
※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

250,000  9:00～18:00

～

0233-22-1537 400,000 水他

125,000  8:30～17:30

～
0233-22-2744 130,000 日祝他

170,000  8:00～17:30

～

0233-23-3101 235,000 他

125,000  8:30～17:00

～

0233-22-1886 160,000 日他

150,000  8:30～17:00

～

0233-22-1886 230,000 日他

130,200 10:00～19:00

～

0233-22-0370 156,160 他

138,000  8:40～17:30

～

0233-22-1259 138,000 他

161,000  8:00～17:00

～

0233-32-0518 333,500 日他

150,000  8:00～17:00

～

0233-32-0518 210,000 日他

160,000  9:00～18:00

～

0233-22-2137 180,000 他

140,000  9:00～18:00

～

0233-22-1199 170,000 日他

226,319  9:00～ 0:00

～

の間の

045-224-7095 237,119 8時間程度 他

300,000  8:00～17:00

～

0233-43-2209 400,000 日他

300,000  8:00～17:00

～

0233-43-2209 350,000 日他

197,200  8:00～17:00

～

0233-43-2209 255,200 日

138,240 10:00～19:00

～

11:00～20:00

0233-29-4788 172,800 13:00～22:00 他

120,600  8:30～17:15

～

0233-22-2111 129,000 土日祝

149,600  8:00～17:30

～

20:00～ 5:30

023-681-4690 149,600 日祝他

820  9:00～15:15

～

023-681-4690 820 土日祝他

152,000  8:30～17:30

～

0182-38-8461 160,000 土日祝他

平成 29 年 11 月 28 日発行

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク新庄
（11月20日～11月24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12月5日（火）の予定です。

事業所名 所在地 備　　　考

1人

株式会社　テクノ・サービス　山
形営業所

山形市嶋北２－５－１７　フレス
ポ山形北Ｄ棟

（派）光学ガラス
の研磨作業及び
検査

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06010-24330971 従業員数 28人

新庄市役所 新庄市沖の町１０－３７ ［臨時］事務補助
３０年１月４日～３
月３１日迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06050- 3225071 従業員数 360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- 5775571 従業員数 1人

株式会社　テクノ・サービス　山
形営業所

山形市嶋北２－５－１７　フレス
ポ山形北Ｄ棟

（派）光学ガラス
の研磨作業及び
検査

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06010-24328471 従業員数 28人

2人

3人

3人

2人

株式会社　大沼建設 最上町大字向町６９７－４ 建築施工管理技
士（１級又は２
級）

勤務場所：最上町  仙台市青葉区 栗原市

免許資格：１級、又は２級建築施工管理技
士　普通自動車免許

正社員 06050- 3241071 従業員数 25人

株式会社　大沼建設 最上町大字向町６９７－４ 土木施工管理技
士（１級又は２
級）

勤務場所：最上町  仙台市青葉区 栗原市

免許資格：１級又は２級土木施工管理技士
普通自動車免許

正社員 06050- 3242371 従業員数 25人

株式会社　ウェルネス新庄 新庄市本町４－３３　こらっせ新
庄５Ｆ

フロント受付業務 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

その他 06050- 3227671 従業員数 18人

株式会社　大沼建設 最上町大字向町６９７－４ 重機オペレー
ター兼作業員

勤務場所：最上町  仙台市青葉区 大崎市

免許資格：普通自動車免許
車両系建設機械

正社員 06050- 3240171 従業員数 25人

2人

2人

3人

1人

株式会社　ヌマザワ 新庄市大町３－４１ ホールスタッフ 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 3224171 従業員数 24人

八向興業株式会社 新庄市大字升形１６６４ 施工管理 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

正社員 06050- 3228571 従業員数 10人

カッパ・クリエイト　株式会社 横浜市西区みなとみらい２－２
－１　ランドマークタワー１２Ｆ

総合職 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 14010-62454671 従業員数 41人

株式会社　医療救急サービス 新庄市大町３－３１ 介護員 勤務場所：新庄市   

免許資格：ヘルパー２級又は介護職員初任者研修修了

者又は介護福祉士等の資格があれば尚可

普通自動車免許（ＡＴ限定可）正社員 06050- 3223971 従業員数 7人

5人

1人

1人

1人

株式会社　ヨシダ靴鞄店 新庄市沖の町１０－１ 販売員（エスト
店）

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- 3232171 従業員数 4人

株式会社　富士ソーイング 新庄市福田字福田山７１１－１８
２

繊維製品のプレ
ス機オペレー
ター

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- 3237471 従業員数 89人

八向興業株式会社 新庄市大字升形１６６４ 土木作業員また
は重機オペレー
ター

勤務場所：新庄市 最上郡 村山市 天童市

免許資格：普通自動車免許
車両系所持者尚可

正社員 06050- 3229471 従業員数 10人

株式会社　新庄自動車学校 新庄市十日町大道西１６３６ ［指導員見習い］
教習生送迎ドラ
イバー

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許
大型又は中型自動車免許（８ｔ限定は除く）

正社員 06050- 3230271 従業員数 18人

1人

1人

1人

5人

株式会社　伊藤商会 新庄市金沢５８２－１ 事務員 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 3246771 従業員数 3人

株式会社　柿崎工務所 新庄市若葉町５－５ 営業 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許
宅建の資格があれば尚可

正社員 06050- 3247871 従業員数 6人

株式会社　富士ソーイング 新庄市福田字福田山７１１－１８
２

事務職 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- 3238771 従業員数 89人

株式会社　小松 新庄市金沢字谷地田１２８５－７ 一般事務 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- 3245471 従業員数 26人

1人

1人

1人

64歳
以下

不問

35歳
以下

39歳
以下

不問

不問

21歳
以上

不問

35歳
以下

40歳
以下

40歳
以下

18歳
～45
歳

不問

不問

不問

不問

不問

18歳
以上

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
154,000  9:00～18:00

～

0235-22-5110 165,000 土日

151,200 20:00～ 4:45

～

023-652-0338 151,200 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

130,064  8:30～17:30

～

0233-55-3369 130,064 日他

800  9:00～15:00

～

0233-23-7119 800 土日祝

830  8:15～15:15

～
0233-29-2991 830 他

1,127  7:00～14:21

～

 8:30～15:51

0233-22-5525 1,399 13:09～20:30 祝他

800 10:00～20:00

～

の間の

0233-29-4788 1,000 5時間程度 他

1,200  9:00～12:00

～

13:00～16:00

0233-22-1199 1,400 土日他

740  9:00～16:00

～

0233-23-1111 850 他

740  7:30～18:00

～

の間の

0233-23-3871 740 5時間程度 他

739  8:20～17:40

～

の間の

0233-62-4456 739 5時間程度 日祝他

2,000  2:00～ 8:00

～

の間の

0233-43-2209 3,000 5時間程度 日

株式会社　大沼建設 最上町大字向町６９７－４ 【急募】除雪車オ
ペレーター

勤務場所：最上町   

免許資格：大型特殊自動車免許・車両系建
設機械（いずれも必須）

パート 06050- 3243671 従業員数 25人

農事組合法人　りぞねっと 真室川町大字新町３７９ 米麺の製造 勤務場所：真室川町   

免許資格：不  問

パート 06050- 3220771 従業員数 10人

1人

2人

株式会社　医療救急サービス 新庄市大町３－３１ 看護師 勤務場所：新庄市   

免許資格：正看護師又は准看護師　普通自
動車免許

パート 06050- 3222271 従業員数 7人

株式会社　ウェルネス新庄 新庄市本町４－３３　こらっせ新
庄５Ｆ

フロント受付業務 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

パート 06050- 3226371 従業員数 18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 調理・陳列（新庄
店：惣菜）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06030-10090671 従業員数 31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】客室清掃 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- 3221871 従業員数 31人

1人

1人

1人

1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
１２／１～１／３１
迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3236571 従業員数 58人

有限会社　荒木工業 鮭川村曲川４３８－６ ゴム製品成形工
及びカーボン加
工

勤務場所：鮭川村   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）

その他 06050- 3244571 従業員数 12人

山形県立新庄病院 新庄市若葉町１２－５５ 【嘱託】看護補助
～３０年３月３１日
迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3231971 従業員数 513人

セブンイレブン　新庄松本店 新庄市大字松本　３２０ コンビニ店員［日
中勤務］

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3235671 従業員数 12人

2人

1人

1人

2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 06010-24126571 従業員数 74人

生協（生活協同組合　共立社）
コープ

鶴岡市宝田１丁目３－２３ 共同購入配送・
営業担当＜新庄
支部＞

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車運転免許（ＡＴ可）

その他 06040- 8692371 従業員数 26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- 5776471 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- 5777771 従業員数 0人

2人

1人

1人

1人

不問

18歳
以上

不問

18歳
以上

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

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


