
(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- 3461511

(1)3時00分～7時00分
2人 1,000円～1,500円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 18歳以上 03030- 3463011

4人 1,200円～1,500円

パート労働者 64歳以下 03030- 3471011
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
3人 1,050円～1,050円

パート労働者 64歳以下 03030- 3472311
普通自動車免許ＡＴ

2人 900円～900円

パート労働者 64歳以下 03030- 3473611
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
2人 950円～950円 (2)8時30分～17時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 3475111
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時00分～17時00分
1人 950円～950円 (2)8時30分～17時30分

パート労働者 64歳以下 03030- 3477811
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歳以上 03030- 3478211

1人 1,300円～1,300円

パート労働者 不問 03030- 3427211

(1)9時00分～16時00分
1人 851円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3428511
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～13時00分
1人 825円～825円

パート労働者 不問 03030- 3443211
交替制あり
(1)10時00分～18時00分

1人 900円～900円 (2)12時30分～20時30分

パート労働者 59歳以下 03030- 3446011

(1)8時00分～17時00分
1人 821円～850円

パート労働者 不問 03030- 3454411

(1)17時00分～8時00分
1人 821円～850円

パート労働者 18歳以上 03030- 3455011

(1)8時00分～17時00分
1人 821円～850円

パート労働者 不問 03030- 3456311

(1)22時00分～6時00分
1人 821円～821円

パート労働者 18歳以上 03030- 3457611
交替制あり

1人 890円～890円

パート労働者 不問 03010-22388111
交替制あり

1人 890円～890円

パート労働者 不問 03010-22390511

1

事業所名
求人番号

ホールスタッフ／カフェ
バーヴァリリア

カウンターごしの接客（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

（11月5日時点の内容です）

１１月１日　から　１１月５日　までに受理した求人です。＜次回発行日は１１月１８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

訪問介護／昭和の家 新規開所する昭和の家での勤務となります。
市内に住む利用者様のご家庭を訪問し、以下の業
務を行っていただきます。訪問件数は１日５～６
件です。
・食事、入浴、排泄の介助

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし
又は6時00分～19時00分
の間の1時間以上

岩手県宮古市

散布助手 冬季間、凍結防止剤の道路散布助手業務に従事し
ます。
・散布剤の積込みなど補助業務
・エリアは宮古市内～区界地区まで


岩手県宮古市小山田４丁目
７番６号

富士運送　有限会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

介護職員初任者研修修
了者、ホームヘルパー
２級　のいずれか以上

介護職員／昭和の家（４時
間以上）

新規開所する小規模デイサービスにおける利用者
様の介護を行っていただきます。
・主に調理、食事介助、トイレ介助等
・送迎業務
・その他付随する業務

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし
又は8時00分～17時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

生活相談員／昭和の家 新規開所する小規模デイサービスにおける相談業
務全般に従事していただきます。利用者・家族・
関係機関との相談業務、連絡調整全般、送迎対
応、その他利用者の介護業務を行っていただきま
す。

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員（８時間勤務） 利用者様の介護を行っていただきます。
・主に調理、食事介助、トイレ介助等
・送迎業務
・その他付随する業務


岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職員／昭和の家（８時
間勤務）

新規開所する小規模デイサービスにおける利用者
様の介護を行っていただきます。
・主に調理、食事介助、トイレ介助等
・送迎業務
・その他付随する業務

岩手県宮古市田鎖３－８ 株式会社　みやこ

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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

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

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

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

看護師、准看護師
のいずれか

生花販売 ・店頭での生花販売、生花や鉢花のラッピング
・電話での注文受付、来客対応
・アレンジメント、花束、仏花作り
・配達業務も多少あり
＊就業日数及び就業時間について、相談に応じま

岩手県宮古市末広町３－２
１

中村生花店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護職 通所リハビリテーションにおいて、介護業務全般
を担当します。
・利用者の方の入浴、食事、排泄等の身体介護



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）

岩手県下閉伊郡山田町

レジチェッカー・品出し
（１０時～／１２時３０分
～）

主に業務用の容量の多い食品などを取り扱ってい
るスーパーになります。
・商品の陳列、品出し、包装、レジ操作会計、接
客等を行います。
・初めての方でも指導しますのでご応募下さい。

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第２地割４８番地４

株式会社　マルイチ
業務スーパー　山田
店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

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

清掃員 請負先において下記の業務に従事していただきま
す。

施設内（居室・フロア・ホール・トイレ・廊下
等）の清掃作業

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

販売員 コンビニ店での販売及び接客業務に従事していた
だきます。
・主にレジ業務、袋詰め、商品陳列、品出しなど
・店舗内外の清掃
◆就業時間・勤務日数は相談に応じます

岩手県下閉伊郡山田町大沢
第１地割４３番地５号

セブンーイレブン
山田町大沢店

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

洗濯作業員 請負先において洗濯作業の業務に従事していただ
きます。

・所定の場所から洗濯物を回収、入所者の着衣や
タオルを洗濯機等　を使って洗濯を行います。そ

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

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　盛岡地域交
流センター（マリオス）６
Ｆ

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

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　盛岡地域交
流センター（マリオス）６
Ｆ

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

登録販売者（一般医薬
品）

登録販売者（一般医薬
品）

◎ 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３年１１月１１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 890円～890円

パート労働者 不問 03010-22394611
交替制あり
(1)22時00分～7時00分

1人 821円～821円

パート労働者 18歳以上 03020- 1933511

準中型自動車免許 (1)13時30分～21時30分
1人 1,187円～1,187円

パート労働者 不問 03030- 3358611

(1)14時00分～19時00分
1人 1,300円～1,300円 (2)14時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 3359911
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)13時30分～19時30分

パート労働者 不問 03030- 3363511

(1)6時00分～9時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 3373011

1人 870円～870円

パート労働者 不問 03030- 3375611
普通自動車免許ＡＴ

(1)0時00分～8時00分
1人 825円～850円

パート労働者 18歳以上 03030- 3379811
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)21時00分～4時00分
1人 833円～833円 (2)21時00分～2時00分

パート労働者 不問 03030- 3381011

(1)9時00分～15時00分
3人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 3388211

(1)9時00分～15時00分
1人 821円～821円

パート労働者 不問 03030- 3391611

1人 1,000円～1,200円

パート労働者 64歳以下 03030- 3395811

(1)8時30分～17時00分
1人 821円～822円

パート労働者 不問 03030- 3398411

(1)8時00分～12時00分
1人 821円～850円

パート労働者 不問 03030- 3405311
交替制あり
(1)8時00分～17時00分

1人 821円～850円 (2)8時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 3406611
交替制あり
(1)6時00分～11時00分

1人 1,100円～1,100円 (2)14時00分～19時00分
(3)16時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 3411411
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

1人 870円～1,000円

パート労働者 不問 04010-58051111

(1)17時30分～19時30分
1人 1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03010-22089111
交替制あり
(1)5時00分～14時00分

1人 850円～1,000円 (2)10時00分～19時00分

パート労働者 不問 03010-22091511

(1)8時30分～16時30分
1人 878円～878円

パート労働者 不問 03030- 3306411

2

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

登録販売者（一般医薬
品）

岩手県盛岡市盛岡駅西通２
丁目９番１号　盛岡地域交
流センター（マリオス）６
Ｆ

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

セールスドライバー（アン
カーキャスト）

宅配便の集荷及び配達
・宮古市内を２ｔ車を運転して集配業務を行いま
す。



岩手県宮古市長町２丁目１
－３２

ヤマト運輸　株式会
社　宮古支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

コンビニエンススタッフ／
深夜（山田織笠店）

＊売上情報を自動的に記録できるＰＯＳレジを使
用し、
　商品のバーコードを読み取って商品を販売しま
す。
＊受入れ商品の検品、商品棚への品出し、補充、

岩手県上閉伊郡大槌町小鎚
２７地割花輪田３番１

有限会社　たなか

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

セールスドライバー 当社において下記の業務を行っていただきます。
・宅急便の集荷および配達
・宮古市内を２ｔ車で運転しての集配業務
・その他付随する業務


５トン限定準中型自動
車免許

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字三本松５４－１０

ヤマト運輸株式会社
岩手岩泉営業所

※準中型自動車免許（Ｈ２
９．３．１２以降免許取得の

方）以上
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員（根市店） ローソン宮古根市店での業務となります。
・おにぎり、お弁当、ファーストフードの調理
・盛り付け、パッキング等もあります
・時間帯によって、ご飯を炊くなどの作業もあり
ます。

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

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

ホテル清掃スタッフ／深夜
帯

清掃業務全般に従事していただきます。
・１～２名体制の勤務
・客室清掃、敷地内の清掃作業
・その他、フロント業務（電話応対等）もお願い
します。

岩手県下閉伊郡山田町豊間
根第１地割２１４番地２

有限会社　Ｒ（ホテ
ルＲ）

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

水産担当／オール店 びはんストアオール店において、水産業務を担当
していただきます。鮮魚等の加工、パック詰め作
業のほか、商品の補充、陳列などをおねがいしま
す。


岩手県下閉伊郡山田町中央
町５－６

びはん　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～15時00分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

電子部品組立品の検査作業 実体顕微鏡で電子部品組立品の検査作業
・指サックを使用します


経験がある方優遇

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

運転手（随伴車） 宮古市内・近郊を中心とした運転代行業務全般。
・お客様のご依頼地にあわせての随伴車両運転
・接客、乗務記録簿への記載、精算会計
・車両管理等（給油、洗車、タイヤ交換等）を行
います。

岩手県宮古市実田１－１－
１

運転代行　人力舎

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

訪問介護員 訪問介護業務に従事していただきます。
・宮古市内利用者宅を訪問し契約事項に沿って、
介護サービスの提　供を行います。
・身体介助、食事・排泄・入浴介助、買い物、洗
濯、掃除など

介護職員初任者研修修
了者、ホームヘルパー
２級、介護福祉士　の

いずれか

岩手県宮古市山口２丁目３
－１３

株式会社　ファミリ
ング

雇用期間の定めなし
又は8時00分～18時00分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

成形品の外観検査 電子部品に使用されるプラスチック成形品の検査
作業

・目視での検査や拡大鏡・実体顕微鏡を使用して
の検査

岩手県宮古市板屋３－１１
－１５

株式会社　エム・ア
イ・エス東北工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

清掃員 請負先において清掃業務全般に従事します。
・トイレ、居室、フロアなどの清掃
・廃棄物回収、消耗品の補充など

経験がない方でも指導いたします。

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

クリンクルー（崎鍬ヶ崎）
（請）

建物清掃全般を行います。
・共有スペースフロアー、風呂、トイレ、廊下、
玄関等掃除
・掃き、拭き掃除、ゴミ箱内回収、
・備品の交換

岩手県宮古市田の神二丁目
３番１１号

株式会社　サンズ

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

グループホーム世話人（非
常勤）１

知的・精神障がいのある利用者が暮らす一軒家の
グループホームで、家事を含む生活支援業務を
行っていただきます。１ヶ所のグループホームに
利用者４～５名が必要なサポートを受けながら共
同で生活する福祉施設です。主な仕事は以下のと

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１－１１

社会福祉法人若竹会
自立支援センターウ
イリー

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

清掃員 請負先において清掃業務全般に従事します。
・トイレ、居室、フロアなどの清掃
・廃棄物回収、消耗品の補充など

経験がない方でも指導いたします。

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

洗浄員（岩泉町） 請負先事業所において、洗浄業務を行っていただ
きます。
下膳、食器洗浄（一部食器洗浄機使用）
調理器具洗浄、シンク周辺の清掃など


岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株式
会社　北東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

レンタカースタッフ（オ
リックスレンタカー宮古駅
前店）

下記１又は２の業務（希望考慮、応相談）
１．レンタカー店舗内業務
・接客、電話対応
・システム入力等事務処理（ＰＣ使用）、等
２．レンタカー店舗外業務

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－２８　カメイ仙
台グリーンシティ６階

オリックスレンタ
カー・カメイ　株式
会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～19時00分

の間の3時間以上
岩手県宮古市

一般事務補助／税務課（会
計年度任用職員）

税務課での勤務となります。担当職員指示のも
と、下記の業務を行っていただきます。
・各種資料整備、課税基本簿の整理
・データ入力作業、会計伝票整理
・住民税申告関係事務及び電話・来客対応等

岩手県下閉伊郡山田町八幡
町３－２０

山田町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） ワード・エクセルの操

作ができること
岩手県下閉伊郡山田町

調理員（宮古市） 請負先事業所において責任者の指示のもと　　
　入所者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄など
　厨房内業務全般
　

岩手県盛岡市大通３丁目３
番１０号　七十七日生盛岡
ビル　９階

日清医療食品　株式
会社　北東北支店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市



(1)14時30分～20時00分
1人 821円～821円

パート労働者 59歳以下 03030- 3313411

(1)6時00分～10時00分
3人 900円～1,200円 (2)10時00分～14時00分

(3)16時00分～20時00分

パート労働者 不問 03030- 3321411

(1)6時00分～10時00分
3人 900円～1,200円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 不問 03030- 3322011

(1)13時00分～17時00分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 3335711

(1)6時30分～9時00分
1人 830円～830円

パート労働者 不問 03030- 3336811

1人 825円～825円

パート労働者 不問 03030- 3337211
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～15時00分
1人 821円～850円

パート労働者 69歳以下 03030- 3344811

(1)17時00分～21時00分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 3346511

(1)8時00分～15時00分
1人 900円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3347411
普通自動車免許ＡＴ

4人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030- 3350111
普通自動車免許ＡＴ

10人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030- 3351711
普通自動車免許ＡＴ

5人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030- 3352811

3

販売員（ブックスこなり／
マリンコープドラ店）

・レジ操作
・お客様対応など書籍等の販売業務
・商品の荷受け
・配架陳列、発注、
・返品等の在庫管理

岩手県宮古市新町２番１４
号

株式会社　小成

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

サービススタッフ 当ホテルにおいて主にレストランでの接客業務に
従事していただきます。
・レストランを利用されるお客様のご案内、料理
の配膳・片付け
・宿泊されるお客様のご夕食、ご朝食時の配膳や

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

フロントスタッフ 当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



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

クリンクルー（お風呂清
掃、山田町）

弊社請負先館内において、お風呂の清掃全般に従
事していただきます。
・１名での作業です。
・大小合わせて４か所のお風呂です。
・入浴用分離ストレッチャーの簡単な掃除があり

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）

岩手県下閉伊郡山田町

クリンクルー（板屋・朝） 請負先施設内において清掃業務に従事していただ
きます。
・自動床洗浄機、バフ機を使った店舗内の清掃、
ツヤ出し
・その他、上記に付帯する業務

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

製品加工／２ 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～17時00分
の間の5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】

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

客室布団敷き 当浄土ヶ浜パークホテルに宿泊されるお客様の客
室において下記の業務に従事していただきます。
・必要な人数分の布団敷き



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

牡蠣むき及び出荷作業 水揚げした殻付き牡蠣から専用の道具を使って身
を取り出す作業です。
・高浜地区の牡蠣処理場での作業となります。
・こつを覚えれば簡単です。経験の無い方にも指
導します。

岩手県宮古市金浜第４地割
１８－３

鶴亀丸

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

商品企画、販売、製造／パ
ティスリー／６ｈ

＊宮古駅前のパティスリーで、ヤギミルクを使っ
たお菓子や、可愛　い雑貨を販売しています。
・お客様への接客・販売
・新商品の企画
・お菓子、パンの製造

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7時00分～20時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

接客、商品企画、販売、製
造／カフェ・ビストロ／６
ｈ

＊ブーランジェリー　レ・ド・シェーブルがカ
フェ・ビストロ　レ・ド・シェーブルに生まれ変
わります！

昼はカフェ、夜はフレンチビストロ、時間帯に

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10時00分～23時00分
の間の6時間程度

岩手県宮古市

接客、販売、製造／パン専
門店

４月にオープンしたばかりのパン専門店です。ヤ
ギミルクを使用したパンや、おしゃれな雑貨等を
販売しています。
・お客様への接客・販売
・新商品の企画

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


