
※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

158,100  8:00～17:00

～

0233-22-8892 186,000 他

149,500  8:30～17:15

～
0233-23-5011 214,900 土日祝他

140,000  8:00～16:30
～

12:30～21:00

0233-23-1111 160,000 他

187,500  8:30～17:30

～

0233-22-3931 252,400 他

160,000  7:55～17:10

～

0233-22-6822 220,000 日祝他

150,000  7:00～22:00

～

の間の

0233-23-2812 250,000 8時間程度 月他

150,000  7:20～16:20

～

 8:15～17:15

0233-23-5182 160,000  9:00～18:00 日祝他

160,000 10:00～20:00

～

の間の

023-674-8234 250,000 8時間程度 他

150,000  9:30～20:00

～

の間の

023-674-8234 250,000 8時間程度 他

180,463  9:00～22:30

～

の間の

025-284-5522 244,914 7時間以上 他

129,600  8:00～17:00

～

0233-32-2315 172,800 日他

180,000  8:30～17:30

～

0233-23-3241 220,000 土日祝他

150,000  8:30～17:15

～

0233-22-0898 210,000 日祝他

126,000  8:30～17:30

～

17:00～ 9:00

090-5839-7402 151,200 他

140,000  8:00～17:00

～

10:00～19:00

022-225-6951 140,000 他

188,800  8:00～21:00

～

の間の

03-6741-1202 188,800 8時間程度 他

140,800  8:00～21:00

～

の間の

03-6741-1202 146,400 8時間程度 他

850  9:00～18:00

～

の間の

0233-23-2812 1,000 5時間程度 土日他

750  7:00～22:00

～

の間の

0233-23-2812 850 5時間程度 月他

1,128  8:30～15:51

～

0233-22-5525 1,399 土日祝

平成 29 年 10 月 3 日発行

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク新庄
（9月25日～9月29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11日（水）の予定です。

事業所名 所在地 備　　　考

2人

株式会社　食の力コーポレー
ション

新庄市下金沢町１５－１１ 経理事務 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

パート 06050- 2671471 従業員数 15人

株式会社　ニトリ 東京都北区神谷３－６－２０ 店舗スタッフ／
新庄店【応募期
日設定求人】

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 13100- 9172671 従業員数 45人

山形県立新庄病院 新庄市若葉町１２－５５ 【嘱託】医師事務
作業補助　～３０
年３月３１日迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：メディカルドクターズクラーク　又
は医療事務等の有資格者　が望ましい

パート 06050- 2667171 従業員数 513人

株式会社　食の力コーポレー
ション

新庄市下金沢町１５－１１ 接客および調理
補助

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許
調理師免許あれば尚可

パート 06050- 2669371 従業員数 15人

3人

1人

1人

1人

医療法人社団清明会　［新庄明和病院
介護老人保健施設エーデルワイス］

新庄市大字福田８０６ ［契約職員］看護
助手

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06050- 2659171 従業員数 112人

白谷ボデー株式会社 新庄市鳥越２８６６－１３ 自動車整備・板
金・塗装工

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許
大型免許、整備に関する資格があれば尚可

その他 06050- 2672771 従業員数 12人

株式会社　ニトリ 東京都北区神谷３－６－２０ 【短期】店舗スタッ
フ／新庄店【応募
期日設定求人】

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 13100- 9175771 従業員数 45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
（契約社員）［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）

その他 04010-63137871 従業員数 3人

1人

1人

1人

5人

株式会社　キタカタ 新潟市中央区女池上山１－５－
１７

店長候補（無尽
蔵・新庄家）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 15010-34810371 従業員数 9人

有限会社　ボイス 天童市大字芳賀土地区画整理
事業地内５２街区４

ネイリスト 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06010-20056071 従業員数 0人

チコーエンジニアリング株式会
社　　　山形営業所

新庄市大字福田字福田山７１１
－１４６

電気メーター取
替作業員

勤務場所：尾花沢市  大石田町 新庄市

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）
第二種電気工事士

正社員 06050- 2650071 従業員数 16人

株式会社　八鍬建設 舟形町舟形８６４ 経理事務 勤務場所：舟形町   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）

正社員 06050- 2673871 従業員数 19人

2人

2人

1人

1人

株式会社　食の力コーポレー
ション

新庄市下金沢町１５－１１ 営業（マネー
ジャー候補）

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許
調理師免許あれば尚可

正社員 06050- 2670571 従業員数 15人

株式会社　丸万コンクリート 新庄市十日町１５６４－２ 【急募】コンクリー
ト製品製造

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 2674271 従業員数 30人

有限会社　ボイス 天童市大字芳賀土地区画整理
事業地内５２街区４

アイリスト 勤務場所：新庄市   

免許資格：美容師免許

正社員 06010-20057371 従業員数 0人

ひまわり保育園 新庄市金沢２２７８－５ 保育士 勤務場所：新庄市   

免許資格：保育士資格

正社員 06050- 2658971 従業員数 11人

2人

1人

1人

2人

山形東亜ＤＫＫ　株式会社 新庄市大字福田字福田山７１１
番地１０９

製造作業員 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）

正社員 06050- 2678371 従業員数 116人

株式会社　田中鮮魚店 新庄市松本　５５５－１８ 配達・料理盛付
け・食器洗い等

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ車限定可）

正社員 06050- 2679671 従業員数 8人

近物レックス株式会社　新庄営
業所

新庄市大字鳥越字南沢山神沢
２８６６－４５

［正社員］セール
スドライバー（４ｔ
車）

勤務場所：新庄市  最上郡 

免許資格：中型免許（Ｈ１９年以前取得の方は普通自動車

免許で可）　大型免許・フォークリフト免許はあれば尚可

正社員 06050- 2676171 従業員数 27人

ニューグランドホテル　　［株式
会社　カキザキ］

新庄市若葉町４番２３号 ［急募］フロント
業務

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）

正社員 06050- 2677071 従業員数 31人

1人

1人

1人

不問

35歳
以下

不問

不問

44歳
以下

不問

不問

不問

不問

18歳
～59
歳

40歳
以下

35歳
以下

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
850  6:30～12:00

～

0233-23-6252 850 木他

1,180  9:00～21:00

～

の間の

03-6741-1202 1,180 3時間以上 他

880  8:00～21:00

～

の間の

03-6741-1202 980 3時間以上 他

850 10:00～20:00

～

の間の

023-674-8234 850 4時間程度 他

750 10:00～20:00

～

の間の

023-674-8234 750 4時間程度 他

760  9:00～19:00

～

の間の

0233-23-1129 880 6時間程度 月火水木

760  9:00～19:00

～

の間の

0233-23-1129 880 6時間程度 月火水木

1,285  6:00～21:00

～

の間の

023-641-3363 1,520 4時間程度 他

850  8:30～17:30

～

0233-62-3003 900 日他

800  9:00～15:30

～

0233-44-9755 800 他

社会福祉法人　千宏会
健康福祉プラザ　もがみ

最上町大堀字蟹ノ又１３６０－１
９

介護員 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- 2668071 従業員数 16人

ＹＩ′Ｓケアサポート株式会社 真室川町大字平岡１６９２－１２ 介護員 勤務場所：真室川町   

免許資格：ヘルパー２級、介護職員初任者研修修了
者以上
普通自動車免許パート 06050- 2666971 従業員数 15人

2人

1人

株式会社　野川食肉食品セン
ター

天童市老野森３丁目２番６号 販売員（精肉・新
庄店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06010-19947671 従業員数 40人

有限会社　ボイス 天童市大字芳賀土地区画整理
事業地内５２街区４

ネイリスト（パー
ト）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06010-20052871 従業員数 0人

株式会社　ニチイ学館山形支
店　ヘルスケア事業支店

山形市香澄町３丁目１－７　朝
日生命山形ビル５Ｆ

ホームヘルパー
（新庄市、東根
市、村山市）

勤務場所：新庄市  東根市 村山市

免許資格：・介護職員初任者研修終了

・ホームヘルパー２級課程修了のいずれか

・普通自動車運転免許パート 06010-19928071 従業員数 33人

株式会社　野川食肉食品セン
ター

天童市老野森３丁目２番６号 食品レジ（新庄
店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06010-19944171 従業員数 40人

1人

3人

3人

1人

株式会社　ニトリ 東京都北区神谷３－６－２０ 【短期】店舗スタッ
フ／新庄店【応募
期日設定求人】

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 13100- 9176871 従業員数 45人

ポストホテル［有タチバナ］ 新庄市若葉町１－２６ ［急募］朝食業務 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）

パート 06050- 2649271 従業員数 12人

有限会社　ボイス 天童市大字芳賀土地区画整理
事業地内５２街区４

アイリスト（パー
ト）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06010-20054971 従業員数 0人

株式会社　ニトリ 東京都北区神谷３－６－２０ 店舗スタッフ／新
庄店【応募期日設
定求人】

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 13100- 9174471 従業員数 45人

1人

2人

8人

1人

不問

不問

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。 2


