
職　   種

月給 日・祝・他
不問 (1)8時00分～17時00分

160,000円～200,000円

TEL 0176-25-1131
正社員以外 02081- 1234121

月給
不問 (1)8時00分～16時30分

180,000円～180,000円

TEL 0176-27-1105
正社員 02081- 1240321

月給
不問 (1)9時00分～18時00分

145,000円～200,000円 (2)10時00分～19時00分

又は9時00分～19時00分の間

TEL 0176-58-0188 の8時間
正社員 02081- 1225921 シフト制。就業時間応相談。

月給 変形（1年単位） 日・他
不問 (1)8時00分～17時00分

180,000円～200,000円

TEL 0176-27-2933
正社員 02081- 1228721

月給 変形（1年単位） 日・他
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

143,500円～143,500円

TEL 0176-21-3378
正社員 02081- 1230421

月給 変形（1年単位） 日・祝・他
40歳以下 (1)7時30分～17時00分

172,800円～194,400円

TEL 0176-20-6210
正社員 02081- 1222421 給付

月給 変形（1年単位） 日・祝・他

不問 (1)8時30分～17時00分

125,000円～200,000円

TEL 0176-27-3967
正社員 02081- 1210721

月給 日・祝・他

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

145,000円～190,000円 (2)8時30分～12時30分

(2)は木曜（原則第2・4）及び

TEL 0176-22-5151 土曜日
正社員 02081- 1207321

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

150,000円～180,000円

TEL 0176-27-3474
正社員 02081- 1200121

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

149,600円～149,600円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0176-23-2305 (1)～(3)シフト制
正社員 02081- 1201021

時給
59歳以下 (月額換算） (1)7時30分～16時30分

124,451円～128,588円

TEL 0176-23-4982
正社員 02081- 1202721

月給 変形（1ヶ月単位）
69歳以下 (1)8時30分～17時30分

155,000円～165,000円 (2)9時00分～18時00分

(3)10時00分～19時00分

TEL 0176-22-5511 ※就業時間に関する特記事項
正社員 02081- 1175721 欄参照

時給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (月額換算） (1)8時00分～17時00分

149,600円～149,600円

TEL 0176-24-0876
正社員以外 02081- 1177221

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

140,000円～140,000円

TEL 0176-25-1826
正社員 02081- 1182021

No. 年齢/求人数 賃金形態 求人者名／求人番号 所在地／就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格等 休日

1

部品購買業務 加賀ＥＭＳ十和田　株式会社 青森県十和田市元町東一丁目１５
番１号

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

1人

2

生活支援・職業支援 一般社団法人　ＨＲＰＳとわ
だ作業所

青森県十和田市ひがしの一丁目１
２番４５号

雇用・労災・
健康・厚生

ホームヘルパー２級 土・日・
祝・他

普通自動車免許

雇用期間の定めなし 1人

3

トリマー シャトルド　ケンネル 青森県十和田市大字洞内字小田道
２８－３

雇用・労災 その他

雇用期間の定めなし 2人

4

回収 株式会社　ベストユース 青森県十和田市大字八斗沢字八斗
沢１６２－２

雇用・労災・
健康・厚生

小型移動式クレーン運転
技能者

玉掛技能者
フォークリフト運転技能
者
普通自動車免許

雇用期間の定めなし 1人

5

事務員【正社員】 ビッグプレイン株式会社 青森県十和田市大字三本木字稲吉
１２１－１９８

雇用・労災・
健康・厚生

簿記検定３級

普通自動車免許

雇用期間の定めなし 1人

6

一般廃棄物・産廃収集運
搬の運転手

田中車輌　株式会社 青森県十和田市大字三本木字中掫
４３－４

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（AT限定
不可）

雇用期間の定めなし 3人

7

一般事務（経理含む） 株式会社　ウェブコーポレー
ション

青森県十和田市大字洞内字豊良１
番地３５

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許（AT限定
不可）

雇用期間の定めなし 1人

8

医療事務 医療法人　泰豊会　十和田外
科内科

青森県十和田市穂並町１－５ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 1人

9

一般事務 有限会社　みちのくラヂエー
ター販売

青森県十和田市大字洞内字後野６
４－１

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許 日・祝・他

雇用期間の定めなし 1人

10

ガソリンスタンドスタッ
フ【トライアル雇用併用
求人】

十和田石油　株式会社 青森県十和田市元町西一丁目３－
３２

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許 その他

雇用期間の定めなし 1人

11

清掃員（北里大学） 株式会社　十和田ビルサービ
ス

青森県十和田市大字赤沼字下平４
３７－９

雇用・労災・
健康・厚生

土・日・
祝・他

雇用期間の定めなし 1人

12

受付・会計事務 医療法人泰仁会　十和田第一
病院

青森県十和田市東三番町１０－７
０

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

日・祝・他

雇用期間の定めなし 1人

13

クリーニング師見習い 株式会社　クリーニングのブ
ルースター

青森県十和田市稲生町１９－２５ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許 日・祝・他

雇用期間の定めなし 1人

14

一般事務 三陽テクノサービス　有限会
社

青森県十和田市大字三本木字稲吉
１５－１３０

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許 月・日・他

雇用期間の定めなし 1人

　◎詳しい求人内容を知りたい方、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。

　◎フルタイム求人の賃金は月額で記載されていて、その上に賃金形態(月給、日給、時給)が記載されています。

　　パートタイム求人の賃金は時給で記載されています。
　  ◎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、求人は既に決定済となっている場合があります。

　◎最新のピックアップ求人情報は毎月第二金曜日に発行されます。次回の発行は６月１０日です。十和田市のホームページでも確認できます。

ハローワーク十和田　
（TEL  0176-23-5361）

  　〒０３４－００８２　十和田市西二番町１４－１２　

令和４年５月１３日（金）発行



職　   種No. 年齢/求人数 賃金形態 求人者名／求人番号 所在地／就業場所 就業時間 加入保険等 必要な免許資格等 休日

　◎詳しい求人内容を知りたい方、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。

　◎フルタイム求人の賃金は月額で記載されていて、その上に賃金形態(月給、日給、時給)が記載されています。

　　パートタイム求人の賃金は時給で記載されています。
　  ◎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、求人は既に決定済となっている場合があります。

　◎最新のピックアップ求人情報は毎月第二金曜日に発行されます。次回の発行は６月１０日です。十和田市のホームページでも確認できます。

ハローワーク十和田　
（TEL  0176-23-5361）

  　〒０３４－００８２　十和田市西二番町１４－１２　

令和４年５月１３日（金）発行

時給 変形（1ヶ月単位） その他
不問 (月額換算） (1)6時00分～20時00分

150,147円～189,549円 (2)8時00分～20時00分

(3)6時00分～11時30分

TEL 0176-74-2345 (4)8時00分～11時30分
正社員 02081- 1186521 月173.58ｈ勤務

時給 変形（1年単位）
59歳以下 (月額換算） (1)8時30分～17時10分

155,250円～198,375円

TEL 0176-28-3267
正社員 02081- 1196321

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

151,854円～160,000円

TEL 0176-25-8787
正社員 02081- 1121921

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (月額換算） (1)8時20分～17時00分

140,713円～140,713円

TEL 0176-24-2125
正社員 02081- 1079821

月給 変形（1ヶ月単位）
35歳～54歳 (1)6時00分～15時00分

200,000円～200,000円 (2)7時00分～16時00分

(3)8時00分～17時00分

TEL 0176-24-2021 (4)17時00分～2時00分
正社員 02081- 1166721 他シフトあり

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

143,000円～250,000円 (2)8時00分～17時00分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0176-23-7151 (1)～(3)シフト制
正社員 02081- 1155921 ※就業時間に関する特記事項欄参照

時給
59歳以下 (1)10時30分～16時00分

822円～822円

TEL 080-2849-8995
パート労働者 02081- 1231321

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

850円～1,000円 (2)10時30分～16時30分

(3)12時00分～18時00分

TEL 0176-23-1578 (1)～(3)のいずれかの時間
パート労働者 02081- 1224621

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

822円～822円 又は9時00分～16時00分

TEL 0176-23-7775
パート労働者 02081- 1209921

日給
64歳以下 (時給換算） (1)8時00分～17時00分

1,100円～1,100円

TEL 0176-25-7451
パート労働者 02081- 1198921

月給
不問 (時給換算） (1)13時00分～21時00分

929円～987円

TEL 0176-27-3082
パート労働者 02081- 1148121

時給
不問 (1)9時00分～16時00分

840円～860円

TEL 0176-27-2516
パート労働者 02081- 1074621

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

822円～822円

TEL 0176-28-2570
パート労働者 02081- 1056421

時給
不問 (1)8時30分～15時30分

825円～825円 (2)10時00分～17時00分

TEL 0176-25-5580
パート労働者 02081- 1042121

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)9時30分～14時00分

900円～900円

TEL 0176-25-7777
パート労働者 02081- 1049321

時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時00分

850円～850円

TEL 0176-22-3111
パート労働者 02081- 1020821

15

客室係 有限会社　焼山荘（野の花　
焼山荘）

青森県十和田市法量字焼山６４－
２２５

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 2人

16

作業員【トライアル雇用
併用求人】

株式会社　ヨコサワ 青森県十和田市藤島字東山１０－
２２

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

中型自動車免許 その他

普通自動車免許(AT限定不
可雇用期間の定めなし 3人

17

販売及び配達 花飾人 青森県十和田市稲生町１７－３７　
はな仙内

雇用・労災 普通自動車免許 火・他

雇用期間の定めなし 1人

18

アイロン係 有限会社　アクシス十和田 青森県十和田市ひがしの１－１－
１１

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許 日・祝・他

雇用期間の定めなし 2人

19

タクシー乗務員【就職氷
河期世代限定求人】

東京太陽株式会社　青森タク
シー十和田営業所

青森県十和田市東２１番町１５－
１８

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車第二種免許 その他

雇用期間の定めなし 5人

20

スタンドスタッフ【正社
員】「就職氷河期世代歓
迎求人」

紺野商事株式会社 青森県十和田市東二十三番町１６
－６

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許 日・祝・他

雇用期間の定めなし 1人

21

配達担当【１０：３０～
１６：００】

生活協同組合　コープあおも
り　十和田センター

青森県十和田市大沢田字笹館１９
１－１

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許 土・日・他

雇用期間の定めなし 2人

22

食肉販売 有限会社　小田桐産業十和田
営業所

青森県十和田市西三番町１５－３ 雇用・労災 水・日

雇用期間の定めなし 2人

23

職業指導員【無資格者
可】

株式会社トーワサポート 青森県十和田市大字三本木字野崎
１番地３

雇用・労災 普通自動車免許 日・祝・他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

1人

24

作業員 有限会社　十和田クリーン
サービス

青森県十和田市赤沼字沼袋１７４
－９

雇用・労災 土・日・他

雇用期間の定めなし 1人

25

セールスドライバー ヤマト運輸株式会社　十和田
営業所

青森県十和田市洞内字後野１０３
－７

雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許 月・日

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

3人

26

ホール係 手づくり村　鯉艸郷 青森県十和田市大字深持字鳥ケ森
２－１０

雇用・労災 その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

2人

27

農作業全般 株式会社　グリーンソウル 青森県十和田市大字米田字万内２
６５－２

雇用・労災 自力通勤可能な方 日・他

雇用期間の定めなし 3人

28

医療事務【十和田市立中
央病院】

興和ティムス　株式会社 青森県十和田市西十二番町１－３ 雇用・労災・
健康・厚生

土・日・
祝・他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

2人

29

ビジネスホテルの清掃係
【週４～５日パート】

株式会社　ホスピタリティオ
ペレーションズ（スマイルホ
テル十和田）

青森県十和田市稲生町１２－１５ 雇用・労災 その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

4人

30

ＣＡＤオペレーター
（パート）

株式会社　ササキコーポレー
ション

青森県十和田市三本木里ノ沢１－
２５９

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許(通勤用） 日・祝・他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

1人


