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NO 職種 年齢 求人数 賃金 求人者名／求人番号 就業時間 加入保険等

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時10分 日他

不問 145,000円～174,000円 (2)8時00分～17時00分
(3)8時00分～12時10分

正社員以外 02080- 1635331 就業場所 青森県上北郡おいらせ町
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)14時00分～23時00分 他
18歳以上 250,000円～250,000円 (2)15時00分～0時00分

(3)18時00分～3時00分

正社員 02080- 1619631 就業場所 青森県三沢市 厚生
時給

(1)10時00分～19時00分 他
不問 154,080円～154,080円

（月額換算額）
正社員以外 02080- 1620031 就業場所 青森県上北郡おいらせ町

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)18時00分～9時00分 他

18歳～59歳 200,000円～270,000円

正社員 02080- 1622231 就業場所 青森県三沢市
月給 交替制あり

(1)8時30分～17時30分 木日祝他
39歳以下 150,000円～150,000円 (2)9時30分～18時30分

(3)8時30分～13時30分

正社員 02080- 1609731 就業場所 青森県三沢市
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)17時30分～8時30分 他
18歳～59歳 243,432円～321,932円

正社員 02080- 1600331 就業場所 青森県上北郡おいらせ町
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分 他
18歳以上 162,300円～267,400円 (2)10時30分～19時30分

(3)17時00分～9時00分

正社員以外 02080- 1588731 就業場所 青森県三沢市
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分 他
18歳～59歳 169,800円～233,200円 (2)10時00分～17時00分

(3)16時00分～10時00分

正社員 02080- 1591031 就業場所 青森県上北郡おいらせ町
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分 他
18歳～59歳 169,800円～233,200円 (2)10時00分～19時00分

(3)17時00分～9時00分

正社員 02080- 1592831 就業場所 青森県上北郡おいらせ町
月給

(1)9時00分～19時30分 日祝他
59歳以下 170,000円～250,000円 (2)9時00分～13時00分

(3)9時00分～17時00分

正社員 02080- 1579431 就業場所 青森県三沢市 厚生
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時45分～18時30分 日祝他
59歳以下 170,000円～170,000円 (2)8時45分～13時00分

正社員 02080- 1581931 就業場所 青森県上北郡六戸町
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～16時00分 他
18歳～61歳 151,500円～231,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 02080- 1584831 就業場所 青森県三沢市
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分 他
18歳～64歳 168,000円～217,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)10時00分～19時00分

正社員 02080- 1587431 就業場所 青森県上北郡六戸町
月給 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分 日祝他
64歳以下 188,000円～360,000円

正社員 02080- 1559031 就業場所 青森県上北郡六戸町
月給 変形（1ヶ月単位）

他
18歳～59歳 180,000円～180,000円

正社員 02080- 1564631 就業場所 青森県三沢市
月給 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分 土日他
59歳以下 147,700円～259,000円

正社員 02080- 1567031 就業場所 青森県三沢市

16

システムエンジニア（生
産技術的）

多摩川モバイル電装株式
会社

青森県三沢市大津２丁目１００－１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形1人

雇用期間の定めなし
毎　週

15

接客・調理（正社員） エスエスフーズ株式会社
（カレーハウスＣｏＣｏ
壱番屋　三沢南山店）

青森県三沢市大字三沢字南山７１－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

2人
雇用期間の定めなし

10時00分～23時00分の間
の7時間程度

その他

14

施工管理技術者 株式会社　佐藤建設工業 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字千刈田２
－８

雇用・労災・
健康・厚生・
財形1人

雇用期間の定めなし
その他

13

介護員 有限会社　楓プロジェク
ト　グループホーム　か
えでの森

青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柴山５５
－１２９

雇用・労災・
健康・厚生

2人
雇用期間の定めなし

その他

12

グループホーム介護職員
（南山）夜勤あり【就職
氷河期世代】

有限会社　ケア・サポー
ト三沢　グループホーム
赤とんぼ

青森県三沢市大字三沢字南山８５－１０ 雇用・労災・
健康・厚生

1人

雇用期間の定めなし
その他

11

歯科助手および受付 小松ヶ丘歯科医院 青森県上北郡六戸町小松ケ丘３丁目７７－
１０７６

雇用・労災・
厚生・その他

1人
雇用期間の定めなし

その他

10

歯科衛生士 岡三沢歯科クリニック 青森県三沢市岡三沢２丁目５－１ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めなし

その他

9

介護職員（特養百石荘）
（正社員）

社会福祉法人　奥入瀬会
特別養護老人ホーム　百
石荘

青森県上北郡おいらせ町沼端３７０番１ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形2人

雇用期間の定めなし
その他

8

介護職員（正社員） 社会福祉法人　奥入瀬会
ガーデンプレイスおいら
せ

青森県上北郡おいらせ町鶉久保３－４２ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めなし

その他

7

保育士又は児童指導員 社会福祉法人　ひまわり
乳児院

青森県三沢市花園町５丁目３１－３６５８ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） その他

6

夜勤専従者 株式会社　ｌｅｇａｍｅ
住宅型有料老人ホーム
あずまや

青森県上北郡おいらせ町北下田１０－５ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めなし

毎　週

5

医療事務 ＷＥＬＬ－ＢＥＩＮＧ
株式会社（岡三沢薬局）

青森県三沢市緑町一丁目３－９ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めなし

毎　週

4

フロント業務 有限会社グリーン（三沢
プリンセスホテル・ア
ネックスプリンセスホテ
ル）

青森県三沢市幸町１丁目３－２６ 雇用・労災・
健康・厚生

7人
雇用期間の定めなし

その他

3

荷受け事務 株式会社　東京インテリ
ア家具　下田店

青森県上北郡おいらせ町菜飯２７－１ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 毎　週

2

ホールマネージャー候補
（和がや）【就職氷河期
世代歓迎】

株式会社　和がや 青森県三沢市中央町１丁目６－１７ 雇用・労災・
健康・厚生

1人

雇用期間の定めなし
その他

1

食堂調理員 日本フードパッカー株式
会社　青森工場

青森県上北郡おいらせ町松原２丁目１３２
番地１

雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） その他

専門・事務・販売・サービス
令和5年5月23日

（毎週火曜日発行）

ハローワーク三沢
（三沢公共職業安定所）
TEL　０１７６－５３－４１７８

所在地・就業場所 休日／
週休二日制

◎ この求人情報は、ハローワークにある求人のうち、最新の求人を掲載したものです。

◎ 求人条件の詳細については、「屋外求人コーナー」または「求人検索コーナー」にてご確認ください。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、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。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

☆求人情報は、マックテレビでもご覧いただけます。

☆求人情報については本情報若しくはハローワークインターネットサービス（https://www.hellowork.mhlw.go.jp/)にて提供しておりますのでご利用お願いします。
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専門・事務・販売・サービス
令和5年5月23日

（毎週火曜日発行）

ハローワーク三沢
（三沢公共職業安定所）
TEL　０１７６－５３－４１７８

所在地・就業場所 休日／
週休二日制

◎ この求人情報は、ハローワークにある求人のうち、最新の求人を掲載したものです。

◎ 求人条件の詳細については、「屋外求人コーナー」または「求人検索コーナー」にてご確認ください。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、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。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。

時給 交替制あり
(1)14時00分～18時00分 土日祝他

不問 900円～1,000円 (2)13時00分～17時00分

パート労働者 02080- 1636631 就業場所 青森県上北郡六戸町
時給 交替制あり

(1)5時00分～8時00分 他
18歳～64歳 870円～915円 (2)17時00分～23時00分

(3)23時00分～8時00分

パート労働者 02080- 1637931 就業場所 青森県三沢市
時給

他
64歳以下 853円～1,000円

パート労働者 02080- 1616431 就業場所 青森県三沢市
時給 交替制あり

他
18歳以上 1,200円～1,200円

パート労働者 02080- 1617731 就業場所 青森県三沢市 厚生
時給

(1)10時00分～19時00分 他
不問 900円～900円

パート労働者 02080- 1621831 就業場所 青森県上北郡おいらせ町
時給

他
不問 880円～880円

パート労働者 02080- 1624431 就業場所 青森県三沢市
時給 交替制あり

(1)8時00分～12時00分 他
不問 900円～900円 (2)9時00分～16時00分

パート労働者 02080- 1603131 就業場所 青森県三沢市
時給 交替制あり

(1)7時30分～14時00分 他
不問 1,000円～1,000円 (2)6時30分～14時00分

パート労働者 02080- 1606231 就業場所 青森県三沢市
時給

(1)8時00分～15時00分 日他
64歳以下 900円～1,000円 (2)9時00分～16時00分

パート労働者 02080- 1607531 就業場所 青森県上北郡六戸町
時給

(1)9時00分～16時00分 日祝他
不問 890円～940円

パート労働者 02080- 1589331 就業場所 青森県三沢市
時給 変形（1年単位）

(1)8時30分～17時30分 土日祝他
59歳以下 1,042円～1,042円

パート労働者 02080- 1594531 就業場所 青森県三沢市
時給 変形（1ヶ月単位）

他
不問 855円～960円

パート労働者 02080- 1540031 就業場所 青森県上北郡おいらせ町
時給

(1)10時30分～15時30分 他
18歳以上 950円～1,200円 (2)17時30分～22時30分

パート労働者 02080- 1544431 就業場所 青森県三沢市
時給

日他
不問 860円～950円

パート労働者 02080- 1545731 就業場所 青森県上北郡おいらせ町
時給 交替制あり

(1)6時00分～9時30分 他
18歳以上 1,000円～1,000円 (2)4時45分～12時00分

パート労働者 02080- 1546331 就業場所 青森県三沢市
時給 交替制あり

(1)8時30分～14時45分 他
不問 853円～853円 (2)14時45分～20時15分

パート労働者 02080- 1548931 就業場所 青森県三沢市

32

販売及び商品管理（５．
５ｈ）

合同会社　ビードル産直
市場

青森県三沢市松園町３丁目１０－１ 雇用・労災

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 毎　週

31

厨房及びホール係（朝食
レストラン）

ホテルルートイン三沢
（ルートインジャパン株
式会社）

青森県三沢市幸町１丁目９番２号 労災

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） 毎　週

30

障がい者支援員（就労支
援・生活介護）

一般社団法人　みちびき
ベア・ハウス

青森県上北郡おいらせ町土取３２－２ 労災

1人
雇用期間の定めなし

9時00分～16時00分の間
の5時間程度

毎　週

29

28

介護職員（入所施設） 社会福祉法人　誠友会
特別養護老人ホーム　木
崎野荘

青森県上北郡おいらせ町向山東２丁目２－
１２６３

雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 7時00分～19時00分の間

の6時間程度
毎　週

ホールスタッフ 月峰商事株式会社　中華
料理　星月楼

青森県三沢市松園町３丁目２－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

6人
雇用期間の定めなし

毎　週

27

営業事務（建築不動産）
（英会話）パート社員

株式会社　サンロク 青森県三沢市桜町１丁目２－７ 雇用・労災

1人

雇用期間の定めなし
その他

26

保育補助員 社会福祉法人　若竹会
岡三沢こども園

青森県三沢市岡三沢２丁目７－７ 労災

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） その他

25

事務 株式会社　エーアール 青森県上北郡六戸町大字折茂字沖山６７番
地７５

労災

1人
雇用期間の定めなし

毎　週

24

フロントスタッフ（早
番）

ホテルルートイン三沢
（ルートインジャパン株
式会社）

青森県三沢市幸町１丁目９番２号 労災

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 毎　週

23

給油・車両の軽整備作業
員（三沢給油所）パート

株式会社ゆめグリ－ン 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字後田１９
番地２０

労災

2人

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4時間程度
その他

22

内務作業員 日本郵便株式会社　郵便
事業総本部　三沢郵便局

青森県三沢市幸町３－２－１５ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 6時20分～18時50分の間

の7時間程度
毎　週

21

カフェスタッフ（パー
ト）

株式会社　東京インテリ
ア家具　下田店

青森県上北郡おいらせ町菜飯２７－１ 労災

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は10時00分～19時00分

の間の4時間以上
毎　週

20

ホール係（大衆炙り酒場
三沢活魚センター）

株式会社　和がや 青森県三沢市中央町１丁目６－１７ 労災

1人
雇用期間の定めなし

18時00分～3時00分の間
の5時間程度

毎　週

19

訪問介護員【パート】 合同会社　アイディア 青森県三沢市春日台２丁目１６４－６４５ 雇用・労災

1人
雇用期間の定めなし

7時00分～18時00分の間
の8時間

毎　週

18

コンビニ販売員（三沢南
山店）

株式会社ニシケン（ロー
ソン三沢南山店）

青森県三沢市大字三沢字南山８４ー８ 労災

2人
雇用期間の定めなし

その他

17

児童指導員（１４時～） 社会福祉法人　希望 青森県三沢市中央町４丁目６番１３号 労災

2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～18時00分

の間の4時間程度
毎　週

☆求人情報は、マックテレビでもご覧いただけます。

☆求人情報については本情報若しくはハローワークインターネットサービス（https://www.hellowork.mhlw.go.jp/)にて提供しておりますのでご利用お願いします。
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日給
(1)8時00分～17時00分 土日他

18歳～59歳 315,000円～462,000円

(月額換算額）
正社員 02080- 1625731 就業場所 青森県三沢市

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)17時00分～9時00分 他

18歳～65歳 173,000円～207,600円 (2)8時30分～17時30分

正社員 02080- 1631231 就業場所 青森県三沢市
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)7時30分～17時00分 日他
64歳以下 150,000円～180,000円

正社員 02080- 1602931 就業場所 青森県上北郡おいらせ町
月給 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分 日他
18歳～35歳 160,000円～300,000円

正社員 02080- 1605831 就業場所 青森県三沢市 厚生
月給 交替制あり

(1)8時00分～17時00分 土日他
18歳～35歳 165,000円～220,000円 (2)20時00分～5時00分

正社員 02080- 1610931 就業場所 青森県上北郡六戸町
日給 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分 日他
不問 147,200円～148,120円

(月額換算額）
正社員以外 02080- 1597331 就業場所 青森県上北郡六戸町

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 日他

18歳～59歳 180,000円～200,000円

正社員 02080- 1596731 就業場所 青森県上北郡六戸町
時給

(1)7時30分～17時00分 日他
不問 191,642円～191,642円 (2)7時30分～16時30分

(月額換算額）
正社員以外 02080-   24530 就業場所 青森県上北郡おいらせ町

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分 日祝他

18歳～59歳 170,000円～300,000円

正社員 02080- 1586531 就業場所 青森県上北郡おいらせ町
日給 交替制あり

(1)6時30分～15時00分 他
18歳以上 164,400円～164,400円 (2)12時00分～21時00分

(3)21時00分～6時00分
(月額換算額）

正社員以外 02080- 1550831 就業場所 青森県三沢市
月給 変形（1年単位）

(1)8時00分～18時30分 他
18歳～64歳 185,000円～290,000円 (2)20時00分～6時30分

正社員 02080- 1552531 就業場所 青森県上北郡六戸町
月給 変形（1年単位）

(1)7時30分～17時00分 日祝他
64歳以下 165,000円～265,000円 (2)7時30分～16時30分

正社員 02080- 1560531 就業場所 青森県上北郡六戸町
月給 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時30分 日他
45歳以下 146,000円～150,000円

正社員 02080- 1576831 就業場所 青森県上北郡おいらせ町
月給

(1)8時30分～18時00分 日他
64歳以下 150,000円～150,000円

正社員 02080- 1577231 就業場所 青森県上北郡おいらせ町
月給 変形（1年単位）

(1)7時30分～16時30分 日他
40歳以下 170,000円～210,000円

正社員 02080- 1534231 就業場所 青森県三沢市
月給

(1)8時00分～17時00分 他
59歳以下 180,000円～280,000円

正社員 02080- 1538331 就業場所 青森県三沢市

運転・製造・建設
令和5年5月23日

（毎週火曜日発行）

ハローワーク三沢
（三沢公共職業安定所）
TEL　０１７６－５３－４１７８

所在地・就業場所 休日／
週休二日制

1

電気工事士 株式会社　雅 青森県三沢市南町４丁目３１－３８２５ 雇用・労災・
健康・厚生

5人
雇用期間の定めなし

毎　週

2

機械警備　機動スタッフ
【就職氷河期世代歓迎求
人】

株式会社　三沢警備保障 青森県三沢市三沢字下タ沢８３－１３６ 雇用・労災・
健康・厚生

1人

雇用期間の定めなし
その他

3

収集運搬作業員【就職氷
河期世代歓迎求人】

有限会社　華コーポレー
ション

青森県上北郡　おいらせ町木崎１５８ 雇用・労災・
健康・厚生

2人

雇用期間の定めなし
その他

4

電気工事・電気通信工事
作業員：本社

東興電気株式会社 青森県三沢市大字三沢字前平２８番２９ 雇用・労災・
健康・厚生

2人
雇用期間の定めなし

その他

5

工場作業員（製造） 株式会社　エイ・ケー・
ケー

青森県上北郡六戸町金矢２丁目２番地 雇用・労災・
健康・厚生

2人
雇用期間の定めなし

毎　週

7

6

野菜の選果作業員（六戸
支店内野菜センター）

おいらせ農業協同組合 青森県三沢市大字三沢字堀口１６番地７号 雇用・労災・
健康・厚生

5人

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） その他

農業作業員（正社員） 株式会社　真和 青森県上北郡六戸町金矢３丁目１－１ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めなし

なし

8

農産物運搬の運転手　兼
農作業員

株式会社　川長 青森県上北郡おいらせ町浜道１０８８番地 雇用・労災・
健康・厚生・
財形・その他2人

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） その他

9

電気工事作業員又は見習
い

株式会社　アジデン　三
沢支店

青森県上北郡おいらせ町鶉久保山１１７－
４００

雇用・労災・
健康・厚生

3人
雇用期間の定めなし

その他

10

施設管理スタッフ（三沢
市立三沢病院）

育栄管財　株式会社 青森県三沢市栄町１－３１－３８０８ 雇用・労災・
健康・厚生・
財形1人

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 毎　週

11

ボイラー技士 青森プライウッド株式会
社

青森県上北郡六戸町金矢３丁目２番地１ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めなし

その他

12

現場作業員 株式会社　佐藤建設工業 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字千刈田２
－８

雇用・労災・
健康・厚生・
財形2人

雇用期間の定めなし
その他

13

野菜加工・出荷作業員 有限会社　柏崎青果 青森県上北郡おいらせ町秋堂５４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

2人
雇用期間の定めなし

その他

14

ルート配送スタッフ【就
職氷河期世代歓迎求人】

有限会社　柏崎青果 青森県上北郡おいらせ町秋堂５４－１ 雇用・労災・
健康・厚生

1人

雇用期間の定めなし
毎　週

15

引越作業員及び運転手 株式会社　ミサワカイウ
ンインターナショナル

青森県三沢市大字三沢字南山５３番地２号 雇用・労災・
健康・厚生

3人
雇用期間の定めなし

その他

16

機械管理作業員 有限会社　東北ファーム 青森県三沢市大字三沢字庭構５４－４５ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めなし

毎　週

◎ この求人情報は、ハローワークにある求人のうち、最新の求人を掲載したものです。

◎ 求人条件の詳細については、「屋外求人コーナー」または「求人検索コーナー」にてご確認ください。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、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。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承くださ

い。

☆求人情報は、マックテレビでもご覧いただけます。

☆求人情報については本情報若しくはハローワークインターネットサービス（https://www.hellowork.mhlw.go.jp/)にて提供しておりますのでご利用お願いします。
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ハローワーク三沢
（三沢公共職業安定所）
TEL　０１７６－５３－４１７８

所在地・就業場所 休日／
週休二日制

◎ この求人情報は、ハローワークにある求人のうち、最新の求人を掲載したものです。

◎ 求人条件の詳細については、「屋外求人コーナー」または「求人検索コーナー」にてご確認ください。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、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。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承くださ

い。

時給
(1)9時00分～16時00分 水日他

不問 880円～880円 (2)9時00分～13時00分

パート労働者 02080- 1611131 就業場所 青森県上北郡六戸町
時給

(1)8時30分～15時00分 土日他
不問 900円～900円

パート労働者 02080- 1614231 就業場所 青森県三沢市
日給

(1)8時00分～14時00分 他
不問 1,272円～1,272円

（時給換算額）
パート労働者 02080- 1601631 就業場所 青森県三沢市

時給
(1)21時00分～23時00分 他

18歳以上 1,050円～1,050円

パート労働者 02080- 1599931 就業場所 青森県上北郡おいらせ町
時給

(1)8時00分～15時00分 日他
不問 853円～853円 (2)9時00分～16時00分

パート労働者 02080- 1595431 就業場所 青森県上北郡六戸町
時給

(1)8時00分～17時30分 土日
不問 1,040円～1,040円

パート労働者 02080- 1556631 就業場所 青森県上北郡六戸町
時給

日他
64歳以下 853円～870円

パート労働者 02080- 1575031 就業場所 青森県上北郡おいらせ町
時給

(1)7時30分～11時30分 土日他
64歳以下 860円～900円

パート労働者 02080- 1535531 就業場所 青森県上北郡おいらせ町
時給

(1)2時00分～5時00分 他
18歳以上 853円～1,040円

パート労働者 02080- 1543531 就業場所 青森県三沢市
時給

(1)9時00分～12時00分 他
不問 1,000円～1,000円

パート労働者 02080- 1549131 就業場所 青森県上北郡おいらせ町
時給

(1)9時00分～16時00分 日他
62歳以下 900円～900円

パート労働者 02080- 1461231 就業場所 青森県三沢市
時給 変形（1年単位）

(1)9時00分～16時00分 日祝他
62歳以下 864円～864円

パート労働者 02080- 1475931 就業場所 青森県三沢市 厚生
時給 変形（1ヶ月単位）

(1)7時00分～15時00分 他
不問 875円～875円

パート労働者 02080- 1480731 就業場所 青森県上北郡おいらせ町
時給 交替制あり

他
59歳以下 880円～880円

パート労働者 02080- 1493031 就業場所 青森県三沢市
時給

(1)8時30分～16時30分 日他
59歳以下 855円～855円

パート労働者 02080- 1436231 就業場所 青森県三沢市

31

清掃員 社会福祉法人　同仁会
特別養護老人ホーム　う
るわしの杜

青森県三沢市千代田町４丁目１４０－８５
１

雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めなし

その他

30

調理補助（食器洗浄・盛
付補助）（きざん三沢）

株式会社　オリワン 青森県三沢市東岡三沢３丁目４１－８５ 労災

4人

雇用期間の定めなし
6時00分～21時00分の間
の4時間程度

毎　週

17

食肉加工（第一工場） 有限会社　君乃家食品 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柴山５５
－１６６

雇用・労災

2人
雇用期間の定めなし

毎　週

18

清掃員（米軍基地内施
設）：パート

株式会社　エイエスワイ
三沢営業所

青森県三沢市岡三沢５丁目１９－１ 雇用・労災

2人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 毎　週

19

養鶏作業員 関誠農場 青森県三沢市大字三沢字戸崎１０１－３５ その他

2人
日雇（日々雇用または１ヶ
月未満） その他

20

清掃業務（２１：００～
２３：００）

株式会社　東北ダイケン
下田事業所

青森県上北郡おいらせ町中野平４０－１
イオンモール下田内

労災

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 毎　週

21

ビニールハウススタッフ
（大葉の収穫・出荷）

株式会社　真和 青森県上北郡六戸町金矢３丁目１－１ 雇用・労災

3人

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満） その他

22

洗濯スタッフ ファーストプライウッド
株式会社

青森県上北郡六戸町金矢３丁目２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
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4時間以上
毎　週

23

ルート配送スタッフ 有限会社　柏崎青果 青森県上北郡おいらせ町秋堂５４－１ 雇用・労災

1人
雇用期間の定めなし

8時30分～16時30分の間
の4時間程度

その他

24

送迎車両運転手 社会福祉法人　楽晴会 青森県三沢市大町二丁目６番２７号 雇用・労災

1人
雇用期間の定めなし

毎　週

25

クリーンスタッフ（浴場
清掃：三沢空港温泉）

育栄管財　株式会社 青森県三沢市栄町１－３１－３８０８ 労災・財形

1人

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 毎　週

26

清掃（みちのくサニーフ
ラット）

有限会社　サニーフラッ
ト

青森県三沢市東町４丁目４番６号 労災

1人
雇用期間の定めなし

なし

27

鶏肉トレー盛付・値付・
仕分作業（パート）

プライフーズ　株式会社
細谷プロセスセンター

青森県三沢市大字三沢淋代平１１６ 雇用・労災・
健康・厚生

10人

雇用期間の定めなし
その他

28

工場作業員（三沢ペット
フード工場）：パート

プライフーズ株式会社
三沢加工食品工場

青森県三沢市大津２丁目１１２－１ 雇用・労災・
健康・厚生

3人

雇用期間の定めなし
その他

29

おいらせ店・水産部門ス
タッフ

青森県民生活協同組合
おいらせ店

青森県上北郡おいらせ町牛込平７３－１ 雇用・労災・
健康・厚生

1人
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） その他

☆求人情報は、マックテレビでもご覧いただけます。

☆求人情報については本情報若しくはハローワークインターネットサービス（https://www.hellowork.mhlw.go.jp/)にて提供しておりますのでご利用お願いします。


