
(1)  7時30分～12時00分

03030-130801
(1)  6時30分～11時00分
(2)  6時30分～12時00分

03030-131201
(1)  5時00分～11時00分

03030-136901
7時00分～18時00分の間の5時間程度

03030-138401
8時30分～17時15分の間の7時間

03030-139701
(1)  8時30分～17時00分

03030-140501
8時00分～17時00分の間の5時間程度

03030-143601
(1)  9時00分～15時00分

03030-144901
8時00分～17時00分の間の5時間以上

03030-149201
8時00分～17時00分の間の5時間以上

03030-150001
(1) 17時00分～22時00分

03030-152601
変形労働時間制（１年単位）
(1) 9時00分～15時00分

03030-156701
(1)  8時00分～17時00分

03030-159501
(1)  8時30分～12時30分

03030-161901
交替制（シフト制）
8時00分～00時00分の間の5時間以上

03010-667901
交替制（シフト制）
8時30分～00時00分の間の5時間以上

03010-669401
(1)  8時00分～17時00分
(2)  9時00分～17時00分
(3)  9時00分～16時00分

03030-183501
(1) 10時00分～16時30分

03030-182201
変形労働時間制（１年単位）
9時30分～19時30分の間の6時間以上

14010-1667401
(1)  8時00分～16時00分
(2) 13時00分～21時00分

03030-181801
(1)  8時30分～12時30分

03030-185301
(1) 13時30分～17時30分

03030-186601
(1) 10時30分～14時30分

03030-187901
9時00分～12時00分の間の2時間程度

03030-188101
1

有限会社　かもめ薬局

ヤマト運輸　株式会社
宮古支店

調剤事務・調剤助手 1人 不問 800円～800円 宮古市

仕分け及び発送スタッフ 1人 不問 830円～900円 宮古市

1,000円～1,000円

790円～825円

宮古市

宮古市

宮古市

宮古市

宮古市

宮古市

宮古市

内勤スタッフ 2人 不問 900円～900円 宮古市
ヤマト運輸　株式会社
宮古支店

3人

3人

一般事務・電話交換事務
補助／総務課

アイ・ティー・エックス
株式会社

販売・ドコモショップ宮
古店アルバイト／宮古市

2人 不問 1,200円～1,200円 宮古市

790円～800円

1,000円～1,100円

1,000円～1,100円

900円～930円

水産加工員

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（ユニオン
磯鶏店）

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（宮古店）

株式会社　飛鳥商事

株式会社　飛鳥商事

有限会社　佐々京商店

宮古税務署
1人

3人

不問

不問

普通自動車免許一種
（通勤用）

普通自動車免許一種
（通勤用）

山田町830円～830円

普通自動車免許一種

不問

不問

不問

出荷事務（パート）

警備員

宅配
小岩井ファミルク
ＩＷＡＴＥ

株式会社　トスネット
北東北　宮古営業所

田老町漁業協同組合
（加工場）

1人

5人

1人

790円～790円

宮古市

894円～1,082円

890円～890円

790円～800円

850円～850円

825円～830円

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定可）

株式会社　宮古マランツ
不問3人

宮古市役所

いわて生活協同組合
葬祭事業部
セリオホールみやこ

宮古市

山田町

宮古市

宮古市

宮古市

825円～830円

陸中木材センター
株式会社

不問

ルートインジャパン株式会社
ホテルルートイン宮古

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほほえ
みの里

普通自動車免許一種
（ＡＴ限定可）

看護師または保健師または
養護教諭免許（専修・1

種・2種）

3人

有限会社
メンテナンス宮古

普通自動車免許一種
（通勤用）

株式会社
びはんセンター

株式会社　宮古マランツ

販売員／セブンイレブン
山田町中央店

学校衛生支援員/教育委
員会事務局（会計年度任
用職員）

葬祭施工補助 2人

1人

一般事務

資材業務

2人

基板・製品加工

清掃員 1人

1人

株式会社　玉木屋

山口ショッピングセン
ター

     　　　　　　　　　　　（1月１７日時点の内容です）

　１月１４日　から１月１７日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は１月３０日です＞

事業所名
求人番号

職種 求人数 必要な免許資格 賃　　金 就業時間 就業場所

不問

普通自動車免許一種
介護職員初任者研修修了者

または
ホームヘルパー２級

不問

1,000円～1,000円

1,000円～1,400円

宮古市

宮古市

朝食レストランキッチン・
ホールスタッフ

訪問介護ヘルパー

2人

2人

配達員
普通自動車免許一種
（ＡＴ限定不可）

800円～800円

790円～790円1人

1人惣菜部門

宮古市

宮古市

株式会社　マルセイユ
大阪王将宮古店 調理兼ホール（王将） 2人 不問 850円～850円 宮古市

株式会社　マルセイユ
大阪王将宮古店 清掃作業員（王将） 2人 不問 800円～800円 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。 

◎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。 パートタイム 
◎ 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 

◎令和２年１月６日よりハローワークのシステムの改修に伴い、当分の間、簡易版での提供となります。ご不便をおかけいたしますがご了承願い 

 ます。 

◎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。  

      令和２年１月２３日発行  



(1)  8時00分～12時00分

03030-189401
16時30分～21時30分の間の2時間以上

03030-190201
(1) 16時30分～22時00分

03030-191501
(1) 16時30分～21時30分

03030-192001
(1) 13時30分～18時30分
(2)  7時30分～18時30分

03030-198701
(1)  7時00分～12時20分

03030-202801
14時00分～0時00分の間の3時間以上

03030-208901
16時00分～0時00分の間の4時間程度

03030-209101
8時00分～16時00分の間の6時間程度

03030-210801

2

びはん　株式会社 惣菜担当／豊間根店 1人 不問 872円～872円 山田町

株式会社　マルセイユ 洗い場兼雑務
（つぼ八）

2人 不問 800円～800円 宮古市

950円～950円

特定非営利活動法人
宮古地区いきいきワーキ
ンセンター

崎山学童の家補助員 2人
普通自動車免許一種

（通勤用）
800円～870円 宮古市

宮古市

株式会社　マルセイユ ホール兼調理補助
（つぼ八）

2人 不問 900円～900円 宮古市

有限会社
相馬屋菓子店 パン製造工 2人 不問 790円～790円 宮古市

株式会社　マルセイユ
大阪王将宮古店 調理（王将）

１６時３０分～２１時３０分
3人 不問

宮古市

弁当作り兼配達スタッ
フ
（王将）

1人
普通自動車免許一種

800円～800円 宮古市
株式会社　マルセイユ
大阪王将宮古店

株式会社　マルセイユ
大阪王将宮古店

株式会社　マルセイユ
大阪王将宮古店

ホール係（王将）
１６時３０分～

2人 不問 900円～900円 宮古市

調理（王将）
１６時３０分～

3人 不問 1,000円～1,000円


