
※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

144,000 13:00～18:00

～

 8:00～17:00

0233-23-6681 144,000 日祝他

169,000  8:00～17:00

～

17:00～ 8:00

0233-29-2283 180,000 他

160,000  8:30～17:00

～

 8:30～17:30

023-674-0077 200,000 日他

147,000  8:00～17:00

～

0235-57-2454 172,000 日祝他

154,000  9:00～18:00

～

0235-22-5110 165,000 土日

150,000  8:00～17:00

～

0233-25-8888 450,000 日祝他

150,000  8:00～17:00

～

0233-25-8888 450,000 日祝他

130,000  8:20～17:20

～

0233-52-2101 170,000 日祝

160,000  8:20～17:25

～

0233-55-3952 180,000 日祝他

133,056  8:20～17:20

～

090-8925-4012 133,056 日他

209,790  8:30～17:15

～

0233-29-1255 272,580 土日祝

144,690  8:30～17:15

～

0233-29-1374 169,890 土日祝

160,200  8:30～17:00

～

 8:30～12:15

0233-23-3411 160,200 日祝他

237,500 16:00～ 9:30

～

080-4401-3837 268,500 他

230,000  8:00～17:00

～

0233-23-5077 230,000 日他

114,000  9:00～16:00

～

022-288-1823 153,000 土日祝他

185,000  8:00～16:45

～

000-0000-0000 245,000 土日祝他

225,000  8:00～16:45

～

000-0000-0000 285,000 土日祝他

131,500  7:30～16:30

～

10:00～19:00

0233-55-3480 131,500 16:30～ 9:30 他

800 10:00～16:00

～

0233-23-7119 800 土日祝

59歳
以下

不問

不問

不問

不問

25歳
以下

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

18歳
以上

不問

59歳
以下

35歳
以下

合同会社　ライフ 新庄市住吉町２－２９ 介護員 勤務場所：新庄市   

免許資格：ヘルパー２級以上あれば尚可
普通自動車免許（※必須）

正社員 06050- 3488181 従業員数 40人

特定非営利活動法人　くれよん
はうす

新庄市大字金沢１４３９－２２ 保育士　又は生
活支援員

勤務場所：新庄市   

免許資格：ヘルパー２級以上・保育士・幼稚園教諭・社会

福祉士　いずれかの資格をお持ちの方  普通自動車免許

（ＡＴ限定可）正社員 06050- 3502581 従業員数 24人

株式会社　渡会電気土木 鶴岡市下山添字一里塚３６ 電気工事【新庄
営業所】（未経験
者応募可能）

勤務場所：新庄市   

免許資格：＊普通自動車免許（通勤用）
（第２種電気工事士以上あれば尚可）

正社員 06040- 8890681 従業員数 15人

株式会社　ヰセキ東北　山形支
社

中山町大字岡字金田２００８－３ 営業職（新庄市） 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）   中型免許

正社員 06010-25288981 従業員数 6人

2人

1人

2人

不問

株式会社　メタルプロダクツ 真室川町平岡４３２ 鉄骨専用ＣＡＤ
オペレーター業
務

勤務場所：真室川町   

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 3508081 従業員数 36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 配送営業担当
（共同購入新庄
支部）

勤務場所：新庄市   

免許資格：準中型自動車運転免許以上必
要

正社員 06040- 8882681 従業員数 26人

金山ケミテック　株式会社 金山町朴山９１４ めっき処理業務 勤務場所：金山町   

免許資格：不  問

正社員 06050- 3496181 従業員数 21人

株式会社　メタルプロダクツ 真室川町平岡４３２ 工程管理 勤務場所：真室川町   

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 3507181 従業員数 36人

1人

2人

2人

2人

合同会社　ライズ 鮭川村大字京塚７０１－１ きのこ栽培作業 勤務場所：鮭川村   

免許資格：不  問

正社員 06050- 3487281 従業員数 5人

株式会社　アラキ製甲 鮭川村大字川口２９５３－３ ［幹部候補］靴縫
製、貼付加工

勤務場所：鮭川村   

免許資格：不  問

正社員 06050- 3495281 従業員数 21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 （臨）一般事務　３
１年１月１５日～３
１年３月３１日迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06050- 3504781 従業員数 94人

山形県最上総合支庁　保健福
祉環境部

新庄市金沢字大道上２０３４ （臨）保健師　～
３１年３月３１日ま
で

勤務場所：新庄市   

免許資格：保健師

その他 06050- 3510581 従業員数 66人

1人

1人

1人

1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）

その他 06050- 3498381 従業員数 17人

公益財団法人　やまがた健康
推進機構　最上検診センター

新庄市大手町２－４９ （臨）事務・検査
補助　３１年１月
１日～３月３１日

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 06050- 3503481 従業員数 47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）

その他 04010-79398381 従業員数 27人

株式会社　新庄砕石工業所 新庄市十日町（高壇）１５７４－３ ２ｔ運転手 勤務場所：新庄市 最上郡 新庄市 

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

その他 06050- 3486881 従業員数 80人

1人

1人

1人

2人

株式会社　トラスト・テック　仙台
オフィス

仙台市宮城野区榴岡３丁目４－
１　アゼリアヒルズ２階

（派）電子部品の
設計業務［新庄
市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）

その他 04010-79266081 従業員数 4人

株式会社　トラスト・テック　仙台
オフィス

仙台市宮城野区榴岡３丁目４－
１　アゼリアヒルズ２階

（派）電子部品の
設計サポート業
務［新庄市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）

その他 04010-79270781 従業員数 4人

東北電力　株式会社　新庄電
力センター

新庄市大手町１－２０ （臨）事務補助
１２／１７～２／１
６迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3509381 従業員数 58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 ［臨時］介護員
～３１年３月３１
日迄

勤務場所：鮭川村   

免許資格：ヘルパー２級または介護職員初
任者研修修了者

その他 06050- 3500681 従業員数 69人

2人

2人

2人

1人

事業所名 所在地 備　　　考

1人

平成 30 年 12 月 4 日発行

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク新庄
（11月26日～11月30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11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
900  9:00～15:00

～

0233-23-1319 900 日祝他

800  7:30～13:00

～

 8:00～13:30

0233-28-1211 800 他

765 21:30～ 3:00

～

0233-23-1205 765 他

763  9:00～15:00

～

0233-23-4741 800 日祝他

850 10:00～14:00

～

16:00～20:00

080-1674-5241 850 他

825 10:00～20:00

～

の間の

027-345-8725 1,050 7時間程度 他

850  6:00～19:30

～

の間の

023-647-0261 950 5時間以上 他

770  9:00～14:00

～

13:00～18:00

0233-28-0310 770 他

900 18:00～21:00

～

0233-28-0310 900 他

763  8:00～17:00

～

の間の

0233-55-3251 770 5時間程度 土日他

860 10:00～15:00

～

の間の

06-6252-9130 860 3時間程度 土日祝他

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

ホテル　ルートインジャパン　株式会
社　（ホテル　ルートイン　新庄駅前）

新庄市金沢１１０９－６ フロントスタッフ 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3499681 従業員数 33人

有限会社　笹原製作所 新庄市福田２２９－１ 旋盤工 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3505881 従業員数 7人

有限会社　フジミ電機 新庄市大字福田７１１－８４ 検査・梱包作業
員

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3492481 従業員数 9人

株式会社　山形ビルサービス
新庄営業所

新庄市大字鳥越字熊の沢１４９
８－１５

夜間清掃 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3493781 従業員数 82人

1人

1人

1人

2人

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 10020-21926981 従業員数 0人

うめえ門 新庄市鳥越字栗田６９６－２ 店頭販売 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3490981 従業員数 6人

有限会社　中央市場（食品館、
ビフレ）

湯沢市柳町２丁目１－４０ レジ部門（新庄
店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 05070- 3131881 従業員数 85人

株式会社　メフォス北日本　北
東北事業部　山形支店

山形市城南町１丁目１－１　霞
城セントラル１６Ｆ

（請）調理員（新
庄市）【急募求
人】

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車運転免許
（調理師免許又は栄養士あれば尚可）

パート 06010-25231881 従業員数 6人

1人

1人

1人

4人

有限会社　熊谷園芸 鮭川村大字曲川７２９ バラの出荷作業 勤務場所：鮭川村   

免許資格：不  問

パート 06050- 3491581 従業員数 25人

有限会社　中央市場（食品館、
ビフレ）

湯沢市柳町２丁目１－４０ レジ部門（新庄
店）【１８時～】

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 05070- 3130781 従業員数 85人

株式会社　大西 大阪市中央区久太郎町３－４－
１２

商品管理（山形
市、他）

勤務場所：山形市  米沢市 新庄市

免許資格：普通自動車運転免許（ＡＴ限定
可）

パート 27010-82749081 従業員数 0人

2人

2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。 2


