
◎詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

◎面接にはハローワークが発行する「紹介状」が必要です。

◎賃金について、フルタイム求人の場合は月額換算、パートタイムの場合は時間額換算で表記してあります。

   また、パートタイム求人の場合は、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎この求人の中でも採用者が決まり、求人を取り下げている場合があります。

ハローワーク久慈（久慈公共職業安定所） 平日　8：30～17：15
（0194）53-3374 （土曜・日曜・祝日・年末年始はお休み）

～ハローワーク求人情報一覧は、ここにも置いてあります！！～

　ハローワーク久慈からの
お 知 ら せ

 【盛岡市・県外】
 ・公益社団法人 岩手県シルバー人材センター連合会
 ・ひとり親家庭等就業自立支援センター
 ・自衛隊岩手地方協力本部 岩手地域支援センター
 ・青森職業能力開発促進センター
 ・岩手県Ｕターンセンター （東京都）

 ・岩手県Ｕターンセンター （愛知県）

６月10日(金 )発行

 次回予定日

６月17日(金)10時

６月２日～６月７日までに受理した求人です。

℡ 利用
時間

【久慈市】
・久慈市役所　企業立地港湾課
・久慈市役所　山形総合支所 ふるさと振興課
・ジョブ・カフェ久慈
・職業訓練法人 久慈職業訓練協会
・公益社団法人 久慈市シルバー人材センター
・社会福祉法人 修倫会 チャレンジドセンター久慈
・久慈市子育て支援センター
・社会福祉協議会 ふくしサロンしあわせＳＵＮつどいの広場

【近隣町村】
・ローソン （久慈市・野田村各6店舗）

・洋野町無料職業紹介所 （洋野町役場種市庁舎　特定政策推進室内）

・洋野町大野無料職業紹介所 （洋野町役場大野庁舎　総合サービス課内）

・洋野町役場 中野支所
・野田村役場 産業振興課
・普代村役場 住民課
・田野畑村役場 政策推進課
・岩泉町役場 安家支所
・公益社団法人 普代村シルバー人材センター
・二戸年金事務所

《お問い合わせ先》ハローワーク久慈 ℡ 0194-53-3374

ハローワークインターネットサービス

※ いずれも会場は、ハローワーク２階 会議室となります。 

※ 希望の方は、開催日前日までのお申込みが必要となります。また、

定員になり次第、締切となります。 

日  時 事業所名 

  令和４年６月 15 日（水） 

説明会 １０：００～ 

面接会 １０：３０～ 

農事組合法人 八幡平ファーム 

令和４年 6 月 17 日（金） 

説明会 １１：００～ 

アクサ生命保険 株式会社 

盛岡営業所 久慈オフィス 

令和４年 6 月２１日（火） 

説明会 １１：００～ 

株式会社 十文字チキンカンパニー 

久慈工場 

http://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_3185.html


職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業時間

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

（従業員数 4人 ）

正社員 02020- 7705221 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 50人 ）

有期雇用派遣労働者 02020- 7786721 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

18歳以上 (1)18時00分～3時00分

（従業員数 50人 ）

有期雇用派遣労働者 02020- 7800821 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

１級土木施工管理技士 必須

（従業員数 25人 ）

正社員 03030- 1984321 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

８トン限定中型自動車免許 あれば尚可

（従業員数 30人 ） 大型自動車免許 あれば尚可

正社員 03090- 1136621 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時00分

看護師 必須

（従業員数 12人 ） 准看護師 必須

正社員 03100- 1402421 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下

（従業員数 12人 ）

正社員 03100- 1448921 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時30分～17時00分

二級自動車整備士 必須

（従業員数 17人 ）

正社員 03100- 1372521 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

大型自動車免許 あれば尚可

（従業員数 10人 ） 車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者 あれば尚可

正社員以外 03100- 1403321 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 玉掛技能者 あれば尚可

（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

２級土木施工管理技士 必須

（従業員数 10人 ）

正社員 03100- 1404621 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

不問 (1)8時00分～16時45分

自動二輪車免許 あれば尚可

（従業員数 90人 ）

正社員以外 03100- 1440021 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～18時00分

(2)8時00分～17時30分

（従業員数 4人 ）

正社員 03100- 1381421 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)8時00分～17時30分

(2)17時00分～2時30分

普通自動車第二種免許 あれば尚可

（従業員数 7人 ）

正社員 03100- 1368921 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

精神保健福祉士 必須

（従業員数 176人 ）

正社員 03100- 1398421 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

準中型自動車免許 必須

（従業員数 18人 ） フォークリフト運転技能者 あれば尚可

正社員 03100- 1430921 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

（従業員数 21人 ）

正社員 03100- 1453421 就業場所 岩手県久慈市

一般事務 山田建設　株式会社 岩手県久慈市宇部町第６地割１
７番地２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

180,000円～180,000円
雇用期間の定めなし

水産加工【２】 株式会社　カネセ関根商店 岩手県九戸郡洋野町種市第１地
割１４７－５

200,000円～260,000円
雇用期間の定めなし

精神保健福祉士 社団医療法人　祐和会
北リアス病院

岩手県久慈市源道第１２地割１
１１番

普通自動車運転免許　　必須

177,400円～244,800円
雇用期間の定めなし

タクシー乗務員 陸中観光　株式会社 岩手県久慈市小久慈町第３６地
割２５番地３９

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

140,400円～143,000円
雇用期間の定めなし

建築大工 株式会社　小田組 岩手県久慈市湊町第１９地割８
番地６

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

211,700円～241,700円
雇用期間の定めなし

郵便配達（外務・久慈郵便局） 久慈郵便局 岩手県久慈市中の橋１丁目４４ 普通自動車運転免許　　必須

160,704円～257,472円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

土木施工管理 鳥谷峰建設　株式会社 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７－６９

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

150,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

土木作業員 鳥谷峰建設　株式会社 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７－６９

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

160,300円～251,900円
雇用期間の定めなし

自動車整備士 久慈貨物運送　合資会社 岩手県久慈市湊町第１９地割２
０－５

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

151,200円～216,000円
雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド販売員 第一石油　株式会社 岩手県久慈市新中の橋第４地割
３１番地１

普通自動車運転免許　　必須

155,000円～180,000円
雇用期間の定めなし

7時00分～21時00分の間
の8時間程度

看護師・准看護師 医療法人　誠人会　斎
藤内科

岩手県久慈市荒町二丁目９

180,000円～260,000円
雇用期間の定めなし

鶏舎清掃作業員（除糞） 株式会社　明和運輸
九戸営業所

岩手県九戸郡九戸村大字山屋第
３地割字山屋１０５－３

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

193,500円～216,000円
雇用期間の定めなし

土木施工管理技士 横屋建設　株式会社 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字村
木７４

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

255,000円～300,000円
雇用期間の定めなし

食品製造業（夜勤）【久慈市】 株式会社　オーエスア
ドバンス

青森県八戸市石堂４丁目３－８

172,800円～172,800円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

155,520円～155,520円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

雇用期間の定めなし

食品製造業（日勤）【久慈市】 株式会社　オーエスア
ドバンス

青森県八戸市石堂４丁目３－８

必要な免許資格所在地・就業場所

くるまのガラス販売施工（久慈
営業所）

株式会社　自動車ガラ
ス販売八戸

青森県八戸市城下３丁目１０－
１

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

160,000円～250,000円

2／8



職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業時間 必要な免許資格所在地・就業場所

（フルタイム）

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 125人 ）

正社員 03100- 1396221 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時30分

２級建築大工技能士 必須

（従業員数 11人 ） １級建築大工技能士 あれば尚可

正社員 03100- 1370821 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時30分

２級建築施工管理技士 必須

（従業員数 11人 ） 二級建築士 あれば尚可

正社員 03100- 1371221 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

（従業員数 10人 ）

正社員 03100- 1369121 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 70人 ） 車両系建設機械（解体用）運転技能者 必須

正社員 03100- 1409821 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

64歳以下 (1)8時45分～17時00分

大型自動車免許 あれば尚可

（従業員数 15人 ） フォークリフト運転技能者 あれば尚可

正社員 03100- 1351121 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

三級自動車整備士 あれば尚可

（従業員数 7人 ）

正社員 03100- 1365421 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問

準中型自動車免許 あれば尚可

（従業員数 7人 ） 危険物取扱者（乙種） あれば尚可

正社員 03100- 1366321 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 危険物取扱者（丙種） あれば尚可

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時20分

（従業員数 542人 ）

正社員 03100- 1386021 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

介護福祉士 あれば尚可

（従業員数 6人 ）

正社員 03100- 1382321 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)13時00分～22時00分

(2)12時00分～21時00分

(3)11時00分～20時00分 大型自動車免許 必須

（従業員数 16人 ） フォークリフト運転技能者 あれば尚可

正社員 03100- 1451221 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

大型自動車免許 必須

（従業員数 17人 ）

正社員 03100- 1452521 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時25分

（従業員数 13人 ）

正社員 03100- 1390621 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

18歳～40歳 (1)8時30分～16時50分

(2)15時55分～0時00分

（従業員数 49人 ）

正社員 03100- 1355221 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

18歳～35歳 (1)8時30分～16時50分

(2)15時55分～0時00分

（従業員数 49人 ）

正社員 03100- 1360021 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

65歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）

正社員 03100- 1391921 就業場所 岩手県久慈市

食肉加工（侍浜工場） 株式会社　吉成食品 岩手県久慈市侍浜町本町第９地
割５３－５０

141,868円～141,868円
雇用期間の定めなし

ホールスタッフ（田屋町）カウ
ンター・コーヒースタッフ

株式会社　朝日 岩手県久慈市田屋町第１地割１
４－１

171,500円～210,000円
雇用期間の定めなし

クリーンスタッフ 株式会社　朝日 岩手県久慈市田屋町第１地割１
４－１

普通自動車運転免許　　必須

149,000円～177,000円
雇用期間の定めなし

縫製工・裁断・出荷等 有限会社　いずみ 岩手県久慈市寺里２９地割３３

142,525円～143,220円
雇用期間の定めなし

大型トラック運転手【１】 株式会社　丸才 岩手県久慈市長内町第３７地割
１５－２３

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

172,500円～172,500円
雇用期間の定めなし

大型トラック運転手【３】 株式会社　丸才 岩手県久慈市長内町第３７地割
１５－２３

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

159,750円～159,750円
雇用期間の定めなし

管理者 有限会社　ホームセン
ター仙台

岩手県久慈市田屋町第１地割３
０番地８

普通自動車運転免許　　必須

180,000円～230,000円
雇用期間の定めなし

チキン製造スタッフ 株式会社　十文字チキ
ンカンパニー　久慈工
場

岩手県久慈市小久慈町第６３地
割１６番地１

170,000円～170,000円
雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド販売員 有限会社　八木石油商事 岩手県九戸郡洋野町種市第２４
地割１５９－１２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

133,413円～250,000円
雇用期間の定めなし

7時30分～19時00分の間
の7時間以上

整備・鈑金塗装 有限会社　八木石油商事 岩手県九戸郡洋野町種市第２４
地割１５９－１２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

145,000円～350,000円
雇用期間の定めなし

大型自動車運転手 十久輸送　有限会社 岩手県久慈市小久慈町第３２地
割２番地１

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

192,460円～272,000円
雇用期間の定めなし

重機オペレーター 株式会社　中塚工務店 岩手県久慈市源道第１３地割２
１

普通自動車運転免許　　必須

198,050円～233,000円
雇用期間の定めなし

車両系建設機械（整地・運搬・
積込用及び掘削用）運転技能者 必須

技術者（見習可）作業員 株式会社　共進設備 岩手県久慈市湊町第２２地割４
７番１０

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

143,000円～250,000円
雇用期間の定めなし

建築現場管理者 有限会社　谷地建築 岩手県久慈市新中の橋第４地割
２２－２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

165,000円～350,000円
雇用期間の定めなし

建築大工 有限会社　谷地建築 岩手県久慈市新中の橋第４地割
２２－２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

176,800円～331,000円
雇用期間の定めなし

清掃員 株式会社　久慈中央商事 岩手県久慈市長内町第９地割２
０

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

180,000円～180,000円
雇用期間の定めなし
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職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業時間 必要な免許資格所在地・就業場所

（フルタイム） 変形（1年単位）

65歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 32人 ）

正社員 03100- 1393021 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)6時30分～15時00分

(2)11時30分～20時00分

（従業員数 37人 ）

正社員以外 03100- 1406121 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

59歳以下

（従業員数 37人 ）

正社員 03100- 1407021 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下

（従業員数 3人 ）

正社員 03100- 1412621 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

(2)9時00分～18時00分

（従業員数 88人 ）

正社員以外 03100- 1427221 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

(3)13時00分～22時00分 介護職員初任者研修修了者 必須

（従業員数 93人 ） 介護職員実務者研修修了者 必須

正社員以外 03100- 1421621 就業場所 岩手県久慈市 介護福祉士 あれば尚可

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～16時00分

(2)9時15分～18時15分

(3)11時30分～20時30分

（従業員数 95人 ）

正社員以外 03100- 1377121 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（フルタイム）

不問

調理師 必須

（従業員数 24人 ）

正社員以外 03100- 1408721 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

45歳以下

５トン限定準中型自動車免許 必須

（従業員数 7人 ） 危険物取扱者（丙種） あれば尚可

正社員 03100- 1434821 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

一級建築士 必須

（従業員数 35人 ） １級建築施工管理技士 必須

正社員 03100- 1416721 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

（従業員数 46人 ）

正社員 03100- 1378021 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

介護支援専門員（ケアマネージャー） 必須

（従業員数 46人 ）

正社員 03100- 1379721 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)8時30分～18時00分

(2)9時00分～17時00分

(3)9時00分～12時00分 歯科衛生士 必須

（従業員数 7人 ）

正社員 03100- 1444521 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

35歳以下 (1)7時30分～16時00分

(2)8時30分～17時00分

準中型自動車免許 必須

（従業員数 4人 ）

正社員 03100- 1431121 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

測量士 あれば尚可

（従業員数 5人 ） 測量士補 あれば尚可

正社員以外 03100- 1435221 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 75人 ）

正社員 03100- 1414121 就業場所 岩手県久慈市

菓子製造 有限会社　宇部煎餅店 岩手県久慈市長内町第３５地割
１２３－１９

164,160円～164,160円
雇用期間の定めなし

測量助手 有限会社　協進技術 岩手県久慈市川貫第７地割１３
地割２

普通自動車運転免許　　必須

153,000円～153,000円
雇用期間の定めなし

運転手及び作業員（洋野ＴＭＲ
センター内）

有限会社　シーアールエム 岩手県久慈市寺里第２９地割６
－１３

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

180,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

歯科衛生士 やまぐち歯科医院
山口　一徳

岩手県久慈市中央２丁目１６

199,000円～246,000円
雇用期間の定めなし

介護支援専門員 株式会社　中央介護センター 岩手県久慈市旭町第１０地割６
６－１

普通自動車運転免許　　必須

180,000円～280,000円
雇用期間の定めなし

介護員 株式会社　中央介護センター 岩手県久慈市旭町第１０地割６
６－１

145,000円～146,500円
雇用期間の定めなし

建築施工管理者 株式会社　はやし工業 岩手県九戸郡洋野町阿子木１２
－３３－２３０

普通自動車運転免許　　必須

250,000円～500,000円
雇用期間の定めなし

ガソリンスタンド販売員 株式会社　平船商店 岩手県九戸郡洋野町大野第７１
地割１－３

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

145,000円～200,000円
雇用期間の定めなし

7時00分～19時30分の間
の8時間程度

調理員【準社員】 株式会社　のだむら 岩手県九戸郡野田村大字野田第
３１地割３１－１

普通自動車運転免許　　必須

141,212円～200,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

5時00分～21時00分の間
の8時間程度

介護員 社会福祉法人　普代福祉会 岩手県下閉伊郡普代村第２４地
割字鳥居５－１

普通自動車運転免許　　必須

154,500円～188,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護員（リハビリタウンくじ） 医療法人　健生会 岩手県久慈市中の橋１丁目５番
地

139,098円～218,840円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

デイサービス運転手兼介助員 社会福祉法人　みちの
く大寿会

岩手県九戸郡洋野町大野第６０
地割４１－８

167,600円～208,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

接客スタッフ（カーブス久慈長内店） 株式会社　ファーマ・ラボ 岩手県久慈市十八日町１丁目２
１

200,000円～215,000円
雇用期間の定めなし

9時00分～19時30分の間
の8時間程度

総合職（正社員） 株式会社　久慈グラン
ドホテル

岩手県久慈市川崎町１０－１５ 普通自動車運転免許　　必須

150,800円～180,040円
雇用期間の定めなし

9時00分～22時00分の間
の7時間以上

レストラン・ラウンジサービス
スタッフ

株式会社　久慈グラン
ドホテル

岩手県久慈市川崎町１０－１５ 普通自動車運転免許　　必須

146,625円～155,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

食肉加工（種市工場） 株式会社　吉成食品 岩手県久慈市侍浜町本町第９地
割５３－５０

141,868円～141,868円
雇用期間の定めなし
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職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業時間 必要な免許資格所在地・就業場所

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）

正社員 03100- 1375621 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）

正社員 03100- 1376921 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

(3)13時00分～22時00分 ホームヘルパー２級 あれば尚可

（従業員数 63人 ） 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

正社員以外 03100- 1424021 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム） 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 15人 ）

正社員 03100- 1426821 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)7時00分～16時00分

大型自動車免許 必須

（従業員数 19人 ）

正社員 03100- 1357421 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

不問 (1)8時30分～17時30分

（従業員数 19人 ）

正社員以外 03100- 1358321 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム）

不問

（従業員数 19人 ）

正社員以外 03100- 1359621 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)7時00分～16時00分

(2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～9時00分 介護福祉士 あれば尚可

（従業員数 25人 ） 介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

正社員 03100- 1433721 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 ホームヘルパー２級 あれば尚可

（フルタイム）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

（従業員数 14人 ）

正社員以外 03100- 1447621 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（フルタイム）

不問 (1)8時00分～17時00分

ホームヘルパー２級 必須

（従業員数 7人 ） 介護職員初任者研修修了者 必須

正社員 03100- 1446321 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 介護福祉士 必須

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

18歳～35歳 (1)8時30分～16時50分

(2)15時55分～0時00分

（従業員数 27人 ）

正社員 03100- 1361721 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問

ホームヘルパー２級 必須

（従業員数 38人 ） 介護職員初任者研修修了者 必須

正社員以外 03100- 1457121 就業場所 岩手県久慈市 介護福祉士 必須

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

(2)9時00分～18時00分

(3)9時30分～18時30分 看護師 必須

（従業員数 38人 ） 准看護師 必須

正社員以外 03100- 1458021 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

２級土木施工管理技士 必須

車両系建設機械（基礎工事用）運転技能者 あれば尚可

（従業員数 10人 ）

正社員 03100- 1429421 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

（従業員数 9人 ）

正社員 03100- 1428521 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 交替制あり

不問 (1)10時00分～19時00分

(2)10時30分～19時30分

(3)11時00分～20時00分

（従業員数 10人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-33804121 就業場所 岩手県久慈市

大手家電量販店でのスマホ受付
案内［久慈市］

株式会社　アイヴィ
ジット　東北支店

宮城県仙台市青葉区本町２丁目
３－１０　仙台本町ビル７階

201,600円～210,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

営業　（久慈営業所） 東亜リース株式会社
久慈営業所

岩手県久慈市侍浜町北野第１０
地割２２６－６

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

350,000円～425,000円
雇用期間の定めなし

土木施工管理技術者 株式会社　ＴＹＣ 岩手県久慈市夏井町大崎第１０
地割１９－２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

200,000円～300,000円
雇用期間の定めなし

車両系建設機械（整地・運搬・
積込用及び掘削用）運転技能者

あれば尚可

看護師又は准看護師（通所） 株式会社　ジャストハーツ 岩手県久慈市長内町第２９地割
６－６

209,000円～229,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

通所介護職員　（無資格） 株式会社　ジャストハーツ 岩手県久慈市長内町第２９地割
６－６

140,500円～140,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～18時30分の間
の8時間

ホールスタッフカウンター
コーヒースタッフ

株式会社　ジャムフレ
ンド　クラブエース久
慈

岩手県久慈市長内町第３１地割
１９－２

171,500円～210,000円
雇用期間の定めなし

訪問介護職員 株式会社　杉下
Ｎｅｘｔ　ケア・サ
ポートひろの　指定訪
問介護事業所

岩手県九戸郡洋野町種市第３７
地割１１１番地２３

普通自動車運転免許　　必須

145,000円～185,000円
雇用期間の定めなし

介護職員 デイサービスセンター
ひまわり　株式会社
藤森

岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２５－８９

普通自動車運転免許　　必須

142,096円～150,656円
雇用期間の定めなし

介護職員 社会福祉法人　尽誠会 岩手県九戸郡洋野町種市第５６
地割８０

175,000円～280,000円
雇用期間の定めなし

事務員 株式会社　木ノ下林業 岩手県久慈市侍浜町北野第３地
割９－２

普通自動車運転免許　　必須

121,200円～202,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

8時00分～17時30分の間
の7時間程度

総合職 株式会社　木ノ下林業 岩手県久慈市侍浜町北野第３地
割９－２

普通自動車運転免許　　必須

250,000円～250,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月未満）

運転手 株式会社　木ノ下林業 岩手県久慈市侍浜町北野第３地
割９－２

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

233,786円～350,679円
雇用期間の定めなし

車両系建設機械（整地・運搬・
積込用及び掘削用）運転技能者

必須

舗装作業員・土木作業員 大渡建設　有限会社 岩手県九戸郡洋野町帯島字弥栄
１７８番地

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

158,200円～271,200円
雇用期間の定めなし

介護職（和　内） 株式会社　ハートフェ
ルトケア

岩手県九戸郡洋野町中野第５地
割７５

普通自動車運転免許　　必須

137,928円～143,304円
雇用期間の定めなし

移動販売員 有限会社　マルコシ商店 岩手県下閉伊郡普代村第１３地
割字普代１４０番地４

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

146,880円～146,880円
雇用期間の定めなし

鮮魚担当者 有限会社　マルコシ商店 岩手県下閉伊郡普代村第１３地
割字普代１４０番地４

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

146,880円～155,520円
雇用期間の定めなし
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職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業時間 必要な免許資格所在地・就業場所

（フルタイム）

不問 (1)8時00分～17時00分

(2)8時45分～17時25分

１級土木施工管理技士 あれば尚可

（従業員数 5人 ） ２級土木施工管理技士 あれば尚可

正社員 13150-10876721 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時00分～19時30分

理容師 必須

（従業員数 3人 ） 美容師 必須

正社員 27150- 9467121 就業場所 岩手県久慈市

（フルタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)9時00分～19時30分

理容師 必須

（従業員数 3人 ） 美容師 必須

正社員 27150- 9468021 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)10時00分～15時00分

（従業員数 8人 ）

パート労働者 03090- 1096521 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)9時00分～15時00分

（従業員数 13人 ）

パート労働者 03100- 1392121 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問

中型自動車免許 必須

（従業員数 78人 ）

パート労働者 03100- 1410421 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)13時00分～18時00分

(2)13時30分～18時30分

その他の免許資格 あれば尚可

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03100- 1397521 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問

（従業員数 610人 ）

パート労働者 03100- 1385121 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)6時20分～8時20分

(2)7時00分～10時00分

(3)7時20分～9時20分

（従業員数 90人 ）

パート労働者 03100- 1439621 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)6時30分～10時30分

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03100- 1411321 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時30分～13時00分

（従業員数 9人 ）

パート労働者 03100- 1383621 就業場所 岩手県九戸郡野田村

（パートタイム）

不問 (1)8時30分～16時30分

（従業員数 80人 ）

パート労働者 03100- 1387721 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時30分～15時30分

診療放射線技師 必須

（従業員数 80人 ）

パート労働者 03100- 1388821 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～16時00分

（従業員数 13人 ）

パート労働者 03100- 1389221 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

59歳以下 (1)9時00分～13時00分

（従業員数 19人 ）

パート労働者 03100- 1441721 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～16時00分

（従業員数 46人 ）

パート労働者 03100- 1420321 就業場所 岩手県久慈市

理容師（中習・顔剃り：久慈
店）【６３７５－２】

株式会社カットツイン 大阪府高槻市芥川町１丁目７－
２６　カワノビル

250,000円～300,000円
雇用期間の定めなし

理容師（店長候補：久慈店）
【６３７５－１】

株式会社カットツイン 大阪府高槻市芥川町１丁目７－
２６　カワノビル

300,000円～380,000円
雇用期間の定めなし

土木技術者（岩手など） 株式会社ワイ・シー・
アイ

東京都立川市柴崎町２－１０－
１６　大野ビル

260,000円～500,000円
雇用期間の定めなし

セレモニーアシスタント【久慈
玉泉院】

株式会社　ケーエスエ
ンタープライズ

岩手県九戸郡軽米町大字上舘１
５－１３０－１

普通自動車運転免許　　必須

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

事務員 有限会社　池野製材所 岩手県久慈市大川目町第３地割
４０番地２

普通自動車運転免許　　必須

822円～822円
雇用期間の定めなし

村営バス運転手 野田村役場 岩手県九戸郡野田村大字野田第
２０地割１４

1,129円～1,129円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

6時00分～19時00分の間
の8時間程度

児童厚生員補助（帯島児童館・
会計年度任用職員）

洋野町役場 岩手県九戸郡洋野町種市第２３
地割２７番地

普通自動車運転免許　　あれば尚可

933円～1,064円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

又は8時00分～18時30分
の間の5時間程度

事務補助（商工観光課・会計年
度任用職員）

久慈市役所 岩手県久慈市川崎町１－１

905円～968円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～17時15分の間
の7時間程度

運送作業員 久慈郵便局 岩手県久慈市中の橋１丁目４４ 普通自動車運転免許　　必須

930円～1,070円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

（請）清掃員／（パート・おの
でら耳鼻咽喉科クリニック）

株式会社　久慈中央商事 岩手県久慈市長内町第９地割２
０

821円～821円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

惣菜担当 有限会社　マミーストアー 岩手県九戸郡　野田村大字野田
第２６地割１９－５

821円～821円
雇用期間の定めなし

看護補助者（パート） 久慈恵愛病院 岩手県久慈市湊町第１７地割１
００番地

830円～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

診療放射線技師 久慈恵愛病院 岩手県久慈市湊町第１７地割１
００番地

1,300円～2,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

縫製工・出荷等 有限会社　いずみ 岩手県久慈市寺里２９地割３３

821円～821円
雇用期間の定めなし

事務員 株式会社　朝日 岩手県久慈市田屋町第１地割１
４－１

普通自動車運転免許　　必須

830円～830円
雇用期間の定めなし

縫製工 株式会社　アクティブ 岩手県久慈市侍浜町本町第９地
割５３－５２

821円～850円
雇用期間の定めなし
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職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業時間 必要な免許資格所在地・就業場所

（パートタイム）

不問 (1)8時00分～17時00分

（従業員数 2人 ）

パート労働者 03100- 1399321 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

59歳以下 (1)7時00分～9時00分

(2)17時00分～19時00分

（従業員数 46人 ）

パート労働者 03100- 1380521 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

歯科衛生士 必須

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 1443221 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)11時30分～17時00分

（従業員数 75人 ）

パート労働者 03100- 1413921 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時00分～12時00分

（従業員数 15人 ）

パート労働者 03100- 1373421 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（パートタイム）

不問 (1)8時00分～12時00分

（従業員数 15人 ）

パート労働者 03100- 1374321 就業場所 岩手県下閉伊郡普代村

（パートタイム）

64歳以下

（従業員数 15人 ）

パート労働者 03100- 1422921 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問 (1)22時00分～8時00分

介護職員初任者研修修了者 あれば尚可

（従業員数 63人 ） ホームヘルパー２級 あれば尚可

パート労働者 03100- 1423121 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問 (1)8時15分～12時25分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 1363221 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)8時15分～15時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 1364521 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

64歳以下

看護師 必須

（従業員数 18人 ） 准看護師 必須

パート労働者 03100- 1400221 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

64歳以下

（従業員数 18人 ）

パート労働者 03100- 1401521 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)6時00分～13時00分

（従業員数 6人 ）

パート労働者 03100- 1442821 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問

美容師 必須

（従業員数 4人 ）

パート労働者 03100- 1356521 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)9時00分～16時00分

看護師 必須

（従業員数 3人 ） 准看護師 必須

パート労働者 03100- 1432021 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

看護師 必須

（従業員数 18人 ） 准看護師 必須

パート労働者 03100- 1405921 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

石材加工、施工手元作業員 米内石材店　米内　清 岩手県久慈市大沢第９地割４１
－２１

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

821円～821円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護員 株式会社　中央介護センター 岩手県久慈市旭町第１０地割６
６－１

830円～830円
雇用期間の定めなし

歯科衛生士（パート） やまぐち歯科医院
山口　一徳

岩手県久慈市中央２丁目１６

1,200円～1,500円
雇用期間の定めなし

8時30分～18時00分の間
の4時間以上

事務員及び販売員（パート） 有限会社　宇部煎餅店 岩手県久慈市長内町第３５地割
１２３－１９

900円～900円
雇用期間の定めなし

レジ及び商品陳列担当 有限会社　マルコシ商店 岩手県下閉伊郡普代村第１３地
割字普代１４０番地４

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

鮮魚担当者（パート） 有限会社　マルコシ商店 岩手県下閉伊郡普代村第１３地
割字普代１４０番地４

普通自動車運転免許　　必須

（AT限定不可）

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

介護職（カッケロ・パート） 株式会社　ハートフェ
ルトケア

岩手県九戸郡洋野町中野第５地
割７５

普通自動車運転免許　　必須

821円～853円
雇用期間の定めなし

8時00分～18時00分の間
の5時間程度

介護職（和内・夜勤専門） 株式会社　ハートフェ
ルトケア

岩手県九戸郡洋野町中野第５地
割７５

普通自動車運転免許　　必須

1,500円～1,500円
雇用期間の定めなし 60歳以上

歓迎求人

食肉加工員 有限会社　Ｏ・Ｂ・Ｆのだ 岩手県久慈市長内町第３７地割
１１－１

821円～821円
雇用期間の定めなし

又は8時15分～16時00分
の間の4時間以上

事務員兼食肉加工員 有限会社　Ｏ・Ｂ・Ｆのだ 岩手県久慈市長内町第３７地割
１１－１

普通自動車運転免許　　必須

821円～821円
雇用期間の定めなし

又は8時45分～15時00分
の間の5時間以上

看護師又は准看護師（パート） 有限会社　中塚　小規
模多機能ホーム　とき
わ苑

岩手県久慈市湊町第１４地割１
０３番地

普通自動車運転免許　　必須

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

8時30分～17時30分の間
の6時間程度

介護員 有限会社　中塚　小規
模多機能ホーム　とき
わ苑

岩手県久慈市湊町第１４地割１
０３番地

821円～900円
雇用期間の定めなし

7時00分～19時00分の間
の4時間程度

調理補助（パート・６時～１３時） 株式会社　はまなす亭 岩手県九戸郡洋野町種市第２２
地割１３１－３

普通自動車運転免許　　必須

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 60歳以上

歓迎求人

美容師 株式会社　パリス 岩手県久慈市川崎町１２－３ 普通自動車運転免許　　必須

850円～1,000円
雇用期間の定めなし

9時00分～17時00分の間
の4時間以上

正・准看護師（じょうないクリ
ニック・パート）

社会福祉法人　尽誠会 岩手県九戸郡洋野町種市第５６
地割８０

1,200円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

看護師（パート・ほほえみ） 株式会社　海山会 岩手県九戸郡洋野町種市第４１
地割１５－２

普通自動車運転免許　　あれば尚可

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

又は7時00分～19時00分
の間の4時間程度
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職　種 年　齢 賃　金 求人者名 就業時間 必要な免許資格所在地・就業場所

（パートタイム）

不問

ホームヘルパー２級 必須

（従業員数 7人 ） 介護職員初任者研修修了者 必須

パート労働者 03100- 1445421 就業場所 岩手県九戸郡洋野町 介護福祉士 必須

（パートタイム）

不問

看護師 必須

（従業員数 37人 ） 准看護師 必須

パート労働者 03100- 1425721 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 交替制あり

不問 (1)23時00分～8時00分

(2)0時00分～9時00分

介護職員初任者研修修了者 必須

（従業員数 38人 ） 介護職員実務者研修修了者 必須

パート労働者 03100- 1454321 就業場所 岩手県久慈市 介護福祉士 必須

（パートタイム） 交替制あり

不問

（従業員数 38人 ）

パート労働者 03100- 1455621 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 38人 ）

パート労働者 03100- 1456921 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問 (1)10時00分～15時00分

（従業員数 7人 ）

パート労働者 03100- 1418221 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 8人 ）

パート労働者 03100- 1436521 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 57人 ）

パート労働者 03100- 1449121 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 60人 ）

パート労働者 03100- 1437421 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム） 変形（1ヶ月単位）

不問

美容師 必須

（従業員数 16人 ）

パート労働者 03100- 1438321 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

不問

（従業員数 1人 ）

パート労働者 03100- 1419521 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

18歳以上

（従業員数 5人 ）

パート労働者 03100- 1417821 就業場所 岩手県久慈市

（パートタイム）

18歳以上 (1)22時00分～8時00分

（従業員数 42人 ）

パート労働者 14010-26921721 就業場所 岩手県九戸郡洋野町

（パートタイム）

不問 (1)9時00分～18時00分

(2)9時00分～12時00分

(3)13時00分～19時00分 理容師 必須

（従業員数 3人 ）

パート労働者 27150- 9469721 就業場所 岩手県久慈市

訪問介護員【アルバイト可】 株式会社　杉下
Ｎｅｘｔ　ケア・サ
ポートひろの　指定訪
問介護事業所

岩手県九戸郡洋野町種市第３７
地割１１１番地２３

普通自動車運転免許　　必須

1,000円～1,500円
雇用期間の定めなし

8時00分～17時00分の間
の6時間程度

看護師（パート） 社会福祉法人　琥珀会 岩手県久慈市小久慈町第１９地
割１１８－１

普通自動車運転免許　　必須

1,260円～1,590円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

7時30分～19時00分の間
の4時間以上

訪問介護職員【パート・夜勤専門】 株式会社　ジャストハーツ 岩手県久慈市長内町第２９地割
６－６

860円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

訪問介護職員【パート】 株式会社　ジャストハーツ 岩手県久慈市長内町第２９地割
６－６

830円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

7時00分～20時00分の間
の2時間以上

通所介護職員（パート） 株式会社　ジャストハーツ 岩手県久慈市長内町第２９地割
６－６

830円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

8時30分～18時30分の間
の4時間以上

【障】作業員／農作業 合同会社　ｍａｍ’ｓ
ｈｕｇ

岩手県久慈市中央２丁目３３

821円～821円
雇用期間の定めなし

ホール接客・調理補助 麺道蘭　久慈店　　小
倉　美鈴

岩手県久慈市長内町第３０地割
３１番地２

850円～900円
雇用期間の定めなし 60歳以上

歓迎求人
10時00分～21時30分の間
の4時間以上

レジ担当者（１５：００～）
（ジョイス久慈中の橋店）

株式会社　ベルジョイ
ス　久慈中の橋店

岩手県久慈市新中の橋第３７地
割６３番１号

850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

15時00分～21時00分の間
の4時間程度

レジ担当（ジョイス久慈長内店） 株式会社　ベルジョイ
ス　久慈長内店

岩手県久慈市長内町第２９地割
１０－１

850円～850円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

9時00分～21時30分の間
の5時間

美容師スタイリスト・美容師ア
シスタント

美容室　銀のはさみ
増山繁雄

岩手県久慈市長内町第３０地割
１８番２号

821円～1,200円
雇用期間の定めなし

9時00分～18時00分の間
の6時間程度

事務補助 有限会社　トキオ商事 岩手県久慈市中央２丁目２番地 普通自動車運転免許　　必須

900円～950円
雇用期間の定めなし

9時00分～17時00分の間
の4時間以上

カラオケボックス店員 カラオケＷＯＮＤＡ久
慈店　代表　東　優奈

岩手県久慈市中央２丁目２番地

860円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

16時00分～0時00分の間
の4時間以上

テレフォンオペレーター／洋野
（深夜帯）

株式会社　ＣＴＩ情報
センター

神奈川県横浜市西区楠町９丁目
７　ＴＡＫビル４階

1,000円～1,080円
雇用期間の定めあり（４ヶ月以上）

理容師（久慈店）【６３７５－４】 株式会社カットツイン 大阪府高槻市芥川町１丁目７－
２６　カワノビル

1,000円～1,200円
雇用期間の定めなし

又は9時00分～19時30分
の間の6時間程度
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