
交替制あり
(1)13時00分～17時00分

750円～800円 (2)17時00分～22時00分
(3)22時00分～ 2時00分

パート労働者 不問 03030- 3006681

(1) 9時30分～15時30分
880円～880円

パート労働者 不問 03030- 3007981
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～16時00分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3002281

900円～1,150円

パート労働者 不問 10020-14772081
交替制あり
(1) 7時30分～13時00分

760円～760円 (2) 7時45分～13時00分

パート労働者 不問 03010-19643981

(1) 8時30分～17時15分
967円～1,096円

パート労働者 59歳以下 03010-19749981
変形（１年単位）
(1) 8時30分～16時30分

740円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 2999481

(1) 8時00分～12時00分
750円～1,000円 (2)12時00分～17時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 2981481

(1) 8時00分～14時00分
750円～750円 (2) 9時00分～15時00分

パート労働者 不問 03030- 2983881

(1) 8時00分～12時00分
738円～850円 (2)12時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 2984281

(1)14時30分～19時30分
900円～900円 (2)16時00分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 2988681

(1) 7時30分～11時00分
780円～780円 (2) 7時30分～11時30分

パート労働者 不問 03030- 2990781

(1)17時00分～21時00分
900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2991881

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3010281

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 3011181

1

客室布団敷き

2人

当浄土ヶ浜パークホテルに宿泊されるお客様の客
室において必要な人数分の布団敷き作業に従事し
ていだきます。作業手順は採用後に指導いたしま
すので、経験の有無は問いません。


岩手県宮古市日立浜町３
２－４

株式会社　浄土ヶ
浜パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

クリンクルー（西町）

1人

請負先の館内の清掃全般（男女トイレ・玄関・フ
ロアーの掃除、ごみの回収など）を行っていただ
きます。フロアーはモップ掛けと洗浄機を使って
の清掃作業です。原則は直行直帰です。同じ時間
帯は計２名での作業となります。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

歯科助手

1人

医師のアシスタント業務となります。医師の指示
のもと診療の補助、治療器具の準備、片付け、洗
浄、消毒、院内の清掃などを行います。業務に慣
れてきたら受付業務も担当していただきます


岩手県宮古市実田一丁目
７－１７

くらた歯科医院

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エク
セル）操作のできる方 岩手県宮古市

調理補助及びホール係

2人

喫茶コーナーで提供する料理の準備補助や片付け
及びホールでの接客（注文取り、料理や飲み物の
配ぜん）をしていただきます。状況により洋服・
小物等の接客の手伝いをして頂く場合がありま
す。

岩手県宮古市保久田３－
８

有限会社　鈴屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

サービススタッフ

2人

昨年山田町に新規オープンした宿泊兼日帰り温泉
施設「うみねこ温泉湯らっくす」において、管内
清掃業務を行っていただきます。場合により、日
帰り入浴及び宿泊するお客様に対しての受付、接
客、食堂での調理補助及び配膳補助等をお願いし

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１０－５

天翔水産株式会社
うみねこ温泉　湯
らっくす雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（大通）≪急募≫

1人

鮮魚類、加工品の店頭販売業務を行っていただき
ます。商品の説明、レジ、袋詰め、品出し、陳列
など、接客業務をメインとした店内業務です。ま
た、地方発送等の対応もあります。就業時間につ
いては相談に応じます。

岩手県宮古市大通三丁目
６－４５

株式会社　佐々由

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

事務員（８：３０～）

1人

一般的事務処理及び工場運営に係る庶務を行って
いただきます。書類作成、管理、経理補助、電話
応対及び工場運営に係る庶務、資材・生産管理に
係る事務処理などの業務となります。

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

設備保守管理業務（宮古
市）

1人

請負先の宮古市役所に於いて設備保守管理を行っ
ていただきます。
・電気設備、給排水設備、空調設備の運転操作、
監視業務
・設備保守のための日常的な巡視点検

岩手県盛岡市南大通２丁
目８－１【求人票郵送先
指定あり】

株式会社　寿広

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（宮古磯鶏店／７：３０

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


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

パート／店舗スタッフ／宮
古店／３０１６／急募

1人

主に次のような店舗内業務をお願いします。
　＊販売業務
　　（小物家電製品、理美容用品、調理家電な
ど）
　＊店内の各売り場でのレジ会計

群馬県高崎市栄町１番１
号

株式会社　ヤマダ
電機

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は10時00分～21時00分
の間の7時間程度

岩手県宮古市

通園バス運転手兼環境整備
作業≪急募≫

2人

園児の通園バスの運転業務を行います。園児２８
名乗りマイクロバスまたは、園児１８名乗りワゴ
ン車で、赤前保育園からさくらんぼ保育園までの
ルートを運転します。その他園庭整備、片付け、
雪かき等を行います。安全運転を遂行できる方希

岩手県宮古市赤前第３地
割１４－１１

社会福祉法人　慈
愛会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助員／配電課・管理
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
宮古電力センター

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

販売員／セブンイレブン山
田中央店

3人

セブンイレブン山田中央店において、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、店内外清掃などを行います。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

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

     （8月10日時点の内容です）

　　８月６日　から　８月１０日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８月２３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

一般事務

1人

パソコンを使用して基本的な事務作業を行ってい
ただきます。出勤簿等の整理、データ入力、来
客・電話対応などに従事していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１２地割３－７２

北成興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

パソコン（ワード・エク
セル）基本操作できる方

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。



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

◎ 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８月１６日発行  


