
(1)9時00分～15時00分
1人 970円～970円

パート労働者 不問 03030- 2707521

(1)8時30分～17時00分
1人 920円～970円

パート労働者 不問 03030- 2710121
交替制あり
(1)9時45分～14時00分

1人 821円～821円

パート労働者 不問 簡単な入力作業 03030- 2711021

2人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030- 2714221

1人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030- 2715521
交替制あり
(1)8時00分～16時00分

1人 859円～1,035円 (2)9時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2699721

(1)9時30分～15時30分
3人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 2702121
普通自動車免許ＡＴ

1人 830円～830円

パート労働者 59歳以下 03030- 2692521

(1)8時00分～13時00分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 2694321
交替制あり

1人 825円～825円

パート労働者 不問 03030- 2684521

2人 835円～835円

パート労働者 不問 03030- 2686321

1人 825円～825円

パート労働者 不問 03030- 2689121
交替制あり

2人 900円～900円

パート労働者 不問 13040-93936921

準中型自動車免許 (1)8時00分～16時00分
2人 1,500円～1,500円 (2)17時00分～21時00分

パート労働者 不問 03020- 1593921

(1)6時00分～8時00分
5人 900円～1,300円 (2)9時00分～17時00分

(3)13時00分～18時00分

パート労働者 不問 03020- 1594121

(1)9時30分～13時30分
1人 850円～850円

パート労働者 不問 03010-18890321

(1)6時00分～10時00分
1人 850円～850円 (2)6時00分～9時30分

(3)6時00分～9時00分

パート労働者 不問 03030- 2678321

(1)10時00分～15時00分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 2679621

1

（8月22日時点の内容です）

８月１５日　から　　８月２２日　までに受理した求人です。　＜次回発行日は９月１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

時間額 就業時間
所在地
就業場所

事業所名
求人番号

ピッキング作業 当社は病院や老人ホーム施設、外食産業などの業
務用（冷凍食品、水産原料、常温加工品等）の食
品卸業を行っております。
・荷物の入出庫作業
・ピッキング作業

岩手県宮古市小山田四丁目
１－５

株式会社　モリレイ
宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操作が

出来る方
フィットネスクラブスタッ
フ

フィットネスクラブスタッフとしてアクトスＷｉ
ｌｌ＿Ｇでの勤務となります。
・新規入会者の案内、受付
・フィットネスマシンの使用方法説明
・インストラクター（研修あり）

岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

株式会社　尾半商店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

コネクタ製品検査及びオペ
レーター

携帯電話やスマートフォンなどのモバイル機器、
パソコン・自動車用電子機器などに幅広く使用さ
れているコネクタ製品に関する業務を行います。
・検査業務（顕微鏡や測定機を使用します）
・業務に慣れてきたら、コネクターを製造する機

岩手県宮古市赤前第２地割
２１番地２

東北ヒロセ電機　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

接客、販売、商品企画、調
理補助／カフェ・ビストロ
／６ｈ

大盛りのパフェやパンケーキ、カフェ　レ・ド・
シェーブルは女性が大好きなメニューでいっぱい
です。
お店のコンセプトは、宮古発の全国でも珍しい、
ヤギミルクを使って可愛いパフェや美味しい食事

岩手県宮古市崎山第３地割
１１２－７０

グロースパートナー
ズ　株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～19時30分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

パソコン操作（ワー
ド・エクセルを使って
文書作成・印刷・

フォームへの入力がで
きること）

商品企画、販売／パティス
リー／６ｈ

宮古駅前にある小さなケーキ屋さん、お店の正面
には当店のキャラクター、ヤギのイボンヌちゃん
がお出迎え。
店内にはケーキやお菓子以外にも可愛い雑貨や文
具などイボンヌでいっぱいです。

岩手県宮古市崎山第３地割
１１２－７０

グロースパートナー
ズ　株式会社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～19時30分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

調理補助 当ホテルの厨房にて、調理補助の業務をしていた
だきます。
＊作業手順は採用後に指導致しますので経験の有
無は問いません
＊就業時間、短期アルバイトについて相談に応じ

岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　浄土ヶ浜
パークホテル

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

窓口業務（龍泉洞事務所）
会計年度任用職員

龍泉洞事務所の窓口業務をしていただきます。
・チケット販売、観光案内等
・事務所内での事務補助
・パソコン（ワード・エクセル）を使用
・文書作成・印刷・フォームへの入力

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

清掃スタッフ 宿泊・日帰り入浴施設「うみねこ温泉　湯らっく
す」において、清掃業務を行います。
・大浴場の清掃（午前８時頃よりブラシを使用し
ての清掃）
・客室の清掃（午前１０時頃よりシーツ・布団カ

岩手県下閉伊郡山田町川向
町６－４９

天翔水産株式会社
うみねこ温泉湯らっ
くす

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

診療材料の搬送業務 請負先病院内で下記の業務に従事します。
・病棟・外来等で使用される医療材料（ガーゼ、
包帯、点滴セット　、注射器など、主にディスポ
製品）の準備
・各病棟や外来への供給搬送（台車等を使用）

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第１
地割１１番地２６　岩手県
立宮古病院地下１階

株式会社　エフエス
ユニマネジメント宮
古事業所

雇用期間の定めなし
又は8時30分～17時30分
の間の5時間以上

岩手県宮古市

製品加工 下記の業務に従事していただきます。
・魚フライの加工（パン粉をつける等）
・切り身や製品のパック詰め
・シール貼り
・慣れてきたら箱詰めの作業があります。

岩手県宮古市千徳第１３地
割３２－１５

丸友しまか　有限会
社

雇用期間の定めなし
又は8時00分～15時00分
の間の5時間程度

岩手県宮古市

販売員 紳士服、レディース、カジュアル販売接客
・レジカウンター業務
・商品仕入れ商品整理
・店内清掃等
スーツをあまり着たことがなくても、安心して働

岩手県宮古市宮町４丁目１
番１７号

株式会社　コナカ
宮古店（紳士服コナ
カ宮古店）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時45分～20時00分

の間の4時間以上
岩手県宮古市

接客・調理／１０６号宮古
店

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務で
す。
・接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提
供、食器の片付け）・調理（料理の簡単な仕込
み、盛り付け、洗い物）

東京都港区港南二丁目１８
番１号　ＪＲ品川イースト
ビル５階

株式会社　すき家

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は9時00分～8時59分の

間の2時間以上
岩手県宮古市

ホール兼調理補助 ・調理補助（食材の準備、簡単な調理、盛り付け
等）
・食器洗浄、ホール（注文、配膳）
・レジ、店舗内外の清掃など
○食堂全般の業務に従事していただきます。親切

岩手県宮古市田老二丁目５
－１　道の駅敷地内

善助屋食堂

雇用期間の定めなし
又は8時30分～16時30分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

株式会社　ニチイ学
館　盛岡支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ドライバー／パート 宅配便の集荷及び配達
・大槌町～山田町を２ｔ車を運転して集配業務を
行います。
＊社内規定に従い、初めは乗務見習いとして配達
の仕分け、端末操作方法、お客様との接し方など

岩手県上閉伊郡大槌町大槌
第１３地割７６番１

ヤマト運輸　株式会
社　三陸中央営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町　他

客室清掃係 客室清掃及び客室のセット業務となります。
・お客様がチェックアウトされた後の客室、トイ
レ等清掃、アメニティ類補充
・部屋数６７部屋を９名で分担
・ユニフォーム貸与

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１８
－２５－３

一般財団法人休暇村
協会　休暇村陸中宮
古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

仕分け作業員 当社、三陸中央営業所おいて、下記の業務に従事
して頂きます。

・到着した荷物の仕分け（エリア毎）
・トラックへの積み込み

岩手県上閉伊郡大槌町大槌
第１３地割７６番１

ヤマト運輸　株式会
社　三陸中央営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡山田町　他

レストラン係／午前 レストラン係として下記の業務に従事します。
・レストランご利用のお客様のバイキング朝食の
配膳、片付け
・大広間の会場準備、配膳、接客及び片付け等を
行います

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎１８
－２５－３

一般財団法人休暇村
協会　休暇村陸中宮
古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

デイサービス厨房スタッフ
（宮古）

・昼食の準備
・食器洗浄
・厨房内の清掃・衛生管理
・備品の整理・整頓
・食材の発注業務

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

◎ 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２５日発行

TEL 0193－63－8609

ハローワーク 宮古

宮古公共職業安定所

パートタイム



交替制あり

1人 900円～1,150円

パート労働者 不問 10020-12694021

2

パート／店舗スタッフ／宮
古店／３０１６

主に次のような店舗内業務をお願いします。
　＊販売業務（小物家電製品、理美容用品、調理
家電など）
　＊店内の各売り場でのレジ会計
　＊商品補充、商品整理

群馬県高崎市栄町１－１ 株式会社　ヤマダデ
ンキ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～20時00分

の間の7時間程度
岩手県宮古市


