
交替制あり
(1) 7時30分～13時00分

762円～762円 (2)13時00分～18時00分
(3)18時00分～22時15分

パート労働者 不問 03010-23114081

(1)18時00分～20時00分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-22946981

(1)13時30分～19時00分
800円～1,000円

パート労働者 不問 03010-22953981

(1)10時00分～18時00分
1,000円～1,071円

パート労働者 不問 03010-22860881

(1)10時00分～18時00分
1,000円～1,071円

パート労働者 不問 03010-22861281

(1)13時30分～21時30分
795円～795円

パート労働者 不問 03010-22900181

738円～738円

パート労働者 不問 03030- 3438581
普通自動車免許ＡＴ

(1)13時00分～17時00分
850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3439481

(1)11時15分～14時15分
1,500円～1,500円

パート労働者 不問 03030- 3440281

(1)12時00分～14時00分
765円～765円

パート労働者 不問 03030- 3441181

(1)15時00分～17時00分
1,200円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 3442081

(1) 8時00分～17時00分
810円～810円 (2) 9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 3443381

(1) 9時00分～13時00分
800円～850円 (2)17時00分～22時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 3434081

(1) 9時00分～12時00分
762円～800円

パート労働者 不問 03030- 3435381

(1) 8時30分～12時30分
900円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 3436681

800円～800円

パート労働者 不問 03030- 3431881
交替制あり
(1) 8時00分～17時00分

765円～800円 (2)17時00分～ 0時00分
(3) 0時00分～ 8時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 3424281
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～11時30分
770円～770円

パート労働者 不問 03030- 3425181

1

牛乳等宅配

1人

お客様のところに牛乳等商品を宅配する仕事とな
ります。エリアは山田町、宮古市、大槌町となり
ます。当店の軽冷蔵車（ＡＴ）を使用して商品配
達していただきます。合わせて集金業務もお願い
します。

岩手県下閉伊郡山田町大
沢４地割２０番２３５

貫洞冷菓店

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～12時00分
の間の3時間程度

岩手県宮古市、他

清掃業務

2人

客室清掃の業務全般に従事していただきます。１
～２名体制の勤務となります。その他に、フロン
ト業務（電話応対など）や敷地内の清掃等もして
いただきます。時間や曜日等、ぜひご相談下さ
い。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根１－２１４－２

有限会社　Ｒ（ホ
テルＲ）

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～ 0時00分
の間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

受付事務

1人

さかもと眼科クリニック内において、来院患者様
の受付や診療室への誘導・介助、電話対応などの
業務を行っていただきます。レジを使用しての会
計精算をお願いする場合もあります。診療報酬明
細書（レセプト）作成業務はありません。

岩手県宮古市向町４－４
１

さかもと眼科クリ
ニック

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

事務員及び検査補助員

1人

【通常の業務】院内で患者さんの受付、呼び出
し、誘導、カルテ運び、検査の介助などをしてい
ただきます。その他、電話、来客対応がありま
す。検査の補助は患者さんの介助や検査機械の設
定などになります。

岩手県宮古市栄町１－１
４

医療法人　山下眼
科医院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護助手「看護」

1人

当院において、医師の指示のもと、患者さんの介
助、器具洗浄、ネブライザー使用の説明、院内清
掃、その他付随する業務を行っていただきます。
人と接することの好きな方を歓迎します。


岩手県宮古市西町二丁目
２－３

岩間耳鼻咽喉科医
院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

雑貨等の販売

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、販売に関わ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。

岩手県下閉伊郡山田町中
央町５－６

株式会社　ツルハ
ドラック岩手山田
店雇用期間の定めなし

又は 9時00分～22時00分
の間の3時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

パック作業（山田工場）

5人

年末に販売する蟹のパック詰め作業を行っていた
だきます。ボイルされた蟹を手作業でトレーに並
べ、ラッピングをします。その後ラベルを貼り、
箱詰めをしていただきます。立ち仕事になりま
す。

岩手県下閉伊郡山田町境
田町２－１

株式会社　川秀

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町

製麺係

1人

当店にて提供する麺類製造作業を担当していただ
きます。製麺機を使用し、製造する数量は日に
よって多少変動があります。分量・工程等につい
ては一から指導します。未経験の方からの応募も
歓迎します。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎７
－３２－２５

野菜たっぷりタン
メンの店　大久保

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

洗い場係

1人

当店洗い場において、食器洗浄を行います。食洗
機と手洗いもあります。お客様が退席した後の食
器を下げる仕事もあります。接客、会計業務は予
定しておりません。未経験の方からの応募も歓迎
します。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎７
－３２－２５

野菜たっぷりタン
メンの店　大久保

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理係

1人

鍋振りを含む調理をお願いします。主にラーメン
の調理となります。野菜切り等の仕込みやラーメ
ンのトッピングもあります。重い鍋ではなく家庭
用フライパンを使用します。未経験の方からの応
募も歓迎します。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎７
－３２－２５

野菜たっぷりタン
メンの店　大久保

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助≪急募≫

1人

保険代理店において電話、来客対応、書類整理、
事務所内清掃等を行います。その他書類提出等で
外出用務をお願いする場合があります。その際は
社用車を使用していただきます。


岩手県宮古市太田１－３
－１３

あんしんライフサ
ポート　合同会社

雇用期間の定めなし

パソコン（エクセル）基
本操作出来る方 岩手県宮古市

販売員（田老店）／土日

1人

接客、レジ打ち、商品袋詰め、電話対応、品出
し、清掃、商品発注等、コンビニエンスストア内
の業務を行います。商品発注は、適性を見ながら
指導いたします。３～４名で業務を行います。


岩手県宮古市大字根市第
２地割字中割目六番四

ローソン宮古根市
店

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～23時00分
の間の6時間

岩手県宮古市

レジ（サービス）スタッフ
（マリンコープＤＯＲＡ）

1人

マリンコープＤＯＲＡで、レジ（サービス）ス
タッフのお仕事です。
１．ＰＯＳレジによるお買い上げ商品の精算
２．お買い上げ商品の包装
３．レジ・サービスカウンターまわりの清掃、片

岩手県滝沢市土沢２２０
－３

いわて生活協同組
合

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

基本的なパソコン操作が
できる方。 岩手県宮古市

キャンペ－ンスタッフ（い
わて生協マリンコープＤＯ

1人

請負先店舗において、くだものや野菜の試食販売
ＰＲキャンペ－ンを行っていただきます。

お客様に元気よく笑顔で声をかけていただき、商
品ＰＲ、おすすめしていただく仕事です。

岩手県滝沢市大釜風林３
－２７　（株）アズ・
シード内

株式会社　キック
ス

日雇

接客経験がある方。 岩手県宮古市

キャンペ－ンスタッフ（い
わて生協ベルフ西町店）

1人

請負先店舗において、くだものや野菜の試食販売
ＰＲキャンペ－ンを行っていただきます。

お客様に元気よく笑顔で声をかけていただき、商
品ＰＲ、おすすめしていただく仕事です。

岩手県滝沢市大釜風林３
－２７　（株）アズ・
シード内

株式会社　キック
ス

日雇

接客経験がある方。 岩手県宮古市

調理員（山田町）

1人

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄等
　厨房内業務全般
　

岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

洗浄員（岩泉町）

1人

請負先事業所において、洗浄業務を行っていただ
きます。
下膳、食器洗浄（一部食器洗浄機使用）
調理器具洗浄、シンク周辺の清掃など


岩手県盛岡市大通３丁目
３番１０号　七十七日生
盛岡ビル　９階

日清医療食品　株
式会社　北東北支
店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

事業所名
求人番号

ドラッグストアでの販売
（宮古小山田店）

3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）

又は 7時30分～22時15分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

     （9月21日時点の内容です）

　　９月１８日　から　９月２１日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　１０月４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

◎ 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９月２７日発行  



変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～16時00分

770円～770円

パート労働者 不問 03030- 3427381

(1) 9時00分～17時00分

800円～800円

パート労働者 不問 04010-63014681
普通自動車免許ＡＴ

(1)10時00分～15時00分

800円～950円

パート労働者 不問 24050- 7131281

2

調理補助兼ホールスタッフ

1人

キャトル内レストラン「ふーどおあしす満彩」に
おいて、調理補助業務およびホール業務をお願い
します。簡単な調理、盛り付け、調理器具・食器
等の洗浄、配膳、テーブルの片付け、ホール内の
清掃、その他付随する業務を行っていただきま

岩手県宮古市栄町３－３
５

有限会社　ミナッ
ク（宮ビル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃及び簡単な修理作業
［宮古市］

2人

・病院の病室のベット脇にあるテレビ・冷蔵庫付
の木製キャ　ビネット（床頭台）の清掃及び簡単
な修理作業
　（誰にでもできます）


宮城県仙台市若林区伊在
字白山前３６－２

株式会社　パース
ジャパン　東北営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

事務職（岩手）

1人

一般事務のお仕事になります。

　＊出勤の管理

　＊パソコン（ワード、　エクセル）を使用して

三重県桑名市下深谷部８
０８番地３

ＴＯＴＡＬＭＡＳ
ＴＥＲＳ　株式会
社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
エクセル、ワードが出来る

方 岩手県宮古市


