
(1)22時00分～23時30分
850円～950円

パート労働者 18歳以上 03030- 3095181

800円～900円

パート労働者 不問 03030- 3096081

(1)10時00分～15時00分
740円～740円 (2)15時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030- 3100181

(1) 9時30分～15時30分
900円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3091481
普通自動車免許ＡＴ

850円～850円

パート労働者 不問 03030- 3084781

800円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 3089381
交替制あり
(1) 7時00分～12時00分

760円～760円 (2) 8時00分～13時00分

パート労働者 不問 03010-21045281

(1)10時00分～18時00分
780円～830円

パート労働者 不問 02010-16328381

(1) 7時00分～14時00分
863円～863円

パート労働者 不問 02020-12921281

(1)17時00分～22時00分
873円～873円

パート労働者 不問 02020-12922181
小学校教諭免許
中学校教諭免許
幼稚園教諭免許 1,760円～1,760円

いずれか

パート労働者 不問 03030- 3073981

(1) 8時00分～13時00分
780円～780円 (2)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 3081981

(1)18時00分～22時00分
780円～780円

パート労働者 不問 03030- 3082581

1

レジ部門（１８時）≪急募
≫

1人

レジ部門において、お客様が購入された商品の会
計（レジチェッカー使用）と袋詰めをします。そ
の他商品陳列、搬入品の検品、店内清掃等行いま
す。通常２人体制、仕事に慣れるまでは３人体制
となります。

岩手県宮古市佐原三丁目
１１－２

有限会社　フード
ショップはこいし

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

レジ部門（８時・１３時）
≪急募≫

1人

レジ部門において、お客様が購入された商品の会
計（レジチェッカー使用）と袋詰めをします。そ
の他商品陳列、搬入品の検品、店内清掃等もあり
ます。通常は２人体制ですが、仕事に慣れるまで
は３人体制となります。

岩手県宮古市佐原三丁目
１１－２

有限会社　フード
ショップはこいし

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

非常勤講師

1人

小学校において教員が行う授業のサポートに入
り、基礎的な学習の定着や基本的な学習習慣の確
立の支援補助等を行います。朝会から給食、業間
時間や休み時間などを含め１日の生活を共に過ご
し、生徒指導上の支援を行います。

岩手県宮古市五月町１－
２０　宮古合同庁舎内

宮古教育事務所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～15時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

レジ【ファル磯鶏店】
１７時～２２時（５時間）

1人

レジ業務全般
・レジカウンターにおいての接客
・ＰＯＳシステムを利用してのレジ業務
・包装
・金銭の受け渡し

青森県八戸市大字長苗代
字前田８３－１

株式会社　ユニ
バース

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

惣菜【ファル磯鶏店】
７時～１４時（６時間）

1人

惣菜加工販売業務全般
・寿司、弁当の製造
・揚げ物、焼き物などの製造
・パック作業及び値付け
・商品の品出し及び陳列

青森県八戸市大字長苗代
字前田８３－１

株式会社　ユニ
バース

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

縫製工（宮古市）

1人

《請負業務》
・紳士服のお直し（すそ上げ、ウエスト詰等）
・縫製室の清掃

※ミシン掛けや針仕事など細かい作業となりま

青森県青森市大野若宮１
００－６２

有限会社　グリー
ン富士

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
（宮古西町店）

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

ガソリンスタンド販売員
（山田ＳＳ）

1人

山田町大沢のガソリンスタンド店において、主に
車両への給油業務、応対サービス、窓ふき、洗車
などに従事していただきます。就業時間は１日３
～４時間程度となり、固定時間で相談可能です。

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

又は16時00分～20時00分
の間の3時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

事務および梱包

3人

仕入や売上の伝票処理、電話・来客応対、出荷に
伴う味噌・いさだ・煮干し等の袋詰め・ラベル貼
り等の発送作業を行っていただきます。社用車を
使用しての配達業務もお願いすることがありま
す。

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２０地割３７－３

ベルアクト　株式
会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

又は 9時00分～18時00分
の間の6時間程度

岩手県下閉伊郡山田町

サービススタッフ（客室
セット）

2人

当浄土ヶ浜パークホテルに宿泊されるお客様の客
室において客室内のゴミの回収、備品等の補充や
セット作業等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

バッティングセンター店内
業務

1人

宮古バッティングセンターに勤務していただきま
す。
バッティングセンター店内の清掃やバッティング
マシンのメンテナンス、店内窓口での両替業務を
行っていただきます。

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

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

ホールスタッフ（大戸屋宮
古店）１０時～

2人

お客様のご案内、注文伺い、料理提供とサービ
ス、後片付け、店舗内外の清掃業務をしていただ
きます。初期段階でのトレーニングタイムもある
ので、未経験者も心配ありません。


岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は10時00分～15時00分
の間の3時間程度

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

キッチンスタッフ（清掃・
トマト＆オニオン）

2人

食器洗浄、厨房内清掃等を行っていただきます。
初期段階でのトレーニングタイムもあるので、未
経験者も心配ありません。掛け持ち希望の方も応
募可能です。


岩手県宮古市鴨崎町１－
５８

アンドーコーポ
レーション　有限
会社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

     （8月31日時点の内容です）

　　８月２８日　から　８月３１日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　９月１３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６日発行  


