
大型自動車免許一種
車両系整地掘削用運転 (1) 8時00分～17時00分

259,200円～280,800円

正社員 不問 02050- 2491791
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
136,000円～170,000円

正社員 59歳以下 03030- 3245691
大型自動車免許一種

(1) 8時00分～17時00分
218,000円～218,000円

正社員 不問 04080- 3583091
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
145,530円～221,760円

正社員以外 不問 03030- 3228091
中型自動車免許一種

(1) 8時30分～17時30分
187,280円～207,280円

正社員以外 61歳以下 03030- 3231891
介護職員初任者研修 変形（１ヶ月単位）

又は (1) 8時30分～17時30分
介護福祉士 133,200円～154,880円 (2)11時00分～20時00分

普通自動車免許ＡＴ (3) 7時00分～16時00分
正社員 64歳以下 03030- 3235091

普通自動車免許ＡＴ
(1) 8時00分～17時00分

207,900円～231,000円

正社員 不問 03030- 3236391
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
150,000円～220,000円

正社員 64歳以下 03030- 3237691
変形（１ヶ月単位）

146,200円～151,360円

正社員以外 18歳以上 03030- 3242191

(1) 8時30分～17時00分
150,000円～150,000円

正社員以外 不問 04010-61149191
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 04010-61279091

(1) 8時00分～17時00分
210,000円～210,000円

正社員 59歳以下 04010-61525191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

(1) 9時00分～17時50分
160,000円～266,500円

正社員 59歳以下 03010-22289191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時30分～17時15分
156,005円～209,920円

正社員以外 不問 03030- 3224891
変形（１年単位）
(1) 8時30分～17時30分

150,000円～200,000円

正社員 35歳以下 03030- 3225291
準中型自動車免許

(1) 8時30分～17時15分
125,868円～144,432円

正社員以外 不問 03030- 3227191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１ヶ月単位）

重機オペレーター資格 (1) 5時00分～13時00分
250,000円～400,000円

雇用期間の定めなし

正社員 59歳以下 04010-60860291
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
220,000円～264,000円

正社員 不問 03010-22048791
中型自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
155,000円～230,000円

正社員 59歳以下 03030- 3213991
1

     （9月13日時点の内容です）

　　９月９日　から　９月１３日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　９月２６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

ＳＳスタッフ及びＬＰＧ販
売スタッフ

1人

・ガソリン給油所において、給油作業、洗車、灯
油、タイヤ交換等
・ＬＰガスの配送作業、保安点検、検針、ガス工
事等

泉金商事　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木１８－１

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

事業所名
求人番号

重機オペレーター【岩手
県】

2人

◇災害復旧工事現場における重機オペレーター業
務全般に従事していただきます。
　工事現場でのバックホー等の運転及び土木作業
です。
　

青森県上北郡東北町字仏
沢３－４９

有限会社　東北推
進工業

雇用期間の定めなし

重機オペレーターの経験あ
る方

岩手県下閉伊郡岩泉町、他

大型ダンプ運転手

1人

〇大型ダンプによる運搬業務に従事して頂きま
す。

・大型ダンプ（１０ｔ）で土砂や砕石等の運搬業
務

宮城県気仙沼市最知北最
知１９７－９

株式会社　ナダベ

雇用期間の定めなし

運転経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町、他

総務事務

1人

総務事務　　　　
・パソコンを使用しての請求書などの各種書類作
成
・社会保険や雇用保険など各種事務手続き
・建設退職金共済組合に関する事務手続き

岩手県宮古市根市第６地
割７番地１

有限会社　伊藤総
業

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

事務経験 岩手県宮古市

介護職員／赤前「介護」

1人

認知症対応型グループホームでの介護業務を行っ
ていただきます。主な仕事の内容は、利用者の方
の日常生活支援、レクリエーション、通院介助、
介護（食事、入浴、排せつ介助等）となります。

有限会社　介護施
設　あお空

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市向町２番３
４号

岩手県宮古市

セールスドライバー／中型

1人

・配達、集荷業務
・重量物の積み下ろし
＊エリアは宮古市～釜石市周辺です
＊中型車を使用します
＊重量物の積み下ろしなどもありますので、体力

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１３－６

近物レックス　株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

岩手県宮古市、他

ハツリ工

1人

建築、土木現場においてのハツリ作業に従事して
いただきます。
・コンクリートを破砕・切断する作業を担当
＊経験のない方の応募も可能ですので、ご相談く
ださい。

岩手県宮古市小国１４－
９２

合同会社　ボンズ
工業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

刃物製造

2人

チタン及びセラミック製刃物の製造業務に従事し
ます。
○セラミック粉及びチタン粉を成形し、その後、
焼結・研磨・柄付加工
○入社後に、担当部署の配属を決定します

岩手県下閉伊郡岩泉町浅
内字小森４４番地

株式会社　フォー
エバー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ハンバーガー類の製造・販
売

3人

【販売】・お客様の注文の承りとお会計
　　　　・注文品を取り揃えてお渡し
　　　　・客席、トレイの清掃
　　　　・ハンバーガーの販売、接客
　　　　・ピーク時に備えるための仕込み、準備

岩手県宮古市宮町１－１
－３８

ヒロフーズ株式会
社　マクドナルド
１０６宮古店雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
又は 6時00分～ 2時00分の
間の8時間程度

岩手県宮古市

一般事務［下閉伊郡田野畑
村］

1人

現場事務所にて事務を担当して頂きます。
パソコンを使用し、書類作成、伝票整理、電算入
力、電話、来客対応となります。
＊パソコンはワード、エクセルの他、専用ソフト
を使用します。専用ソフトの使用方法は指導しま

宮城県仙台市青葉区本町
１丁目１０－３　仙台新
和ビル

佐藤工業　株式会
社　東北支店

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン操作（ワード・エ
クセル）

岩手県下閉伊郡田野畑村

一般事務［下閉伊郡岩泉
町］

2人

・電話応対
・伝票作成および管理
・パソコンによる入力作業
・その他

宮城県仙台市青葉区本町
１丁目１３－２２　仙台
松村ビル７Ｆ

フコク資材　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

基本的なパソコン操作がで
きる方

事務の実務経験がある方

施工管理補助（土木課）
［岩手県］

1人

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（土木）に従事して
頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（エクセル・ワード）し、書類の作

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

カーライフアドバイザー
（宮古店）

2人

日産自動車販売会社（カーディーラー）の店舗に
て、新車及び中古車の販売業務を担当していただ
きます。
・既にお付き合いのあるお客様、来店されたお客
様への対応（車選びや商品説明など）

岩手県盛岡市三本柳５地
割２９ー２５

日産チェリー岩手
販売　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技能補助（公用車運転手）

1人

公用車の運転業務となります。
・主な運転範囲は岩泉町、田野畑村、宮古市とな
ります。
・頻度は少ないですが盛岡市、久慈市までの運転
もあります。

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字松橋２４－３

沿岸広域振興局
土木部　岩泉土木
センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

プラスチック成形品の測定

1人

電子部品用のプラスチック成形品（製品）の測定
業務
・顕微鏡、拡大鏡、目視での製品検査の工程管
理、検査
・社外・顧客へ不良品の流出を防ぐ重要な作業と

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３０番地

モルデック株式会
社　宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務補助員／上下水道部　
施設課

1人

上下水道部施設課勤務となります。
・給水車（３ｔタンク車）を運転し、浄水の運搬
業務
・水道施設の維持管理補助業務（清掃、日報作成
等）

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
月以上）

岩手県宮古市

運転手兼水産加工員

1人

運搬業務、水産加工に従事します。
・４ｔ車を使用し、市場から工場へ原料魚を運搬
作業
・工場内で水産加工（時期に水揚げとなった魚の

岩手県宮古市藤原一丁目
５－９

有限会社　大井漁
業部　大印冷凍工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

2人

現場及び生産管理業務となります。　＜急募＞
・生産計画の作成・予算管理
・生産指示の作成
・各工程の進捗管理
・人員管理

宮城県仙台市青葉区本町
１丁目１３－２２　仙台
松村ビル７Ｆ

フコク資材　株式
会社

又は13時00分～21時00分の
間の7時間

岩手県下閉伊郡岩泉町

・在庫・入出庫管理,人員
管理などの管理業務経験

・業界問わず生産管理業務
経験がある方

土砂再生プラントの新設に
伴う生産管理職［下閉伊郡
岩泉町］

重機オペレーター・作業員
「建設」

2人

・重機による宅地造成、地盤改良作業。（コング
ロエンジニアリング（株）からの受注業務）
・補助的作業として検査用の土採取、現場清掃、
写真撮影を行っていただきます。
・冬期には除雪作業あり。

岩手県盛岡市山岸３丁目
２０－８

株式会社　アイ・
クリーン

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

◎ 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 

令和元年９月１９日発行  



普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時30分

170,000円～220,000円

正社員 35歳以下 03030- 3214491
看護師又は
准看護師 (1) 8時30分～18時00分

200,000円～230,000円 (2) 8時30分～12時30分

正社員 不問 03030- 3215791
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
140,400円～140,400円

正社員以外 不問 03030- 3216891
交替制あり
(1) 8時30分～17時30分

125,952円～164,000円 (2)20時30分～ 5時30分

正社員 18歳～59歳 03030- 3218591

(1) 8時30分～17時30分
125,952円～164,000円

正社員 59歳以下 03030- 3219191
普通自動車免許ＡＴ

(1) 8時00分～17時00分
196,000円～228,000円

正社員 不問 03030- 3220691
看護師又は 変形（１ヶ月単位）
准看護師 (1) 8時30分～17時30分

200,000円～260,000円 (2) 7時00分～16時00分

正社員 59歳以下 03030- 3221991
介護支援専門員 変形（１ヶ月単位）

普通自動車免許ＡＴ (1) 8時30分～17時30分
175,000円～220,000円

正社員 59歳以下 03030- 3222491
車両系整地掘削用運転 変形（１年単位）

車両系解体用運転 (1) 8時00分～17時00分
364,560円～381,920円

雇用期間の定めなし

正社員 不問 27030-34776291
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 9時00分～18時00分
209,600円～265,100円

正社員 59歳以下 03020- 1692591

(1) 8時30分～17時30分
130,560円～195,840円

正社員以外 不問 03030- 3200591
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

173,500円～270,000円 (2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～ 8時00分

正社員 18歳～64歳 03030- 3201191
普通自動車免許ＡＴ 変形（１年単位）

(1) 8時30分～17時30分
136,000円～136,000円

正社員以外 不問 03030- 3203391
変形（１年単位）
(1) 8時00分～17時00分

138,000円～230,000円

正社員 61歳以下 03030- 3204691
土木施工管理技士１級 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

230,000円～270,000円

正社員 59歳以下 03030- 3207791
普通自動車免許一種

(1) 7時00分～16時30分
180,000円～220,000円

正社員 不問 03030- 3209291
変形（１年単位）
(1) 9時00分～18時00分

137,400円～161,800円 (2)11時00分～20時00分

正社員 64歳以下 03030- 3210091
中型一種（８ｔ限定） 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
184,800円～346,500円

正社員 64歳以下 03030- 3211391
普通自動車免許一種 変形（１年単位）

(1) 8時00分～17時00分
138,600円～231,000円

正社員 64歳以下 03030- 3212691
建築施工管理技士１級 変形（１年単位）
普通自動車免許一種 (1) 8時00分～17時00分

256,700円～455,600円

正社員 59歳以下 03100- 2420691

2

配管及びエクステリア工事

5人

現場において下記の工事作業を行います。
・給水・排水・空調等の配管工事
・保温工（配管に断熱材を巻く）
・板金工（配管保温後のラッキング）
・エクステリア（テラス・屋根・ウッドデッキ

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根第１地割１４８

北山窓業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町、他

看護師・准看護師　「看
護」

1人

当クリニックにおいて、看護業務全般を担当
・医師の補助
・診療介助、処置、検査介助、注射、血圧、検
温、服薬指示
・診療材料の準備、整理

岩手県宮古市保久田４－
７

佐藤雅夫クリニッ
ク

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

乳製品製造

1人

当公社の乳製品工場においてヨーグルト製造を担
当していただきます。
・仕事の内容は、機械での充てん（パック）作業
・使用した機器の洗浄
・出荷作業などの工程があります。

岩手県下閉伊郡田野畑村
尾肝要３９－１

一般社団法人　田
野畑村産業開発公
社雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡田野畑村

プラスチック成形機オペ
レーター

1人

プラスチック成形機のオペレーター業務を行いま
す。
○成形機への金型の取付、成形条件設定・操作及
び材料供給
○製品の出来栄え確認

岩手県宮古市板屋３－１
１－１５

株式会社　エム・
アイ・エス東北工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

自動組立機オペレーター他

1人

電子部品（コネクタ）の自動組立機の操作、その
他電子部品の組立を行います。
・組立自動機への製品投入、機械操作、機械のメ
ンテナンス等
◆未経験者でも指導します

岩手県宮古市板屋３－１
１－１５

株式会社　エム・
アイ・エス東北工
場雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

塗装工「建設」

2人

宮古市内の各現場において、建築塗装作業全般の
業務です。
・一般住宅や集合住宅の建築塗装作業
・現場への移動は社用車を使用し、乗り合いでの
移動等相談に応じます。

岩手県宮古市大字山口４
丁目１－１

有限会社　菊池塗
装店

雇用期間の定めなし

塗装経験者 岩手県宮古市

看護師「看護」

1人

介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び
入所利用者（現在７５名位）への看護業務全般を
行います。
・入所利用者に対するバイタルチェック
・服薬管理、健康管理及び医療処置

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

2人

重機運転手
（ＢＨに乗務しての積込・仕上げ作業）

ＢＨ作業経験熟練者

大阪府大阪市西区西本町
１丁目７－２１　ニシモ
トビル２Ｆ

株式会社　エイト
工業

バックホー作業経験者 岩手県下閉伊郡岩泉町

重機オペレーター（ＢＨ経
験者）岩手県下閉伊都岩泉
町

介護支援専門員（ケアマ
ネージャー）「介護」

1人

介護支援専門員（ケアマネージャー）として、主
に以下の業務を行っていただきます。
・利用者のケアプランの作成
・介護認定調査の実施
・家族との連絡、相談、調整などの業務

岩手県下閉伊郡山田町飯
岡第９地割２３－１

医療法人　晃生会
介護老人保健施設
さくら山雇用期間の定めなし

経験者 岩手県下閉伊郡山田町

ルート営業（宮古・８ｈ勤
務）／短時間

1人

・ルート営業（固定顧客管理）
・定期的にご契約頂いているお客様を訪問し、医
薬品の補充や健康に関するアドバイスをする仕事
です。
・医薬品約６００アイテムなど、予防医学の観点

岩手県釜石市鵜住居町５
－８－２

株式会社　岩手中
京医薬品

雇用期間の定めなし

同業経験者優遇 岩手県宮古市

梱包及び出荷作業業務

1人

当社東北工場において梱包から出荷までの業務を
担当していただきます。
・伝票や指示書をもとに製品をダンボール箱に梱
包
・製品を入れたダンボール箱を木製パレットに積

岩手県下閉伊郡山田町石
峠３－１７－４

和田工業株式会社
東北工場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

フロントスタッフ（地域限
定社員）

1人

ホテルに関する業務全般に従事します。
【主な業務内容】
○フロント業務
○電話対応
○予約受付、確認（パソコン使用）

岩手県宮古市藤の川１５
番地３８号

ルートインジャパ
ン株式会社　　ホ
テルルートイン宮
古

雇用期間の定めなし

パソコン入力操作程度 岩手県宮古市

一般事務

1人

一般事務に従事していただきます。
・電話による問い合わせ対応
・パソコンを使用したデータ入力、資料作成
・銀行等外出用務の場合は社用車（セダン）使用
・その他、付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根２－１３－６

近物レックス　株
式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月未満）

パソコンの基本操作 岩手県宮古市、他

コンクリート製品製造員

1人

主にコンクリート製品のＵ字形側溝を製造してい
ます。
・型枠内に入れる鉄筋組み
・側溝用の型枠組立
・型枠内にコンクリートを流し込み、養生期間終

岩手県下閉伊郡山田町豊
間根４－１２

有限会社　豊興

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

土木施工管理技士「建設」

1人

土木工事現場においての、工事の監督・指導全般
・主に公共工事を請負っており、施工計画の立
案、工事監理、打ち合わせなど
・使用する資材、機械の手配や管理
・図面や計画書、報告書などの作成にはパソコン

岩手県下閉伊郡岩泉町岩
泉字村木７４

横屋建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

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

販売・配達・加工いずれか
の経験

又は 7時00分～16時30分の
間の4時間程度

岩手県宮古市

販売員（ドラ店）

1人

お菓子、ケーキ、パン等の販売
・来店したお客様応対、レジ、品出し
・箱詰め、ラッピング
・店内の清掃


岩手県宮古市実田一丁目
５－１７

株式会社　日進堂
（ドーネル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

現場代理人「建設」

1人

工事現場での管理業務全般を行います。
・現場代理人の業務を担当
・現場は主に宮古市内
弊社は公共工事（道路・ダム・下水道など）か
ら、一般の建築工事（新築・リフォーム）の他

岩手県宮古市山口一丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

現場管理業務の経験者
パソコン操作ができる方

岩手県宮古市

大工見習い

1人

以下の業務を行っていただきます。
・新築、リフォーム作業の補助
・修理、修繕作業の補助
・サイエンスホーム宮古店での新築作業補助


岩手県宮古市山口一丁目
２－３１

沢与建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築施工管理技士（１級）

1人

◆建築施工管理技士業務全般
・公共土建築工事現場等の施工管理業務になりま
す。
・建築工事の施工管理、積算見積業務
・施工計画を作成し、工程管理、安全管理など

岩手県久慈市山形町川井
９－３２－２

蒲野建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他



普通自動車免許一種
(1) 8時00分～17時00分

197,600円～218,400円

正社員以外 不問 03100- 2441591
土木施工管理技士２級

(1) 8時30分～17時30分
350,000円～480,000円

正社員 59歳以下 04010-59860791
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時15分

180,000円～180,000円 (2)11時15分～20時00分
(3)12時15分～21時00分

正社員 59歳以下 13040-16703392
変形（１ヶ月単位）
(1) 9時30分～18時15分

162,750円～244,125円 (2)11時00分～19時45分
(3)12時15分～21時00分

正社員以外 不問 13040-16747992

3

型枠大工　　　　「建設」

2人

◆ＰＣ橋梁における型枠、足場組立工事全般
（高所での作業が主となり、機敏性、体力を要し
ます）



岩手県九戸郡野田村大字
野田３３－２１

有限会社　新山工
務店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村、他

発注者支援業務［宮古市］

3人

国土交通省東北地方整備局による公共工事の発注
者支援、施工管理、工事関係資料作成、積算等の
補助業務に従事して頂きます。



宮城県仙台市青葉区小田
原５丁目２－５６　スタ
ジオサイキビル２階

株式会社　エム
エーシー　仙台支
店雇用期間の定めなし

国交省発注土木工事の施工
管理経験者

発注者支援業務経験者優遇 岩手県宮古市

ジュエリー販売スタッフ
（マリンコープ店／宮古）

1人

ジュエリー・アクセサリーの提案・販売及び店舗
事務作業。
設立６０周年を迎え、親しみやすい地域密着型の
店舗にて、沢山のお客様にご愛顧いただいていま
す。プチプライスのアクセサリーから、一生もの

東京都港区虎ノ門４－３
－１３　ヒューリック神
谷町ビル５Ｆ

Ａｓ－ｍｅエス
テール　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ジュエリー販売スタッフ
（マリンコープＤ０ＲＡ

1人

マリンコープＤＯＲＡ内のジュエリー・アクセサ
リーショップ「エステール」で接客販売及び関連
事務作業をお願いします。商品知識等は教育を
しっかり行いますので、未経験の方も安心です！
※長期勤務できる方歓迎！

東京都港区虎ノ門４－３
－１３　ヒューリック神
谷町ビル５Ｆ

Ａｓ－ｍｅエス
テール　株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市


