
電気工事士（第１種） 変形（１年単位）
電気工事士（第２種） (1) 8時00分～17時00分

いずれか 207,900円～231,000円
普通自動車免許一種

正社員 59歳以下 03030-  271991
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

136,500円～139,500円

正社員 64歳以下 03030-  272491
変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030-  273791
変形（１年単位）
(1)15時00分～ 0時00分

200,000円～250,000円

正社員 18歳以上 03030-  274891
普通自動車免許ＡＴ

看護師又は (1) 8時30分～17時30分
准看護師 190,000円～250,000円

正社員 64歳以下 03030-  276591
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

164,160円～172,800円

正社員以外 不問 03030-  277191
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

143,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030-  278091
車両系基礎工事用運転 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
192,800円～236,000円

正社員 64歳以下 03030-  279391
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
161,700円～300,300円

正社員 不問 03030-  258891
移動式クレーン運転士 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
203,400円～282,500円

正社員 不問 03030-  259291
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～220,000円

正社員 不問 03030-  260091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
132,500円～148,000円

正社員 64歳以下 03030-  262691
普通自動車免許ＡＴ

保健師又は (1) 8時30分～17時15分
助産師 143,616円～153,612円

正社員以外 不問 03030-  263991
普通自動車免許一種

社会福祉士 (1) 8時00分～16時45分
介護福祉士 143,000円～157,000円
いずれか

正社員 64歳以下 03030-  264491
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) 9時00分～17時00分
164,500円～304,500円

正社員 59歳以下 03030-  266891
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～16時00分
127,380円～148,720円

正社員以外 不問 03030-  269191

(1) 8時30分～17時00分
180,000円～210,000円

正社員 不問 03030-  245391
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時30分～17時30分

141,200円～158,700円

正社員以外 不問 03030-  251191

1

     （1月21日時点の内容です）

　　１月１５日　から　１月２１日　までに受理した求人です。　　　＜次回発行日は　１月３１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

電気工事士　　　　　「建
設」

1人

電気工事に従事していただきます。
＊道路照明、防犯照明工事
＊一般家庭電気配線工事（ＴＶ、エアコン設置
等）
個人宅や公共工事の仕事を行っております。

岩手県下閉伊郡岩泉町中
里字中里２５－２

武田電設

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

部品加工

1人

コネクター用精密金型や自動機の金属部品を製
作、加工する業務を担当します。
・平面研削盤やプロファイルグラインダーなどの
工作機器を　使用した製作作業
・ワイヤー加工機、放電加工機を使用した作業

【郵送先は別住所】下閉
伊郡田野畑村奥地向６９
番地

有限会社　菊地電
子工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理兼ホール（つぼ八）

2人

チェーン店居酒屋での調理、接客業務全般に従事
していただきます。
・食材の仕込み、調理、盛付け
・調理器具や食器類の洗浄など
・お客様のご案内、注文とり

岩手県宮古市近内第４地
割５２－３　ラフィネＡ
１０２

株式会社　マルセ
イユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理補助（つぼ八）

2人

チェーン店居酒屋での調理補助業務全般に従事し
ていただきます。
・食材の仕込み、材料を切る、調理、盛付け作業
・調理器具や食器類の洗浄など
・その他、店舗内の清掃作業

岩手県宮古市近内第４地
割５２－３　ラフィネＡ
１０２

株式会社　マルセ
イユ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

デイサービスの看護業務に従事していただきま
す。
・バイタルチェック、健康管理、与薬業務
・その他付随する業務


岩手県宮古市山口５丁目
８番２号

株式会社　かがや
きライフ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

加工従業員（臨時従業員短
期）

20人

ボイルわかめの加工作業となります。
＊わかめを釜に入れて炊き作業
＊ゆで上がったわかめを冷却する作業
＊わかめ木箱作業
わかめの収穫状況により、雇用期間が前後する場

岩手県宮古市田老三丁目
２番１号

田老町漁業協同組
合（加工場）

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

機械加工オペレーター

1人

機械加工オペレーターに従事していただきます。
・ＮＣ旋盤、又はマシニングセンターで材料（金
属）を図面　通りに加工する仕事



岩手県宮古市津軽石１６
－９－１

株式会社　コアク
ラフト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター

1人

重機運転業務に従事します。
・会社内プラントや現場（宮古市内、下閉伊郡山
田町）で
　ドラグショベルを操作し原石、砂利等大型１０
ｔ車へ積込　み

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第２地割３６‐１

有限会社　高橋建
材

雇用期間の定めなし

車両系建設機械運転業務５
年以上

岩手県下閉伊郡山田町

型枠大工「建設」

3人

型枠大工として以下の業務を行っていただきま
す。
・型枠の加工
・組立
・取付工事等

岩手県宮古市磯鶏３丁目
７番３４

株式会社　金子技
建

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

クレーンオペレーター「建
設」

1人

湾岸工事に係る作業に従事します。
・移動式クレーンのオペレーター業務
・ブロックの製作作業
・型枠や工事資材の運搬
・主に宮古市内や下閉伊地区の湾内（現場）での

岩手県宮古市宮町一丁目
３－４３

大坂建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

清掃作業員

1人

清掃作業全般を担当していただきます。
・事業所、店舗、一般家庭のレンタルマットや
モップ等の交換作業
・自社リサイクルセンターで空き缶等選別作業
・産業廃棄物の収集運搬作業

岩手県宮古市藤の川１３
番２３号

宮古環境管理株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務≪急募≫

1人

品質管理書類作成を行っていただきます。
・水産加工の日々の生産管理記録作成（パソコン
使用）管理
・ラベル発行確認業務
・送り状作成、電話、来客対応

岩手県下閉伊郡山田町船
越９－２１５－１

株式会社丸一水産

雇用期間の定めなし

パソコン操作（ワード、エ
クセル）できる方

岩手県下閉伊郡山田町

保健師又は助産師、看護師
／健康課（臨時職員）「看

1人

健康課（宮古保健センター）への勤務となりま
す。　　　　
・母子保健事業における健康診査及び健康相談、
健康教育等の実施及び付随する事務補助等の業務
・訪問の際は公用車を使用

岩手県宮古市宮町一丁目
１－３０

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

職業指導員兼生活支援員

1人

利用者の方（約１６名）の生活支援、作業支援を
行います。
・リサイクル回収作業、缶、古紙等の仕分け作業
・日常の生活支援
・利用者の送迎（町内でハイエースＡＴ、ＭＴあ

岩手県下閉伊郡山田町山
田１６－９－１０

社会福祉法人やま
だ共生会やまだ共
生作業所雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

大型運転手

1人

大型トラック（１０ｔ車）による鮮魚、冷凍加工
品、青果等の配送が主な業務になります。
範囲は宮古から関東方面（主に東京）となりま
す。
積み込みにはフォークリフトも使用します。

岩手県宮古市高浜二丁目
６－１５

田老運送　有限会
社

雇用期間の定めなし

大型車での運送業務１年以
上

岩手県宮古市

一般事務

1人

まちづくり事業。大川地域におけるまちづくり
（地域づくり）活動に係る一般事務業務を行いま
す。
●地域活動の企画・運営
●自主防災の取組みに係る支援活動

岩手県下閉伊郡岩泉町大
川字下町１１７番地４

おおかわむら地域
振興協議会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作できる方

岩手県下閉伊郡岩泉町

事務＜急募＞

1人

・パソコンを使用しての入札関係書類の作成、見
積書、請求
　書の作成、給料計算、支払い
・来客応対、電話対応、郵便物の収受・発送など


岩手県下閉伊郡田野畑村
浜岩泉２１６－８

有限会社　熊谷住
建

雇用期間の定めなし

事務経験者 岩手県下閉伊郡田野畑村

介護職／デイサービス
「介護」

2人

デイサービス利用者への介護サービスの提供とな
ります。
・食事、入浴、排せつ介助
・レクリエーション等
・原則、送迎車の運転業務はありませんが、添乗

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
４地割１－２０

社会福祉法人　若
竹会　サンホーム
みやこ雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

◎ 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。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

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す。 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。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

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す。 フルタイム 

平成３１年１月２４日発行  



変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

140,000円～170,000円

正社員 40歳以下 03030-  252091
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
180,000円～235,000円

正社員 59歳以下 03030-  253391
栄養士

管理栄養士 (1) 9時00分～18時00分
いずれか 146,400円～272,100円

正社員 59歳以下 03030-  255991
普通自動車免許一種

(1) 7時00分～16時30分
145,288円～152,533円

正社員 不問 03030-  256491
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
200,000円～400,000円

正社員 不問 03030-  239991
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

130,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030-  241291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分
180,000円～260,000円

正社員 不問 03030-  243191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 9時00分～18時00分
150,000円～150,000円

正社員 不問 03030-  244091
変形（１年単位）
(1) 8時00分～16時30分

135,600円～135,600円

正社員以外 不問 03030-  233291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）
準中型自動車免許 (1) 7時30分～16時30分

220,712円～220,712円

正社員 45歳以下 03030-  236091

(1)10時00分～19時00分
184,800円～184,800円

有期雇用派遣 不問 03010- 1880691
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）

162,800円～182,000円

正社員 61歳以下 03010- 1777391
大型自動車免許二種 変形（１ヶ月単位）

124,000円～135,000円

正社員以外 不問 03010- 1784091
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
194,400円～194,400円

正社員以外 不問 03010- 1819591
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
194,400円～194,400円

正社員以外 不問 03010- 1820391
看護師又は

保健師 (1) 8時30分～17時15分
180,000円～350,000円

正社員以外 不問 03010- 1834291
精神保健福祉士又は

社会福祉士 (1) 8時30分～17時15分
170,000円～308,000円

正社員以外 不問 03010- 1835591
臨床心理士

(1) 8時30分～17時15分
170,000円～308,000円

正社員以外 不問 03010- 1836191
交替制あり

142,000円～260,000円

正社員 45歳以下 03010- 1647691
普通自動車免許ＡＴ フレックス

(1)10時00分～17時00分
220,000円～240,000円 (2)14時00分～19時00分

正社員 44歳以下 03010- 1538891

2

総合職営業員（宮古駅前
校）

1人

◇宣伝企画・教室運営全般・家庭教師派遣・教育
相談や進　　路指導等
＊完全マンツーマン指導の小中高生の教育相談。
＊生徒の成績管理、教師の指導方法をアドバイ
ス。　　　　＊公立小中学校、私立高校、大学、

岩手県盛岡市開運橋通５
－６　第五菱和ビル２Ｆ

株式会社　ＫＡＴ
ＥＫＹＯ秋田・岩
手雇用期間の定めなし

又は 9時00分～22時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

総合職教師（宮古駅前校）

1人

小・中・高校生・既卒生・各種資格試験受験者等
への完全個別指導（家庭教師・完全個別講師）

・教師管理、生徒管理の補助
※指導学年・教科は相談に応じます。

岩手県盛岡市開運橋通５
－６　第五菱和ビル２Ｆ

株式会社　ＫＡＴ
ＥＫＹＯ秋田・岩
手雇用期間の定めなし

又は13時00分～22時00分の
間の6時間程度

岩手県宮古市

臨床心理士（宮古地域ここ
ろのケアセンター）

1人

宮古地域こころのケアセンターにおいて下記の業
務を行っていただきます。

被災者に対する相談・支援活動、支援者支援、地
域内連携促進のコーディネート、住民への普及啓

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

臨床心理士の実務経験をお
持ちの方

精神保健福祉士又は社会福
祉士（宮古こころのケアセ

1人

宮古地域こころのケアセンターにおいて下記の業
務を行っていただきます。

被災者に対する相談・支援活動、支援者支援、地
域内連携促進のコーディネート、住民への普及啓

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

精神保健福祉士または社会
福祉士の実務経験をお持ち

の方

看護師又は保健師（宮古地
域こころのケアセンター）

2人

宮古地域こころのケアセンターにおいて下記の業
務を行っていただきます。

被災者に対する相談・支援活動、支援者支援、地
域内連携促進のコーディネート、住民への普及啓

岩手県盛岡市内丸１９－
１

学校法人　岩手医
科大学

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市

看護師または保健師の実務
経験をお持ちの方

事務局運営に係る業務（宮
古地域振興センター）復興

2人

三陸ジオパーク・三陸ＤＭＯ・三陸防災復興プロ
ジェクト２０１９の推進業務
・関係団体・地域住民等へのジオパークの普及啓
発
・地域ジオパーク推進協議会活動の支援、参画

岩手県盛岡市内丸１０－
１　岩手県政策地域部地
域振興室内

いわて定住・交流
促進連絡協議会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

 
会議資料等を作成でき

るパソコン操作
（ワード、エクセル・
パワーポイント等）

事務局運営に係る業務（宮
古市三陸ジオパーク）復興

2人

三陸ジオパーク推進協議会事務局の運営（経理、
庶務的業務を担当して頂く場合もあります）
（主な担当業務）
・各地域協議会、ガイド団体等と連携したジオ
パーク活動の

岩手県盛岡市内丸１０－
１　岩手県政策地域部地
域振興室内

いわて定住・交流
促進連絡協議会

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

会議資料等を作成でき
るパソコン操作

（ワード、エクセル・
パワーポイント等）

バス運転士（嘱託運転士）

5人

乗合バス又は貸切バスの運転業務を行っていただ
きます。

＊配属先については本人の希望を考慮し決定


岩手県盛岡市厨川１－１
７－１８

岩手県北自動車
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

バスの乗務経験者
又は 0時00分～23時59分の
間の7時間以上

岩手県宮古市、他

バス運転士（宮古地区各営
業所）

5人

乗合バス、貸切りバスの運行による旅客輸送
（５５人乗大型）

※未経験の方もご応募受付ます。
※大型自動車第２種運転免許取得者歓迎

岩手県盛岡市厨川１－１
７－１８

岩手県北自動車
株式会社

雇用期間の定めなし

又は 0時00分～23時59分の
間の7時間以上

岩手県宮古市、他
普通自動車運転免許取得後
３年以上経過していること

販売（宮古市）

1人

派遣先事業所にて下記の業務を行って頂きます。

【通信機器の会社で接客販売業務のお仕事です】
・商品の説明
・契約案内

岩手県盛岡市盛岡駅西通
２丁目９－１　マリオス
１５Ｆ

マンパワーグルー
プ　株式会社　盛
岡支店雇用期間の定めあり（4ヶ

月未満）

岩手県宮古市

宅配ドライバー

1人

生協の個人宅配配送（いわて生活協同組合様）
・セットされた食材を生協組合員様宅にお届けの
仕事
・宮古市内で１日６０～７０件の配送
・車両は１．５ｔ　ＡＴ車の小さなトラック

岩手県宮古市田鎖第８地
割１２－１いわて生活協
同組合宮古センター

株式会社　三協運
輸サービス　宮古
センター雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

合板加工工

1人

工場内において下記の業務を行います。
・床板（フローリング）や型枠（コンパネ）の元
となる合板　に、表面研磨加工や塗装加工を施す
機械のオペレーター
・フォークリフトによる加工工程の段取り等を担

岩手県宮古市磯鶏二丁目
６－１

ホクヨーコート株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

一般事務

1人

事務全般のお仕事となります。
・社内文書の管理、保管
・郵便物の発送、収受
・事務用品の管理
・人事、福利厚生関係

岩手県宮古市神林７－１
０

株式会社　ＴＡＫ
ＵＭＩコーポレー
ション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

営業

1人

・医療、介護、福祉機器の販売、貸与、メンテナ
ンス等
・厨房機器、厨房に関わる物品、食器等の販売、
貸与、メン　テナンス


岩手県宮古市神林７－１
０

株式会社　ＴＡＫ
ＵＭＩコーポレー
ション雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

合鴨の食肉加工作業

1人

合鴨の食肉加工作業に下記の通り従事していただ
きます。
・機械と手処理での肉の解体作業
・肉の仕分け等立ち仕事


岩手県下閉伊郡田野畑村
室場２４－４

株式会社　甘竹田
野畑

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

解体・建設作業員「建設」
≪急募≫

4人

各建設現場において主に下記の業務に従事しま
す。
・建物の解体、解体の前処理、ＨＩ－ＪＥＴＡＡ
Ｃ（超高圧　水）での壁の石綿除去
・ＡＲＣ（超高圧水）での煙突の石綿、ダイオキ

岩手県下閉伊郡山田町織
笠第１２地割３－７２

北成興業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員・配達員・加工員

1人

以下の業務を行っていただきます。
・店舗において鮮魚販売
・魚の加工
・商品配達（宮古市内）


岩手県宮古市佐原３丁目
５－６

高田魚店

雇用期間の定めなし

又は 7時00分～16時30分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

管理栄養士・栄養士≪急募
≫

1人

特養２施設、併設短期（定員合計８９名）デイ
サービス１　事業所（１日あたり利用　者約２０
名）配食サービス（５　食分）の給食計画献立、
食材料の発注業務を行います。
・利用者の栄養管理、栄養指導等

岩手県宮古市茂市１－１
１５－１

社会福祉法人新里
紫桐会　特別養護
老人ホーム紫桐苑雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

溶接工（山田工場）

1人

・各種プラント機器の溶接作業
・製缶作業　
・工場内で製作した製缶品の据え付け作業（東北
各地）
・社用車（２トン～４トン平ボディートラック）

岩手県宮古市小山田１丁
目７

五菱工業　株式会
社　宮古作業所

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

木材加工

1人

マンションの建築内装工事で使用する造作材の生
産部所において、木材加工に従事していただきま
す。
・機械への材料投入
・化粧シート貼り作業

岩手県宮古市大字田鎖１
地割６番１

丸石商事株式会社
宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市



普通自動車免許一種 変形（１年単位）
危険物取扱者（乙種） (1) 9時00分～18時00分
危険物取扱者（丙種） 144,000円～200,000円

正社員 34歳以下 03010- 1557191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時30分
156,000円～239,000円

正社員 40歳以下 03010- 1582391
車両系基礎工事用運転 変形（１年単位）
大型特殊自動車一種 (1) 8時00分～17時00分

玉掛技能者 233,000円～279,600円

正社員 不問 03011-   38091
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
186,400円～233,000円

正社員 39歳以下 03011-   39391
玉掛技能者 変形（１年単位）

普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分
233,000円～279,600円

正社員 不問 03011-   40791

3

型枠大工（職人）【急募】
　　　　　　　　　　「建

2人

ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事

型枠を作製し、現場に搬入・設置し工事を行いま
す。


岩手県岩手郡葛巻町葛巻
第２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし

型枠大工経験がある方 岩手県宮古市、他

型枠大工（職人見習い）
　　　　　　　　　　「建

2人

ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事

入社後は現場の準備・片付け、資材運搬など型枠
大工職人の全体的なサポートをしながら、型枠加
工・取り付け作業等のノウハウを覚えていただき

岩手県岩手郡葛巻町葛巻
第２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

コンクリートポンプ車オペ
レーター・型枠大工等

2人

＊コンクリートポンプ車に乗り、工事現場へ行
き、
　コンクリートを型枠に流し込む作業。

＊ビル・マンション等の集合住宅の型枠工事、

岩手県岩手郡葛巻町葛巻
第２８地割６３番地２３

株式会社　集和建
工

雇用期間の定めなし


　 岩手県宮古市、他

営業（宮古市）

1人

病院、介護施設、医療機器等レンタル先を訪問
し、福祉用具・在宅医療機器等の相談、販売、レ
ンタル、メンテナンス等を行う営業の仕事です。

＊営業エリアは宮古市近郊の病院、介護施設等

岩手県盛岡市湯沢１６地
割１５番地８

株式会社　ケア・
テック

雇用期間の定めなし

パソコン操作のできる方
（ワード・エクセル）

岩手県宮古市

アシスタントパーツアドバ
イザー（宮古営業所）

1人

当社営業アシスタントとして宮古営業所において
下記の業務を行っていただきます。
・営業エリア（宮古地区）における配達業務
・商品の受発注業務
・その他、上記に付随する業務および指示された

岩手県盛岡市流通センタ
―北１丁目３－１５

日産部品岩手販売
株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


