レジの締
め操作等行っていただきます。
就業時間は（１）と（２）のローテーションです

岩手県宮古市新町２番１
４号

株式会社　小成

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（リラパークこな
り）

1人

レジ操作、お客様対応など書籍等の販売業務、商
品の荷受け、配架陳列、発注、返品等の在庫管
理、閉店までのシフトの日は売上計算、レジの締
め操作等行っていただきます。就業時間は（１）
と（２）のローテーションですが、相談の上決定

岩手県宮古市新町２番１
４号

株式会社　小成

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フロントスタッフ（遅番）

2人

ホテルに関する業務全般を行っていただきます。
フロント業務（チェックイン、チェックアウ
ト）、電話対応、予約受付、予約確認（パソコン
データ入力）が主な仕事です。


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）

パソコン入力操作程度 岩手県宮古市

販売員

1人

末広店において鮮魚販売を行います。接客、商品
パック詰め、陳列、会計業務、店内清掃等を行い
ます。接客が好きな方お待ちしています。



岩手県宮古市佐原３丁目
５－６

高田魚店

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

看護師又は准看護師「看
護」

1人

おかだ外科内科クリニックにおいて、外来患者さ
まに対する看護業務全般に従事していただきま
す。業務に慣れるまでは先輩の看護師が指導いた
しますので、安心して応募してください。

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
ク雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

交通誘導警備員

7人

主に宮古・下閉伊地域での道路工事現場や建設工
事現場で歩行者や一般車両、工事車両の安全を確
保するための交通誘導を行います。他にもイベン
ト会場での駐車場、一般来場者等の誘導・案内も
行っていただきます。入社後は担当スタッフによ

岩手県宮古市神田沢町１
番２３号

株式会社　セーフ
ティーガード

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

寿司の製造・宅配

1人

寿司の製造業務全般、配達・回収業務に従事して
いただきます。自動車免許のある方は配達回収業
務も行っていただきます。配達範囲は旧宮古市内
で、アイパットを使用し場所を確認しながら配達

岩手県宮古市末広町７－
２８

すし海道　宮古店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジ担当／サービス部門
（１３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。


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ＤＯＲ
Ａ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市



(1)18時00分～22時00分
850円～850円

パート労働者 59歳以下 03030- 2286981

(1)17時00分～21時00分
738円～800円

パート労働者 不問 03030- 2291381

(1)23時00分～ 0時00分
1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 04010-38651181

900円～900円

パート労働者 不問 04011- 2449881
交替制あり
(1)17時00分～22時00分

780円～780円 (2)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03010-14656681
介護職員初任者研修

(1) 8時00分～18時00分
945円～945円

パート労働者 不問 03010-14474781

(1) 9時00分～17時00分
880円～880円

パート労働者 不問 03030- 2342481

(1) 9時00分～17時00分
880円～880円

パート労働者 不問 03030- 2343781
普通自動車免許ＡＴ

738円～738円

パート労働者 不問 03030- 2332981

765円～765円

パート労働者 不問 03030- 2336881

760円～780円

パート労働者 18歳以上 03030- 2339081

3

販売員／宮古千徳店

1人

コンビニエンスストア（ローソン宮古千徳店）で
の販売に係る業務です。接客やレジ、商品の品出
し、整理、店舗内外の清掃などを行います。仕事
に慣れてきた方には、商品の発注などの在庫管理
をお願いすることもあります。深夜時間帯は２名

岩手県宮古市上村１丁目
９番３５号

有限会社　かなざ
わ

雇用期間の定めなし

又は15時00分～ 0時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

ギフトコーナー（短期アル
バイト）

3人

ギフトコーナーでの商品の包装作業、バーコード
を読み込んでのレジスター操作、商品代金の清
算、発送に係る送り状の作成等の業務となりま
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ＤＯＲ
Ａ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は10時00分～21時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

営業

1人

宮古市内の一般家庭への宅配商品のご案内をして
いただきます。主に小岩井乳製品を中心に、健康
飲料と乳製品を案内して宅配契約を頂くお仕事で
す。初めての方でも出来るお仕事です。最初は商
品について試飲をしながら覚えていきます。慣れ

岩手県宮古市実田１丁目
３－８

小岩井ファミルク
ＩＷＡＴＥ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は10時00分～15時00分
の間の3時間程度

岩手県宮古市

史跡環境整備作業員

1人

崎山貝塚縄文の森公園の園地等の環境整備作業業
務を行っていただきます。園内の樹木の枝打ち作
業、園路の整備業務（清掃作業等）に従事してい
ただきます。職員からの指示に従って作業を行い
ます。

岩手県宮古市茂市２－１
１２－１

宮古市教育委員会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

丸木舟製作作業員

3人

丸木舟の製作作業を行っていただきます。職員の
指示により、丸太から丸木舟を作製します。丸太
をチェーンソーで切ったり、工具等で削る作業を
行っていただきます。力仕事となります。


岩手県宮古市茂市２－１
１２－１

宮古市教育委員会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

チェーンソー使用経験の
ある方

岩手県宮古市

デイサービスの介護員（宮
古）「介護」

1人

デイサービスにおける介護業務全般を行っていた
だきます。
・入浴介助
・給食・食事介助
・レクリエーションの企画・実行等

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

ドラッグストアでの販売
（岩手山田店）

2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


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）

又は12時00分～18時00分
の間の5時間

岩手県下閉伊郡山田町

（宮古店）飲食店での接
客・調理

1人

和食レストラン『まるまつ』での接客又は料理を
行います。

接客・・お客様のご案内、ご注文や提供作業を行
います

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5時間程度

岩手県宮古市

（請）清掃スタッフ［宮古
市］

3人

アミューズメント施設の閉店後清掃
　掃き、拭き、モップ掛け、ゴミ回収、トイレ掃
除

宮城県仙台市若林区大和
町５丁目２３－１７

株式会社　ブリー
ズ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホールスタッフ（浜処いっ
ぷく）１７時～　《急募》

1人

ビジネスホテル内のレストランにて夕食スタッフ
として勤務していただきます。主に和食を中心と
したメニューを取り扱っています。４０席を２名
で担当します。主な業務は、接客・配膳・レジ業
務・片付け・皿洗い等になります。

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

販売員

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、販売に係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。

岩手県宮古市南町１４ー
３

株式会社　ツルハ
ドラッグ　宮古南
町店雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


