
職　   種

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～12時00分

TEL 0176-21-1500
正社員 02081-  267531

時給 変形（1年単位）
不問 （月額換算） (1)8時30分～17時45分

(2)8時30分～17時30分

(2)土曜日

TEL 0176-20-8550
正社員以外 02081-  249831

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0176-23-4225
正社員 02081-  259531

時給 変形（1年単位）
18歳以上 （月額換算） (1)17時00分～2時00分

TEL 0176-22-0679
有期雇用派遣労働者 02081-  264031

年俸制 交替制あり
59歳以下 （月額換算） (1)8時30分～17時15分

(2)10時30分～19時15分

(1)(２)はシフトによる

TEL 0176-24-3006
正社員 02081-  233231 厚生

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

(2)10時00分～19時00分

TEL 0176-25-5678
正社員 02081-  236731

月給 変形（1ヶ月単位） 日・祝・他

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)14時00分～19時45分

(3)14時00分～20時00分

TEL 0176-20-1817 ※就業時間に関する特記事項
正社員 02081-  237331 参照

月給 交替制あり
不問 (1)10時00分～16時00分

(2)16時00分～21時00分

※就業時間に関する特記事項

TEL 090-1373-1847 参照
正社員 02081-  239931

月給 変形（1ヶ月単位）
64歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)10時00分～19時00分

又は5時00分～20時00分

TEL 0176-58-5757 の間の8時間程度
正社員 02081-  241531

月給 変形（1年単位） 日・祝・他

35歳以下 (1)8時00分～17時15分

(2)8時30分～17時15分

(1)３／２１～５／第２週

TEL 0176-24-0111 (2)５／第３週～３／２０
正社員 02081-  246931

月給 土・日・他

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0176-23-7070
正社員 02081-  221931

月給 変形（1ヶ月単位） 日・祝・他

59歳以下 (1)10時00分～18時00分

(2)8時00分～16時00分

※就業時間に関する特記事項

TEL 0176-23-4044 参照
正社員 02081-  222131

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

土曜日は月１～２回勤務

TEL 0176-22-2061
正社員 02081-  224831

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

TEL 0176-23-2492
正社員 02081-  199631

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

葬祭担当者 株式会社　協同サービス 青森県十和田市西十三番町４－３３ 雇用・労災・
健康・厚生

その他

180,000円～
220,000円雇用期間の定めなし 2人

2

製造要員（梱包）【フル
タイムパート】

マルゼン工業　株式会社　
東北工場

青森県十和田市大字米田字山日向２３
－１

雇用・労災・
健康・厚生

日・祝・他

155,700円～
155,700円雇用期間の定めなし 1人

3

養鶏場作業員【就職氷河
期世代歓迎求人】

有限会社　ふなばやし農産 青森県十和田市西三番町２０－８５ 雇用・労災・
健康・厚生

その他

163,000円～
190,000円雇用期間の定めなし 1人

4

製造作業員【加賀ＥＭＳ
十和田】（夜勤）

青森音響　株式会社 青森県十和田市西二十三番町５０－１
８

雇用・労災・
健康・厚生

日・祝・他

159,200円～
159,200円雇用期間の定めあり

（４ヶ月未満）
2人

5

観光地域づくり事業の企
画・運営、マーケティン
グ

一般社団法人十和田奥入瀬
観光機構

青森県十和田市稲生町１５番３号 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許 その他

200,000円～
266,666円雇用期間の定めなし 1人

6

生活支援員（生活介護）
【多機能型事務所まちな
か】

社会福祉法人　生きがい十
和田

青森県十和田市東三番町１－６ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許 その他

171,400円～
216,000円雇用期間の定めなし 2人

7

歯科助手 さつき歯科医院 青森県十和田市東三番町１０－８１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許

170,000円～
175,000円雇用期間の定めなし 1人

8

ラーメン店店長候補 だし拉麺きんざん　十和田
店

青森県十和田市大字洞内字井戸頭１４
４番地３９５

新規事業所に
より加入予定

その他

165,000円～
240,000円雇用期間の定めなし 2人

9

栄養士「就職氷河期世代
歓迎求人」

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

栄養士 その他

155,000円～
185,000円

普通自動車免許

雇用期間の定めなし 1人

10

配達員【正社員】 トヤマ農材株式会社十和田
支店

青森県十和田市三本木字稲吉１７６－
４

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

準中型自動車免許

147,640円～
200,000円

普通自動車免許

雇用期間の定めなし 1人

11

電気工事士（見習い） 有限会社　樋口電工 青森県十和田市西二十二番町８－４ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許(AT限
定不可）

180,000円～
200,000円雇用期間の定めなし 1人

12

事務 株式会社　小笠原新聞店 青森県十和田市東一番町１１－２２ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許

157,500円～
157,500円雇用期間の定めなし 1人

13

排水処理施設（十和田
ミートプラント）運転維
持管理

県南環境保全センター株式
会社

青森県十和田市大字三本木字野崎４０
番地３７０

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許(AT限
定不可）

日・祝・他

170,000円～
210,000円雇用期間の定めなし 1人

14

ルート集配業務 有限会社　共栄社 青森県十和田市穂並町４－６３ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許(AT限
定不可）

日・他

178,000円～
178,000円雇用期間の定めなし 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５年１月２５日（水）発行
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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　
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時給 交替制あり その他

不問 (1)15時00分～20時00分

(2)16時00分～20時00分

(3)14時00分～17時00分

TEL 080-9662-7139 ※就業時間に関する特記事項
パート労働者 02081-  279631 参照

時給 日・祝・他

不問 (1)14時00分～20時00分

(2)17時00分～20時00分

(3)8時30分～14時30分

TEL 0176-20-1817 (1)～(3)の何れか、本人の
パート労働者 02081-  281831 希望による

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

853円～900円 又は9時00分～17時00分

の間の５時間程度

TEL 0176-21-1066 ※就業時間に関する特記事項
パート労働者 02081-  225231 参照

時給 交替制あり
不問 (1)11時00分～15時00分

900円～1,400円 又は17時00分～20時00分

の間の2時間以上

TEL 090-1373-1847 シフト制で柔軟に対応して
パート労働者 02081-  242431 いきます。

時給
不問 (1)8時00分～13時00分

853円～853円 (2)13時00分～17時30分

(3)17時00分～22時15分

TEL 0176-27-0131 22時以降の勤務は18歳以上
パート労働者 03010- 2095231 就業場所 青森県十和田市 の方のみ

時給
不問 (1)9時00分～14時00分

860円～860円 又は9時00分～18時00分

の間の5時間程度

TEL 090-8788-9180
パート労働者 02081-  215031

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)14時00分～19時45分

1,050円～1,500円 (2)14時00分～20時00分

(3)8時30分～14時30分

TEL 0176-20-1817 (1)～(3)の何れか、本人の
パート労働者 02081-  210731 希望による

時給
不問 (1)7時00分～12時00分

860円～900円

TEL 0176-22-3063
パート労働者 02081-  216831

時給
59歳以下 (1)9時45分～14時30分

853円～950円

TEL 017-775-3192
パート労働者 02010- 1113631 就業場所 青森県十和田市

時給 交替制あり
不問 9時00分～18時00分

900円～900円 の間の5時間程度

TEL 022-302-7985
パート労働者 04010- 4348431 就業場所 青森県十和田市

※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５年２月１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

ベビー用品・子供服の販
売（急募！）

株式会社西松屋チェーンア
クロスプラザ十和田南店

青森県十和田市東五番町１番４０号 労災

900円～1,000円
雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

1人

16

歯科助手 さつき歯科医院 青森県十和田市東三番町１０－８１ 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし 1人

17

電気部品製造 株式会社富士特殊電気産業 青森県十和田市西十六番町２５－３１ 雇用・労災 日・祝・他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

3人

18

調理・ホール担当 だし拉麺きんざん　十和田
店

青森県十和田市大字洞内字井戸頭１４
４番地３９５

新規事業所に
より加入予定

その他

雇用期間の定めなし 10人

19

ドラッグストアでの販売
（十和田三本木店）

株式会社　薬王堂 岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁目９番１
 号　

マリオス６Ｆ

雇用・労災 その他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

2人

20

カフェホール：調理補助 特定非営利活動法人　十和
田ＮＰＯ子どもセンター・
ハピたの

青森県十和田市稲生町１６－４３ 労災 日・祝・他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

1人

21

歯科衛生士 さつき歯科医院 青森県十和田市東三番町１０－８１ 雇用・労災・
健康・厚生

歯科衛生士 日・祝・他

普通自動車免許

雇用期間の定めなし 1人

22

発注先の品物の準備、配
達、店舗清掃

山弘青果 青森県十和田市元町西６丁目１－６２ 雇用・労災 普通自動車免許(AT限
定不可）

日・他

雇用期間の定めなし 2人

23

べットメイク係（十和田
市）

青森千代田　株式会社 青森県青森市中央３－１－１ 雇用・労災 その他

雇用期間の定めなし 2人

24

着物着方指導講師 株式会社　咲久紗 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１－
３０　有楽館ビル４階

労災 普通自動車免許 祝・他

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

1人

求人説明会開催のお知らせ

参加企業 株式会社　やまはた

開催日時 令和５年２月１５日（水）１３：３０

場　　所 ハローワーク十和田　所内会議室


