
※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

132,000  9:30～18:30

～

11:00～20:20

0233-23-3905 198,000 他

150,000  8:00～17:30

～
0233-32-0700 240,000 土日他

135,000  9:30～21:00

～

の間の

090-1498-7772 160,000 8時間程度 他

163,000  7:20～16:20

～

 8:00～17:00

0233-23-1093 163,000  8:30～17:30 土日祝

145,000  7:10～19:30

～

の間の

0233-22-1276 145,000 8時間程度 日祝他

237,500 16:00～ 9:30

～

080-3328-5763 268,500 他

150,000  8:30～17:30

～

0233-23-4315 200,000 日祝他

170,000  9:00～22:00

～

の間の

011-783-1063 250,000 8時間程度 他

133,000  8:30～17:30

～

0233-22-9211 200,000 日祝他

205,000  8:30～17:30

～

17:00～ 9:00

022-391-0911 400,000 他

140,000  8:30～17:30

～

022-302-8839 200,000 日祝他

140,000  8:30～17:30

～

022-302-8839 200,000 日祝他

190,000 14:00～22:00

～

0120-71-0981 210,000 日祝他

190,000 14:00～22:00

～

0120-71-0981 210,000 日祝他

250,000  8:30～17:30

～

0280-87-1322 350,000 他

280,000  8:30～17:30

～

0280-87-1322 400,001 他

161,000  8:00～17:00

～

0235-33-8862 276,000 日他

180,000  8:00～17:00

～

12:00～21:00

0233-22-1123 180,000 他

147,500  8:00～17:30

～

 8:00～17:00

023-654-0856 225,000  8:30～17:00 日祝他

195,500  8:00～17:00

～

0233-32-2902 230,000 日他

平成 29 年 11 月 14 日発行

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク新庄
（11月6日～11月10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11月21日（火）の予定です。

事業所名 所在地 備　　　考

1人

業務スーパー酒田店（株式会
社オネスタック）

酒田市こがね町１丁目１－３ 店長補佐（新庄
金沢店）【正社
員】

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06030- 9855971 従業員数 9人

型枠工事　サイシン　佐藤　真 鶴岡市神明町１０－８ 型枠工（新庄市） 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車運転免許（ＡＴ車限
定可：通勤用）

正社員 06040- 8517871 従業員数 0人

株式会社　柿崎建設工業 舟形町富田１９１１番地の乙 土木作業員 勤務場所：舟形町   

免許資格：普通自動車免許
車両系建設機械、土木施工管理技士あれば尚
可正社員 06050- 3146371 従業員数 16人

タルイシ産業　株式会社 天童市大清水５３３－１ 法人営業（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 06010-23665971 従業員数 15人

3人

1人

1人

5人

英智学館　株式会社 仙台市宮城野区榴岡５丁目１－
１２　仙萩ビル２Ｆ

教室運営スタッ
フ／正社員［新
庄市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 04010-73633971 従業員数 11人

英智学館　株式会社 仙台市宮城野区榴岡５丁目１－
１２　仙萩ビル２Ｆ

教室運営スタッ
フ／正社員［新
庄市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 04010-73635071 従業員数 11人

株式会社　アクア北 境町長井戸７９８－１ 理容師（アシスタ
ントを含む）／新
庄市

勤務場所：新庄市   

免許資格：技術者は理容師免許必須（アシ
スタントは不問）

正社員 08050- 6853871 従業員数 9人

株式会社　アクア北 境町長井戸７９８－１ 美容師（アシスタ
ントを含む）／新
庄市

勤務場所：新庄市   

免許資格：技術者は美容師免許必須（アシ
スタントは不問）

正社員 08050- 6854271 従業員数 9人

2人

2人

2人

2人

医療法人　光仁会 仙台市青葉区上愛子字街道６６
－２３

看護師［新庄市］ 勤務場所：新庄市   

免許資格：看護師免許（正・准）

正社員 04010-74053471 従業員数 23人

東北企業　株式会社 山形市松見町１１－１９ 配送・営業（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 06010-23842271 従業員数 5人

株式会社　ゴールデンスタッフ 仙台市青葉区上愛子字街道６６
－２３

施設管理者［新
庄市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許、大型特殊免許
危険物取扱者乙種４類、防火管理者

正社員 04010-73908171 従業員数 2人

株式会社　ゴールデンスタッフ 仙台市青葉区上愛子字街道６６
－２３

施設管理者［新
庄市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許、大型特殊免許
危険物取扱者乙種４類、防火管理者

正社員 04010-73928471 従業員数 1人

1人

5人

2人

2人

ユニオンソーシャルシステム株
式会社

新庄市五日町字清水川１３０３－
３　ユニオン五日町ビル３階

［夜勤専従］生活
支援員

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 06050- 3158771 従業員数 17人

ＮＰＯ法人　はぐくみ保育園 新庄市北町１－５ 保育士又は看護
師又は児童厚生
員

勤務場所：新庄市   

免許資格：保育士資格又は看護師又は児
童厚生員

正社員 06050- 3160171 従業員数 39人

株式会社　ツルハ（ツルハドラッ
グ）

札幌市東区北２４条東２０丁目１
番２１号

ドラッグストア販売
員／総合職（新庄
市、村山市　寒河江
市）

勤務場所：新庄市  村山市 寒河江市

免許資格：不  問

正社員 01240-23397871 従業員数 15人

株式会社　ヤマムラ 新庄市大字福田字福田山７１１
－６

一般事務 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許
簿記２級あれば尚可（全・日）

正社員 06050- 3157471 従業員数 43人

1人

1人

2人

3人

協和木材株式会社　新庄工場 新庄市大字福田字福田山７１１
－１４５

生産技術 勤務場所：新庄市   

免許資格：フォークリフト技能者資格（入社までに取得のこ

と）

普通自動車免許（通勤用）正社員 06050- 3175871 従業員数 56人

株式会社　ニュ－ライフカネタ 新庄市金沢１８６３－１ 商品管理［新庄
東店］

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 3179071 従業員数 10人

学校法人平和学園　新庄幼稚
園

新庄市北町６－２０ ［３０年４月１日採
用］幼稚園教諭

勤務場所：新庄市   

免許資格：幼稚園教諭（１種又は２種）及び保育
士
普通自動車免許（ＡＴ限定可）正社員 06050- 3168271 従業員数 12人

株式会社　ベル 新庄市沼田町　６－１６ 【急募】販売員
［ヨークベニマル
新庄店内］

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 3170371 従業員数 4人

1人

2人

2人

不問

35歳
以下

35歳
以下

不問

不問

不問

不問

35歳
以下

不問

59歳
以下

64歳
以下

64歳
以下

64歳
以下

64歳
以下

不問

不問

不問

40歳
以下

34歳
以下

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
183,000  8:00～17:00

～

022-796-0700 380,000 日祝他

183,000  8:00～17:00

～

022-796-0700 261,000 日祝他

175,000  8:00～17:00

～

0233-65-2211 175,000 日祝他

163,000  8:30～17:00

～

16:30～ 9:00

0233-32-0505 230,500 他

192,000  8:00～17:00

～

0233-63-2421 240,000 日他

160,000  8:15～17:15

～

0233-45-2136 160,000 日他

145,303  6:30～15:30

～

13:00～21:30

0233-44-2355 176,709 他

141,050  8:10～17:15

～

0233-55-3028 200,000 日祝他

290,000  9:00～18:00

～

022-225-5068 303,600 土日祝他

150,000 14:00～22:00

～

018-887-3951 180,000 日他

264,000  8:00～17:00

～

0877-55-5000 440,000 土日他

161,000  8:00～17:00

～

0235-33-8862 276,000 日他

160,000  8:45～17:45

～

12:30～21:30

025-371-4125 210,000 他

187,000  8:00～17:00

～

0234-43-1940 231,000 土日

144,690  8:30～17:15

～

0233-29-1304 169,890 土日祝他

151,200  8:00～16:45

～

023-652-0338 151,200 他

151,200  8:00～16:45

～

023-652-0338 151,200 土日祝他

152,000  8:30～17:30

～

0182-38-8461 152,000 土日祝他

170,000  8:45～17:15

～

0233-22-1513 250,000 日祝他

195,000  8:45～17:15

～

0233-22-1513 285,000 日祝他

151,200  8:00～16:45

～

023-652-0338 151,200 土日祝他

182,400  8:30～17:00

～

0233-32-0505 263,800 他

141,644  8:20～17:20

～

0182-38-8461 141,644 土日他

149,976 21:00～ 6:00

～

0182-38-8461 149,976 土日他

140,800  8:00～17:00

～

0233-28-7580 176,000 他

不問

不問

不問

不問

不問

18歳
以上

18歳
以上

株式会社トスネット南東北新庄
営業所

新庄市金沢１８３５－１１２ 警備スタッフ 勤務場所：最上郡  新庄市 

免許資格：普通自動車免許

その他 06050- 3153071 従業員数 15人

介護老人保健施設　梅花苑（医
療法人社団　山形愛心会）

真室川町大字木ノ下字片渕山
１１２５－２８６

［臨時］管理栄養
士　～３０年９月３
０日まで

勤務場所：真室川町   

免許資格：管理栄養士
普通自動車免許

その他 06050- 3164571 従業員数 67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）製造事務 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06010-23652471 従業員数 75人

株式会社　パワーネット・フィー
ルド　秋田営業所

横手市駅前町１－１３　よこてイース
ト内にぎわいひろば専門店街区画１

機工部品の製造
（夜勤）

勤務場所：金山町   

免許資格：普通自動車第一種運転免許

その他 05060- 5603571 従業員数 0人

株式会社　パワーネット・フィー
ルド　秋田営業所

横手市駅前町１－１３　よこてイース
ト内にぎわいひろば専門店街区画１

機工部品の製造
（日勤）

勤務場所：金山町   

免許資格：普通自動車第一種運転免許

その他 05060- 5604471 従業員数 0人

株式会社　パワーネット・フィー
ルド　秋田営業所

横手市駅前町１－１３　よこてイース
ト内にぎわいひろば専門店街区画１

精密機器製造 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車第一種運転免許

その他 05060- 5606871 従業員数 1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）製造事務 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06010-23866771 従業員数 75人

日本ニューホランド　株式会社 札幌市中央区北１条西１３丁目
４番地　タケダ札幌ビル６Ｆ

（山形）（契）カスタ
マーアドバイザー
（農業機械の営業）

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車第一種運転免許（Ａ
Ｔ限定不可）

その他 01010-43424671 従業員数 9人

日本ニューホランド　株式会社 札幌市中央区北１条西１３丁目
４番地　タケダ札幌ビル６Ｆ

（山形）（契）テクニ
カルアドバイザー
（農機整備、点検
等）

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車第一種運転免許（ＡＴ限定免許不

可）   （大型特殊自動車運転免許・玉掛技能者・クレーン

運転士・自動車整備士があれば尚可）その他 01010-43426471 従業員数 9人

不問

2人

2人

1人

株式会社　佐藤総建 庄内町余目字土堤下４５－１ 現場作業員【正
社員】

勤務場所：酒田市  庄内町 新庄市

免許資格：不  問

正社員 06030- 9831371 従業員数 11人

株式会社コメリ　新潟地区本部 新潟市南区清水４５０１－１ 総合職・リージョ
ナル社員
（新潟地区）

勤務場所：鶴岡市  酒田市 新庄市

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）

正社員 15070- 8685671 従業員数 1,538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）電子部品製
造に関する
業務

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06010-23869971 従業員数 74人

山形県最上総合支庁　産業経
済部　地域産業経済課

新庄市金沢字大道上２０３４ ［臨時］事務補助員
２９年１２月２日～３
０年３月３１日

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06050- 3173471 従業員数 29人

5人

1人

1人

1人

イデアグループ（明光義塾） 秋田市広面字長沼３‐１ 学習塾教室スタッフ
明光義塾山形、新
庄市内各教室

勤務場所：山形市  新庄市 

免許資格：不  問

正社員 05010-22134071 従業員数 15人

東洋ワークセキュリティ　株式会
社

仙台市青葉区国分町１丁目７－
１８　白蜂広瀬通ビル２階

営業所長候補
［名取市／山形
市／新庄市］

勤務場所：名取市  山形市 新庄市

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）
警備員指導教育責任者資格（二号業務）

正社員 04010-74391771 従業員数 155人

型枠工事　サイシン　佐藤　真 鶴岡市神明町１０－８ 型枠工 勤務場所：鶴岡市  新庄市 山形市

免許資格：普通自動車運転免許（ＡＴ車限
定可：通勤用）

正社員 06040- 8518271 従業員数 3人

貴山　株式会社 善通寺市善通寺町１８７８ 土木施工管理者
［山形県　酒田市・
鶴岡市・新庄市］

勤務場所：酒田市  鶴岡市 新庄市

免許資格：普通自動車運転免許
１級・２級土木施工管理（必須）

正社員 37020-11610871 従業員数 15人

1人

2人

2人

3人

株式会社　三和食品 最上町大字富沢１３３０－４ 商品開発 勤務場所：最上町   

免許資格：栄養士
普通自動車免許（通勤用）

正社員 06050- 3156571 従業員数 60人

有限会社　高菊林業 真室川町大字差首鍋１５３５－１ 伐採作業及び重
機オペレーター

勤務場所：真室川町 最上郡  

免許資格：普通自動車免許（必須）
大型免許、車両系建設機械（整地・運搬等）あれば
尚可正社員 06050- 3151971 従業員数 10人

ミドリ鮭川工業　株式会社 鮭川村大字京塚糀野１６４７－１ 総務・経理事務
（総合職）

勤務場所：鮭川村   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）日商
簿記３級以上

正社員 06050- 3143971 従業員数 84人

社会福祉法人　千宏会　健康福祉
プラザ　保養センターもがみ

最上町大字大堀字蟹ノ又　１３６
０－１９

接客係 勤務場所：最上町   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）

正社員 06050- 3141871 従業員数 18人

2人

1人

4人

1人

蔵王リース　株式会社 名取市ゆりが丘２丁目２５－１ 建設機械の運搬
［最上郡舟形町］

勤務場所：舟形町   

免許資格：大型自動車免許

正社員 04010-73315671 従業員数 11人

蔵王リース　株式会社 名取市ゆりが丘２丁目２５－１ 建築機械の点
検・修理［最上郡
舟形町］

勤務場所：舟形町   

免許資格：建設機械整備士２級又は自動車
整備士３級以上

正社員 04010-73321071 従業員数 3人

介護老人保健施設　梅花苑（医
療法人社団　山形愛心会）

真室川町大字木ノ下字片渕山
１１２５－２８６

准看護師 勤務場所：真室川町   

免許資格：准看護師免許　普通自動車免
許（通勤用）

正社員 06050- 3163671 従業員数 67人

株式会社　東北クリーンテックス 真室川町釜渕８２７－１９９ 業務スタッフ 勤務場所：真室川町   

免許資格：車両系建設機械運転技能講習修了
者
普通自動車免許（ＡＴ限定不可）正社員 06050- 3169971 従業員数 5人

1人

1人

1人

1人

1人

2人

1人

1人

1人

5人

不問

不問

不問

59歳
以下

59歳
以下

不問

不問

不問

不問

不問

35歳
以下

18歳
～59
歳

不問

不問

不問

35歳
以下

18歳
以上

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



職　種 年齢 賃金 就業時間 求人数・休日事業所名 所在地 備　　　考
259,200  9:00～18:00

～

0120-226-447 259,200 土日祝他

1,050  8:30～17:30

～

の間の

080-5730-1983 1,800 4時間以上 他

1,050  8:30～17:30

～

の間の

080-5730-1983 1,800 4時間以上 他

830  9:30～15:00

～

15:00～19:30

0233-32-1536 830 他

935  7:30～11:30

～

15:00～19:00

0233-22-2111 1,032 日祝

900 11:00～13:30

～

0233-23-7733 950 水他

750  8:00～17:00

～

の間の

0233-23-1220 750 4時間程度 土他

800 19:00～ 3:00

～

の間の

0233-23-4634 800 4時間以上 他

760  9:00～15:00

～

0233-23-7119 760 土日祝

750  8:30～13:00

～

12:00～17:30

0233-22-7711 850 16:00～19:30 他

900 17:00～ 0:00

～

の間の

0233-32-1777 1,200 5時間程度 日他

1,100  8:30～17:15

～

の間の

070-2022-4909 1,500 3時間以上 土日祝他

750 16:00～22:00

～

 7:00～16:00

0233-23-5716 800 他

800  6:00～14:00

～

14:00～22:00

0233-26-2442 800 22:00～ 6:00 他

750  6:30～20:00

～

の間の

022-302-8839 1,000 2時間以上 他

850  8:00～19:30

～

の間の

0280-87-1322 950 3時間以上 他

950  8:45～20:15

～

の間の

025-371-4125 950 7時間程度 他

950  8:45～20:15

～

の間の

025-371-4125 950 7時間程度 他

950  8:45～20:15

～

の間の

025-371-4125 950 7時間程度 他

800  8:45～16:15

～

025-371-4125 800 他

740 17:00～20:00

～

025-371-4125 760 他

740  8:45～13:00

～

12:45～17:00

025-371-4125 740 他

780  8:00～10:00

～

025-371-4125 780 他

800 11:45～20:15

～

025-371-4125 800 他

800 10:00～20:00

～

の間の

027-345-8725 1,050 7時間程度 他

不問

不問

不問

64歳
以下

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

株式会社　ヤマダ電機 高崎市栄町１番１号 パート／店舗ス
タッフ／新庄店
／０２９６　※急募

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 10020-20395871 従業員数 0人

株式会社コメリ　新潟地区本部 新潟市南区清水４５０１－１ 販売職（コメリ
ホームセンター
新庄店）準社員

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 15070- 8605871 従業員数 32人

2人

1人

株式会社コメリ　新潟地区本部 新潟市南区清水４５０１－１ 販売職（コメリホー
ムセンター新庄
店）アルバイト

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 15070- 8608171 従業員数 32人

株式会社コメリ　新潟地区本部 新潟市南区清水４５０１－１ 販売員（コメリ
ホームセンター
新庄店）準社員

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 15070- 8609071 従業員数 32人

株式会社コメリ　新潟地区本部 新潟市南区清水４５０１－１ 販売職（コメリホー
ムセンター新庄
店）アルバイト

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 15070- 8606271 従業員数 32人

株式会社コメリ　新潟地区本部 新潟市南区清水４５０１－１ 販売職（コメリホー
ムセンター新庄
店）アルバイト

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 15070- 8607971 従業員数 32人

1人

8人

14人

3人

株式会社コメリ　新潟地区本部 新潟市南区清水４５０１－１ 販売職（自転車
担当）ホームセン
ター新庄店

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ車）
自転車安全整備士・組立士（必須）

パート 15070- 8704971 従業員数 32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- 6855971 従業員数 8人

株式会社コメリ　新潟地区本部 新潟市南区清水４５０１－１ 販売職（建築資材・
建材・建具担当／
ホームセンター新庄
店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通免許（必須）
玉掛・クレーン・フォークリフト資格者歓迎

パート 15070- 8702871 従業員数 32人

株式会社コメリ　新潟地区本部 新潟市南区清水４５０１－１ 販売職（木材加工
担当）
ホームセンター新庄
店

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通免許（必須）
床上クレーン・玉掛・フォークリフト資格者歓迎

パート 15070- 8703271 従業員数 32人

1人

1人

1人

1人

合同会社　ＣＶＳオオバ［セブン
イレブン新庄沼田町店］

新庄市沼田町２５－１ コンビニ店員 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3145071 従業員数 15人

コウ・アーユス株式会社 鮭川村大字中渡１１５９－４ 看護・准看護師
［訪問看護ス
テーション］

勤務場所：新庄市   

免許資格：看護師・准看護師、普通自動車
免許（ＡＴ限定可）

パート 06050- 3147671 従業員数 3人

株式会社　ゴールデンスタッフ 仙台市青葉区上愛子字街道６６
－２３

訪問介護員［新
庄市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：介護職員初任者研修（ヘルパー２級以上）

普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

　「介護」パート 04010-73919571 従業員数 3人

株式会社　井上産業 新庄市大字本合海字上野２６７
１

［請負］ボイラー
管理

勤務場所：新庄市   

免許資格：フォークリフト資格

普通自動車免許（通勤用）

ボイラー資格、ホイルローダー資格あれば尚可パート 06050- 3144171 従業員数 7人

1人

1人

2人

3人

東北電力株式会社　新庄営業
所

新庄市大手町１－２０ 【臨時】事務補助
１１／２７～１／２
６迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3154371 従業員数 58人

株式会社　新旬屋 新庄市若葉町９－３３ 接客・調理補助
［新庄本店］

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3159871 従業員数 1人

居酒屋だんだん 新庄市若葉町１４－３６　リーフ
ムーンビル１階

ホールスタッフ 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3149471 従業員数 4人

株式会社　ヤマザワ新庄店 新庄市金沢字大道上２０３３－４ 接客販売（青果・
惣菜・グロサリー
部門）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3150271 従業員数 105人

新庄市役所 新庄市沖の町１０－３７ 非常勤保育士
～３０年３月３１日
迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：保育士資格

パート 06050- 3165471 従業員数 500人

株式会社　ニュ－ライフカネタ 新庄市金沢１８６３－１ 販売員［新庄東
店］

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3178171 従業員数 10人

株式会社　新庄野菜加工セン
ター

新庄市金沢梨の木１９５３ 野菜の加工作業
員

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- 3161071 従業員数 3人

手打ちそば　さぶん 新庄市小田島町７－４８ ［急募］ホール係 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3162371 従業員数 2人

株式会社　アイヴィジット 東京都渋谷区代々木２－２－１
小田急サザンタワービル１５Ｆ

【短期】外資系携帯
電話メーカーラウン
ダー／東北エリア

勤務場所：東根市  寒河江市 新庄市

免許資格：普通自動車免許

その他 13070- 6612672 従業員数 0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 正又は准看護師
［エーデルワイ
ス］

勤務場所：新庄市   

免許資格：正又は准看護師

パート 06050- 3181771 従業員数 112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 正又は准看護師
（病棟部門）

勤務場所：新庄市   

免許資格：正又は准看護師

パート 06050- 3182871 従業員数 112人

1人

2人

2人

1人

1人

2人

1人

1人

1人

3人

2人

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。 3



職　種 年齢 賃金 就業時間 求人数・休日事業所名 所在地 備　　　考
795  9:00～13:00

～

13:00～17:00

0233-32-1322 795 他

775  9:00～17:00

～

12:30～20:30

0233-32-1322 775 他

1,000  9:00～15:00

～

0233-32-1812 1,000 土日祝他

800  8:00～17:00

～

の間の

0233-45-2258 1,000 4時間以上 日祝他

740  8:00～17:00

～

の間の

0233-55-3468 740 5時間程度 日

800  8:00～16:00

～

0233-45-2136 800 土日祝

不問

不問

不問

不問

不問

不問

株式会社　早坂建具製作所 最上町大字富澤字大明神４４６
７－１１

ドア製造 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- 3152171 従業員数 55人

特定非営利活動法人　もがみ
福祉ネット

舟形町長沢字平石３８２６番地 看護師 勤務場所：舟形町   

免許資格：看護師
普通自動車免許

パート 06050- 3148571 従業員数 23人

株式会社　三和食品 最上町大字富沢１３３０－４ （大蔵工場）調理
師

勤務場所：大蔵村   

免許資格：調理師
普通自動車免許（通勤用）

パート 06050- 3155671 従業員数 0人

松井キノコ園 鮭川村大字庭月５３ なめこの栽培 勤務場所：鮭川村   

免許資格：普通自動車免許

パート 06050- 3174771 従業員数 3人

1人

1人

1人

1人

株式会社ダイユーエイト 福島市太平寺字堰ノ上５８ 商品管理担当
（ダイユーエイト
新庄西店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 07010-16910571 従業員数 17人

株式会社ダイユーエイト 福島市太平寺字堰ノ上５８ レジ担当（ダイ
ユーエイト新庄
西店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 07010-16911471 従業員数 17人

1人

1人

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。 4


