
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時00分

129,614円～129,614円

正社員 59歳以下 03030- 3023681
自動車整備士（２級） 変形（１年単位）
自動車整備士（３級） (1) 8時30分～17時00分
普通自動車免許一種 155,000円～170,000円

正社員 不問 03030- 3024981変形(１週間単位非定型
的)
(1) 8時00分～17時00分

132,872円～143,240円

正社員以外 不問 03030- 3026481
変形（１ヶ月単位）
(1)11時00分～20時00分

142,000円～200,000円 (2)13時00分～22時00分

正社員 64歳以下 03030- 3027781
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

(1) 7時00分～16時00分
149,310円～208,560円 (2) 8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 3028881
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）

又は介護福祉士 (1) 8時30分～17時30分
普通自動車免許ＡＴ 132,000円～154,880円 (2)11時00分～20時00分

(3) 7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030- 3029281
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 04010-55959081
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 04010-55970481
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時30分～18時30分
138,000円～200,000円

正社員以外 35歳以下 03010-20295481
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
130,000円～200,000円

正社員 不問 03030- 3018781
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 8時00分～17時00分
380,000円～450,000円

無期雇用派遣 59歳以下 04010-55605981
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

328,261円～526,343円

正社員 64歳以下 04010-55542981

(1) 8時00分～17時00分
215,000円～379,500円

無期雇用派遣 59歳以下 04010-55010281
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     （8月20日時点の内容です）

　　８月１３日　から　８月２０日　までに受理した求人です。　　　 ＜次回発行日は　８月３０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
事業所名
求人番号

経理事務

1人

事務所内での経理・事務全般を担当していただき
ます。給与計算、社会保険関係の書類作成、出荷
伝票、パソコンを使用したデータ入力作業他、来
客・電話対応等を行っていただきます。

岩手県宮古市津軽石第１
３地割３１６番地１

フードパック　株
式会社

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード・
エクセル） 岩手県宮古市

自動車整備

1人

自動車の整備全般に従事していただきます。おも
に車検整備、点検整備、自動車分解整備などの作
業となります。車両の引き取りや納車、洗車も
行っていただきます。その他付随する業務があり
ます。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第６地割９９－９

有限会社　山田自
動車整備工場

雇用期間の定めなし

自動車整備経験 岩手県下閉伊郡山田町

惣菜部門《急募》

2人

スーパーマーケット玉木屋において、主に惣菜業
務に従事します。簡単な惣菜調理、パック詰め、
品出し及び陳列等を行います。その他、接客や清
掃など、付随する業務を行っていただきます。


岩手県宮古市板屋１－６
－６

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

フロント・フロア係（正社
員）≪急募≫

1人

フロント業務として、受付・電話応対・お客様へ
の対応・チェックイン・チェックアウト・日帰り
風呂の会計等を行っていただきます。また、注文
取り・配膳・片付けなどレストラン及び宴会での
接客業務もあります。

岩手県宮古市茂市８－５
３

株式会社　新里産
業開発公社　湯っ
たり館雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ガソリンスタンド販売員
（田野畑ＳＳ）

1人

田野畑のガソリンスタンド店に勤務となります。
主に車両への給油業務、応対サービス、窓ふき、
洗車、簡単な自動車整備、タイヤ交換、配達など
の諸業務に従事していただきます。

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－１４２－１２

株式会社　サカモ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

介護職員／宮古「介護」

1人

認知症対応型グループホームでの介護業務を行っ
ていただきます。主な仕事の内容は、利用者の方
の日常生活支援、レクリエーション、通院介助、
介護（食事、入浴、排せつ介助等）となります。


岩手県宮古市向町２番３
４号

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場管理補助（空調・衛生
設備）［岩手県］

1人

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
空調・衛生設備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

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（電気設備）
［岩手県］

1人

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
電気設備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

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

総合職（盛岡市・宮古市・
久慈市・一戸町）

1人

営業、企画、添乗、事務業務を行っていただきま
す。
・旅行営業（企業・学校へのルート営業）
・旅行企画（募集旅行の広告作成等）
・一般事務（納品書・請求書等の作成、集金等）

岩手県盛岡市厨川１丁目
１７－１８

株式会社　岩手県
北観光

雇用期間の定めなし

パソコン操作できる方
（ワード・エクセル）

岩手県宮古市、他

事務兼配達／仕出しいっぷ
く

1人

仕出しいっぷくにて一般事務および経理事務業務
に従事していただきます。パソコンを使用しての
伝票作成、集金等をお願いします。社用車（軽ワ
ゴン等・ＡＴ車）にて、配達業務をお願いするこ
ともあります。

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

（派）宮古盛岡横断道路改
良工事の施工管理［宮古

1人

宮古盛岡横断道路改良工事の施工管理業務。
　測量・丁張り、安全管理、写真撮影。
　ワードエクセルを使用した書類作成等。
　ＡｕｔｏＣＡＤを用いた図面修正。


宮城県仙台市宮城野区宮
城野２丁目１４－１１
アーバンコート２０７

十勝技術開発　株
式会社　東北営業
所雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

土木工事現場での施工管
理経験

ワード・エクセルの使用
経験

ＡｕｔｏＣＡＤ使用経験

土木施工管理補助［下閉伊
郡山田町／上閉伊郡大槌

2人

工事竣工までの現場管理をするお仕事です。
土木現場施工管理補助になります。
＜主な仕事内容＞
現場管理、測量、丁張り、写真管理、安全管理、
書類作成等

宮城県仙台市宮城野区榴
岡３丁目１０－７　サン
ライン第６６ビル７階

株式会社　ナス
キー　仙台東口支
店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

施工管理経験がある方希
望。ご経験が浅い方も可
能です（ご相談くださ

い）

（派）機械設計職［宮古
市］

2人

大手電機メーカーや自動車に搭載されるコネクタ
を生産する自動組立機や自動機治具の機械設計業
務に携わって頂きます。

会社説明会を毎週月曜・水曜・金曜、何れも弊社

宮城県仙台市青葉区中央
１丁目２－３　仙台マー
クワンビル１９階

東日本スターワー
クス　株式会社
仙台テクニカルセ
ンター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

何らかの自動機・組立機
等の機械設計の実務経験
を３年以上のご経験
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