
(1)9時00分～17時00分
1人 186,690円～186,690円

有期雇用派遣労働者 不問 03010-18782221
普通自動車免許一種

(1)8時15分～17時15分
1人 400,000円～500,000円

正社員 59歳以下 ワード、エクセル 03010-18657621
介護福祉士あれば尚可 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 142,000円～178,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員以外 不問 03030- 2672021
普通自動車免許一種

看護師 (1)8時30分～17時15分
1人 197,950円～273,950円

正社員以外 不問 03030- 2673721
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）
介護福祉士あれば尚可 (1)8時30分～17時30分

2人 資格手当の支給あり 140,000円～168,000円 (2)9時00分～18時00分
(3)7時00分～16時00分

正社員 64歳以下 03030- 2674821
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時00分～17時30分
1人 162,500円～162,500円

正社員以外 不問 03030- 2659521
大型自動車免許 変形（1年単位）
玉掛技能者 (1)8時00分～17時00分

1人 車両系建設機械運転技能 207,000円～241,500円

正社員 59歳以下 大型自動車運転経験 03030- 2660321
変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

1人 145,000円～148,000円

正社員 64歳以下 03030- 2661621
普通自動車免許一種

８トン限定中型自動車免許 (1)8時00分～17時15分
2人 フォークリフト 145,600円～208,000円

あれば尚可

正社員 64歳以下 03030- 2662921
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 150,000円～180,000円

正社員 59歳以下 03030- 2663121
変形（1ヶ月単位）
(1)15時00分～6時00分

1人 190,000円～190,000円 (2)18時00分～9時00分

正社員 18歳以上 03030- 2664021
変形（1ヶ月単位）

1人 175,000円～175,000円

正社員 不問 03030- 2665721
保育士 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～15時45分
1人 181,600円～201,600円 (2)8時15分～17時00分

あれば尚可 (3)8時45分～17時30分

正社員以外 不問 03030- 2666821
理容師 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時45分
1人 188,000円～260,000円

正社員 59歳以下 理容経験者 03030- 2668521
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

1人 137,500円～139,500円 (2)20時00分～5時00分

正社員 18歳～64歳 03030- 2670921
ＭＯＳ　Ｗｏｒｄスペシャリスト 変形（1ヶ月単位）
ＭＯＳ　Ｅｘｃｅｌスペシャリスト (1)9時30分～18時30分

1人 あれば尚可 150,000円～180,000円 (2)9時30分～16時30分

正社員 59歳以下 03030- 2650421
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 160,000円～250,000円 (2)17時30分～8時30分

正社員 64歳以下 03030- 2654121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
1人 150,000円～155,000円

正社員 64歳以下 ワード・エクセル基本操作 03030- 2657821
1

（8月12日時点の内容です）

８月８日　から　　８月１２日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は８月２５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

営業幹部候補（宮古営業
所）

宮古営業所において下記の業務を行っていただきま
す。
・得意先へのルートセールス
・宮古営業所のマネジメント業務

岩手県紫波郡矢巾町大字広
宮沢第５地割３１５番

株式会社　三ツ星商
会

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

保険事務（岩手県宮古市）
【紹介予定派遣】

～有名企業での人気の紹介予定派遣のお仕事です～
◆保険契約に関する手続、保険証券発行　◆契約更
新・解約手続　◆契約変更手続きの書類チェック・
ファイリング　◆データ入力、電話応対　◆顧客へ
のアフターフォロー対応

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９－１　マリオス１５
Ｆ

マンパワーグループ
株式会社　盛岡オ
フィス

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

◆ＯＡ基本操作
（入力・修正程度）

◆事務経験（業界不問）
◆コミュニケーション力（社

内外の対応あり）

看護師／そら・ちふな ・グループホームの利用者（障がい者　定員２８
名）の健康状態の確認、通院支援、服薬管理、生活
介護事業所通所利用者の健康状態の確認など　・パ
ソコンを使用しての業務報告　・その他付随する業
務

岩手県宮古市松山第８地割
１９－１

社会福祉法人　岩手
県社会福祉事業団
松山荘

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

介護職／グループホームい
わいずみ

グループホームいわいずみの入居者９名に対する、
介護サービスを提供して頂きます。・入浴、排泄、
食事、移動等の介助　・レクリエーションの企画運
営　・その他、記録や送迎等の入居者様の生活支援
全般

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設ほ
ほえみの里

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

介護福祉士があれば
無期雇用契約となります

簡単なタブレット端末の
操作

簡単なパソコン操作
（文書入力程度）

看護

タイヤ配達及びピット作業
補助（アルバイト）

当店において下記の業務を行っていただきます。＊
配達業務　・小型トラックを運転して宮古・田老・
山田地区が中心　主に乗用車用のタイヤ　＊ピット
作業補助　・タイヤ交換作業補助　＊その他　・商
品を倉庫内の所定の位置に運び込む作業

岩手県宮古市実田二丁目５
－１

ダンロップタイヤ東
北（株）　タイヤラ
ンド宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

介護職員 地域密着型特別養護老人ホーム入居者と併設ショー
トステイ利用者の介護を担当していただきます。
・入浴、食事、排泄、更衣、口腔ケア、レクリエー
ション、アクティビティー、看取り介護、認知症ケ
ア、施設内環境整備、見守り、

岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地１３番地　※三陸沿岸道
路田野畑北インターから５
分（ハーフＩＣ）

社会福祉法人　山栄
会　特別養護老人
ホーム　リアス倶楽
部雇用期間の定めなし

又は7時00分～22時00分
の間の8時間

岩手県下閉伊郡田野畑村

記録が一部ＰＣ入力となりますが
初心者でも十分に入力できます。
採用後に徐々に慣れていただきま

す

仕上げ検査（正社員） 工業用ゴム製品の仕上検査を行います。
・工業用ゴム製品（Ｏリング、パッキング類）のプ
レス成型されたシート状から製品を取り出す（チギ
リ）作業　・キズや汚れなど目視検査による良品と
不良品への選別作業

岩手県宮古市刈屋第１４地
割５２－１

株式会社　オーレッ
クス　岩手工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大型自動車運転手 ６ｔ～１２ｔトラックを使用し以下の業務を行って
いただきます。・主にリース会社の重機や機材の運
搬作業その他付随する業務　・業務は宮古・下閉伊
地区が中心　・大型ダンプにも乗っていただきます

岩手県宮古市上鼻２丁目６
番７５号

株式会社　伊藤礦業
所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

小型移動式クレーン
（５ｔ未満）

パソコンの基本操作が
できれば尚可

事務／宮古 当社事務所において下記の業務を行っていただきま
す。・メール確認、日々の入出金の管理・書類作
成、整理、ファイリング・電話・来客対応・在庫管
理、社内外清掃など付随する業務＊外出用務の際は
社用車（ＡＴ）を使用していただきます。

岩手県宮古市田鎖第１２地
割１０番地５

有限会社　東北ペイ
ント

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

木材・木製品の製造 当社において下記の業務に従事していただきます。
・製材、建築資材のカンナ掛け、結束、配達など
配達は運転免許所持の方。４ｔ平積みトラックを使
用します。

岩手県下閉伊郡岩泉町浅内
字小森６９番地

清水畑商事　有限会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ホテルフロント／日勤 ホテル宮古ヒルズステーション店において、フロン
ト係に従事していただきます。・宿泊のお客様の
チェックイン、チェックアウト業務・インターネッ
トによる予約受付等の管理・パソコンを使用して情
報入力等の基本操作・電話対応による予約管理

岩手県宮古市和見町５－１ ブリーズベイオペ
レーション６号　株
式会社　（ホテル宮
古ヒルズステーショ
ン店）

雇用期間の定めなし
又は8時00分～22時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

ホテルフロント／夜勤 ホテル宮古ヒルズステーション店において、フロン
ト係（夜勤）に従事していただきます。・宿泊のお
客様のチェックイン、チェックアウト業務・イン
ターネットによる予約受付等の管理・パソコンを使
用して情報入力等の基本操作・電話対応による予約

岩手県宮古市和見町５－１ ブリーズベイオペ
レーション６号　株
式会社　（ホテル宮
古ヒルズステーショ
ン店）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコンによる

文字入力の基本操作

パソコンによる
文字入力の基本操作

理容師 理容髪吉（かみよし）南町店において、理容業務全
般に従事していただきます。
・施術に必要な材料等の整理
・その他付随する業務

岩手県宮古市南町１１番２
０号

株式会社　クイック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士 保育所での保育業務　・保育所に入所している児童
（０～６歳児）への保育＊児童の年齢により対応人
数は異なりますが、常時複数で対応します＊担任は
他におりますので、担任の補助を行っていただきま
す●資格試験により、正社員の可能性あり

岩手県下閉伊郡山田町織笠
第１１地割３０

社会福祉法人　三心
会　織笠保育園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

幼稚園教諭免許
（専修・１種・２種）

パソコンインストラクター
／宮古校

当社「宮古校」にて、下記業務を行っていただきま
す。・ワード・エクセル・パワーポイントなどのパ
ソコンの操作説明　・生徒さんの操作フォロー　・
電話応対、来客対応、販売促進活動　・受講者の
データ入力等事務作業

岩手県宮古市五月町１ー１ ＹＥＳネットワーク
三陸　株式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

プレス機、成型機オペレー
ター

プレス機、成型機オペレーション業務
主にスマートフォンや電子機器向けコネクターのプ
レス機、成型機操作です。立ち仕事ですので体力が
必要です。

岩手県下閉伊郡田野畑村奥
地向６９番地【郵送先は別
住所】

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

パソコン（ワード・エクセ
ル）基本操作ができる方、Ｐ

Ｃスキル

事務 当社において下記の業務を担当していただきます。
・仕入れの手続き　・出荷の予定確認　・電話応対
・消耗品の管理　・見積作成　・小口現金の管理
・来客対応　・外出用務（備品調達や取引先への支
払い等）

岩手県宮古市実田１丁目５
番１３号

株式会社　ヤマウチ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

総合職 ○環境整備業務、医療事務業務、総務業務、薬剤補
助業務、病棟業務など　＊各部署いずれかに配属と
なり、部署異動により様々な業務経験を積んで頂き
ます。＊日・当直勤務（電話受付・院内見回り等）
が月数回程度有

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ＰＣ基本操作ができること、設
備管理業務のいずれか（電気
通信設備、空調設備、給排水
設備、消防設備、昇降機設備

など）があれば尚可

◎ 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。

令和４年８月１８日発行

TEL 0193－63－8609

ハローワーク 宮古

宮古公共職業安定所

フルタイム



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
(1)8時15分～17時15分

1人 142,000円～163,400円

正社員 64歳以下 ワード、エクセルのスキル 03020- 1578121
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時00分

1人 中型自動車免許 145,000円～195,000円
２級建設機械整備技能士
車両系建設機械,あれば尚可

正社員 59歳以下 機械ﾒﾝﾃﾅﾝｽ,修理経験あれば尚可 03060- 4595021
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分
1人 中型自動車免許,あれば尚可 145,000円～195,000円

正社員 59歳以下 03060- 4596721
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
移動式クレーン運転士 (1)8時00分～17時00分

1人 ２級建設機械整備技能士 145,000円～195,000円
車両系建設機械,玉掛技能者
中型自動車免許,あれば尚可

正社員 59歳以下 機械ﾒﾝﾃﾅﾝｽ,修理経験等あれば尚可 03060- 4597821
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

1人 165,000円～175,000円

正社員 59歳以下 04010-48254021
看護師 変形（1年単位）
准看護師 (1)8時30分～17時15分

1人 いずれか 250,000円～340,000円
普通自動車免許ＡＴ

正社員 不問 03020- 1577921
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

保育士 (1)9時00分～18時00分
1人 介護福祉士 157,100円～188,900円 (2)6時30分～15時30分

社会福祉主事あれば尚可 (3)12時00分～21時00分

正社員以外 不問 03030- 2637921
医療事務資格 交替制あり
あれば尚可 (1)8時30分～17時30分

1人 180,000円～200,000円 (2)9時30分～18時30分

正社員 不問 03030- 2640221
大型自動車免許

(1)8時00分～17時00分
1人 233,200円～275,600円

正社員 不問 大型自動車運転 03030- 2642421
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

８トン限定中型自動車免許 (1)8時00分～17時00分
5人 あれば尚可 171,250円～228,334円

正社員 64歳以下 03030- 2644621
普通自動車免許一種

車両系建設機械運転技能 (1)8時00分～17時00分
5人 不整地運搬車運転技能者 231,000円～294,000円

２級土木施工管理技士
あれば尚可

正社員以外 不問 土木作業経験、重機ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ経験 03030- 2646121
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
3人 168,000円～273,000円

正社員以外 不問 03030- 2647021
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 176,000円～242,000円

正社員 45歳以下 03030- 2648721

(1)8時00分～17時00分
3人 344,900円～419,600円

正社員 64歳以下 04010-47583021
２級電気工事施工管理技士

あれば尚可 (1)8時30分～17時30分
3人 351,000円～421,000円

正社員 64歳以下 04010-47598621

(1)8時00分～17時00分
2人 257,000円～375,100円

正社員 64歳以下 04010-47613121
２級建設機械施工技士
２級建築施工管理技士 (1)8時30分～17時30分

3人 その他の土木・測量技術関係資格 335,700円～427,500円
あれば尚可

正社員 64歳以下 04010-47618521
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)9時00分～17時45分
1人 193,023円～250,908円

正社員 59歳以下 04010-47628321

2

メンテナンスエンジニア職
（宮古営業所）

建設機械及び車輛等（油圧ショベル、発電機、ダン
プ等）のメンテナンス、修理業務を行っていただき
ます。入出庫業務や出張整備、配送を含みます。

岩手県奥州市胆沢南都田字
化粧坂１７９番地

株式会社　セントラ
ル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

技術職／山田下水道施設管
理センター

＊山田下水道施設管理センターに於いて、施設の操
業および維持管理業務全般に従事します。＊下水処
理施設の点検等を行うほか、町内の中継ポンプ施設
を定期的に巡回し、機械・電気設備などの保守点検
業務を行います。

岩手県釜石市定内町４丁目
１番４７号

株式会社　テツゲン
東北支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

サービス職（宮古営業所） 建設機械及び車輛等（油圧ショベル、発電機、ダン
プ等）のメンテナンス修理業務及び商品清掃業務を
行っていただきます。入出庫業務や出張整備、配送
業務も含みます。

岩手県奥州市胆沢南都田字
化粧坂１７９番地

株式会社　セントラ
ル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

営業職（宮古営業所） 建設機械及び車輛等（油圧ショベル、発電機、ダン
プ、ハウス等）のレンタル受注や販売の営業を行っ
ていただきます。

岩手県奥州市胆沢南都田字
化粧坂１７９番地

株式会社　セントラ
ル

雇用期間の定めなし レンタル業の営業経験のある方歓
迎いたします。その他、営業経験
のある方も歓迎いたします。 岩手県宮古市

看護師（山田町） ◇訪問看護業務にかかる業務全般　＊利用者宅での
バイタルチェック、栄養管理、薬の管理、家族への
介護指導等を担当します。＊医師と看護師スタッフ
で患者の情報を共有し、看護記録の作成、また引き
継ぎ・申し送り業務。

岩手県釜石市大町２丁目２
番２４号

株式会社　ウェル
ファー

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

営業所スタッフ 東北の主要駅、空港近くに店舗を構え、地元はもと
より県外からみえられるお客様への予約対応、カウ
ンターでの接客が主な仕事内容です。

宮城県仙台市青葉区本町１
丁目２－２０
ＫＤＸ仙台ビル６階

ニッポンレンタカー
東北　株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時00分
の間の8時間程度

岩手県宮古市

医療事務 当クリニックの医療事務全般をお願いします。主な
業務　・受付、会計、電話応対　・カルテ整理、診
察券作成　・患者さんのスケジュール管理　・レセ
プト業務　・備品管理、発注、清掃業務　など

岩手県宮古市向町２－３０ ふじたファミリーク
リニック

電子カルテ操作他、ＥＸＣＥ
Ｌ、ＷＯＲＤを使用した一般
的な作業、病院等での医療事

務としての勤務経験

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

児童指導員／らいず ・入所児童７名（定員１６名）の日中活動の支援
・通院や買い物（２～３名）の付き添い
・必要に応じて、食事・入浴・排泄・着替え等の介
助　○未経験者の応募大歓迎
○正社員への登用制度あり

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１番地４２

社会福祉法人　若竹
会　新たな郷わかた
け

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

土木工事作業員 各工事現場において、工事作業全般に従事していた
だきます。未経験の方でも、経験者が指導しますの
で安心して応募下さい。
・出社後、社用車にて現場に向かいます。

岩手県下閉伊郡山田町山田
第１３地割７６

株式会社　阿部興業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

大型ダンプ運転手 大型（１０ｔ）ダンプにて土砂や砕石等の運搬業務
になります。・長野県の現場を予定しております。
○状況に応じ、近隣や他県など他現場への入場をお
願いする可能性があります。

岩手県宮古市磯鶏第６地割
１１７－１

株式会社三建　宮古
営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

土木作業員 当社において下記の業務に従事していただきます。
・土工、とび、解体、護岸工事等
・太陽光ソーラーに伴う架台パネル設置
○未経験の方の応募可能です。丁寧に指導します。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第１地割１４番地１４

株式会社　Ｓ－ＴＥ
Ｃ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

土木作業員／経験者 当社において下記の業務に従事していただきます・
土工、とび、解体、護岸工事等・太陽光ソーラーに
伴う架台パネル設置・重機オペレーター業務（資格
所持の方）＊就業場所は、東北６県、関東方面にな
ります＊お持ちの免許、資格により各業務をお願い

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第１地割１４番地１４

株式会社　Ｓ－ＴＥ
Ｃ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

建築技術者（建設コンサル
タント業務）

地方自治体等の発注する建築工事の発注管理や点検
など　・複数人での管理業務です。・施工図の作成
及び修正（オートキャド）・書類作成や整理管理や
まとめ・受注会社や担当者との打合せ・写真撮影や
寸法の記録・安全作業の点検や記録

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

建設業界内での施工管理
経験やコンサル会社での

経験またはそれに
類似する経験あれば尚可

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場作業員（１） 当社は東北電力様の企業グループユアテック様の協
力会社として電柱付近の伐採、下刈り、木の運搬集
積作業に従事します。・電線に接近している木の伐
採　・下刈り作業　・伐採した枝等廃棄運搬等　・
伐採エリア岩泉町、田野畑村、宮古市

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑６５

有限会社　差畑林業

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

土木建築の施工管理の補助
業務（経験少ない方向け）

土木や建築の工事や事務所にて、施工管理の補助を
して頂きます。工作物の寸法測定や、地中に埋まる
箇所等の写真撮影をして、図面通りの寸法が確保さ
れているか画像を保全するお仕事です。パソコンに
撮影した画像をソフトを使用し取り込みます

２級土木施工管理技士,２級建築
施工管理技士,建築ＣＡＤ検定試験
３級,ウインドウズを使用しワード、
エクセル、オートキャド等の基本操
作や所定フォーマットへの入力・複
合機へのプリントアウトやスキャン
操作などごく一般的な操作があり

ます

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

電気工事施工管理・発注支
援業務や点検調査、資料作
成

電気工事に関する公共物の維持に関わる点検や工事
の発注に関する業務の全般を行って頂くお仕事で
す。工事の発注後の監理監督や打ち合わせ　現況の
写真撮影や資料作成、同とりまとめキャドを使用し
た図面の修正作業（設計図面作成ではありません）

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

キャド、ワード、エクセル、電気工
事に関する施工管理の経験があ
る方が対象となる求人です、発注
支援の経験が無い方でも応募頂

けます

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

地域営業（業務用厨房機器
の販売）

個人ごとに担当するエリアを与えられ、自分の担当
エリアのお客様（飲食店をはじめ、病院・スーパー
など）に対して快適な厨房づくりのための機器提案
を行うお仕事です。

宮城県仙台市青葉区昭和町
２－３８

ホシザキ東北　株式
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

建築施工図の修正や数量計
算（室内作業／現場以外）

建築図の修正や、施工図面の修正作業を行って頂き
ます　設計図面の原稿を作成するものではありませ
ん。キャド操作が主な業務ですが、数量拾いや数量
計算はエクセルを使用します。上記に関連した資料
の作成やまとめ作業など。＊資格手当があります。

宮城県仙台市青葉区一番町
２丁目２－１３　仙建ビル
３階

株式会社クランク
建設技術事業部

雇用期間の定めなし
キャド、エクセル、ワード、建設
業界での就労経験あれば尚可

岩手県宮古市、他


