
交替制あり
(1)7時30分～11時00分

1人 830円～880円 (2)7時30分～15時30分

パート労働者 不問 03010- 8793421
普通自動車免許ＡＴ

(1)8時45分～17時15分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03010- 8520021
交替制あり

調理師 (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- 8566421
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- 8567321
交替制あり

調理師 (1)5時00分～14時00分
1人 870円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010- 8574421
交替制あり
(1)5時00分～14時00分

1人 870円～1,000円 (2)10時30分～19時30分

パート労働者 不問 03010- 8575321

臨床検査技師
2人 934円～1,441円

パート労働者 不問 03010- 8406121
交替制あり

5人 900円～1,200円

パート労働者 59歳以下 03010- 8040821
交替制あり

2人 1,000円～1,000円

パート労働者 18歳以上 03010- 8130521

(1)9時30分～15時30分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1342221

(1)17時00分～21時00分
1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1343521
変形（1年単位）

1人 950円～950円

パート労働者 不問 03030- 1345321
変形（1年単位）

1人 900円～1,020円

パート労働者 不問 03030- 1346621
変形（1年単位）
(1)18時00分～21時15分

1人 1,020円～1,020円 (2)17時00分～21時15分

パート労働者 不問 03030- 1347921
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

(1)7時30分～16時30分
1人 821円～912円 (2)8時15分～17時15分

パート労働者 不問 03030- 1348121
普通自動車免許ＡＴ

1人 1,200円～1,500円

パート労働者 64歳以下 03030- 1349021

(1)5時00分～9時00分
1人 821円～821円

パート労働者 69歳以下 03030- 1353321

(1)16時30分～22時30分
1人 850円～900円

パート労働者 18歳～69歳 03030- 1355921

1

ホールスタッフ 和海味処いっぷくにおいてホールスタッフを担当
します。
スタッフは３名おります。
・お客様案内、注文
・ドリンク準備、配膳、片付け、店内清掃等

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

朝食スタッフ（ビジネスイ
ンやまだ／浜処いっぷく）

ビジネスホテル内のレストランにて朝食スタッフ
として勤務していただきます。
・接客、配膳
・片付け、皿洗い等になります。
●主に和食を中心としたメニューを取り扱ってい

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

看護師 障がいのある利用者や児童の食事や入浴、排せつ
等の介助や創作活動の物作りなどの支援を行いま
す。
・主にバイタルチェック、健康管理他必要に応じ
て吸引、胃ろう等　の処置も行います。

岩手県宮古市末広町６番８
号

ＮＰＯ法人　結人

雇用期間の定めなし
又は8時30分～18時00分
の間の2時間以上

岩手県宮古市

看護師、准看護師、
保健師　のいずれか

介護職／デイサービスセン
ター

　ふれあい荘デイサービスセンターにおいて、ご
利用者様に対する介護サービスに従事していただ
きます。ご利用者は１日およそ１５人です。
〔主な業務〕
・入浴・食事・排泄等の介護業務

岩手県宮古市田老字養呂地
６番地２

社会福祉法人　田老
和心会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

レジ部門販売員／夜間（１
８：００～２１：１５）

◎レジ部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
・レジ清算（自動金銭機搭載レジ）
・レジ周りの消耗品補充やかご整理
・サービスカウンター業務（商品管理、宅配便受

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

レジ部門販売員（７Ｈ）／
日勤

◎レジ部門配属となり、下記の業務に従事してい
ただきます。
・レジ清算（自動金銭機搭載レジ）
・レジ周りの消耗品補充やかご整理
・サービスカウンター業務（商品管理、宅配便受

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～21時15分

の間の7時間
岩手県下閉伊郡山田町

サービスカウンター業務 １）店内「不二家」コーナーでの販売
２）レジ、精算
３）商品陳列・整頓
４）接客（お客様からの注文、予約の承りなど）
５）調理場の清掃・片付けなど

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9時00分～18時30分

の間の4時間以上
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
○土日祝勤務できる方を希望します。
○作業手順は採用後に指導致しますので経験の有

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

サービススタッフ（客室
セット）

当浄土ヶ浜パークホテルに宿泊されるお客様の客
室において下記業務に従事していただきます。
・客室内の清掃（客室、浴室、トイレ）
・備品等の補充やセット作業等
○土日祝勤務できる方希望します。

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

ユニオン磯鶏／ホールス
タッフ・カウンタースタッ
フ

パチンコ店のホール・カウンターでの接客対応で
す。
　出玉の上げ下ろしや交換、景品交換などの一般
業務、その他付随する業務や指示された業務をお
願いします。

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～0時00分の

間の6時間程度
岩手県宮古市

建設業仮設足場工事の作業
員（宮古営業所）

＊足場シート貼り等
＊社内での雑務、現場での写真撮り・採寸等
＊その他、上記に関連する業務

※朝、会社へ集合し相乗りで移動します。（３人

岩手県盛岡市乙部５地割６
１－１

有限会社　新鋭

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

岩手県宮古市

アルバイト臨床検査技師
（研究補助者：宮古地区）

健診業務（身体測定、血圧測定、採血、採尿や心
電図検査、頚部エコー検査等の生理機能検査）等
※当機構の沿岸地域活動拠点での健康調査等に出
向いていただくことがあります
※研修等で、矢巾キャンパス等へお越しいただく

岩手県紫波郡矢巾町医大通
１丁目１番１号
（医大通２丁目１番１号）

学校法人　岩手医科
大学（岩手医科大学
附属病院）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 又は8時00分～18時00分

の間の6時間以上
岩手県宮古市

調理員（岩泉町） 請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務
調理、盛付、食事洗浄など
　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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理師（岩泉町） 請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務
調理、盛付、食事洗浄など
　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）

岩手県下閉伊郡岩泉町

調理員（山田町） 請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
調理、盛付、食器洗浄など
　
＊利用者数：１２０名程度

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）

岩手県下閉伊郡山田町

調理師（山田町） 請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
調理、盛付、食器洗浄など
　
＊利用者数：１２０名程度

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）

岩手県下閉伊郡山田町

支店事務・営業アシスタン
ト（宮古支店）

宮古支店及びモデルハウスにおいて業務全般のサ
ポートを行って
いただきます。
＜主な業務内容＞
・電話応対

岩手県盛岡市北飯岡一丁目
１－８２

パルコホーム　（株
式会社　日盛ハウジ
ング）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

医療事務（宮古市） 請負先の医療機関にて医事業務全般を行います。
＜物品搬送供給業務＞
院内で使用する薬剤のオーダーを受けてセットを
作ります。
その後、各部署へ搬送します。

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

（4月8日時点の内容です）

４月４日　から　　４月８日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は４月２１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

◎ 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４月１４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)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- 1357021

(1)9時00分～15時00分
2人 847円～847円

パート労働者 不問 03030- 1359821
交替制あり
(1)10時00分～20時00分

1人 893円～893円

パート労働者 不問 03030- 1360421

(1)9時00分～15時00分
3人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 1361321

(1)9時00分～15時00分
3人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 1362621
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 18歳以上 03030- 1326221

(1)7時15分～18時30分
1人 821円～1,048円

パート労働者 不問 03030- 1329321
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～17時00分
1人 869円～896円

パート労働者 不問 03030- 1331021

(1)8時00分～17時00分
2人 850円～850円

パート労働者 不問 03030- 1332721

1人 912円～912円

パート労働者 不問 03030- 1310521

1人 900円～900円

パート労働者 不問 03030- 1311421

5人 917円～1,144円

パート労働者 不問 03030- 1315121
交替制あり
(1)8時00分～16時00分

2人 900円～900円 (2)13時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1317721
普通自動車免許ＡＴ

(1)9時00分～16時00分
1人 850円～900円

パート労働者 不問 03030- 1320621
普通自動車免許ＡＴ

2人 1,100円～1,100円

パート労働者 64歳以下 03030- 1323021

(1)8時00分～12時00分
3人 1,636円～1,909円

パート労働者 不問 03030- 1290321
交替制あり
(1)8時30分～12時30分

1人 1,200円～1,500円 (2)14時00分～18時00分

パート労働者 64歳以下 03030- 1301221
交替制あり
(1)8時00分～16時00分

1人 830円～880円 (2)8時00分～17時00分
(3)9時00分～16時00分

パート労働者 不問 03030- 1305621
普通自動車免許ＡＴ

3人 1,100円～1,200円

パート労働者 64歳以下 03030- 1247521
普通自動車免許ＡＴ 交替制あり

3人 850円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 1257321

2

電子部品製造に関わる軽作
業／実田工場

電子部品の袋詰めや箱詰め等、製造に関連した作
業を行って頂きます。シーラー作業（ハンド機械
操作）もあります。
手先を使い、立ち作業です。
※未経験者応募可

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

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

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）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡岩泉町

電子部品組立（パート） 下記業務を担当していただきます。
【組　　　立】手作業で、部品を決められた場所
に差し込む
【チェッカー】部品を機械にセット
その他付随する業務

岩手県下閉伊郡山田町船越
９－４０－６

株式会社　エムアン
ドエム

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

厨房係 回転寿司「海宝」において調理業務全般を担当し
て頂きます。
○魚介類の調理・仕込み
○主に軍艦巻きなど寿司の調理
○その他、厨房内における付随する業務

岩手県宮古市長根２丁目６
－９

海宝

雇用期間の定めなし

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

部材集め（パート） ・指示書通りに部材を集める（品番、数量）
・部材は品番（数字、アルファベット）がついて
おり、部材の知識は不要
・入荷した部材の棚入れ
・ダンボールなどの片付け

岩手県下閉伊郡山田町船越
９－４０－６

株式会社　エムアン
ドエム

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

事務補助員／税務課（会計
年度任用職員）

宮古市役所税務課管理係に勤務となります。
・税務課窓口収納事務
・口座振替事務
・その他付随する業務

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） パソコン（ワード・エクセ

ル）操作ができること
岩手県宮古市

調理等専門員（会計年度任
用職員）

一時保護所の給食調理業務を行います。
・一時保護児童の給食調理（朝・昼・夜）、配膳
・片付け、食器洗浄
・食材買い出し（徒歩圏内）
・調理場清掃、片付け、ゴミ捨て

岩手県宮古市和見町９－２
９

岩手県宮古児童相談
所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

岩手県宮古市

惣菜担当／豊間根店 びはんストアオール店において惣菜業務を担当し
ます。
・お弁当や揚げ物などの調理
・商品の品出し業務
・商品の補充

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～12時00分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

浄土ヶ浜駐車場整理員 浄土ヶ浜第一駐車場での勤務となります。
・一般車両や観光バスの整理業務
・駐車場内での案内業務等
・４～５名体制で従事します
＊業務経験が初めての方からのご応募も可能で

岩手県宮古市宮町１丁目１
－８０

三陸復興国立公園宮
古集団施設地区運営
協議会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

保育士（いわいずみ・こが
わ・おもと）

各こども園にて園児の保育業務をしていただきま
す。
・園児の遊び、食事介助、寝かしつけ、おたより
記載
・教室の整理整頓

保育士、看護師、准看
護師、幼稚園教諭免
許、小学校教諭免許

のいずれか

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） 又は7時30分～19時00分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡岩泉町

レジ担当／豊間根店 びはんストア豊間根店に勤務となります。
・レジチェッカー、接客業務を担当

＊雇用期間は１年毎の更新となります。（基準日
３月１６日）

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9時00分～20時30分

の間の4時間以上
岩手県下閉伊郡山田町

職業指導員／ワークハウス
アトリエｓｕｎ

障がい者就労継続支援施設で、生産活動の作業補
助及び職場規律等の指導を行って、社会的自立を
支援する仕事です。
・受託事業所の清掃、紫蘇の選別、家具などを含
むリサイクル品の　回収などを利用者の方と一緒

岩手県宮古市保久田３－２
１

特定非営利活動法人
宮古地区いきいき
ワーキングセンター

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） パソコン操作（ワード・エ

クセル）できる方
岩手県宮古市

内勤スタッフ 内勤スタッフとして以下の業務に従事
・店舗に持ち込まれた荷物の受け取り、内容確
認、サイズ計測、伝票の記入、料金精算
・伝票の整理、電話応対、その他付随する所内業
務

岩手県宮古市長町２丁目１
－３２

ヤマト運輸　株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

岩手県宮古市

接客、販売、製造／パン専
門店

昨年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

リネン係 ゴルフ場のクラブハウスにおいて、清掃業務を担
当します。
・掃除（ハウス内フロア、お風呂、脱衣所、トイ
レ）
・洗濯、乾燥（タオル類）等

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）

岩手県宮古市

看護師 川原田小児科医院において看護業務全般を担当し
ていただきます。
医師の「指示」に基づき、患者さんの診察介助、
処置、検査、患者さんへの補足説明、その他付随
する業務を行っていただきます。

岩手県宮古市小山田二丁目
７番７２号

川原田小児科医院
看護師、准看護師

のいずれか
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

職業指導員または生活支援
員

障害者などへの就労継続支援（Ａ型およびＢ型）
を行う多機能型事業所において、利用者への作業
指導や生活支援として、以下の業務を行っていた
だきます。
［Ａ型］パソコンを使ったデータ入力、ＤＶＤや

岩手県宮古市南町１１－１
８　田川ビル２Ｆ

一般社団法人　フロ
ムいわてソリュー
ション

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） ワード、エクセルの基

本操作
又は8時30分～17時30分
の間の4時間以上

岩手県宮古市

訪問介護員 町内の利用者の方のお宅に訪問し、生活援助、身
体介護等の業務を行います。
・移動は自家用車を使用していただき、交通費は
別途支給となります。
・平均件数は４～５件です。未経験の方には担当

岩手県下閉伊郡山田町川向
町７番４号

有限会社　山崎タク
シー

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

雇用期間の定めなし
又は7時15分～18時00分
の間の4時間程度

岩手県下閉伊郡山田町



普通自動車免許ＡＴ
(1)9時15分～17時30分

1人 830円～855円

パート労働者 不問 03030- 1258621

(1)17時00分～21時30分
2人 840円～880円 (2)11時00分～15時00分

パート労働者 59歳以下 03030- 1261821
交替制あり
(1)18時00分～22時00分

1人 921円～921円 (2)18時00分～21時00分

パート労働者 不問 03030- 1262221

美容師 (1)9時00分～15時00分
1人 850円～1,500円

パート労働者 59歳以下 03030- 1268121

(1)9時00分～15時00分
1人 825円～825円

パート労働者 59歳以下 03030- 1269021
変形（1年単位）
(1)8時30分～16時00分

1人 850円～950円 (2)9時00分～17時00分

パート労働者 59歳以下 ワード・エクセル操作 03030- 1273321
変形（1ヶ月単位）
(1)15時00分～9時00分

2人 1,500円～1,600円

パート労働者 64歳以下 03030- 1284121

(1)17時00分～23時00分
2人 850円～1,500円

パート労働者 18歳以上 03030- 1286721

(1)8時00分～12時00分
1人 870円～870円

パート労働者 不問 03030- 1288221

(1)8時00分～12時00分
1人 840円～840円

パート労働者 不問 03030- 1289521
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クリンクルー（田老） 施設の清掃業務を行って頂きます。
清掃に際して掃除機、モップ、ホウキ、タオル等
を使用します。
各室の掃除や廊下のほかトイレ等の掃除もありま
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

ホール係 蛇の目本店（寿司店）にてホール業務に従事して
頂きます。
○ご来店されたお客様を席へ案内し、注文を確
認、料理や飲み物を　提供します。
○注文を受けたオーダーは端末機に入力します。

岩手県宮古市栄町２－８ 有限会社　蛇の目本
店

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

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。
・新規入会者の勧誘、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） ＰＣスキル…簡単な入

力作業
岩手県下閉伊郡山田町

美容師／美容アシスタント 美容室ラポールヘア宮古店において、美容師業全
般・美容アシスタント業に従事していただきま
す。
・カット、カラー、パーマなどスタイリスト業務
全般

岩手県宮古市宮町１丁目３
番５号

有限会社　トラスト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士・保育アシスタント 美容室ラポールヘア宮古店において、保育士また
はベビーシッター業務に従事していただきます。
・美容室店内に併設された無料託児スペースで、
お客様・従業員の　お子様をお預かりする仕事で
す。

岩手県宮古市宮町１丁目３
番５号

有限会社　トラスト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ゴルフ場フロント ゴルフ場のフロントにおいて、下記業務を行って
いただきます。
・お客さまのチェックイン、チェックアウト、清
算業務
・電話対応、予約管理

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

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

夜勤専従（看護師・准看護
師）

当院では医療療養病棟２病棟、回復期リハビリ
テーション病棟２病棟があります。
・医療療養病棟、回復期リハビリテーション病棟
の夜勤看護業務
・各病棟３０～４０床

岩手県宮古市保久田８番３
７

特定医療法人　弘慈
会　宮古第一病院看護師、准看護師

のいずれか
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホール・調理補助／ＳＹＵ
ＷＡ　ＳＹＵＷＡ

ホールにおいて接客業務及び厨房内において調理
の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

食肉担当／オール店 びはんストアオール店において食肉業務を担当し
ていただきます。
・食材の商品化、パック詰め作業
・商品補充、陳列
・その他、上記に付随する業務

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）

岩手県下閉伊郡山田町

グロサリー担当／オール店 びはんストアオール店において、グロサリー業務
を担当していただきます。
・生鮮食品以外の商品（日配品、雑貨、加工食品
等）の商品発注、　商品の補充、陳列、商品管理
などをお願いします。

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）

岩手県下閉伊郡山田町
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