
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり
(1)8時40分～17時30分

1人 884円～884円 (2)11時30分～20時20分

パート労働者 不問 01230-22827921

(1)7時00分～15時00分
1人 855円～855円

パート労働者 59歳以下 03010-25700721
交替制あり

1人 890円～890円

パート労働者 不問 03010-25742021
交替制あり

1人 890円～890円

パート労働者 不問 03010-25743721
交替制あり

1人 890円～890円

パート労働者 不問 03010-25745221
交替制あり

9人 919円～1,146円

パート労働者 不問 03010-25838921
交替制あり
(1)9時30分～15時00分

2人 854円～900円

パート労働者 59歳以下 03010-25218221
交替制あり
(1)9時30分～14時00分

2人 854円～900円 (2)10時30分～15時00分

パート労働者 59歳以下 03010-25219521

(1)8時30分～17時15分
1人 860円～910円

有期雇用派遣パート 不問 03010-25292221
交替制あり

1人 870円～1,000円

パート労働者 59歳以下 03010-25129821

1人 860円～960円

パート労働者 不問 03030- 3453121

(1)8時00分～12時00分
1人 854円～854円

パート労働者 59歳以下 03030- 3460921

1人 1,300円～1,300円

パート労働者 不問 03030- 3462021

(1)20時00分～0時00分
3人 1,500円～1,500円

パート労働者 20歳～64歳 03030- 3468321
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)6時30分～13時30分
2人 923円～923円 (2)12時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 3471721

1人 854円～859円

パート労働者 60歳以下 03030- 3478921
変形（1ヶ月単位）

ＰＣスキル　　必須 (1)9時30分～18時30分
1人 854円～900円 (2)9時30分～16時30分

パート労働者 不問 03030- 3483421

2人 865円～865円

パート労働者 不問 03030- 3416421
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事業所名
求人番号

販売員（岩手県下閉伊郡岩
泉町）７．５Ｈ

商品販売・陳列・発注・配達業務、本部への諸届
（伝票の発送等）を行っていただきます。

＊未経験の方でも丁寧に指導致しますので安心し
てご応募下さい。

北海道札幌市厚別区厚別中
央３条２丁目１－４０　マ
ルシンビル

ＤＣＭニコット　株
式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

（11月4日時点の内容です）

１１月１日　から　１１月４日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１１月１７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

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【宮古地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

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） 又は8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県宮古市

【急募】清掃（山田町） 請負先事業所であるキクコーストア山田インター
店において、下記作業を行っていただきます。
・店舗内の床掃き拭き清掃
・トイレ、洗面所清掃
・ゴミ箱処理

岩手県盛岡市向中野２－１
－２２

株式会社　オイラー
盛岡支店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

登録販売者（一般医薬
品）

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【岩泉地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

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） 又は8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県下閉伊郡岩泉町

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【山田地
域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在
庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃

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） 又は8時00分～22時15分

の間の7時間程度
岩手県下閉伊郡山田町

登録販売者（一般医薬
品）

登録販売者（一般医薬
品）

飲食店の調理（スカイルー
ムパブロ県立宮古病院店）

ファミリーレストラン（スカイルームパブロ県立
宮古病院店）での調理を行っていただきます。
・食材のきざみなどの仕込み（簡単なもの）
・デザート、パフェなどの調理
・スパゲティやピラフ、お弁当類の調理など

岩手県盛岡市津志田１５地
割２７－４

株式会社　田畑産業
パブロ

雇用期間の定めなし
又は9時30分～15時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

岩手県警察職員（事務補
助）（会計年度任用職員）
宮古～二戸

警察事務の補助業務（データ入力・窓口業務、広
報活動（警察音楽隊）、少年補導活動、電話交換
業務等）に従事します。
※募集人員
　宮古警察署　３人

岩手県盛岡市内丸８－１０ 岩手県警察本部　警
務課

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～17時45分

の間の6時間程度
岩手県宮古市

簡単な文書作成ソフト
（一太郎、Ｗｏｒ
ｄ）、表計算ソフト
（Ｅｘｃｅｌ）等

医療事務（宮古市田老） 契約医療機関にて医事業務全般を行います。
＜受付業務＞
受付窓口のお仕事
患者様のご案内や保険証、受給者証の確認をシス
テムで行います

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

飲食店の接客係（スカイ
ルームパブロ県立宮古病院
店）

ファミリーレストラン（スカイルームパブロ県立
宮古病院店）での接客業務全般を行っていただき
ます。
・レジ業務
・お客様からの注文受付

岩手県盛岡市津志田１５地
割２７－４

株式会社　田畑産業
パブロ

雇用期間の定めなし
又は9時30分～15時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

ワード・エクセル入
力、操作経験のある方

レストランフロアー ゴルフ場のレストランにおいて、下記業務を行い
ます。
・ご利用のお客様の注文、配膳、片付け
・清掃等
○フロアースタッフは他３名おります。

岩手県宮古市崎山第４地割
８６－３

株式会社　宮古カン
トリークラブ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は9時00分～16時00分

の間の5時間以上
岩手県宮古市

事務員（宮古駅前校） 下記の事務業務を担当していただきます
・お客様の問合せによる電話対応
・月謝管理、給与管理
・一般事務補助（パソコン入力業務）
・そのほか付随する業務

岩手県盛岡市開運橋通５－
６　第五菱和ビル２Ｆ

株式会社　ＫＡＴＥ
ＫＹＯ秋田・岩手

雇用期間の定めなし
又は13時00分～19時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

看護師 介護施設・通所リハビリテーションの利用者及び
入所利用者への看護業務全般を行います。
・入所利用者（現在７５名ぐらい）
・バイタルチェック、服薬管理、健康管理、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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～17時30分

の間の3時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

惣菜係（８：００～） 惣菜担当業務全般を行います。
・惣菜の調理、パック詰め、商品の陳列・補充な
ど
・調理については、揚げ物担当、おかず担当など
業務を分担

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

看護師、准看護師
のいずれか

生活支援員 生活支援に係る業務全般となります。
・当施設利用者の日中活動（軽作業）や通院、買
い物（２～３名）
　の付き添いなど
・食事、入浴、排泄、着替え等の介助

岩手県宮古市崎山第５地割
９４

社会福祉法人　若竹
会　わかたけ学園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

ホールスタッフ／カフェ
バーヴァリリア

カウンター越しの接客（カウンター２０席）
お酒とチャームの提供
カラオケ準備
店内清掃等

岩手県宮古市大通２丁目２
－４

ドゥ・ヒートライズ
クリエイティブ　株
式会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

岩手県宮古市五月町１ー１
宮古市魚菜市場２Ｆ

ＹＥＳネットワーク
三陸　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

接客係 やまびこ館において下記の業務に従事していただ
きます。
・売店では会計レジ、商品袋詰めや引渡し、商品
陳列等
・ファストフードコーナーでは注文受け、簡単な

岩手県宮古市川内第８地割
２

株式会社　川井産業
振興公社

雇用期間の定めなし
又は8時30分～17時30分
の間の4時間以上

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
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

◎ 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１１月１０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～8時00分
1人 854円～860円

パート労働者 18歳以上 03030- 3418621

(1)7時30分～15時30分
1人 854円～900円

パート労働者 59歳以下 03030- 3419921
普通自動車免許ＡＴ

1人 900円～1,130円

パート労働者 不問 03030- 3420721
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～10時00分
1人 904円～904円 (2)15時30分～17時30分

パート労働者 不問 03030- 3422221
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
2人 1,130円～1,680円

パート労働者 不問 03030- 3427921

(1)23時00分～8時00分
1人 854円～854円

パート労働者 18歳以上 03030- 3441321

(1)15時00分～22時00分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03030- 3442621

保育士
3人 1,002円～1,180円

パート労働者 不問 03030- 3449521
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
1人 854円～854円

パート労働者 69歳以下 03030- 3373721

1人 855円～900円

パート労働者 不問 03030- 3375221

(1)17時00分～23時00分
2人 854円～1,500円

パート労働者 20歳以上 03030- 3379621
普通自動車免許ＡＴ 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～16時45分
3人 900円～900円 (2)16時15分～0時30分

パート労働者 18歳～59歳 03030- 3382821
普通自動車免許ＡＴ

1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3384521
交替制あり
(1)9時15分～18時45分

2人 900円～1,000円 (2)8時45分～13時30分

パート労働者 不問 03030- 3385421

(1)5時00分～11時00分
2人 870円～880円 (2)6時00分～12時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 3386321

(1)6時00分～10時00分
1人 900円～1,200円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 3395621

(1)6時30分～12時30分
1人 900円～1,200円

パート労働者 不問 03030- 3396921
交替制あり
(1)6時30分～13時30分

1人 890円～890円 (2)9時00分～16時00分
(3)12時30分～19時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 3398021

(1)8時00分～12時00分
2人 1,636円～1,909円

パート労働者 59歳以下 03030- 3402121

(1)17時00分～22時00分
1人 854円～854円

パート労働者 不問 03030- 3403021
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販売員（保久田店）１７時
～

ローソン保久田店での業務となります。
・レジ
・品出し
・清掃
・まちかど厨房での調理

岩手県宮古市保久田８－１
６

ローソン宮古保久田
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

工場の清掃員 ホクヨープライウット宮古工場内の清掃業務を
行っていただきます
・工場の休日に合わせて、ドライヤー、乾燥機等
における木くずの　除去、清掃となります。
・月４日～５日程度で半日勤務となります

岩手県宮古市磯鶏２丁目４
－２３

株式会社　カクヒロ
陸運

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

調理員 ・ごはん、味噌汁、おかず等の調理
・その他配膳、片付け、食器洗浄（洗浄機使用）
・厨房内の清掃など
＊当社はクックチル調理法で調理を行っており、
真空状態の食材を専用の機械で温め利用者の方に

岩手県宮古市実田２丁目５
－１０

医療法人　おかだ外
科内科クリニック

雇用期間の定めなし
又は6時30分～19時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

売店スタッフ 浄土ヶ浜パークホテル内売店での勤務
・お土産や、特産品の販売、商品陳列、包装、袋
詰め、会計（レジ）
・商品発注、在庫管理
・周辺フロアの清掃など

岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　みちのり
ホテルズ　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

フロントサービス 浄土ヶ浜パークホテルにおいて、利用されるお客
様への対応。
・館内のご案内、電話対応など
・レストランでの接客、給仕業務

岩手県宮古市日立浜町３２
－４

株式会社　みちのり
ホテルズ　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

調理員 調理課に配属となリます。
・宿泊者や団体の方への食事、レストラン、宴会
で提供する食事の　調理、盛り付けがおもな仕事
になります。
・調理業務は５～６名でおこなっております。

岩手県宮古市田老字向新田
１４８

株式会社　グリーン
ピア三陸みやこ

雇用期間の定めなし
又は13時00分～21時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

歯科助手 ２０２３年１月に新規開業予定の歯科医院で、
オープニングスタッフを広く募集しています。本
ポジションでは、患者様の受付・会計・電話の対
応、院内の清掃、診療スペースにおける準備作業
や器具洗浄等の歯科助手業務に従事いただきま

岩手県宮古市向町４－４ 宮古うみねこ歯科ク
リニック

ＰＣを使った業務が多
くなるポジションのた
め、タイピングに抵抗
がないことが必須。

雇用期間の定めなし
又は8時45分～18時45分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

訪問介護員 ・オムツ交換、そうじ、調理
・食事介助、入浴介助、通院介助　など
＊自家用車を使用していただきます。（手当等配
慮あり）
＊支援の必要な利用者（要支援・要介護）の自宅

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第３地割３番地８

有限会社　すずらん
介護事業所

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時30分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

介護職員初任者研修修
了者、ホームヘルパー
２級　のいずれか

カウンター及びホールス
タッフ

パチンコ、スロット店のスタッフとして、お客様
に快適に遊技をしていただくためのサービスを提
供する仕事となります
・カウンター業務
・ホール業務

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字中家２６－１

株式会社　ＪＥＣ

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

ホール・調理補助／のらく
ら

ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
補助的作業を行っていただきます。
○ホールにおいて接客業務
・お客様のご案内、注文受け、配膳、後片付け、
レジ等

岩手県宮古市八木沢第４地
割９７－７

ビツクベル　株式会
社

雇用期間の定めなし

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

事務兼配達／仕出しいっぷ
く

仕出しいっぷくにて一般事務、経理事務や配送業
務に従事
【事務】パソコンを使用しての伝票作成、集金な
ど
【配送】社用車（軽ワゴン等・ＡＴ車）を使用し

岩手県下閉伊郡山田町船越
第６地割１３４－１

株式会社　いっぷく

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

保育士／こども課（会計年
度任用職員）

宮古市内保育所（公立保育所、へき地保育所）１
０か所のいずれかでの勤務となります。
・園児の日中活動の保育や記録など
・園内清掃や備品消毒など
・担当クラスや児童数は、勤務する保育所によっ

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） 又は8時30分～17時15分

の間の6時間以上
岩手県宮古市

販売員（宮古根市店）１５
時～２２時

ローソン宮古根市店での業務となります。
・接客
・レジ打ち
・商品袋詰め
・電話対応

岩手県宮古市大字根市第２
地割字中割目六番四

ローソン宮古根市店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（磯鶏石崎店）２３
時～８時

ローソン宮古磯鶏石崎店での業務となります。
・接客
・レジ打ち
・商品袋詰め
・電話対応

岩手県宮古市大字根市第２
地割字中割目六番四

ローソン宮古根市店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

看護師又は准看護師【日勤
帯】

当施設入所利用者・通所リハビリテーション利用
者への看護業務全般。
利用者様に対し、
・医師の指示による医療処置（看護）
・バイタルチェック

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

看護師、准看護師の
いずれか

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

タブレット端末の基本
的な操作。（操作不可

でも応募可）
又は8時30分～17時30分
の間の4時間程度

岩手県宮古市

運転手兼介助員 ・デイサービスにおける利用者の送迎業務、乗降
介助など
送迎には、リフト付き車両を使用し、介護職員が
添乗します。現在、１日平均２５名の利用者があ
り、送迎エリアは市内です。

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－２０

社会福祉法人　若竹
会　サンホームみや
こ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

訪問介護員 利用者に対する在宅介護業務を行います。
・調理、部屋の掃除、入浴、排泄、通院付添い
等。
・事務所に出勤してから利用者宅を訪問します。
・介護サービスの内容にもよりますが、１日平均

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第４地割３８番地５

有限会社ヘルパーは
うす

雇用期間の定めなし
又は7時00分～20時00分
の間の4時間以上

岩手県下閉伊郡山田町

ホームヘルパー２級、
介護職員初任者研修修
了者　のいずれか

惣菜部門／７：３０～ 惣菜業務に従事していただきます。
・簡単な惣菜調理
・商品製作（寿司・弁当などの調理）
・商品の品出し及び陳列
・接客や店舗内の清掃作業など

岩手県宮古市板屋１丁目６
番６号

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

宿直員 請負先において宿直の業務に従事していただきま
す。
　・施設内の定時巡視
　・電話応対
　・建物及び設備の点検管理等

岩手県宮古市実田一丁目６
番６号

有限会社　メンテナ
ンス宮古

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市



(1)8時00分～14時00分
2人 854円～854円

パート労働者 不問 03030- 3404721

(1)18時30分～22時30分
1人 954円～954円

パート労働者 18歳以上 03030- 3407521

(1)8時00分～12時00分
1人 854円～854円 (2)8時30分～12時30分

パート労働者 不問 03030- 3408421

(1)14時30分～18時30分
1人 854円～954円

パート労働者 不問 03030- 3409321

2人 1,170円～1,750円

パート労働者 59歳以下 03030- 3410121

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- 2123321

(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- 2124621
変形（1年単位）
(1)9時00分～15時00分

2人 1,110円～1,210円

無期雇用派遣パート 59歳以下 03070- 6545721

3

仕上げ、検査（岩泉町）
パートタイム

■仕上げ、検査
・自動車のエンジン部分に使用されるゴム製品の
仕上げ、検査
・ハサミ、工具を使い仕上げ作業
・拡大鏡を使い検査する

岩手県北上市鬼柳町都鳥１
２１番地３

株式会社　ＳＴＡＧ
ＥＵＰ

雇用期間の定めなし
又は9時00分～16時00分
の間の5時間程度

岩手県下閉伊郡岩泉町

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
・宅急便の伝票の情報入力（端末・スマホ・タブ

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

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

理学療法士または作業療法
士

当クリニック内において、下記業務に従事してい
ただきます。
　＊外来患者様のリハビリテーション業務
　＊リハビリテーション計画の作成、実施、評価
　＊院内の清掃等の付随業務全般

岩手県宮古市黒田町７－１
０

やすみ整形外科クリ
ニック理学療法士、作業療法士の

いずれか

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時30分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

販売員（１日４時間／１４
時３０分～）

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。
・レジ打ち
・接客
・品出し

岩手県宮古市磯鶏石崎２－
１２

株式会社　ツルハド
ラッグ　磯鶏店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（１日４時間／８：
００または８：３０～）

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。
・接客
・品出し
・清掃等

岩手県宮古市磯鶏石崎２－
１２

株式会社　ツルハド
ラッグ　磯鶏店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（１日４時間／１
８：３０～）

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。
・レジ打ち
・接客
・品出し

岩手県宮古市磯鶏石崎２－
１２

株式会社　ツルハド
ラッグ　磯鶏店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

販売員（保久田店）８時～ ローソン保久田店での業務となります。
・レジ
・品出し
・清掃
・まちかど厨房での調理

岩手県宮古市保久田８－１
６

ローソン宮古保久田
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市


