
職　   種

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 （月額換算） (1)7時30分～16時30分

(2)8時30分～17時30分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0176-21-4165 ※特記事項参照
正社員以外 02081- 2765321

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0176-23-6675
正社員 02081- 2766621

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

TEL 0176-58-5757
正社員 02081- 2772421

日給
不問 （月額換算） (1)8時30分～17時00分

TEL 0176-24-1111
正社員以外 02081- 2747521

月給 変形（1ヶ月単位） その他

不問 (1)5時00分～13時20分

(2)6時00分～14時20分

(3)10時00分～18時20分

TEL 0176-23-3131 (１)～(3)のシフト制
正社員以外 02081- 2753821

月給 交替制あり
不問 (1)8時30分～17時30分

(2)6時00分～15時00分

(3)9時30分～18時30分

TEL 0176-25-1100 (１)～(3)のシフト制
正社員以外 02081- 2734921

月給 変形（1年単位） 日・他

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0176-23-9199
正社員 02081- 2736021

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59

歳
(1)16時30分～0時30分

(2)0時30分～8時30分

(3)21時00分～7時00分

TEL 0176-23-4982
正社員 02081- 2739221

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 （月額換算） (1)8時30分～17時00分

(2)7時00分～15時30分

(3)10時30分～19時00分

TEL 0176-27-2508 ※特記事項参照
正社員以外 02081- 2741921

月給 変形（1年単位） 日・祝・他

不問 (1)8時15分～17時15分

TEL 0176-23-3138
正社員以外 02081- 2744721

月給 変形（1年単位）
45歳以下 (1)9時00分～18時00分

TEL 0178-43-3651
正社員 02020-12731121 就業場所 青森県十和田市

時給 土・日・祝

不問 （月額換算） (1)8時40分～17時20分

TEL 019-621-5221
有期雇用派遣労働者 03010-21430221 就業場所 青森県十和田市

月給 変形（1ヶ月単位） 日・他

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0176-20-1622
正社員 02081- 2706521

月給
不問 (1)9時00分～17時00分

※特記事項参照

TEL 017-734-3191
正社員以外 13010-92029021 就業場所 青森市・弘前市・八戸市・十和田市

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

商品仕分け 株式会社　タイシフレッシュ
サ－ビス

青森県十和田市大字相坂字下前川原２
５－１

雇用・労災・
健康・厚生

その他

153,869円～
187,297円雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
2人

2

クレーンオペレーター （有）盛田クレーン 青森県十和田市西二十三番町５４－１
２

雇用・労災・
健康・厚生

移動式クレーン運転士 日・他

171,000円～
201,000円

大型特殊自動車免許

雇用期間の定めなし 1人

普通自動車免許

3

看護職員（正社員・
ショートステイよつ葉）

株式会社　エバーグリーン　
よつ葉

青森県十和田市東十一番町２３番３５
号

雇用・労災・
健康・厚生

看護師・准看護師のい
ずれか

その他

185,000円～
260,000円雇用期間の定めなし 1人

普通自動車免許

4

受付・一般事務 十和田商工会議所 青森県十和田市西二番町４－１１ 雇用・労災・
健康・厚生

土・日・祝・他

132,000円～
132,000円雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
1人

5

調理スタッフ（そば・う
どん）【とうてつ駅そば
中央店】

十和田観光電鉄株式会社 青森県十和田市稲生町１７番３号 雇用・労災・
健康・厚生

141,100円～
141,100円雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
1人

6

調理員 社会福祉法人　福祉の里 青森県十和田市大字切田字横道１００
番２２

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許 その他

146,440円～
204,800円雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）
1人

7

運転手助手【就職氷河期
世代歓迎求人】

株式会社　みどり　工事部 青森県十和田市大字相坂字高清水７８
－４５５

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許(AT限
定不可）

155,250円～
184,000円雇用期間の定めなし 1人

8

警備員 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４３７
－９

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許 その他

150,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 1人

9

保育士【臨時職員】 社会福祉法人　至誠会　第四
白菊保育園

青森県十和田市洞内字沼田野１６２ 雇用・労災・
健康・厚生

保育士 日・祝・他

157,600円～
167,600円雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
1人

10

製造業務【短期アルバイ
ト】

上北農産加工株式会社 青森県十和田市大字相坂字上前川原７
６

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許

142,500円～
142,500円雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）
1人

11

一般事務【十和田市】 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 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許 日・祝・他

160,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 2人

12

【１０月スタート】一般
事務（青森県十和田市）

マンパワーグループ　株式会
社　盛岡オフィス

岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁目９－１　
マリオス１５Ｆ

雇用・労災・
健康・厚生

149,956円～
149,956円雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）
1人

13

介護職員 社会福祉法人　義乃会　デイ
サービスセンター　なかよし
荘

青森県十和田市大字深持字南平３１２
－４

雇用・労災・
健康・厚生

介護福祉士

153,000円～
166,000円

普通自動車免許

雇用期間の定めなし 1人

14

生涯設計デザイナー（営
業）第一生命／青森支社

第一生命保険　株式会社 東京都千代田区有楽町１１３１ 雇用・労災・
健康・厚生

土・日・祝・他

200,000円～
500,000円雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
1人

　

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９月２1日（水）発行
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日給 変形（1年単位） 日・祝・他

59歳以下 （月額換算） (1)8時00分～17時00分

TEL 0176-22-7727
正社員以外 02081- 2713221

日給 変形（1年単位） 日・祝・他

59歳以下 （月額換算） (1)8時00分～17時00分

TEL 0176-22-7727
正社員以外 02081- 2714521

月給 変形（1年単位） 日・祝・他

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0176-22-7727
正社員 02081- 2715421

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～44

歳
13時00分～23時00分

の間の8時間程度

シフト制

TEL 0176-51-0900
正社員 02081- 2727121

時給
59歳以下 (1)17時00分～20時15分

TEL 0176-62-5100
パート労働者 02050- 2435121 就業場所 青森県十和田市

時給 交替制あり
不問 (1)6時00分～10時00分

(2)10時00分～14時00分

(3)14時00分～18時00分

TEL 0176-23-3131 ※特記事項参照
パート労働者 02081- 2735121

時給
不問 (1)9時00分～13時00分

TEL 0176-25-6000
パート労働者 02081- 2710021

時給 交替制あり
不問 (1)8時00分～16時30分

(2)8時30分～17時00分

TEL 0176-23-8141
パート労働者 02081- 2717621

時給
不問 (1)11時00分～14時00分

(2)17時00分～21時00分

(3)21時00分～0時00分

TEL 0176-21-3555 ※時事項参照
パート労働者 02081- 2743021 就業場所 青森県十和田市

時給
不問 10時00分～21時00分

の間の4時間程度

月～150時間の間で相談に応じ

TEL 070-3100-7351 ます。
パート労働者 02081- 2119621

※参加状況によっては、申し込みを早めに締め切る場合もあります。

※新型コロナウイルス感染の動向によっては、中止となる場合があり

ますのでご了承願います。

★次回発行日は令和４年９月２８日（水）です。

　　★定員先着１２名★　　お申し込みはお早めに！！

※参加希望の方は事前の申し込みが必要となります。

15

土木作業員 上北重車輛　株式会社 青森県十和田市大字深持字梨ノ木平１
６７番地２

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許(AT限
定不可）

187,920円～
231,120円雇用期間の定めなし 2人

16

重機オペレーター 上北重車輛　株式会社 青森県十和田市大字深持字梨ノ木平１
６７番地２

雇用・労災・
健康・厚生

大型自動車免許

216,000円～
280,800円雇用期間の定めなし 2人

17

現場管理 上北重車輛　株式会社 青森県十和田市大字深持字梨ノ木平１
６７番地２

雇用・労災・
健康・厚生

土木施工管理技士2級
以上

237,600円～
280,800円

普通自動車免許(AT限
定不可）雇用期間の定めなし 2人

18

ホールスタッフ（副店長
候補）

青森ｃｈｉｎｅｓｅ・ワイン　
ＹＵＭＩＯ

青森県十和田市東三番町１－１４　ム
ツミヤビル１ＦＡ号

雇用・労災 日・他

160,000円～
180,000円雇用期間の定めなし 1人

19

販売員【イオンスーパー
センター十和田店１７：
００～】

株式会社　お菓子のみやきん 青森県上北郡七戸町字笊田７６－１ 労災 普通自動車免許 その他

880円～　　　　
1,000円雇用期間の定めなし 1人

20

調理スタッフ（そば・う
どん）【とうてつ駅そば
中央店】

十和田観光電鉄株式会社 青森県十和田市稲生町１７番３号 労災 その他

830円～　　　　　
830円雇用期間の定めなし 2人

21

受付及びサプライ業務 大友歯科医院 青森県十和田市稲生町２０－３４ 雇用・労災 水・日・
祝・他

870円～　　　　　　
870円雇用期間の定めなし 1人

22

配達・配送係 株式会社ダスキン十和田 青森県十和田市大字八斗沢字八斗沢６
６－６

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許 土・日・
祝・他

873円～　　　　　　　
873円雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
2人

23

ホール係又は調理 かっぱ寿司　十和田店（カッ
パ・クリエイト株式会社）

青森県十和田市稲生町５－４３ 雇用・労災 その他

950円～　　　　　　
950円雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
8人

24

アミューズメント施設接
客

株式会社イオンファンタジー
モーリーファンタジー十和田
店

青森県十和田市大字相坂字六日町山１
６６－１イオンスーパーセンター十和
田店内

雇用・労災 その他

860円～　　　　　　　
930円雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）
3人

求人説明会開催のお知らせ

参加企業 アクサ生命保険株式会社

開催日時  令和４年１０月２０日（木）１３：３０～１４：００

場　　所 ハローワーク十和田　所内会議室


