
玉掛技能者
普通自動車免許ＡＴ (1) 8時00分～17時00分

186,400円～302,900円

正社員以外 不問 02080- 2622881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
201,600円～212,800円

正社員 69歳以下 03030- 3069781

(1) 8時30分～17時15分
125,860円～141,592円

正社員以外 不問 03030- 3070081

134,160円～134,160円

正社員以外 不問 06030- 7587481
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）

建築士（１級） (1) 8時00分～17時00分
建築施工管理技士１級 300,000円～350,000円

いずれか

正社員 59歳以下 03030- 3064381
変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

138,000円～160,000円

正社員 64歳以下 03030- 3066981
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 141,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 3053281
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
206,100円～229,000円

正社員以外 不問 03030- 3056381
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

160,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030- 3058981
普通自動車免許ＡＴ

(1) 7時30分～15時30分
160,000円～160,000円

正社員 不問 03030- 3061281
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
198,000円～352,000円

正社員 64歳以下 04010-56841581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分
小型移動式クレーン 242,000円～352,000円

正社員 64歳以下 04010-56844881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
264,000円～385,000円

正社員 64歳以下 04010-56849681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
159,600円～176,400円

有期雇用派遣 不問 04010-56890581
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時30分

144,144円～144,144円 (2)10時30分～19時30分
(3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 05010-16449581
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 6時00分～15時00分
150,000円～220,000円

正社員 45歳以下 03030- 3037281
大型自動車免許一種 変形（１年単位）
フォークリフト技能者 (1) 8時00分～17時00分

200,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 3038181
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

138,600円～190,575円

正社員以外 不問 03030- 3039081
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

155,925円～190,575円

正社員以外 不問 03030- 3041581
1

水産加工員（２）≪急募≫

2人

鮮魚やサケ等の選別、切断を手作業・手捌きによ
り行います。約１５ｋｇの原料を運ぶ作業がある
ため、体力を必要とします。９月頃からは鮭の加
工が主になり、衛生工場での作業となる事があり
ます。作業内容は入社後に指導しますので、未経

岩手県宮古市田老字古田
７５－２１

まるいち　沼田商
店　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員（１）≪急募≫

2人

鮮魚やサケ等の選別、切断を手作業・手捌きによ
り行います。９月頃からは鮭の加工が主になり、
衛生工場での作業となる事があります。作業内容
は入社後に指導しますので、未経験者歓迎しま
す。

岩手県宮古市田老字古田
７５－２１

まるいち　沼田商
店　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

トラック運転手兼水産加工
員≪急募≫

2人

２５ｔ車を運転し、原料を集荷する業務となりま
す。遠方へ出向いていただく場合もあります。ま
た、運転業務以外にもサケ等の選別、切断を手作
業・手捌き作業をおこなっていただきます。鮭の
加工が始まる９月頃からは衛生工場での作業とな

岩手県宮古市田老字古田
７５－２１

まるいち　沼田商
店　株式会社

雇用期間の定めなし

大型トラックの運転業務
経験

岩手県宮古市

水産加工員

1人

水産加工業務を担当していただきます。主にホタ
テの加工（殻付きホタテの箱詰め、殻むき、貝柱
のパック詰め）となります。時期により鮮魚の選
別、箱詰め、ウニ、アワビ、いくらの加工もあり
ます。

岩手県下閉伊郡山田町川
向町１６８

株式会社　川石水
産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員「バックコレクショ
ンモリタ宮古ＤＯＲＡ」

1人

○バッグ、財布、スーツケース等の小売専門店

・接客販売および発注、品出し、ディスプレイ、
ＰＯＰ作
　成等の売場と商品の管理の仕事です。

秋田県秋田市山王３丁目
３－９

株式会社　モリタ

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

（派）一般事務［宮古市］

1人

大手建機レンタル会社での事務のお仕事です。
主に電話・来客応対、パソコン入力、請求処理、
見積書作成伝票処理、その他庶務を行っていただ
きます。

宮城県仙台市青葉区本町１
丁目１２－３０　太陽生命
仙台駅北ビル９階

株式会社　スタッ
フ・アクティオ
東北支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

現場世話役［宮古市／釜石
市／岩泉町］

5人

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現
場でのバッ
クホー等重機作業・その他、土木工事に付随した
作業を施工
する作業員の現場世話役業務です。

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

現場世話役業務の経験 岩手県宮古市、他

重機運転手［宮古市／釜石
市／岩泉町］

5人

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現
場でのバッ
クホー等重機作業・その他、土木工事に付随した
作業に従事
していただきます。

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木現場作業員・重機運転
手［宮古市／釜石市／岩泉

5人

道路の新設、住宅造成、改良や災害復旧工事の現
場でのバッ
クホー等重機作業・その他、土木工事に付随した
作業に従事
していただきます。

宮城県仙台市若林区六丁
の目中町１８－１５　斎
喜六丁の目ビル２１２

株式会社　ナス
キー

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

山田せんべい製造

1人

菓子工房川最で、山田せんべいの材料混ぜ合わせ
（機械操作）乾燥作業、袋詰めや、せんべいの揚
げや山田せんべい餅の製造を行います。うどん店
ではうどんゆで作業を行います。


岩手県下閉伊郡山田町山
田４－５－１

釜揚げ屋

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

工作機械オペレーター

3人

電子部品用精密金型の部品を製造します。３種類
のＮＣ機械を操作し、±０．００１ｍｍ単位の精
度で金属加工を行います。（１）研削盤（２）放
電加工機（３）マニシングセンタ各機械１名ずつ
の募集です。ご希望と適性を踏まえて各機械をご

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

測量助手

1人

工事現場における丁張設置等工事測量、出来型測
量補助業務を行っていただきます。杭打ち作業・
山歩き等ある為、体力に自信のある方を希望しま
す。現場へは直行直帰となります。


岩手県宮古市本町１番３
６号

ジェイエスプラン

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

品質管理

1人

品質管理業務に従事。データ管理及び顧客対応、
製品検査、金型検定等の業務を行います。



岩手県宮古市津軽石１
４ー９７－２

ジュピター工業
株式会社

パソコン操作（ワード、
エクセル、メール）

岩手県宮古市

製造補助員《急募》

1人

洋菓子、和菓子、パンの製造業務に従事します。
材料の計量、生地の仕込み、成形、包装等の工程
があります。パン生地をこねる際や製品包装の際
には、機械を操作しての製造作業となります。


岩手県宮古市実田一丁目
５－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木技術者「建設」

1人

土木工事の現場管理に従事していただきます。工
事関連の書類を作成し、現場代理人としての施工
管理・指揮監督業務を行っていただきます。基
本、１人１現場を担当します。場合によっては、
現場への直行・直帰となります。

岩手県下閉伊郡岩泉町門
字中瀬５１－８

小野新建設　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

販売（１００円ショップ）
（宮古市）

1人

１００円ショップでの商品陳列、レジ業務になり
ます。
　○装飾の好きな方大歓迎


遊佐町比子字白木２３－
３６２

マルホンカウボ－
イ　本間物産株式
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 又は 9時30分～20時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

受付業務

1人

当社請負先において受付業務に従事します。
館内の受付・案内窓口において図面等を使いなが
ら、担当各所や利用施設を案内します。また、来
訪者の要件を聞き担当部署への取次を行います。


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

伐採・運搬作業員

2人

山林から木を伐採し、採材した木材を切断する作
業や機械等を使用し運搬作業を行います。山林で
の作業、機械操作もあるため体力を必要とする仕
事です。伐採作業に必要な免許、資格は就業後に
取得していただきます。（費用は会社負担）

岩手県宮古市宮町四丁目
５番１９号

株式会社　中山木
材

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

土木作業員

3人

盛土工事および擁壁工事などの現場において、そ
れに伴うＵ字溝、集水枡の据付やその他、補強土
壁工（テールアルメ）の作業をバックホウを使い
作業していきます。

青森県三沢市東岡三沢３
丁目４１－１１－Ａ

草野工業　株式会
社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上） 土木経験１年以上

【必須】
岩手県下閉伊郡田野畑村、他

     （8月27日時点の内容です）

　　８月２１日　から　８月２７日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　９月６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

賃　　金 就業時間
所在地

就業場所

◎ 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 フルタイム 

平成３０年８月３０日発行  



普通自動車免許ＡＴ
介護職員初任者研修 (1) 8時00分～17時00分

雇用期間の定めなし 128,267円～138,880円

正社員 69歳以下 03030- 3042481
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 130,000円～150,000円 (2) 8時00分～20時00分

(3) 9時00分～ 0時00分

正社員 69歳以下 03030- 3043781
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 130,000円～150,000円 (2) 8時00分～20時00分

(3) 9時00分～ 0時00分
正社員 69歳以下 03030- 3044881

普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
(1) 7時00分～16時00分

131,727円～204,140円 (2) 8時30分～17時30分
(3)16時00分～ 9時00分

正社員 63歳以下 03030- 3045281
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時45分
125,644円～125,644円

正社員以外 不問 03030- 3046181

(1) 8時30分～17時15分
125,644円～125,644円

正社員以外 不問 03030- 3047081

(1) 8時30分～17時15分
125,644円～125,644円

正社員以外 不問 03030- 3048381
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
128,238円～173,664円

正社員以外 不問 03030- 3049681
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時30分～17時00分
141,200円～141,200円 (2) 6時30分～15時00分

(3)12時15分～20時45分
正社員以外 不問 03030- 3050481

変形（１ヶ月単位）
(1) 7時00分～16時00分

140,800円～149,600円

正社員 不問 03030- 3052881
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,800円～231,000円

正社員 不問 03030- 3059581
土木施工管理技士２級 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

184,800円～250,000円

正社員 不問 03030- 3060881
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～433,300円

正社員 59歳以下 04010-56580281
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
236,240円～433,300円

正社員 59歳以下 04010-56581181
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 180,000円～270,000円

正社員 64歳以下 03010-20446981
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
154,365円～207,665円

正社員以外 不問 03030- 3032981
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
126,000円～126,000円

正社員 59歳以下 03030- 3033581
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

123,984円～123,984円

正社員以外 不問 03030- 3034481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
警備員検定試験２級 (1) 8時00分～17時00分

190,000円～229,800円

正社員 18歳以上 03030- 3035781
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
198,050円～349,500円

正社員 64歳以下 03030- 3036881
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
180,800円～293,800円

正社員 59歳以下 03060- 5108081
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～17時00分
雇用期間の定めなし 170,000円～170,000円

正社員 不問 22010-28303481
2

店員及び事務／宮古市

1人

難聴で困っている人に適合する補聴器を選定し、
推奨する仕事です。十分な研修期間を持って始め
ますので、補装具が初めての方でも心配ありませ
ん。簡単なパソコン操作・記帳事務もあります。

静岡県静岡市葵区馬場町
１１６番地

新日本補聴器　株
式会社

簡単なパソコン操作 岩手県宮古市

土木作業員及び重機オペ
レーター　　　　「建設」

3人

○土木作業現場、解体作業現場での土木作業及び
重機オペ　　レーター業務を担当していただきま
す。
　手元作業、積込み、運搬等。
○現場は主に岩手県内ですが、短期間で東北６県

岩手県奥州市水沢字小石
田１０３－３

高臣産業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

一般土木作業員「建設」≪
急募≫

1人

公共工事が主体の道路や林道の築造・補修、砂防
堰堤の築造などの土木作業に従事していただきま
す。建設業は多くの資格や免許が必要になります
が、その場合は会社で支援しますのでキャリア
アップができます。

岩手県宮古市八木沢三丁
目１１－５

株式会社　菊地建
設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

交通誘導警備員（正社員／
幹部候補）≪急募≫

1人

幹部候補として宮古・下閉伊地域の交通誘導警備
に従事していただきます。主な現場は建設現場工
事現場になります。現場へは直行直帰または乗合
になります。また社用車の貸与も可能です。交通
誘導警備業務２級以上および警備員指導教育責任

岩手県宮古市金浜４－６
３－１

有限会社　ニコニ
コ警備保障

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員

1人

時期的に水揚げされた鮭・サンマ・鯖・イカなど
を機械捌きや手捌きにより開きや切り身などに
し、乾燥、冷凍作業を行います。その他、計量、
パック詰め、箱詰め作業、清掃などを行っていた
だきます。

岩手県宮古市築地二丁目
７－１８

有限会社　小が理
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員及び運転手

1人

鮭・サンマ・鯖・イカなどの機械捌きや手捌き、
乾燥、冷凍作業となります。鮮魚加工した箱（重
さ１０ｋｇ～１５ｋｇ）の運搬作業もあります。
運転業務は魚市場から工場、田老から工場までと
なります。（３．５ｔ車）

岩手県宮古市築地二丁目
７－１８

有限会社　小が理
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技能補助（公用車運転手）

1人

公用車の運転業務となります。主な運転範囲は岩
泉町、田野畑村、宮古市となります。頻度は少な
いですが盛岡市、久慈市までの運転もあります。
その他、始業前点検、タイヤ交換、運転業務の報
告をパソコンを使用し入力（走行距離等）を行っ

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

建設工事作業員「建設」

1人

建設工事の作業を行っていただきます。　
主な工事内容
・道路工事（道路標識、道路標示、防護柵など）


岩手県盛岡市本宮７丁目
１２－４１

株式会社　東北工
商

岩手県宮古市、他

現場管理補助（土木）［岩
手県］

1人

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
土木工事における管理業務補助（現場監督）を
行っていただきます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業
内容の伝達及び確認）

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場管理補助（建築）［岩
手県］

1人

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
建築工事における管理業務補助（現場監督）を
行っていただきます。
・工程管理
（写真撮影及び管理、作業員への作業内容の伝達

宮城県仙台市青葉区本町
２丁目１０－３３　第２
日本オフィスビル７階

株式会社　オンサ
イト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木施工管理技士「建設」

2人

公共工事が主で土木工事現場、舗装工事現場にお
ける施工計画立案、施工管理、安全管理、品質管
理、工程管理他、各種書類作成業務となります。
各現場への移動は、社用車を使用します。
経験のない方は見習の応募可能ですので相談くだ

岩手県宮古市山口五丁目
４番１２号

佐藤土木工業　有
限会社

雇用期間の定めなし

現場管理経験 岩手県宮古市

土木作業員「建設」

2人

公共工事が主で土木工事現場、舗装工事現場にお
いて、現場作業に従事していただきます。現場は
宮古市が中心で他下閉伊地区の現場となります。
現場によって直行直帰または乗り合わせでの移動
となります。

岩手県宮古市山口五丁目
４番１２号

佐藤土木工業　有
限会社

雇用期間の定めなし

土木作業経験 岩手県宮古市

廃棄物収集車の助手

1人

廃棄物・一般廃棄物の収集と分別作業を行いま
す。廃棄物の収集先は、旧宮古市内の取引先とな
ります。また、収集時等の収集車の車両誘導も
行っていただきます。運転業務はありません。
収集物のキロ数の記録や、不燃・可燃ごみなど仕

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

生活支援員

1人

当施設利用者の日中活動（軽作業）や通院、買い
物（２～３名）の付き添いなどで、社用車を運転
していただきます。生活支援に係る業務全般とな
ります。未経験者の方大歓迎です。

岩手県宮古市崎山第５地
割９４番地

社会福祉法人　若
竹会　わかたけ学
園雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上） 岩手県宮古市

事務補助員（総務課）

1人

当病院の総務課に勤務していただきます。書類作
成、支払事務、データ入力、軽微な修繕対応、電
話対応等をお願いします。病院官舎管理業務で外
出用務がある場合があります。ＡＴ社用車使用

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１
－１１－２６

岩手県立　宮古病
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）操作の出来る方
岩手県宮古市

一般事務補助／税務課（期
限付臨時職員）

1人

税務課に勤務となります。担当職員の指示のも
と、各種資料整備、課税基本簿の整理、データ入
力作業、会計伝票整理、住民税申告関係事務およ
び電話・来客対応などをしていただきます。

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

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）操作が出来ること 岩手県下閉伊郡山田町

一般事務補助／水産商工課
（期限付臨時職員）

1人

水産商工課に勤務となります。担当職員の指示の
もと、町の観光・水産業・商業に係る資料整備、
パソコンでのデータ入力、集計作業、郵便物の発
送業務等の作業に従事していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

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）操作が出来ること 岩手県下閉伊郡山田町

学校校務員（期限付臨時職
員）

1人

校舎内外の清掃、環境整備等、施設や設備の管理
と補修、草取り、除雪、ごみの処理、消耗品の交
換と管理、学校諸行事の準備など、校内の雑務を
担当していただきます。月に数回山田町役場まで
書類提出があり、その際自家用車を使用すること

岩手県下閉伊郡山田町八
幡町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員／正社員「介護」

1人

グループホーム入所者の介護業務全般を行いま
す。入所者９名の身の回りの世話、食事、入浴、
排泄、リハビリ等の介助や見守りなどを行いま
す。また、食事の準備や後片付け、洗濯、清掃、
その他雑務等行います。

岩手県宮古市中里団地４
－１１

グループホーム愛
宕の丘（有限会社
川崎タクシー）雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護員「介護」

1人

訪問介護ヘルパー業務。当社の介護タクシーに同
乗し、通院介助を行うのが主な業務です。また、
依頼の状況によっては、家事の代行や食事・入
浴・排泄などの介助を行っていただきます。

岩手県宮古市築地一丁目
１－４４

有限会社　川崎タ
クシー

岩手県宮古市

乗務員

1人

タクシーの運転業務となります。乗客の要望に応
じ、タクシーを運転し目的地への輸送を行いま
す。出庫前の車両点検、料金収受、乗務記録の記
入、車両の清掃作業等を行います。

岩手県宮古市築地一丁目
１－４４

有限会社　川崎タ
クシー

岩手県宮古市

タクシー（介護タクシー）
運転手

2人

タクシーの運転業務となります。乗客の要望に応
じ、タクシー（介護タクシー含む）を運転し目的
地への輸送を行います。介護タクシーの場合、お
客様の車の乗り降りの介助等をしていただきま
す。

岩手県宮古市築地一丁目
１－４４

有限会社　川崎タ
クシー

岩手県宮古市


