
勤務地　＞ 岩手県久慈市内

業務内容　＞ 水産加工業務

給与　＞ ２０万円　～　２３万円　（別途交通費支給）

就業時間　＞ 18：00 ～   3：00　休憩：60分

休日　＞ 日・祝・他(会社カレンダーによる)

期間　＞ 令和４年12月31日まで　

工場見学可能、お気軽にお問い合わせください。

勤務地　＞ 十和田市

業務内容　＞ カーナビの製造・梱包・動作確認・データ入力

給与　＞ １３万円　～　１５万円　（別途交通費支給）

就業時間　＞ ①９：00 ～ 16：10　休憩：60分　②8：00～17：10　休憩60分

休日　＞ 祝日・土・日・祝・他

期間　＞ 令和４年６月30日まで　

※更新の可能性あり

お仕事の見学可能、お気軽にお問い合わせください。

※イラストはイメージです

◆ お問い合わせ先 ◆

株式会社オーエスアドバンス

〒039-1165 八戸市石堂４丁目３－８

事業内容：人材派遣(派)02-300003

職業紹介02-ユ-300016

受付時間＞ 9：00～ 18：00（土日祝除く）

📞

公式ＬＩＮＥアカウントはこちら！→

＼＼お友達募集中／／

計3名募集

計５名募集



NO. 勤務地 業務内容 給与 就業時間 人数 特記事項

1 八戸市
購買品の受入と出荷

梱包・包装作業
１７～２０万円

08：30～17：05

休憩：45分
5名

休日＞土・日・祝・他

期間＞令和4年12月31日まで

2
おいらせ

町
食肉加工・梱包・包装ライン作業 １７～１９万円

①06：00～15：00

②15：00～24：00

休憩：60分

①・②いずれか

15名
休日＞水・日・祝・他

期間＞長期勤務(6ヶ月以上)

3 八戸市 レジ業務（スーパーマーケット） １３～１５万円

①10：00～18：00

②12：00～20：00

休憩：60分

①・②どちらか

5名

シフト制

期間＞令和4年9月30日まで

※勤務時間、休日は相談可

4 久慈市 食品加工作業 １４～１６万円
8：00～17：00

休憩：60分
5名

休日＞日・祝・他

期間＞長期勤務(6ヶ月以上)

5 久慈市 食品加工作業 ２０～２３万円
18：00～3：00

休憩：60分
5名

休日＞日・祝・他

期間＞長期勤務(6ヶ月以上)

6 八戸市 水産加工業務 １６～１８万円
08：00～17：00

休憩：60分
5名

休日＞日・祝・他

期間＞令和4年9月30日まで

7 八戸市 食品製造ライン作業 １５～１８万円
08：00～17：00

休憩：60分
10名

休日＞日・祝・他

期間＞令和4年9月30日まで

8 八戸市 電子部品組立作業 １５～１７万円
08：20～17：10

休憩：60分(実働7.83H)
10名

休日＞日・祝・他

期間＞令和4年6月30日まで

9 八戸市 冷凍食品製造ライン作業 １６～１９万円

①8：00～17：00

②16：45～1：45

休憩：60分

①・②どちらか

10名

休日＞日・祝・他

期間＞長期勤務(6ヶ月以上)

※場所により送迎有（要確認）

10 八戸市
フォークリフト作業

その他、付随する作業
２０～２１万円

8：00～17：00

休憩：60分
5名

＊フォークリフト免許必須

休日＞日・祝・他

期間＞令和4年9月30日まで

◆ お問い合わせ先 ◆

株式会社オーエスアドバンス

〒039-1165 八戸市石堂４丁目３－８

事業内容 ： 人材派遣(派)02-300003 / 職業紹介02-ユ-300016

受付時間 ＞ ９：００ ～ １８：００（土日祝除く）

📞

公式ＬＩＮＥアカウントはこちら！→

＼＼お友達募集中／／

交通費別途支給！ 社会保険完備！やった～！

嬉しい！！

安心！！

仮払い制度あり！

※当社規定あり

裏面へ→ 



NO. 勤務地 業務内容 給与 就業時間 人数 特記事項

11 三沢市 電子部品組立作業 １２～１８万円

①08：30～17：30

②09：00～14：50

休憩：昼50分、午後10分

5名
休日＞日・祝・他

期間＞令和4年9月30日まで

12 三沢市 商品の包装箱詰作業 １６～１８万円
07：50～17：00

休憩：70分
5名

休日＞土・日・祝・他

期間＞令和4年12月31日まで

13 三沢市 豚の内臓処理・加工・整形作業 １６～１８万円
08：15～17：15

休憩：60分
2名

休日＞土・日・祝・他

期間＞令和4年12月31日まで

14 軽米町 鶏かけ作業等 １７～１８万円
7：00～16：00

休憩：90分
４名

休日＞水・日・祝・他

期間＞長期勤務(6ヶ月以上)

15 三戸町 牛の一次処理作業 １７～１９万円
08：00～17：00

休憩：60分
3名

休日＞土・日・祝・他

期間＞令和4年12月31日まで

16
一戸町

三戸町
電子部品の製造・検査作業 １４～１７万円

8：20～17：10

休憩：60分
5名

休日＞土・日・祝・他

期間＞長期勤務(6ヶ月以上)

17
五戸町

上市川
野菜の洗浄・選別・梱包作業 １５～１６万円

8：30～17：00

休憩：90分
5名

休日＞日・祝・他

期間＞長期勤務(6ヶ月以上)

18
おいらせ

町
大根・長芋・ごぼうの洗浄作業 １４～１６万円

8：00～17：00

休憩：60分
5名

シフト制

期間＞令和4年6月30日まで

19 八戸市 建具資材のルート配送 １６～１８万円
8：00～17：00

休憩：60分
2名

休日＞土・日・祝・他

ＧＷ、お盆休み、年末年始休暇

長期勤務(社員登用あり)

若い人達が活躍中!

20 八戸市
携帯電話・タブレット用液晶部品の

製造オペレーター
２０～２４万円

①8：20～17：10

②20：20～05：10

休憩：60分

※①と②の交替制

5名
休日＞土・日・祝・他

期間＞令和4年6月15日まで

21 八戸市 金属加工・旋盤作業 １６～１８万円
8：00～17：00

休憩：90分
2名

休日＞土・日・祝・他

期間＞令和4年9月30日まで

22 八戸市 温度センサの製造・検査業務 １４～１６万円

①08：15～17：00

②16：45～01：30

休憩：45分

③23：45～08：45

休憩：60分

①・②・③いずれか

10名
休日＞土・日・祝・他

期間＞令和4年9月30日まで

23 十和田市 温度センサの製造・検査業務 １４～１６万円

①08：15～17：00

②16：45～01：30

休憩：45分

③23：45～08：45

休憩：60分

①・②・③いずれか

10名
休日＞土・日・祝・他

期間＞令和4年9月30日まで

24 五戸町 温度センサの製造・検査業務 １４～１６万円

①08：15～17：00

②16：45～01：30

休憩：45分

①・②どちらか

10名
休日＞土・日・祝・他

期間＞令和4年9月30日まで

25 八戸市
鋳物製品の加工・検査・

管理・研磨作業
１８～２０万円

①8：00～17：00

②20：00～5：00

休憩：80分

※①と②を週毎で交代

5名
休日＞日・月(休日出勤有り)

期間＞長期勤務(6ヶ月以上)

裏面へ→ 


