
※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

185,000  8:00～17:00

～

16:30～ 8:45

0233-32-1825 185,000 他

170,000  8:00～17:00

～
0233-22-2866 180,000 日祝他

134,000  9:45～19:00

～

0233-23-3336 210,000 他

134,000  9:45～19:00

～

0233-23-3336 210,000 他

134,000  9:45～19:00

～

0233-23-3336 210,000 他

123,200  6:00～14:30

～

 8:30～17:00

0233-23-3993 140,000 10:30～19:00 他

180,000  8:00～17:00

～

0233-22-6266 350,000 日祝他

155,000  8:30～17:30

～

0233-23-5500 220,000 土日祝他

161,000  8:00～17:00

～

0235-23-9901 161,000 日他

155,520  8:30～17:30

～

080-5220-9276 155,520 他

132,000  7:00～15:30

～

 8:30～17:00

0233-64-5535 150,000 11:00～19:30 他

132,000 16:30～ 9:30

～

0233-64-5535 135,000 他

149,100  8:00～17:00

～

0233-75-2134 213,000 日他

143,000  8:30～17:30

～

 6:30～15:30

0233-34-7011 207,000 11:00～20:00 他

143,800  7:30～16:30

～

 8:30～17:30

0233-34-7011 207,200 10:00～19:00 他

184,000  8:00～17:00

～

0233-52-7161 230,000 日祝

175,000  9:00～22:00

～

の間の

011-783-1063 255,000 8時間程度 他

180,000  8:30～17:00

～

 8:30～12:00

023-623-4222 350,000 日祝他

140,000  7:30～14:00

～

 7:30～16:00

0233-22-7773 180,000 14:00～20:00 他

143,220  8:30～17:15

～

0233-22-0110 168,420 土日祝

平成 29 年 12 月 12 日発行

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク新庄
（12月4日～12月8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19日（火）の予定です。

事業所名 所在地 備　　　考

6人

黒澤建設工業　株式会社 山形市花楯二丁目９番２１号 建設設備施工管
理

勤務場所：山形市  米沢市 新庄市

免許資格：
普通自動車免許

正社員 06010-25940371 従業員数 57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

登録販売者（酒
田市・鶴岡市・新
庄市の各店舗）

勤務場所：酒田市  鶴岡市 新庄市

免許資格：登録販売者

正社員 01240-25106471 従業員数 14人

山形県　新庄警察署 新庄市新町５－１９ ［臨時］一般事務
～平成３０年３月
３１日迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06050- 3458971 従業員数 108人

大地ライフサポート株式会社 新庄市沖の町５－６４ ［契約社員］ガソ
リンスタンドスタッ
フ

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

その他 06050- 3462471 従業員数 6人

4人

3人

2人

1人

障害者支援施設『清流園』［社
会福祉法人　清流会］

戸沢村大字蔵岡３７１８番地 支援員 勤務場所：戸沢村   

免許資格：介護福祉士　又はサービス管理責
任者
普通自動車免許　正社員 06050- 3423271 従業員数 50人

八ヤサカ塗装 大蔵村清水１５３６－２ 塗装工 勤務場所：大蔵村   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）

正社員 06050- 3461571 従業員数 1人

株式会社　丸友工業 金山町大字有屋２２ 土木作業員 勤務場所：山形市  新庄市 最上郡

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 3429571 従業員数 40人

特別養護老人ホーム『まごころ荘』
［社会福祉法人　清流会］

戸沢村大字蔵岡字野中沢前山
２７５９

介護福祉士 勤務場所：戸沢村   

免許資格：介護福祉士
普通自動車免許

正社員 06050- 3422871 従業員数 48人

2人

1人

1人

3人

小笠原農園 鮭川村大字川口９６ 作業員 勤務場所：鮭川村   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

正社員 06050- 3430871 従業員数 4人

東北センコー運輸株式会社　庄
内営業所

鶴岡市日和田町１９－２０ （請）配送事務兼
リフトオペレー
ター〔新庄市〕

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車運転免許（通勤用）

フォークリフト（必須）

車両系荷役運搬機械等作業指揮者あれば尚可正社員 06040- 9274871 従業員数 30人

株式会社　ケアウェル 鮭川村大字中渡１３１５－２ ケアスタッフ（介
護員・夜勤専従）

勤務場所：鮭川村   

免許資格：不  問

正社員 06050- 3427371 従業員数 14人

株式会社　ケアウェル 鮭川村大字中渡１３１５－２ ケアスタッフ（介
護員）

勤務場所：鮭川村   

免許資格：不  問

正社員 06050- 3428671 従業員数 14人

1人

1人

1人

1人

特定非営利活動法人　ドリー
ム・ポイント（ネスト・デイ）

新庄市住吉町３－３ 調理員 勤務場所：新庄市   

免許資格：調理師免許

正社員 06050- 3432971 従業員数 45人

株式会社　山形イエローハット 新庄市鳥越　１４９６－３４ 販売スタッフ［新
庄店］

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 3447771 従業員数 9人

松栄電気システムコントロ－ル
株式会社

新庄市大字福田字福田山７１１
－４９（新庄中核工業団地）

［正社員］配電盤
の配線・組立

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- 3425171 従業員数 24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- 3431271 従業員数 40人

2人

1人

1人

2人

株式会社　酒井商店 新庄市金沢字谷地田１４８５－１ 配送業務 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- 3450071 従業員数 6人

もがみバイオマス発電株式会社 新庄市若葉町５番５号 ボイラー運転 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）
ボイラー技士資格あれば尚可

正社員 06050- 3455771 従業員数 2人

株式会社　山形イエローハット 新庄市鳥越　１４９６－３４ ピットスタッフ［新
庄店］

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 3448871 従業員数 9人

株式会社　山形イエローハット 新庄市鳥越　１４９６－３４ カー用品の販
売・レジ業務［新
庄店］

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 3449271 従業員数 9人

1人

2人

2人

不問

35歳
以下

不問

不問

不問

不問

不問

39歳
以下

59歳
以下

不問

18歳
以上

18歳
以上

不問

40歳
以下

40歳
以下

不問

59歳
以下

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
152,000  8:30～17:15

～

0233-29-2411 152,000 他

144,690  8:30～17:15

～

0233-29-1374 169,890 土日祝

214,400 20:30～ 8:30

～

 1:15～ 8:15

023-609-0911 222,900 他

160,000  8:20～17:15

～

026-221-2083 200,000 土日祝他

155,250 22:00～ 7:00

～

 0:00～ 9:00

03-6833-5064 175,250 他

195,140  8:15～17:30

～

20:15～ 5:30

0237-83-0609 195,140 土日他

132,000  8:40～17:00

～
023-623-1221 132,000 土日祝

154,700  8:00～17:00

～

0233-44-2035 154,700 日祝他

170,000  8:45～17:45

～

025-371-4115 200,000 他

739  9:00～17:15

～

 9:00～15:00

0233-22-3582 739 日祝他

800  9:30～17:30

～

の間の

0233-29-8711 800 6時間程度 他

1,199  7:10～ 9:30

～

13:45～16:35

0233-23-1093 1,199 土日祝他

800  6:00～14:30

～

 8:30～17:00

0233-23-3993 850 10:30～19:00 他

739  7:00～20:00

～

の間の

0233-23-3334 897 2時間以上 他

840  8:50～16:40

～

0233-29-2800 840 土日祝他

840  8:50～16:40

～

0233-29-2800 840 土日祝他

750  7:00～22:15

～

の間の

080-3529-7964 750 5時間程度 他

750  9:30～20:40

～

の間の

0120-92-8313 900 3時間以上 他

3,000 10:00～21:00

～

の間の

03-6701-4438 3,000 7時間以上 他

739  8:00～ 3:00

～

の間の

0120-979-262 900 3時間以上 他

750  9:30～20:40

～

の間の

0120-92-8313 900 3時間以上 他

800  9:00～17:00

～

の間の

023-623-1221 800 5時間程度 土日祝

830  8:30～22:00

～

の間の

0233-22-7711 1,030 4時間以上 他

800  8:30～16:00

～

0233-28-2611 1,000 他

830  8:00～15:30

～

0233-28-2611 1,030 他

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問
株式会社　ヤマザワ 山形市あこや町３丁目８－９ 販売接客（鮮魚・

新庄宮内店）
勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06010-25823871 従業員数 50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 06010-25893371 従業員数 2,000人

株式会社　大創産業（ＤＡＩＳＯ
／ダイソー）

東広島市西条吉行東１丁目４番
１４号

販売（ザ・ダイ
ソーヤマザワ新
庄宮内店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 34020-11599271 従業員数 6人

株式会社　ヤマザワ 山形市あこや町３丁目８－９ 販売接客（精肉・
新庄宮内店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06010-25826171 従業員数 50人

株式会社　ヤマザワ 山形市あこや町３丁目８－９ 販売接客（惣菜・
新庄店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06010-25854571 従業員数 100人

株式会社　大創産業（ＤＡＩＳＯ
／ダイソー）

東広島市西条吉行東１丁目４番
１４号

販売（ザ・ダイソー
マックスバリュ新庄
五日町店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 34020-11876371 従業員数 16人

株式会社　薬王堂 矢巾町大字広宮沢第３地割４２
６番地

ドラッグストアで
の販売（新庄鳥
越店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 03010-29135671 従業員数 0人

株式会社　すかいらーくレストラ
ンツ

東京都武蔵野市西久保１－２５
－８

調理補助（ガスト
新庄店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 13170-57673871 従業員数 19人

株式会社　マツモトキヨシ　東日
本販売

仙台市青葉区中央２丁目２－２
４　仙台ＭＫＤビル３階

薬剤師［新庄市］ 勤務場所：新庄市   

免許資格：薬剤師

パート 04010-80479871 従業員数 20人

不問

11人

2人

1人

ジョイ新庄店（株式会社　サン
デー）

新庄市大字鳥越字橋向４８８－
４

［２ｈ～勤務］販
売担当

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3426071 従業員数 14人

特定非営利活動法人　ドリー
ム・ポイント（ネスト・デイ）

新庄市住吉町３－３ 調理員 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3433171 従業員数 45人

ケーイービー・ジャパン　株式会
社

新庄市大字福田字福田山７１１
－１０３（新庄中核工業団地）

製造（組立） 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- 3420471 従業員数 31人

ケーイービー・ジャパン　株式会
社

新庄市大字福田字福田山７１１
－１０３（新庄中核工業団地）

品質管理 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- 3421771 従業員数 31人

1人

2人

1人

1人

ソノテック　［ＳＯＮＯ　ＴＥＣＨ］ 新庄市金沢字梨ノ木２２４８－６ 電子部品加工・
組立・検査工

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- 3459171 従業員数 8人

株式会社コメリ 新潟市南区清水４５０１番地１ 農業アドバイザー
（農業資材の営業
および営農指導）

勤務場所：最上町  尾花沢市 

免許資格：普通自動車免許（必須）

その他 15070- 9708571 従業員数 10,644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］園児送迎バ
ス添乗員

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3434071 従業員数 12人

ｃｕｒｉｏ 新庄市金沢２１８２－１ 洋菓子店スタッフ 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3454471 従業員数 0人

1人

2人

2人

1人

株式会社　アビリティ 寒河江市新山町１‐１０ 派）部品の加工
（機械への脱着
作業）【新庄市】

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06080- 4235071 従業員数 0人

株式会社　北日本すき家 東京都港区港南ニ丁目１８番１
号　ＪＲ品川イーストビル５階

接客・調理／１３
号新庄店

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 13040-45497472 従業員数 20人

株式会社　もがみ木質エネル
ギー

最上町大字若宮字土間８８９ー
５１

一般作業員 勤務場所：最上町   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不可）
中型自動車免許あれば尚可

その他 06050- 3457271 従業員数 4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 06010-25892071 従業員数 2,000人

2人

5人

1人

1人

山形県最上総合支庁　建設部
建設総務課

新庄市金沢字大道上２０３４ 一般事務　３０年
１月１５日～３０年
３月３１日迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06050- 3424971 従業員数 97人

株式会社　東北情報センター 新庄市十日町６１６２番１０ ［契約社員］事務
職

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

その他 06050- 3451371 従業員数 5人

株式会社　三立 長野市風間下河原２０３４－１０ （契）組立～出荷
梱包（軽作業）
（新庄市）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 20010-22092771 従業員数 25人

キョウワプロテック株式会社　山
形事業所

山形市本町１丁目４－２７
　セントラル山形ビル　４階

【請負】看護助手 勤務場所：新庄市   

免許資格：ヘルパー２級

その他 06010-26110071 従業員数 3人

1人

1人

1人

1人

1人

2人

1人

2人

1人

1人

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

18歳
以上

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。 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
800 18:00～21:30

～

 8:30～16:00

0233-28-2611 1,000 他

800  8:30～16:00

～

の間の

0233-22-7711 850 4時間以上 他

800  8:30～16:00

～

0233-28-2611 850 他

830 14:00～21:30

～

0233-28-2611 1,030 他

800  8:30～13:00

～

0233-22-7711 850 他

1,250  7:00～22:00

～

の間の

0233-28-8266 1,300 5時間程度 他

739  7:30～22:15

～

の間の

0233-43-2069 739 5時間程度 他

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

株式会社　ヤマザワ 山形市あこや町３丁目８－９ 販売接客（精肉・
新庄店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06010-25786271 従業員数 100人

株式会社　ヤマザワ 山形市あこや町３丁目８－９ 販売接客（レジ・
新庄宮内店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06010-25792871 従業員数 50人

株式会社　薬王堂 矢巾町大字広宮沢第３地割４２
６番地

ドラッグストアで
の販売（山形最
上店）

勤務場所：最上町   

免許資格：不  問

パート 03010-28742171 従業員数 10人

株式会社　ジャパンケアサービ
ス　東北本部

仙台市宮城野区萩野町３丁目１
２－１

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　
普通自動車免許証（ＡＴ限定可）パート 04010-79066771 従業員数 8人

株式会社　ヤマザワ 山形市あこや町３丁目８－９ 販売接客（グロサ
リー・新庄宮内
店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06010-25822771 従業員数 50人

株式会社　ヤマザワ 山形市あこや町３丁目８－９ 販売接客（青果・
新庄宮内店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06010-25793271 従業員数 50人

株式会社　ヤマザワ 山形市あこや町３丁目８－９ 販売接客（青果・
新庄店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06010-25820571 従業員数 100人

1人

2人

1人

1人

1人

2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


