
(1)8時30分～13時30分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 2956021

(1)8時00分～12時00分
3人 830円～830円 (2)8時30分～12時30分

パート労働者 不問 03030- 2957721

(1)9時00分～13時00分
6人 830円～830円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 不問 03030- 2958821

(1)17時00分～22時00分
3人 930円～930円

パート労働者 不問 03030- 2959221

(1)10時00分～18時00分
2人 840円～940円 (2)13時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 2960621
交替制あり
(1)5時30分～14時00分

2人 821円～821円 (2)9時00分～15時30分

パート労働者 不問 03030- 2945621

(1)8時00分～13時00分
1人 830円～830円

パート労働者 59歳以下 03030- 2934521
変形（1ヶ月単位）
(1)15時00分～17時00分

1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030- 2937621

(1)6時45分～11時00分
1人 855円～855円

パート労働者 不問 03030- 2938921
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～12時30分
1人 900円～950円 (2)9時00分～17時00分

パート労働者 不問 簡単な文字入力、操作｡ 03030- 2922021
交替制あり
(1)17時00分～21時15分

1人 830円～880円 (2)17時15分～21時30分

パート労働者 不問 03010-21063621
交替制あり
(1)7時30分～15時30分

1人 830円～880円 (2)7時30分～11時00分
(3)7時30分～16時15分

パート労働者 不問 03010-21065121
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時30分～12時00分
1人 1,500円～2,100円

美容師歴８年以上

パート労働者 64歳以下 15110- 6746821
交替制あり
(1)8時00分～13時00分

3人 830円～830円 (2)13時00分～18時00分
(3)17時00分～22時15分

パート労働者 不問 03010-20580321
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)9時30分～19時00分
2人 1,000円～1,200円

パート労働者 不問 03010-20603621

(1)16時00分～0時00分
1人 900円～1,000円

パート労働者 20歳以上 03030- 2899921

(1)6時00分～12時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 2904121

(1)12時00分～18時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 2905021

1

事業所名
求人番号

受付事務／みらい接骨院 接骨院での受付業務を担当していただきます。
●受付、診療補助
●会計事務、書類整理
●予約対応
●院内・外清掃

岩手県宮古市大通４丁目５
番１号

株式会社　みなとや
薬局

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

（9月9日時点の内容です）

９月５日　から　　９月９日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は９月２２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

Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ
基本操作ができること

販売員／９：００・１３：
００

医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱う店舗にて販売
に係る業務を行っていただきます。
・レジ業務
・接客対応
・品出し

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字太田１６－１（仮）

株式会社　ツルハド
ラッグ　岩泉店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

品出し補充員 店内において以下の業務に従事していただきま
す。
・商品の品出し、補充、検品
・接客対応
・賞味期限チェック

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字太田１６－１（仮）

株式会社　ツルハド
ラッグ　岩泉店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

化粧品販売員／７Ｈ 化粧品コーナーの担当となります。
・レジ業務
・接客対応（メイク試行等）
・顧客管理
・品出し

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字太田１６－１（仮）

株式会社　ツルハド
ラッグ　岩泉店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は9時00分～22時00分

の間の7時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

販売員／１７：００～ 医薬品、化粧品、雑貨等を取り扱う店舗にて販売
に係る業務を行っていただきます。
・レジ業務
・接客対応
・品出し

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字太田１６－１（仮）

株式会社　ツルハド
ラッグ　岩泉店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

寿司製造係（８：００～） 寿司製造業務に従事していただきます。
・寿司の調理、パック詰め、商品の陳列・補充な
ど
・清掃等
＊機械を使用しできたシャリ玉にネタを乗せてな

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家３０番地

有限会社　松屋商店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

駅構内そば店従業員（宮古
駅）

　宮古駅構内「宮古駅そば店」において、以下の
業務を行っていただきます。
・そば店での簡単な調理・販売業務及び店舗清掃
等
・その他関連する業務及び指示された業務

岩手県宮古市舘合町５－２ 有限会社　小笠原製
麺所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

クリンクルー（宮古市宮
町）

請負先の館内清掃全般（男女トイレ、玄関、執務
室の清掃、ごみの回収と仕分けなど）を行ってい
ただきます。
・勤務日は原則月～金曜日です。
・ご自宅から直行直帰となります。

岩手県宮古市長町１丁目９
－１７

リアス環境管理　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

クリンクルー（磯鶏） 弊社請負先館内の清掃全般に従事していただきま
す。
・掃除機、モップ、タオル、ブラシ等を用いてト
イレ掃除、玄関掃除、各室の清掃、ごみの回収な
どに従事します。

岩手県宮古市長町１丁目９
－１７

リアス環境管理　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

《急募》医療事務（宮古
市）

契約医療機関でのお仕事です
【夜間受付業務】
救急で来院された患者様の保険証や受給者証の確
認・入力を行い、診療の準備を行います。
お会計は預かり金となる為一定金額の徴収となり

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

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

調剤薬局事務 ・処方箋調剤における事務作業、調剤補助。
・レセプト入力、請求業務。
・電話、来客応対。
・店舗における環境整備。（清掃、商品陳列、在
庫管理等）

岩手県宮古市上鼻１丁目４
番１号

株式会社　アバカム

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

美容師＜岩手県＞ 老人介護施設へご高齢者を対象とした美容サービ
ス（ヘアカットや毛染め、パーマなど）の提供を
行います。
　※施設への連絡、アポイント調整などは本社で
行います。

新潟県燕市野中才１３３９
番地２

株式会社　ブルーラ
イン２１

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市　他

《急募》物品搬送業務 契約医療機関でのお仕事です
【物品搬送業務】
病院内の薬品搬送のお仕事
病棟や外来から依頼のあった薬品オーダーを受
け、薬品のセットを作ります。その後、薬剤師さ

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
－９－１　マリオスビル１
２Ｆ

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

美容師

ピット作業員（宮古店） 商品管理及びピット作業員として下記の業務を
行っていただきます
・ピット作業補助（タイヤ交換、交換後のタイヤ
の袋詰め等）
・商品（タイヤ、カー用品）の整理

岩手県盛岡市津志田町一丁
目５－２１

株式会社　ブリヂス
トンリテール岩手

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

ドラッグストアでの販売
（岩手岩泉店）

・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃
・ＰＯＰ（値札）貼り　等
＊当社は東北６県に店舗を展開する一部上場企業

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　
マリオス６Ｆ

株式会社　薬王堂

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

コンビニ販売員／６時～ コンビニエンスストア店内の販売業務を行いま
す。
・接客やレジ、商品陳列、補充、整理
・店内の簡単な清掃等
○操作が簡単なセミオートレジを使用しています

岩手県宮古市金浜第６地割
４－３

ローソン　宮古金浜
店

雇用期間の定めなし
岩手県宮古市　または

下閉伊郡山田町

ホール係兼調理補助 当店において下記の業務に従事していただきま
す。
【ホール係】
　・お客様のご案内、注文取り
　・接客、配膳（料理・ドリンク等）

岩手県宮古市末広町３－３ 山小屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

コンビニ販売員／１２時～ コンビニエンスストア店内の販売業務を行いま
す。
・接客やレジ、商品陳列、補充、整理
・店内の簡単な清掃等
○操作が簡単なセミオートレジを使用しています

岩手県宮古市金浜第６地割
４－３

ローソン　宮古金浜
店

雇用期間の定めなし
岩手県宮古市　または

下閉伊郡山田町

◎ 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９月１５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



(1)17時00分～23時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 2906721

1人 821円～821円

パート労働者 18歳以上 03030- 2907821
交替制あり

1人 880円～930円

パート労働者 18歳以上 03030- 2908221

(1)8時30分～12時30分
1人 831円～831円

パート労働者 59歳以下 03030- 2909521

(1)13時00分～17時00分
1人 831円～831円

パート労働者 59歳以下 03030- 2910321
変形（1年単位）

1人 860円～860円

パート労働者 不問 03030- 2918521
変形（1年単位）
(1)8時00分～15時00分

1人 860円～860円

パート労働者 不問 03030- 2919421

普通自動車免許一種

2

インストアベーカリー販売
員（６Ｈ）

山田インター店インストアベーカリー部門に配属
となります。
・パン生地の成形、加工
・パンの焼成、陳列や補充等
・その他指示された業務など

岩手県下閉伊郡山田町山田
５－４１－１

株式会社　キクコウ
ストア　山田イン
ター店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

インストアベーカリー販売
員（４Ｈ）

山田インター店インストアベーカリー部門に配属
となります。
・パン生地の成形、加工
・パンの焼成、陳列や補充等
・その他指示された業務など

岩手県下閉伊郡山田町山田
５－４１－１

株式会社　キクコウ
ストア　山田イン
ター店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～14時00分

の間の4時間
岩手県下閉伊郡山田町

販売員／１３：００～ 当店では、医薬品、化粧品、雑貨、食料品等を取
り扱っています。・レジ操作
・雑貨や食料品コーナーの商品補充や陳列作業。
賞味期限や消費期　限を確認しながら作業を行い
ます

岩手県宮古市南町１４ー３ 株式会社　ツルハド
ラッグ　宮古南町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

品出し・補充／８：３０～ 主に雑貨や食料品コーナーの商品補充や陳列作業
に従事します。
・当店では、医薬品、化粧品、雑貨、食料品等を
取り扱っています。賞味期限や消費期限を確認し
ながら作業を行います。

岩手県宮古市南町１４ー３ 株式会社　ツルハド
ラッグ　宮古南町店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ハンバーガーの製造及び販
売

当店において下記の業務に従事して頂きます。
・ハンバーガーの製造及び販売
・カウンター・ドライブスルーでの接客業務、レ
ジ打ち作業
・厨房でのハンバーガー等製造業務

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　１０
６宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は6時00分～0時00分の

間の3時間以上
岩手県宮古市

コンビニ販売員／２３時～ コンビニエンスストア店内の販売業務を行いま
す。
・接客やレジ、商品陳列、補充、整理
・店内の簡単な清掃等
○操作が簡単なセミオートレジを使用しています

岩手県宮古市金浜第６地割
４－３

ローソン　宮古金浜
店

雇用期間の定めなし
又は23時00分～9時00分
の間の8時間

岩手県宮古市　または
下閉伊郡山田町

コンビニ販売員／１７時～ コンビニエンスストア店内の販売業務を行いま
す。
・接客やレジ、商品陳列、補充、整理
・店内の簡単な清掃等
○操作が簡単なセミオートレジを使用しています

岩手県宮古市金浜第６地割
４－３

ローソン　宮古金浜
店

雇用期間の定めなし
岩手県宮古市　または

下閉伊郡山田町


