
※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

145,000  8:30～17:30

～

080-5730-1983 200,000 他

133,400  8:30～17:15

～
0233-22-5355 161,000 日祝他

134,400  9:00～18:00

～

0233-23-1800 200,000 土日祝他

151,500  8:00～16:30

～

0233-23-3434 178,900 他

130,000  9:00～17:00

～

03-6262-1686 140,000 日他

150,000 10:00～20:00

～

0233-23-4634 350,000 他

132,000 10:00～19:00

～

0233-23-3316 132,000 他

111,600  9:00～16:00

～

022-288-1823 153,000 土日祝他

171,200  9:00～17:30

～

023-687-3620 171,200 日他

240,007 15:00～ 0:00

～

18:00～23:00

0422-36-6788 362,538 20:00～ 5:00 他

240,007 15:00～ 0:00

～

18:00～23:00

0422-36-6788 362,538 20:00～ 5:00 他

152,460  8:00～17:00

～

0233-66-2032 173,250 日他

181,000  6:00～15:00

～

10:30～19:30

022-221-8223 233,800 他

137,800  8:30～17:15

～

0233-22-1527 155,800 土日祝

148,500  8:00～20:15

～

20:00～ 8:15

023-652-0338 148,500 他

151,200  8:00～16:45

～

023-652-0338 184,800 土日祝他

126,000  6:00～15:00

～

 9:30～18:30

0233-23-7690 134,400 他

130,200  5:30～14:30

～

10:00～18:30

022-221-8223 162,750 他

126,945  5:30～14:30

～

10:00～18:30

022-221-8223 146,475 他

131,500  7:30～16:30

～

10:00～19:00

0233-55-3480 131,500 16:30～ 9:30 他

平成 29 年 11 月 21 日発行

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク新庄
（11月13日～11月17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28日（火）の予定です。

事業所名 所在地 備　　　考

2人

日清医療食品　株式会社　仙
台支店

仙台市青葉区一番町１丁目９－
１　仙台トラストタワー２３階

（請）調理師［最
上郡金山町］

勤務場所：金山町   

免許資格：調理師免許

その他 04010-75758771 従業員数 6人

株式会社ベスト 鶴岡市布目字宮田１６３－１ （請）調理全般
【新庄市神室荘】

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06040- 8626671 従業員数 7人

特別養護老人ホーム［ひめゆり荘］
（社会福祉法人　鮭川厚生会）

鮭川村大字石名坂　５８９－７ 介護員 勤務場所：鮭川村   

免許資格：ヘルパー２級、又は介護職員初
任者研修修了者

その他 06050- 3209371 従業員数 69人

日清医療食品　株式会社　仙
台支店

仙台市青葉区一番町１丁目９－
１　仙台トラストタワー２３階

（請）調理員［最
上郡金山町］

勤務場所：金山町   

免許資格：不  問

その他 04010-75756571 従業員数 6人

1人

1人

1人

1人

山形県立農林大学校 新庄市大字角沢１３６６ ［臨時］事務補助員
（研修事務補助）１２
／１８～３／３１

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

その他 06050- 3200671 従業員数 36人

日清医療食品　株式会社　仙
台支店

仙台市青葉区一番町１丁目９－
１　仙台トラストタワー２３階

（請）調理師［最
上郡戸沢村］

勤務場所：戸沢村   

免許資格：調理師免許

正社員 04010-75759871 従業員数 6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 06010-24092071 従業員数 75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）電子部品の
成形機マシンオ
ペレーター

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06010-24093371 従業員数 77人

1人

1人

5人

2人

株式会社　モンテローザフーズ 東京都武蔵野市中町１－１７－３
６．モンテローザ三鷹本社ビル

正社員店舗スタッフ
（丹波黒どり農場
新庄西口駅前店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 13170-54579571 従業員数 9人

高楯自動車　株式会社 山形市立谷川２丁目１２０７－２ 自動車鈑金・塗
装工（見習い）

勤務場所：新庄市   

免許資格：
普通自動車運転免許

正社員 06010-24010671 従業員数 7人

株式会社　庄司製材所 真室川町大字大滝１０８－２ 製材作業員 勤務場所：真室川町 金山町 真室川町 

免許資格：普通自動車免許（通勤用・必須）

正社員 06050- 3216171 従業員数 88人

株式会社　モンテローザフーズ 東京都武蔵野市中町１－１７－３
６．モンテローザ三鷹本社ビル

正社員店舗スタッ
フ（魚民　新庄西
口駅前店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 13170-54508971 従業員数 14人

1人

1人

1人

1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

正社員 06050- 3196671 従業員数 5人

株式会社オールクリエーション
山形支店　山形工場

新庄市大字福田字福田山７１１
－１８７

配送ドライバー 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- 3201571 従業員数 19人

株式会社　フードブティックベー
カリー

仙台市若林区六丁の目東町２
－２６

パン類等宅配及
び移動販売［新
庄市近辺］

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 04010-75578571 従業員数 27人

ＡＶＡＮＴＧＡＲＤＥ　ＲＥＶＥＲＢ 新庄市本町７－２８ ショップスタッフ 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 3188671 従業員数 3人

1人

1人

1人

2人

サニースタイル株式会社　新庄
工場

新庄市鳥越字向平１４２１－５ ［急募］製品検査
員

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 3213871 従業員数 72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 医療事務 勤務場所：新庄市   

免許資格：医療事務資格

正社員 06050- 3218371 従業員数 112人

医療法人徳洲会　新庄徳洲会
病院

新庄市大字鳥越字駒場４６２３ 介護員 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 3206971 従業員数 285人

新庄民主商工会 新庄市金沢２４８４ 経理事務（正事
務局員）

勤務場所：新庄市   

免許資格：日商簿記３級以上
普通自動車免許

正社員 06050- 3211471 従業員数 2人

2人

1人

1人

59歳
以下

不問

不問

不問

59歳
以下

不問

不問

59歳
以下

不問

18歳
～44
歳

18歳
～44
歳

50歳
以下

59歳
以下

不問

18歳
以上

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
800  8:30～17:30

～

の間の

080-5730-1983 1,000 4時間以上 他

750  9:00～14:00

～

14:00～16:00

0233-22-8178 750 他

850 17:00～22:00

～

 8:30～17:00

0233-22-8178 900 他

1,128  8:30～15:51

～

0233-22-5525 1,399 土日祝

740  7:30～18:00

～

の間の

0233-23-3871 740 7時間程度 他

800  9:00～17:00

～

の間の

0233-65-2071 800 4時間程度 土日祝他

1,000  8:30～17:00

～

の間の

0233-32-0505 1,300 4時間以上 他

900  5:30～ 8:30

～

15:00～19:30

022-221-8223 1,000 他

900  9:00～13:00

～

0233-45-2215 1,000 他

900 16:00～21:00

～

0233-45-2215 1,200 他

わらべ唄の宿　湯の原［有限会
社　ホテルゆらっくす湯の原］

最上町大字富沢８１９－４（赤倉
温泉）

客室係 勤務場所：最上町   

免許資格：不  問

パート 06050- 3214271 従業員数 7人

わらべ唄の宿　湯の原［有限会
社　ホテルゆらっくす湯の原］

最上町大字富沢８１９－４（赤倉
温泉）

客室係（清掃等） 勤務場所：最上町   

免許資格：不  問

パート 06050- 3215971 従業員数 7人

1人

1人

ＮＭＩ 真室川町釜淵３７４－１ 清掃員 勤務場所：真室川町   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）

パート 06050- 3210571 従業員数 4人

マルホンカウボ－イ　本間物産
株式会社

遊佐町比子字白木２３－３６２ レジ（新庄店：食
品）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06030-10009671 従業員数 31人

日清医療食品　株式会社　仙
台支店

仙台市青葉区一番町１丁目９－
１　仙台トラストタワー２３階

（請）調理員［最
上郡金山町］

勤務場所：金山町   

免許資格：不  問

パート 04010-75754371 従業員数 6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

看護師又は准看
護師

勤務場所：真室川町   

免許資格：看護師　又は准看護師免許
普通自動車免許

パート 06050- 3198471 従業員数 67人

1人

1人

1人

1人

太平ビルサービス株式会社　山
形支店　新庄営業所

新庄市本町４－３３（こらっせ新
庄５Ｆ）

［請負］清掃業務 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3208071 従業員数 50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 医療事務 勤務場所：新庄市   

免許資格：医療事務資格

パート 06050- 3219671 従業員数 112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- 3195371 従業員数 513人

太平ビルサービス株式会社　山
形支店　新庄営業所

新庄市本町４－３３（こらっせ新
庄５Ｆ）

［請負］院内運搬
業務　～３０年３
月３１日迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3207171 従業員数 50人

2人

1人

1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


