
※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

136,100  8:15～17:15

～

 8:15～16:45

0233-32-1590 139,100 日祝他

127,818  8:30～17:00

～
0233-23-5967 127,818 日祝他

180,000  8:00～18:00

～

0233-29-8815 280,000 日他

170,000  8:20～17:30

～

0233-22-8212 322,000 日他

135,000 10:00～19:00

～

0233-62-2762 135,000 他

143,000  8:30～17:30

～

0233-23-5254 148,000 日祝他

140,000  8:45～17:45

～

0233-22-3915 160,000 日他

180,000 10:00～16:00

～

 9:15～17:00

023-654-6068 240,000 土日祝

180,000  8:20～17:15

～

0265-86-3175 250,000 土日他

140,800  8:10～16:55

～

022-266-0115 145,600 他

258,000  9:00～18:00

～

022-225-5068 350,000 土日祝他

135,000  8:30～17:20

～

0233-43-4104 135,000 日祝他

180,000  8:00～17:00

～

0233-55-3846 250,000 日祝他

136,400  8:20～17:25

～

0233-55-3952 140,800 日祝他

137,000  8:30～17:30

～

12:00～21:00

0233-72-3600 137,000 他

185,000  8:00～17:00

～

023-623-4222 352,000 土日他

129,360  6:00～15:00

～

10:00～19:00

0233-23-7690 134,400 他

200,000  8:30～17:20

～

022-726-5633 369,500 土日祝他

1,065  8:30～15:30

～

0233-22-5525 1,322 土日祝他

890  9:00～15:30

～

10:00～16:30

0233-22-5111 910 土日祝
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以下

不問

不問

不問

不問

64歳
以下

不問

30歳
以下

不問

不問

不問

18歳
～64
歳

18歳
～59
歳
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44歳
以下

不問

不問

不問

不問

有限会社　シーズン 新庄市大字飛田２４８－１ 縫製工 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 3693881 従業員数 15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 検査・納品業務 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 3698681 従業員数 70人

坂川達志税理士事務所 新庄市鉄砲町９番１７号 税理士補助業務、
記帳代行、会計監
査、税務申告書の
作成

勤務場所：新庄市   

免許資格：日商簿記２級以上  全経上級以上の有
資格者優遇  普通自動車免許（ＡＴ限定可）

正社員 06050- 3689381 従業員数 12人

ｃｈａｒｉｔｅ　株式会社 新庄市大字鳥越２４３０－２ パネル組立工 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許  建築関係資格（建
築施工管理技士、建築士　等）あれば尚可

正社員 06050- 3692781 従業員数 7人

2人

1人

2人

不問

有限会社　佐竹オートサービス 新庄市福田２１５－８ 自動車整備士 勤務場所：新庄市   

免許資格：自動車整備士３級以上  準中型自動車
免許（Ｈ１９以前取得の方は普通自動車免許で応募
可）正社員 06050- 3679181 従業員数 8人

株式会社　おかしの平和堂 真室川町大字新町１２９－５ 接客販売［新庄
駅東口店］

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 3684781 従業員数 3人

アクサ生命保険　株式会社　天
童営業所

天童市本町１－４－３５　新月堂
ビル　フロムワン２Ｆ

商工会議所（商工
会）共済・福祉制度
推進スタッフ（新庄
市）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06010-26931481 従業員数 4人

フラワーショップ　花林 新庄市小田島町７－５３ 【急募】生花配達 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- 3678281 従業員数 1人

1人

1人

1人

5人

株式会社　ジェイアールテクノ
サービス仙台

仙台市青葉区一番町２丁目２番
１３号　仙建ビル２Ｆ

構内運転士業務
［新庄市／新庄
営業所］

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 04010-83835381 従業員数 46人

株式会社　ナンシン 飯島町飯島７３９ 金属加工業務
【山形営業所】

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 20060-11143081 従業員数 6人

有限会社　アラオ縫製　最上工
場

最上町向町６３－１ 縫製工〔ミシン〕 勤務場所：最上町   

免許資格：不  問

正社員 06050- 3691481 従業員数 30人

東洋ワークセキュリティ　株式会
社

仙台市青葉区国分町１丁目７－
１８　白蜂広瀬通ビル２階

営業所長候補
［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）
警備員指導教育責任者資格

正社員 04010-83102981 従業員数 53人

1人

2人

1人

2人

株式会社　アラキ製甲 鮭川村大字川口２９５３－３ ［急募］靴縫製、
貼付加工

勤務場所：鮭川村   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）

正社員 06050- 3681981 従業員数 21人

最上共同クリーン　株式会社 鮭川村大字川口４３８２－７ 作業員（運転手） 勤務場所：鮭川村   

免許資格：大型免許
大型特殊、車両系建設機械の資格があれば尚
可正社員 06050- 3696081 従業員数 25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 06010-26936081 従業員数 57人

株式会社　戸沢村産業振興公
社

戸沢村大字松坂字野口１５５ 飲食部門スタッ
フ

勤務場所：戸沢村   

免許資格：不  問

正社員 06050- 3710381 従業員数 13人

1人

2人

1人

3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
［最上郡真室川
町］

勤務場所：真室川町   

免許資格：不  問

その他 04010-83398281 従業員数 0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　日和）
（急募）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06040- 9493081 従業員数 6人

新庄税務署 新庄市五日町字宮内２４１ （臨）一般事務　２
月６日～３月２９日
迄「個人課税」

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3704981 従業員数 21人

山形県立　新庄病院 新庄市若葉町１２－５５ 【嘱託】薬局業務
補助　３１年１月１
７日～３月３１日迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3705581 従業員数 513人

1人

1人

1人

2人

事業所名 所在地 備　　　考

1人

平成 30 年 12 月 18 日発行

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク新庄
（12月10日～12月14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26日（水）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
780 10:00～19:00

～

の間の

0233-23-3316 800 4時間程度 他

1,128  8:30～15:51

～

0233-22-5525 1,399 土日祝

850  8:00～21:00

～

の間の

080-6604-6646 850 5時間以上 他

1,363 13:00～21:00

～

080-6604-6646 1,493 他

830  8:00～18:30

～

の間の

0233-28-9371 1,330 4時間程度 他

1,000  7:30～18:30

～

の間の

0233-22-6052 1,200 2時間以上 日祝他

969  7:30～11:30

～

15:00～19:00

0233-22-2111 1,000 日祝

810  8:30～13:00

～

0233-22-8178 830 他

800 11:00～15:00

～

0233-32-8064 800 他

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

不問

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　３１年１
月１日～３月３１日

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また
は医療事務等の有資格者が望ましい

パート 06050- 3697381 従業員数 513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

パート 06050- 3701081 従業員数 3人

ヤマト運輸株式会社　最上支店 新庄市福田字福田山７１１－１８
５

セールスドライ
バー（２ｔ車）

勤務場所：新庄市   

免許資格：中型自動車免許（Ｈ１９年以前に
取得の方は普通自動車免許で可）

パート 06050- 3694281 従業員数 50人

ヤマト運輸株式会社　最上支店 新庄市福田字福田山７１１－１８
５

受付事務 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3695181 従業員数 50人

1人

1人

2人

3人

学校法人　金沢学園　金沢幼稚
園

新庄市上金沢町１２－２５ 幼稚園教諭及び
保育士

勤務場所：新庄市   

免許資格：幼稚園教諭及び保育士

パート 06050- 3682581 従業員数 5人

山形県高齢者福祉生活協同組合
ヘルパーステーション　さんのほり

新庄市大字鳥越１０１３－３７ 訪問介護員 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　　普通自動車免許（ＡＴ限定可）

パート 06050- 3688081 従業員数 16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）

清掃業務［舟形
徳洲苑］

勤務場所：舟形町   

免許資格：不  問

パート 06050- 3699981 従業員数 53人

新庄市役所 新庄市沖の町１０－３７ 非常勤保育士
～３１年３月３１
日迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：保育士資格

パート 06050- 3677881 従業員数 500人

1人

1人

1人

3人

有限会社　舟形マッシュルーム 舟形町長沢６８３１ ホールスタッフ 勤務場所：舟形町   

免許資格：不  問

パート 06050- 3686281 従業員数 110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。 2


