
職種
年齢

雇用形態・採用人数

月給制
220,000円

～
（年齢：　不問　） 301,000円 8時30分～19時00分
正社員以外（1人） 47040- 1494521 の間の8時間程度

月給制 (1)8時00分～17時00分
190,000円

～
（年齢：　不問　） 200,000円
正社員以外（1人） 47040- 1708521

時給制 (1)8時30分～16時30分
901円
～

（年齢：　不問　） 988円
パート労働者（1人） 47040- 1499121

時給制 (1)9時00分～16時00分
901円
～

（年齢：　不問　） 988円
パート労働者（1人） 47040- 1501021

時給制 (1)11時00分～15時00分
901円
～

（年齢：　64歳以下　） 988円
パート労働者（2人） 47040- 1496321 １日４時間×週５日勤務

時給制 (1)9時00分～12時00分
850円
～

（年齢：　64歳以下　） 850円
パート労働者（1人） 47040- 1613921

時給制 (1)7時30分～11時30分
950円 (2)8時00分～12時00分
～ (3)14時30分～18時30分

（年齢：　不問　） 1,200円
パート労働者（4人） 47040- 1497621

時給制 (1)8時30分～12時30分
850円 (2)9時00分～13時00分
～ (3)9時00分～15時00分

（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（3人） 47040- 1505521

時給制
1,047円
～

（年齢：　不問　） 1,200円 9時00分～18時00分
パート労働者（1人） 47040- 1492821 の間の6時間程度

時給制 (1)8時00分～17時00分
920円
～

（年齢：　不問　） 950円
正社員以外（1人） 47040- 1491721

必要資格賃 金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間
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就労支援員 株式会社ビザライ 沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根４７５－１

就業場所:宮古島市

5

7

8

10

（就業場所：従業員数　40　人）

正看護師 医療法人たぶの木
うむやすみゃあす・ん診療所

沖縄県宮古島市平良字
下里１４７７－４

看護師
保健師就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　26　人）

保育士
【産休代替　～12/31】

社会福祉法人まなびの樹福祉会
【はっぴい保育園】

沖縄県宮古島市平良字
西里１０４６番地１

保育士
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　19　人）

保育士
【産休代替　～7／31】

社会福祉法人まなびの樹福祉会
【はっぴい保育園】

沖縄県宮古島市平良字
西里１０４６番地１

保育士
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　19　人）

短時間保育士
★急　募★
【土日祝休み】

一般社団法人　とっとこ保育園 沖縄県宮古島市平良字
西里９７６ー４

保育士
就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　10　人）

サポート保育士
【土日祝休み】

社会福祉法人まなびの樹福祉会
【はっぴい保育園】

沖縄県宮古島市平良字
西里１０４６番地１

保育士
幼稚園教諭免許（専修・１種・２種）就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　19　人）
調理 社会福祉法人まなびの樹福祉会

【はっぴい保育園】
沖縄県宮古島市平良字
西里１０４６番地１

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　19　人）

経理事務 社会福祉法人　海陽の会
てぃだの子保育園

沖縄県宮古島市平良字
下里９０５－１

日商簿記３級
就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　23　人）

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　23　人）

調理員 一般社団法人　とっとこ保育園 沖縄県宮古島市平良字
西里９７６ー４

調理師
就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　10　人）

調理師または調理補助
★急　募★

社会福祉法人　海陽の会
てぃだの子保育園

沖縄県宮古島市平良字
下里９０５－１

調理師

令和４年 5月 10日 発行

ハローワーク宮古
☎：０９８０-７２-３３２９

「沖縄労働局ハローワーク公式LINE」

＊経済回復を見据えた求人が増えています！！
★先手必勝！履歴書の書き方や面接対応を事前に相談して、魅力的な求人が出た

時に備えましょう。

宮古島で新たに事業展開を予定している事業所も少なくなく、いつ何時ご希望に合った

求人が出ないとも限りません。

条件面で魅力的な求人は応募が殺到して早めに締め切られてしまうことがあります。

ハローワークでは、速やかに応募できるよう皆様の事前準備をお手伝いします！

★その他、お仕事探しに関するご相談もお気軽に！

迷った時や悩んだ時のご相談はもちろん、思いがけない会社とのご縁もあるかもしれませんよ。

(注）掲載している求人情報は最新の求人になります。掲載していない求人もありますので、

公式ＬＩＮＥから最新求人情報にいつでも簡単にアクセス！



職種
年齢

雇用形態・採用人数

時給制 (1)14時00分～19時00分
900円
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 47040- 1498921

月給制 (1)9時00分～18時00分
165,000円

～
（年齢：　不問　） 165,000円
正社員（1人） 47040- 1502721

月給制 (1)8時15分～17時00分
150,000円 (2)8時00分～17時00分

～
（年齢：　41歳以下　） 165,000円
正社員（1人） 47040- 1503821

時給制 (1)10時00分～17時00分
900円
～

（年齢：　59歳以下　） 1,200円
パート労働者（1人） 40010-28114021

月給制 (1)8時30分～17時30分
200,000円

～
（年齢：　不問　） 250,000円
正社員（2人） 47040- 1547221

株式会社　川崎技研
月給制 (1)8時15分～17時30分
163,000円 フォークリフト運転技能者

～ 就業場所:宮古島市
（年齢：　不問　） 163,000円
正社員以外（2人） 40180- 7086921 （就業場所：従業員数　20　人）

月給制 (1)8時00分～17時00分
230,000円 (2)9時00分～18時00分

～
（年齢：　59歳以下　） 300,000円
正社員（2人） 47040- 1506421

月給制 (1)9時00分～18時00分
200,000円

～
（年齢：　59歳以下　） 300,000円
正社員（2人） 47040- 1509921

月給制
200,000円

～
（年齢：　18歳～59歳　） 300,000円 0時00分～23時59分
正社員（2人） 47040- 1504221 の間の8時間程度

月給制 (1)6時00分～15時00分
175,000円 (2)8時00分～17時00分

～ (3)14時00分～23時00分
（年齢：　18歳～64歳　） 197,000円 又は12時00分～21時00分
正社員（12人） 13040-45761221 の間の8時間

時給制
900円
～

（年齢：　18歳～64歳　） 900円 22時00分～8時00分
パート労働者（1人） 47040- 1508621 の間の8時間程度

月給制 (1)10時00分～19時00分
200,000円

～
（年齢：　不問　） 200,000円
正社員以外（1人） 47040- 1500121

月給制 (1)10時00分～19時00分
157,000円

～
（年齢：　39歳以下　） 187,000円
正社員（1人） 47020- 6755021

時給制 (1)10時00分～17時00分
900円
～

（年齢：　不問　） 900円
パート労働者（1人） 47040- 1572521

時給制 (1)6時00分～15時00分
900円 (2)10時00分～19時00分
～

（年齢：　不問　） 900円
正社員以外（1人） 47010-11956121

時給制 (1)4時00分～8時00分
900円 (2)5時00分～9時00分
～ (3)15時00分～19時00分

（年齢：　18歳以上　） 900円
パート労働者（5人） 34010-21186021

時給制
830円
～

（年齢：　不問　） 850円 13時00分～20時00分
パート労働者（1人） 47040- 1493221 の間の6時間程度

時給制 (1)9時30分～13時30分
850円 (2)17時00分～20時00分
～

（年齢：　不問　） 1,000円
パート労働者（1人） 47040- 1706821

時給制 (1)5時00分～8時00分
1,020円
～

（年齢：　不問　） 1,020円
パート労働者（1人） 47040- 1704021

時給制 (1)9時30分～14時30分
900円
～

（年齢：　不問　） 950円
パート労働者（1人） 47040- 1507321
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有限会社　あさひ 沖縄県宮古島市平良字
西里５８３

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　14　人）

総務 株式会社　飯田産業
宮古島来間リゾート　シーウッドホテル

沖縄県宮古島市下地字
来間４８４－７

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　97　人）

事務 ファインライフ・カンパニー株式会社 福岡県福岡市中央区
六本松３丁目１１番４１号

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　4　人）

ウェディングプランナー 株式会社　飯田産業
宮古島来間リゾート　シーウッドホテル

沖縄県宮古島市下地字
来間４８４－７

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　97　人）

会計入力代行、
税理士補助

税理士法人ＤＳＡ
宮古島あき事務所

沖縄県宮古島市平良西里
１０１６－２　レジデンス２石川１０１

日商簿記３級
簿記能力検定（全経３級）就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　5　人）

（就業場所：従業員数　6　人）
モバイル販売職 宮古テレビ株式会社 沖縄県宮古島市平良字

東仲宗根９６８－９

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　48　人）
調理員 日清医療食品（株）沖縄支店 沖縄県那覇市西１－２２－２

カテーラビル１Ｆ
調理師就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　6　人）

マツエク施術、整体、
脱毛等エステ施術

ＬＩＮＯ　Ｂｅａｕｔｙ

美容師

就業場所:宮古島市
（就業場所：従業員数　0　人）

販売員 株式会社　メガネ一番 沖縄県沖縄市中央４丁目１０－８

就業場所:宮古島市

ナイトスタッフ
★急募★

合同会社　ビアリッツ
【ホテル・デ・ラクア宮古島】

沖縄県宮古島市平良字
下里５２３－４

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　15　人）

一般事務兼販売

歯科助手

飲食店スタッフ 令王ＪＡＰＡＮ合同会社
海軍カレー令王

就業場所:宮古島市
（就業場所：従業員数　1　人）

調理員【介護施設】 有限会社　新正クリーンサービス
【グループホーム　みなみ】
【デイサービス　みなみ】

沖縄県宮古島市平良字
下里３１０７－３６４

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　13　人）
沖縄県宮古島市平良字西里
５７－４６　Ｋ＆Ｇシーサイドテラス
フードコート内

調理

【宿泊部】送迎ドライバー 株式会社　飯田産業
宮古島来間リゾート　シーウッドホテル

沖縄県宮古島市下地字
来間４８４－７

中型自動車免許就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　97　人）
ホテルスタッフ H．I．S．ホテルホールディングス株式会社

「ウォーターマークホテル＆リゾート沖縄」
（仮称）
（2022年8月開業予定）

東京都港区虎ノ門４－４－１
神谷町トラストタワ－５階

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　12　人）

沖縄県宮古島市平良字
下里５１０－１
アパートメントＨＥＬＬＯ１０２

株式会社　ホーユー
【宮古島駐屯地】

広島県広島市中区
舟入本町１７－１

就業場所:宮古島市

清掃員 共和産業株式会社
ホテルオアシテイ共和

沖縄県宮古島市平良字
下里５７１－１１

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　13　人）

清掃スタッフ 株式会社　野津商事
【モスバーガー】

沖縄県宮古島市平良字
西里１００１－１１

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　17　人）

（就業場所：従業員数　20　人）

就業時間 必要資格賃 金 求人者名 所在地・就業場所

搬入車両誘導及び
搬入物手選別業務

福岡県福岡市南区向野
１丁目２２ー１１

電気工事、通信工事、
消防設備保守点検
【見習可】

株式会社　パイオニア 沖縄県宮古島市平良字
久貝８１９－１１ 第一種電気工事士

第二種電気工事士
１級電気工事施工管理技士

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　5　人）

医療法人アマカ会
あだん歯科クリニック

沖縄県宮古島市平良字
久貝６５４－３６

就業場所:宮古島市

（就業場所：従業員数　10　人）


