
1,100円～1,100円

パート労働者 不問 03030- 4088881

780円～800円

パート労働者 不問 03030- 4089281

900円～900円

パート労働者 不問 03030- 4092981

(1)10時00分～15時00分
800円～800円 (2)11時00分～16時00分

パート労働者 不問 04010-78094181

900円～1,000円

パート労働者 64歳以下 03030- 4077481

(1) 8時00分～15時00分
762円～762円 (2) 8時00分～14時00分

パート労働者 不問 03030- 4078781

(1) 8時00分～17時00分
780円～850円 (2) 9時00分～17時00分

(3) 9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 4083681

762円～800円

パート労働者 不問 03030- 4062281

(1) 8時30分～15時15分
780円～780円

パート労働者 不問 03030- 4070281

(1)10時30分～15時00分
800円～800円

パート労働者 不問 03030- 4049381

(1) 8時30分～16時30分
840円～840円

パート労働者 59歳以下 03030- 4053881
危険物取扱者（甲種）
危険物取扱者（乙種） (1) 8時00分～15時30分
中型自動車免許一種 1,333円～2,500円

パート労働者 不問 03010-27870481

(1)10時00分～16時00分
780円～780円

パート労働者 不問 03010-27900781
交替制あり
(1)13時30分～21時30分

795円～795円 (2)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03010-27932981

1

レジ（サービス）スタッフ
（マリンコープＤＯＲＡ）

2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）

岩手県宮古市

営業所窓口業務（宮古市）

1人

カワトク宮古において販売及びカウンター業務を
行っていただきます。　
・接客販売、取次業務　
・販売及びそれに関連する業務　レジ登録・包装


岩手県盛岡市菜園１－１
０－１

株式会社　川徳

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

配達運転手（宮古地域）

1人

＊タンクローリー（４ｔ）で宮古地域の各工事現
場へ給油配達を行っていただきます。

＊宮古地域（宮古市、山田町、岩泉町、田野畑
町）

岩手県紫波郡紫波町北日
詰字城内７５番地１

有限会社　キョー
ワ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

レジチェッカー・品出し
（８時３０分～）

1人

主に業務用の容量の多い食品などを取り扱ってい
るスーパーになります。主に下記の業務を行って
いただきます。
・商品の陳列、品出し
・商品のレジ会計および接客業務

岩手県下閉伊郡山田町大
沢第２地割４８番地４

株式会社　マルイ
チ　業務スーパー
山田店雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

ホール兼清掃係（土・日・
祝日勤務）

1人

店舗内での接客・清掃業務に従事していただきま
す。
・注文伺い、レジ会計
・開店前の店内清掃作業
・食器洗浄など

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

下膳・食器洗浄業務（８時
３０分～）

1人

・下膳
・食器洗浄（２００食分程度の食器等）
・患者さん用のお茶の準備
・その他付随する業務


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

清掃員

1人

事務所や個人宅の清掃業務全般（台所、浴室、ト
イレ、フ　ローリング等）
○作業内容は依頼主により異なるので、現場指導
を受けて習　得していただきます
○就業場所・時間等については相談の上決定

岩手県宮古市実田一丁目
６番６号

有限会社　メンテ
ナンス宮古

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

又は 8時00分～17時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

水産加工員

3人

水揚げされた鮮魚や冷凍している魚の加工作業と
なります。
時期により取り扱う魚が異なります。
・加工処理は切り身、開き、衣を付けての冷凍加
工など

岩手県宮古市藤原二丁目
２－１７

有限会社　佐々京
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（根市店）８時～

1人

コンビニエンスストア内の業務を行います。
○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
○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

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

岩手県宮古市

構内作業員

1人

構内での作業となります。
○木材加工の木くず掃除、作業で使用した釘拾
い、資材整　　理、製品の出し入れ
○フォークリフト免許をお持ちの方は、フォーク
リフトを　　使って木材や製品を倉庫や工場内へ

岩手県宮古市実田１丁目
５－１３

株式会社　ヤマウ
チ

雇用期間の定めなし

又は 8時00分～17時30分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

医療事務［下閉伊郡岩泉
町］

1人

◎調剤薬局における受付・会計・調剤補助のパー
ト

主に、処方箋や医薬品に関する受付、会計業務


宮城県仙台市青葉区一番
町１丁目９－１　仙台ト
ラストタワー２４階

株式会社　アイン
ファーマシーズ
東北支店　［アイ
ン薬局］

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

商品企画、販売

1人

宮古駅に新規オープンするケーキやクッキーなど
を販売するパティスリーで新商品を一緒に楽しく
作ったりご来店されるお客様に楽しく接客してい
ただく仕事です。
専門のパティシエがいますのでケーキやお菓子作

岩手県宮古市田老字小堀
内１９－１５

しあわせ乳業　株
式会社

雇用期間の定めなし

又は 9時00分～20時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

ホール係及び調理補助係

1人

ホール・調理補助業務を行っていただきます。
・席へのご案内
・注文の受付
・配膳、下膳
・厨房での盛付

岩手県宮古市大通１－４
－２３

和食処　浜ゆう

雇用期間の定めなし

又は16時00分～20時00分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

販売員（短期）

2人

メンズからレディースまでの幅広い年代層のトー
タルウェアの販売接客を行います。
・商品整理や店内外清掃
・接客、試着案内、採寸（必要時）
・会計レジ操作、包装

岩手県宮古市宮町４－４
－１１

青山商事株式会社
（洋服の青山　宮
古店）雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 9時30分～19時30分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

     （11月19日時点の内容です）

　　１１月１２日　から　１１月１９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は　１１月２９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１１月２２日発


