
普通自動車免許一種 変形（１ヶ月単位）
(1) 9時00分～17時00分

180,000円～400,000円

正社員 59歳以下 03010-20115291
変形（１ヶ月単位）
(1) 8時00分～17時00分

184,000円～414,000円

正社員 59歳以下 03010-20120791
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 03010-20101391
理容師 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～18時30分

150,000円～350,000円

正社員 不問 03010-20027291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時20分～17時00分

133,300円～133,300円

正社員 65歳以下 03030- 2876591
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分

142,800円～159,600円

正社員 59歳以下 03030- 2881891

(1) 9時00分～19時00分

180,000円～250,000円 (2)11時00分～21時00分

正社員 不問 03030- 2882291
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

315,800円～558,140円

正社員 59歳以下 04010-54587391
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 04010-54592591
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～18時00分

180,400円～196,800円

有期雇用派遣 不問 03010-20005391

(1) 6時15分～15時15分

152,534円～152,534円

正社員 不問 03030- 2869191

(1)12時20分～21時20分

152,534円～152,534円

正社員 不問 03030- 2870691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

315,800円～558,140円

正社員 59歳以下 04010-54333191
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 04010-54344691
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分

246,000円～328,000円

正社員 不問 11060-12455491
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     （8月19日時点の内容です）

　　８月１３日　から　８月１９日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８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

賃　　金 就業時間
所在地

就業場所
事業所名
求人番号

建設業仮設足場工事の営業
その他（宮古営業所）

5人

架設足場リースの営業

・主に建設、建築、塗装業等の事業所を訪問して
いただきます。
・社内での雑務、現場での写真撮り、採寸等。

岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５号【求
人票送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

（未経験者ＯＫ） 岩手県宮古市

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）「建設」

5人

＊仮設足場の組立・撤去作業
＊社内での雑務、現場での写真撮り、採寸等

若年者また高齢者や足場作業主任者など無資格者
は高所作業はありません。現場内での資材運搬等

岩手県盛岡市津志田２７
地割３７番地１５号【求
人票送付先指定あり】

有限会社　新鋭

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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、専門学校

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

理容師（宮古店）

1人

『理容・美容クイック宮古店』において、理容業
務全般に従事していただきます。注文に応じて、
カット、シャンプー、顔そり、カラー等を行いま
す。お客様の対応や会計など、その他付随する業
務を行っていただきます。

岩手県盛岡市西松園４丁
目２６－１４　

株式会社　クォー
ル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

商品検査兼経理事務

1人

〇商品検査
・検品、数量確認、出荷業務
〇経理事務
・給与計算、請求書作成（パソコン操作）、納品
伝票作成（手書き）、保険手続き、電話来客対応

岩手県宮古市千徳第１３
地割５０番地

有限会社　クラス
ター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

水産加工員及び運転手

1人

以下の業務を行っていただきます。
・鮭、サンマ、鯖、イカなどの機械捌きや手捌き
作業
・乾燥、冷凍作業
＊鮮魚加工した箱（重さ１０ｋｇ～１５ｋｇ）の

岩手県宮古市築地二丁目
７－１８

有限会社　小が理
商店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

板前

2人

回転寿司「海宝」において調理業務全般を担当し
て頂きます。
○魚介類の調理・仕込み
○寿司の握り・接客販売
○その他、厨房内における付随する業務

岩手県宮古市長根２丁目
６－９

海宝

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場管理（空調・衛生設
備）［岩手県］

1人

建設現場における空調・衛生設備工事の監督業務
に従事して頂きます。
現場：工程管理、安全・品質管理、写真撮影　等
事務所：書類作成、写真管理、データ入力　等


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

施工管理経験３年以上 岩手県宮古市、他

現場管理補助（建築）［岩
手県］

1人

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
建築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伝達

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

未経験者歓迎 岩手県宮古市、他

組立・加工業務（宮古市）

2人

派遣先事業所において、下記の業務を行っていた
だきます。
・電子機器の組立（ハンダ作業、電動ドライ
バー）
・車両通行規制に使うポールの加工

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市
パソコンの基本操作（ワー
ド・エクセル）ができる方

販売員（６：１５～）

1人

販売業務を担当していただきます。
・接客、レジ、商品袋詰め、商品陳列、補充、店
舗内外の清掃等
・販売員は他に３～４名
・商品発注については、業務内容に予定しており

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－４５－２

ワイショップ　川
村

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員（～２１：２０）

1人

販売業務を担当していただきます。
・接客、レジ、商品袋詰め、商品陳列、補充、店
舗内外の清掃等
・販売員は他に３～４名
・商品発注については、業務内容に予定しており

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－４５－２

ワイショップ　川
村

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

現場管理（電気設備）［岩
手県］

1人

※ブランクがある方も歓迎します。
建設現場における電気設備工事の監督業務に従事
して頂きます。
現場：工程管理、安全・品質管理、写真撮影　等
事務所：書類作成、写真管理、データ入力　等

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

施工管理経験３年以上 岩手県宮古市、他

現場管理補助（土木）［岩
手県］

1人

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
土木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
内容の伝達及び確認）

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

未経験歓迎 岩手県宮古市、他

土木作業員（宮古市近辺）

3人

・土木工事
・舗装工事
・高速道路等の公共工事
・震災復旧工事　等


埼玉県所沢市上新井５－
６４－１５

吉弘建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

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。 

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。 

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 

令和元年８月２２日発行  


