
※就業場所が新庄所管内（新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村）の求人情報を掲載しております。

※詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方は、ハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。

※パートタイムの賃金は時給表示です。

※掲載後、採用内定などで取り消しになる場合がありますのでご了承願います。

※求人はハローワークで簡単に検索できます。ハローワークインターネットサービスで求人情報等提供を行っておりますのでご活用ください。

職　種 年齢 賃金 就業時間 求人数・休日

180,000  8:00～17:30

～

0233-23-3101 250,000 他

180,000  8:00～17:30

～
0233-22-5678 280,000 日他

250,000  8:00～17:00

～

0233-23-5102 450,000 日祝他

180,000  8:00～17:00

～

0233-22-6266 350,000 日祝他

160,000  8:20～17:15

～

0265-86-3175 200,000 土日他

133,000  8:30～17:30

～

0233-22-9211 200,000 日祝他

162,400  8:00～17:00

～

10:00～19:00

022-225-6951 176,600 他

124,320  8:30～17:25

～

0233-32-0257 132,720 土日祝他

127,500  8:30～17:30

～

0233-55-2655 150,000 土日祝他

184,000  8:00～17:00

～

0233-75-8031 207,000 日他

143,000  8:30～18:30

～

の間の

0233-28-7556 153,000 8時間程度 土日祝他

151,200 20:00～ 4:45

～

023-652-0338 151,200 他

126,000  6:00～15:00

～

10:00～19:00

0233-23-7690 134,400 他

132,000  8:40～17:00

～

023-623-1221 132,000 土日祝

124,000  9:00～17:00

～

 9:00～15:00

0233-28-7170 124,000 日祝他

168,000  8:00～16:30

～

11:30～19:00

0233-62-4156 210,000 16:30～ 0:00 他

150,000  8:30～17:30

～

0233-45-2886 150,000 土日祝他

828  9:00～17:00

～

 9:00～16:00

0233-22-2111 828 土日祝他

800 10:00～17:00

～

の間の

0233-23-7417 1,000 4時間程度 他

800 10:00～18:00

～

0233-28-0134 800 土日他

平成 29 年 9 月 26 日発行

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク新庄
（9月19日～9月22日受理分）

毎週火曜日発行
新庄公共職業安定所

面接にはハローワークの紹介状が必要です
〒９９６－００１１　新庄市東谷地田町６－４

月曜日が休日の場合は水曜日発行 ＴＥＬ０２３３（２２）８６０９

次回の週刊求人情報の発行日は10月3日（火）の予定です。

事業所名 所在地 備　　　考

1人

新庄市役所 新庄市沖の町１０－３７ ［臨時］事務補助
～２９年１２月２８
日迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 2648871 従業員数 360人

株式会社　ジイエムシーヒルスト
ン

最上町大字富沢大明神４４６６
一１

［契約社員］製造
工

勤務場所：最上町   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）

その他 06050- 2639771 従業員数 29人

株式会社　ＪＰＤ 新庄市鳥越４９７－５　２Ｆ 撮影・編集スタッ
フ

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

パート 06050- 2642071 従業員数 4人

彩食ダイニング　くりや　［蕎麦
ワークス葱房厨］

新庄市若葉町７－６ そば職人見習い 勤務場所：新庄市  大蔵村 

免許資格：不  問

パート 06050- 2643371 従業員数 3人

5人

2人

2人

2人

株式会社　山形銀行 山形市七日町３丁目１－２ 事務・窓口（新庄
市内店舗）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06010-19814071 従業員数 2,000人

株式会社ベスト 鶴岡市布目字宮田１６３－１ （請）調理全般
（新庄　日和）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06040- 7105271 従業員数 6人

ピースペース宝島　真室川店（有限
会社　東北ダン・コンサルティング）

真室川町大字平岡１７０１－３ 遊戯場のホール
係

勤務場所：真室川町   

免許資格：普通自動車免許

その他 06050- 2636671 従業員数 15人

株式会社　高速 仙台市宮城野区扇町７丁目４－
２０

配送・商品管理
［新庄市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：Ｈ１９年６月１日以前：普通自動車運転免
許
Ｈ１９年６月２日以降：要中型自動車運転免許その他 04010-61544371 従業員数 6人

1人

1人

1人

1人

株式会社　鈴木組 大蔵村大字清水３３１２－２ 一般土木作業員 勤務場所：大蔵村   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

正社員 06050- 2645571 従業員数 8人

株式会社　黒坂鉄鋼 鮭川村大字石名坂５８１ 事務員 勤務場所：鮭川村   

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 2638471 従業員数 7人

日本マニュファクチャリングサービ
ス　株式会社　山形支店

天童市本町１丁目４－３５　新月
堂ビルフロムワン　１階

（請）出荷補助業
務

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06010-19824671 従業員数 74人

有限会社カイセイカンパニ－
カイセイ調剤薬局本店

新庄市鉄砲町７－２７ ［契約社員］調剤
薬局事務

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

その他 06050- 2646471 従業員数 4人

2人

2人

1人

1人

東北企業　株式会社 山形市松見町１１－１９ 営業事務（正社
員）（新庄市）

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車運転免許

正社員 06010-19780271 従業員数 5人

株式会社　ナンシン 飯島町飯島７３９ 金属加工の補助
及び検査

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 20060-10344371 従業員数 5人

有限会社　ティー・アイ・シー 舟形町舟形５８６－２１ 【急募】組立・検
査工

勤務場所：舟形町   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）

正社員 06050- 2634071 従業員数 37人

ニッポンレンタカー東北　株式
会社

仙台市青葉区本町１丁目２－２
０　ＫＤＸ仙台ビル６階

営業所スタッフ
（正社員）［新庄
市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）

正社員 04010-61731771 従業員数 3人

1人

1人

1人

3人

株式会社　東日本電化 新庄市沼田町６－１０ 電気工事士 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

電気工事士又は電気施工管理技士（１級又は２級）あれ

ば尚可正社員 06050- 2644671 従業員数 17人

株式会社　小松 新庄市金沢字谷地田１２８５－７ お客様対応及び
建設資材の配送

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 2647771 従業員数 26人

丸充建設株式会社 新庄市大字鳥越１８２１ 土木作業員 勤務場所：新庄市 大石田町 尾花沢市 新庄市

免許資格：普通自動車免許　車両系建設
機械あれば尚可

正社員 06050- 2633171 従業員数 40人

有限会社　葛麓運輸建設 新庄市十日町１５７０－２ 土木施工管理技
士

勤務場所：新庄市  最上郡 

免許資格：普通自動車免許
土木施工管理資格あれば尚可

正社員 06050- 2635371 従業員数 22人

1人

1人

1人

40歳
以下

不問

64歳
以下

不問

不問

不問

29歳
以下

不問

不問

50歳
以下

不問

18歳
以上

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

必要な免許・資格・経験等表示されないもの、応募状況により募集が終了している場合があります。応募の際はハローワークへご相談ください。 1



職　種 年齢 賃金 就業時間 求人数・休日事業所名 所在地 備　　　考
779  8:30～16:30

～

 9:15～17:15

0233-22-2111 833 土日祝他

740  8:30～12:30

～

0233-23-7690 800 他

800  9:00～17:00

～

の間の

023-623-1221 800 5時間程度 土日祝

760  8:00～12:00

～

16:00～20:00

022-225-6951 760 他

850  8:00～19:30

～

の間の

0280-87-1322 950 3時間以上 他

900  8:00～13:00

～

13:00～18:00

0233-32-3300 1,200 日祝他

900  8:30～17:30

～

の間の

0233-45-2886 900 5時間程度 土日祝他

ふなしん 舟形町舟形　３６５－１５ 医療事務 勤務場所：舟形町   

免許資格：医療事務資格

パート 06050- 2632971 従業員数 10人

株式会社　アクア北 境町長井戸７９８－１ 理容師・美容師
（見習いを含む）
／新庄市

勤務場所：新庄市   

免許資格：技術者は理容師または美容師
免許必須（見習いは不問）

パート 08050- 5737871 従業員数 8人

株式会社　ジイエムシーヒルスト
ン

最上町大字富沢大明神４４６６
一１

［契約社員］製造
工

勤務場所：最上町   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）

パート 06050- 2640971 従業員数 29人

1人

2人

5人

株式会社ベスト 鶴岡市布目字宮田１６３－１ （請）調理補助【急
募】【新庄市立養護
老人ホーム神室荘】

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06040- 7106971 従業員数 8人

新庄市役所 新庄市沖の町１０－３７ ［臨時］事務補助
～３０年３月３１日
迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 2641171 従業員数 360人

ニッポンレンタカー東北　株式
会社

仙台市青葉区本町１丁目２－２
０　ＫＤＸ仙台ビル６階

レンタカースタッ
フ（アルバイト）
［新庄市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）

パート 04010-61716771 従業員数 3人

株式会社　山形銀行 山形市七日町３丁目１－２ 一般事務（新庄
市内店舗）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06010-19812971 従業員数 2,000人

1人

1人

1人

1人

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

必要な免許・資格・経験等表示されないもの、応募状況により募集が終了している場合があります。応募の際はハローワークへご相談ください。 2


