
日時 会社名 雇用形態職種等
1 "●月●日（●）１３～１６時" 株式会社職安 正社員

事務
2 株式会社ハローワーク 正社員以外

事務
3 ハロー有限会社 正社員 事務

4 "●月●日（●）９～１２時" ワーク商事株式会社
正社員 事務

5 職安有限会社 正社員 事務
日時 会社名 雇用形態職種等

1 "●月●日（●）１３～１６時" 株式会社職安 正社員
事務

2 株式会社ハローワーク 正社員以外
事務

3 ハロー有限会社 正社員 事務
4 "●月●日（●）９～１２時" ワーク商事株式会社

正社員 事務
5 職安有限会社 正社員 事務

ハローワーク盛岡職業紹介第一部門人材確保対策コーナー、
職業紹介第二部門 盛岡市紺屋町７－２６

☎ 019-624-8903

ハローワーク盛岡２階会議室
〒020-0885 盛岡市紺屋町７－２６

１）どなたでも参加いただけますが、訓練受講中の方を優先します。
２）原則としてハローワークの求職情報を公開することに同意いただけること
３）原則として参加企業に氏名と年齢を公開することに同意いただけること

持参する物：筆記用具、上述の２）～３）に同意いただけない方は履歴書
服 装：私服参加可能
※求人の充足等により参加企業が変更や増減する場合があります。
※コロナウイルス感染防止対策としてマスクの着用にご協力ください。
なお、コロナウイルス感染拡大の状況によっては中止もあり得ますので承知置きください。

会場

対象者

その他

予約は必須です。開催日の前日までに
電話で予約してください。

企 業 説 明 会 ＆ 面 接 会

１人あたり約２０～３０分
履歴書（志望動機含む）なし・事前準備なしで参加可能！
企業説明（業務内容等）と、その場で簡易面接を行います
面接会終了後、企業側から採用したい者を指名（リクエスト）するスタイルの
面接会で、企業から採用連絡や二次面接へのお誘いが来る可能性があります

職種 日時 会社名等 雇用形態 職種等

1
社会福祉法人松実会

滝沢市鵜飼狐洞、盛岡市繋
正社員、パート 施設介護、訪問介護

2
ちえのわ福祉会株式会社
盛岡市厨川、みたけ

正社員、正社員以
外、パート

施設介護

3
有限会社エムズ

盛岡市東黒石野、松園、小鳥沢
正社員、パート 施設介護

4
株式会社菅原

盛岡市緑が丘、湯沢東
正社員以外、パート 施設介護

5
社会福祉法人いわて共同福祉会

盛岡市南仙北
正社員、パート 施設介護

6
株式会社ユニマットリタイアメ

ント・コミュニティ
盛岡市北飯岡

正社員以外、パート 施設介護、訪問介護

7
株式会社結

盛岡市上田、上堂
正社員以外、パート 施設介護

介護
11月21日
（月）
9～12時



日時 会社名 雇用形態職種等
1 "●月●日（●）１３～１６時" 株式会社職安 正社員

事務
2 株式会社ハローワーク 正社員以外

事務
3 ハロー有限会社 正社員 事務

4 "●月●日（●）９～１２時" ワーク商事株式会社
正社員 事務

5 職安有限会社 正社員 事務
日時 会社名 雇用形態職種等

1 "●月●日（●）１３～１６時" 株式会社職安 正社員
事務

2 株式会社ハローワーク 正社員以外
事務

3 ハロー有限会社 正社員 事務
4 "●月●日（●）９～１２時" ワーク商事株式会社

正社員 事務
5 職安有限会社 正社員 事務

ハローワーク盛岡職業紹介第一部門人材確保対策コーナー、
職業紹介第二部門 盛岡市紺屋町７－２６

☎ 019-624-8903

ハローワーク盛岡２階会議室
〒020-0885 盛岡市紺屋町７－２６

１）どなたでも参加いただけますが、訓練受講中の方を優先します。
２）原則としてハローワークの求職情報を公開することに同意いただけること
３）原則として参加企業に氏名と年齢を公開することに同意いただけること

持参する物：筆記用具、上述の２）～３）に同意いただけない方は履歴書
服 装：私服参加可能
※求人の充足等により参加企業が変更や増減する場合があります。
※コロナウイルス感染防止対策としてマスクの着用にご協力ください。
なお、コロナウイルス感染拡大の状況によっては中止もあり得ますので承知置きください。

会場

対象者

その他

予約は必須です。開催日の前日までに
電話で予約してください。

企 業 説 明 会 ＆ 面 接 会

１人あたり約２０～３０分
履歴書（志望動機含む）なし・事前準備なしで参加可能！
企業説明（業務内容等）と、その場で簡易面接を行います
面接会終了後、企業側から採用したい者を指名（リクエスト）するスタイルの
面接会で、企業から採用連絡や二次面接へのお誘いが来る可能性があります

職種 日時 会社名等 雇用形態 職種等 その他

1
医療法人社団愛和会
矢巾町字高田

正社員、パート 施設介護
60歳以上・未経験者も歓迎
資格必須、看護も募集中

2
有限会社まごのて

滝沢市野沢、滝沢市大崎、矢巾町
字西徳田、盛岡市東松園

正社員、正社員以外
施設介護、訪問

介護
60歳以上・未経験者も歓迎
無資格者も採用可能性あり

3
社会福祉法人土淵朗親会
盛岡市本宮、盛岡市上厨川

正社員、パート 施設介護
60歳以上・未経験者も歓迎
有資格者を優遇

4
株式会社ハーティ盛岡

盛岡市浅岸
正社員 施設介護

60歳以上・未経験者も歓迎
無資格者も歓迎

5
有限会社メルシー
盛岡市長橋

正社員 施設介護
60歳以上・未経験者も歓迎
資格必須

6
社会福祉法人緑愛会
盛岡市北松園

正社員 施設介護
50歳代・未経験者も歓迎
無資格者も採用可能性あり

7
一般社団法人米内地域支援プラザ

盛岡市桜台
正社員 施設介護

60歳代・未経験者も歓迎
無資格者も歓迎

介護
12月５日
（月）
9～12時



日時 会社名 雇用形態職種等
1 "●月●日（●）１３～１６時" 株式会社職安 正社員

事務
2 株式会社ハローワーク 正社員以外

事務
3 ハロー有限会社 正社員 事務

4 "●月●日（●）９～１２時" ワーク商事株式会社
正社員 事務

5 職安有限会社 正社員 事務
日時 会社名 雇用形態職種等

1 "●月●日（●）１３～１６時" 株式会社職安 正社員
事務

2 株式会社ハローワーク 正社員以外
事務

3 ハロー有限会社 正社員 事務
4 "●月●日（●）９～１２時" ワーク商事株式会社

正社員 事務
5 職安有限会社 正社員 事務

ハローワーク盛岡菜園庁舎
職業訓練相談コーナー ☎ 019-606-2256

ハローワーク盛岡菜園庁舎 職業訓練相談コーナー
〒020-0885 盛岡市菜園１－１２－１８ 盛岡菜園センタービル２階

１）どなたでも参加いただけますが、訓練受講生や早期就職を目指す方を優先
します。
２）原則としてハローワークの求職情報を公開することに同意いただけること
３）原則として参加企業に氏名と年齢を公開することに同意いただけること

持参する物：筆記用具、上述の２）～３）に同意いただけない方は履歴書
服 装：私服参加可能
※求人の充足等により参加企業が変更や増減する場合があります。
※コロナウイルス感染防止対策としてマスクの着用にご協力ください。
なお、コロナウイルス感染拡大の状況によっては中止もあり得ますので承知置きください。

会場

対象者

その他

予約は必須です。開催日の前日までに
電話で予約してください。

企 業 説 明 会 ＆ 面 接 会

１人あたり約２０～３０分
履歴書（志望動機含む）なし・事前準備なしで参加可能！
企業説明（業務内容等）と、その場で簡易面接を行います
面接会終了後、企業側から採用したい者を指名（リクエスト）するスタイルの
面接会で、企業から採用連絡や二次面接へのお誘いが来る可能性があります

職種 日時 会社名 雇用形態

1
福山エクスプレス株式会社
盛岡市湯沢
求人番号：03010-19336121

正社員

2
株式会社自動車ガラス販売八戸
盛岡市西見前
求人番号：02020-8968621

正社員

3
株式会社アットマーク
盛岡市前潟
求人番号：02020-8514521

正社員

3
有限会社アップランドエステート
盛岡市中央通
求人番号：03010-19781121

正社員

4
株式会社イーアスホーム
盛岡市菜園
求人番号03010-14775621

正社員

5
事務又はグラ
フィックデザ

イン

11月22日（火）
１３～１７時

株式会社ネクスト
盛岡市大通
求人番号：03010-19569321

正社員

7 建築CAD
12月６日（火）
１３～１７時

中亀建設株式会社
盛岡市向中野
求人番号：03010-21207621、03010-
19004021

正社員

事務

11月2日（水）
１３～１７時

不動産賃借

10月18日（火）
１３～１７時


