
※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

220,000  8:15～17:15

～

0233-23-5555 300,000 日他

270,000  8:30～17:45

～

 8:30～12:15

0233-22-0230 270,000  8:30～15:45 日祝他

200,000  8:00～17:00

～

 9:00～18:00

0233-32-1300 200,000 11:00～20:00 他

150,000  8:00～17:00

～

0233-22-2255 200,000 日祝他

150,000  8:00～17:00

～

0233-22-2255 200,000 日祝他

235,000  8:30～17:30

～

 8:00～17:00

080-4401-3837 340,000  9:00～18:00 他

135,000  7:45～16:45

～

0233-23-0838 180,000 日祝他

135,000  9:00～18:00

～

0233-23-6540 250,000 水他

136,100  8:15～17:15

～

 8:15～16:45

0233-32-1590 139,100 日祝他

136,100  8:15～17:15

～

 8:15～16:45

0233-32-1590 139,100 日祝他

136,100  8:15～17:15

～

 8:15～16:45

0233-32-1590 139,100 日祝他

207,000  8:00～17:00

～

0233-22-1148 230,000 日他

230,000  8:00～17:00

～

0233-22-1148 345,000 日他

250,000  8:00～17:00

～

0233-22-1148 450,000 日他

189,000  9:00～19:00

～

0233-32-0755 201,000 水日祝

250,000  9:00～19:00

～

0233-32-0755 600,000 水日祝

160,000  9:00～18:00

～

070-4401-0001 160,000 月日祝他

240,000  9:00～18:00

～

070-4401-0001 240,000 月日祝他

160,000  9:00～18:00

～

070-4401-0001 160,000 月日祝他

151,000  9:00～18:00

～

022-288-1823 203,000 土日祝他

不問

不問

59歳
以下

不問

不問

不問

不問

59歳
以下

40歳
以下

不問

不問

不問

不問

50歳
以下

不問

50歳
以下

不問

不問

不問

芦沢泌尿器科・皮膚科医院 新庄市若葉町１５－１ 医療事務 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 3169581 従業員数 0人

株式会社　マスコエンジニアリン
グ

新庄市大字福田字福田山７１１
－５７

［正社員］購買業
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- 3192581 従業員数 81人

有限会社　日通プロパン　青木
商店

新庄市若葉町１－１２ 配管工 勤務場所：新庄市   

免許資格：準中型自動車免許（Ｈ１９以前取
得の方は普通免許で可）

正社員 06050- 3150981 従業員数 20人

株式会社　すまいる 新庄市若葉町１３－１３ 生活相談員兼介
護員

勤務場所：新庄市   

免許資格：介護福祉士

正社員 06050- 3168981 従業員数 13人

1人

1人

1人

不問

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

【障がい者支援】
看護師（経験者）

勤務場所：新庄市   

免許資格：看護師又は准看護師　ＡＴ限定
可能の運転免許

正社員 06050- 3148181 従業員数 25人

有限会社　日通プロパン　青木
商店

新庄市若葉町１－１２ お客様サービス
係

勤務場所：新庄市   

免許資格：準中型自動車免許（Ｈ１９以前取
得の方は普通免許で可）

正社員 06050- 3149081 従業員数 20人

イトーホーム　株式会社 新庄市沖の町３－７ 不動産事務 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- 3145781 従業員数 10人

新庄生コンクリート　株式会社 新庄市鳥越１４８９－２ 事務員 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不可）
簿記の資格があれば尚可

正社員 06050- 3147281 従業員数 11人

1人

1人

2人

1人

オリジナルテクノロジー　株式会
社　山形工場

新庄市泉田字往還東７２ ＣＡＭ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- 3142981 従業員数 70人

オリジナルテクノロジー　株式会
社　山形工場

新庄市泉田字往還東７２ ［急募］プレス工 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- 3143581 従業員数 70人

株式会社　オオバ 新庄市五日町１２１５－２ 一般作業員 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- 3139281 従業員数 19人

オリジナルテクノロジー　株式会
社　山形工場

新庄市泉田字往還東７２ ［急募］ソーイン
グオペレーター

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- 3141681 従業員数 70人

2人

2人

3人

2人

株式会社　オオバ 新庄市五日町１２１５－２ 土木（建築）工事現
場監督   土木（建
築）施工管理技術
者

勤務場所：新庄市   

免許資格：土木（建築）施工管理技士２級以
上   普通自動車免許

正社員 06050- 3137781 従業員数 19人

株式会社　オオバ 新庄市五日町１２１５－２ 建設用重機オペ
レーター

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（中型以上、Ｈ
１９以前取得の方は普通免許で可）

正社員 06050- 3138881 従業員数 19人

みちのく政宗　デンタルクリニッ
ク

新庄市五日町字清水川１２９２
－１　イオンタウン新庄ＳＣ内

歯科医師 勤務場所：新庄市   

免許資格：歯科医師免許

正社員 06050- 3126581 従業員数 6人

みちのく政宗　デンタルクリニッ
ク

新庄市五日町字清水川１２９２
－１　イオンタウン新庄ＳＣ内

歯科衛生士 勤務場所：新庄市   

免許資格：歯科衛生士

正社員 06050- 3127481 従業員数 6人

2人

1人

1人

1人

株式会社　鎌倉こどもリテラシー 神奈川県鎌倉市岡本二丁目２
番１８号　川島ビル１階

児童発達支援管理
責任者（施設長・法
人幹部候補）／あ
かもも

勤務場所：新庄市   

免許資格：児童発達支援管理責任者もしく
は資格要件を満たす者

正社員 14080-15949581 従業員数 0人

株式会社　鎌倉こどもリテラシー 神奈川県鎌倉市岡本二丁目２
番１８号　川島ビル１階

言語聴覚士・心
理士／あかもも

勤務場所：新庄市   

免許資格：言語聴覚士又は心理士必須
普通自動車免許（ＡＴ限定可）あれば優遇

正社員 14080-15950881 従業員数 0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

パン類等の宅配
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 04010-70399981 従業員数 27人

株式会社　鎌倉こどもリテラシー 神奈川県鎌倉市岡本二丁目２
番１８号　川島ビル１階

指導員（障害児
支援）／あかもも

勤務場所：新庄市   

免許資格：児童指導員または保育士必須
普通自動車免許（ＡＴ限定可）あれば優遇

正社員 14080-15948981 従業員数 0人

2人

2人

4人

3人

事業所名 所在地 備　　　考

1人

平成 30 年 10 月 23 日発行

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク新庄
（10月15日～10月19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30日（火）の予定です。

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
233,009  9:00～ 0:00

～

の間の

045-224-7095 237,121 8時間程度 他

208,800  7:00～20:00

～

の間の

090-8618-1147 270,960 8時間程度 土日祝他

160,000 10:00～20:00

～

の間の

023-674-8234 250,000 8時間程度 他

184,800  8:00～17:00

～

0233-29-6886 231,000 日他

180,000  8:00～17:00

～

0233-29-6886 300,000 日他

135,000  8:00～17:00

～

0233-43-2209 150,000 日他

155,000  7:15～16:15

～

 8:00～17:00

0234-22-1038 170,000  9:30～18:30 他

180,000  7:15～16:15

～

 8:00～17:00

0234-22-1038 200,000  9:30～18:30 他

120,600  8:30～17:15

～

0233-22-7521 129,000 土日祝

174,090  8:30～17:15

～

16:30～ 1:15

0233-22-5525 272,580  0:30～ 9:15 他

135,000  9:30～18:00

～

0233-23-5582 150,000 日祝他

179,520  9:00～18:00

～

0120-044-403 179,520 土日他

200,000  8:20～17:00

～

022-726-5633 369,500 土日祝他

136,400  9:40～18:40

～

10:40～19:40

019-638-0110 136,400 11:20～20:20 他

170,000  9:00～17:45

～

0234-26-0111 170,000 他

183,600  8:00～17:00

～

0234-22-8110 216,000 土日他

800  9:00～18:00

～

0233-22-0911 800 他

765  9:30～16:30

～

0233-23-5582 765 日祝他

1,200  9:00～19:00

～

の間の

0233-32-0755 1,300 4時間以上 水日祝

1,875  9:00～19:00

～

の間の

0233-32-0755 3,750 4時間以上 水日祝

790 10:00～18:00

～

0233-22-3332 850 月土日他

1,500  8:00～18:00

～

の間の

070-4401-0001 2,000 8時間程度 日祝他

800  9:00～13:00

～

14:00～18:00

070-4401-0001 1,000  9:00～18:00 月日祝他

800  9:00～18:00

～

の間の

070-4401-0001 1,000 1時間以上 月日祝他

800 10:40～20:20

～

の間の

019-638-0110 800 4時間以上 他

18歳
以上

不問

18歳
～45
歳

18歳
以上

不問

不問

不問

不問

18歳
以上

18歳
以上

不問

不問

不問

不問

59歳
以下

不問

不問

1人

1人

2人

4人

2人

1人

人生応援団 酒田市光ケ丘１丁目１３－１３－
１４１号

家事代行（便利
屋）・営業・庶務［最
上エリア］【正社員】

勤務場所：新庄市  最上町 金山町

免許資格：普通自動車免許（自家用車持込可能な
方） 大型自動車、二種免許、危険物取扱者のいず
れかあれば優遇正社員 06030- 9391381 従業員数 0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 14010-57413781 従業員数 41人

株式会社　丸昌 最上町大字富沢４４６８ 一般作業員（兼）
重機オペレータ

勤務場所：最上町   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不可）
車両系建設機械、大型、大型特殊等の資格があれ
ば尚可正社員 06050- 3166381 従業員数 2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（コレッ
ト新庄店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：美容師免許

正社員 06010-22727581 従業員数 4人

1人

2人

2人

2人

株式会社　大沼建設 最上町大字向町６９７－４ 一般事務 勤務場所：最上町   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）

正社員 06050- 3130181 従業員数 25人

株式会社　丸昌 最上町大字富沢４４６８ 土木施工管理技
士

勤務場所：最上町   

免許資格：土木施工管理技士２級以上
普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

正社員 06050- 3165081 従業員数 2人

株式会社ＭＳＣ 酒田市新井田町１５番２１号 介護員（とざわ／
ケアスタッフ：介護
福祉士）【正社員】

勤務場所：戸沢村   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定：可）
介護福祉士

正社員 06030- 9445281 従業員数 10人

株式会社ＭＳＣ 酒田市新井田町１５番２１号 介護員（とざわ／
ケアスタッフ）【正
社員】【急募】

勤務場所：戸沢村   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定：可）   ヘル
パー２級又は介護職員初任者研修修了者

正社員 06030- 9446181 従業員数 10人

1人

1人

1人

1人

山形県立　新庄病院 新庄市若葉町１２－５５ 【臨時】看護師
～３１年３月３１
日迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：看護師又は准看護師

その他 06050- 3144481 従業員数 513人

最上広域市町村圏　事務組合
消防本部

新庄市金沢字中村１２７９番地１ 【臨時】事務補助員
３０年１１月１日～３
１年３月３１日

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

その他 06050- 3164181 従業員数 68人

コカ・コーラボトラーズジャパン
株式会社

東京都港区赤坂９－７－１　ミッ
ドタウン・タワー

自販機のルート配
送スタッフ／新庄
セールスセンター

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車運転免許（ＡＴ限定
不可）

その他 13040-25415682 従業員数 100人

株式会社　とみひろ　新庄店 新庄市金沢字沖１０６８－５ ［契約社員］お客
様対応係

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

その他 06050- 3135581 従業員数 3人

1人

1人

2人

1人

株式会社　ヴィクトリア　ネクサス
カンパニー

盛岡市青山４丁目４６－１５ スポーツ用品の
販売（新庄店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 03010-25737781 従業員数 0人

東日本スターワークス　株式会
社　仙台テクニカルセンター

仙台市青葉区中央１丁目２－３
仙台マークワンビル１９階

（派）生産技術
［新庄市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 04010-70245581 従業員数 0人

タイコー警備保障株式会社 酒田市北新橋１丁目１２－１３ （請）交通警備ス
タッフ＜有資格者
＞［最上郡戸沢村］

勤務場所：戸沢村   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）
交通誘導検定合格者【必須】

その他 06030- 9398281 従業員数 2人

株式会社　雅裳苑　酒田支社
（アークベルグループ）

酒田市若原町２－１２　ベル
ナール酒田内

一般事務および
会計業務（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 06030- 9394581 従業員数 2人

1人

3人

1人

2人

株式会社　とみひろ　新庄店 新庄市金沢字沖１０６８－５ お客様対応係 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

パート 06050- 3161781 従業員数 3人

株式会社　郷野目ストア 新庄市沖の町５－４２ 【臨時】パソコン入
力作業　３０年１２
月６日～２４日迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3167681 従業員数 210人

みちのく政宗　デンタルクリニッ
ク

新庄市五日町字清水川１２９２
－１　イオンタウン新庄ＳＣ内

歯科医師 勤務場所：新庄市   

免許資格：歯科医師免許

パート 06050- 3131081 従業員数 6人

みちのく政宗　デンタルクリニッ
ク

新庄市五日町字清水川１２９２
－１　イオンタウン新庄ＳＣ内

歯科衛生士 勤務場所：新庄市   

免許資格：歯科衛生士

パート 06050- 3132381 従業員数 6人

不問

2人

2人

2人

株式会社　鎌倉こどもリテラシー 神奈川県鎌倉市岡本二丁目２
番１８号　川島ビル１階

公務員（あいも
も）

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）必
須   児童指導員・保育士資格優遇

パート 14080-15951281 従業員数 0人

有限会社　あざきクリーニング 新庄市下田町１－２ クリーニング工 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3128781 従業員数 9人

株式会社　鎌倉こどもリテラシー 神奈川県鎌倉市岡本二丁目２
番１８号　川島ビル１階

送迎員／あかも
も

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）

パート 14080-15945081 従業員数 0人

株式会社　鎌倉こどもリテラシー 神奈川県鎌倉市岡本二丁目２
番１８号　川島ビル１階

指導員（パート）
／あかもも

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 14080-15947681 従業員数 0人

株式会社　ヴィクトリア　ネクサス
カンパニー

盛岡市青山４丁目４６－１５ スポーツ用品の
販売（新庄店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 03010-25741681 従業員数 0人

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
763  8:30～17:00

～

0233-28-9266 780 他

763  8:00～ 3:00

～

の間の

0120-979-262 913 3時間以上 他

850 10:00～20:00

～

の間の

023-674-8234 850 4時間程度 他

763  8:00～13:00

～

16:00～21:00

0233-43-2069 763 他

900 17:00～22:00

～

の間の

0233-29-8825 900 4時間程度 火他

1人

1人

1人

2人

1人

株式会社　東北セイムス 仙台市太白区西中田５丁目１７
－１

販売員［新庄市］ 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 04010-69823181 従業員数 7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（コレッ
ト新庄店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：
美容師免許

パート 06010-22726981 従業員数 4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

接客（ガスト新庄
店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 13170-46780181 従業員数 19人

彩食ダイニング　くりや　［蕎麦
ワークス葱房厨］

新庄市若葉町７－６ ホールスタッフ及
び調理

勤務場所：大蔵村   

免許資格：不  問

パート 06050- 3136481 従業員数 3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 03010-25525881 従業員数 11人

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。 3


