
※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  8:30～17:30

～

0233-22-1256 245,000 日祝他

250,000  8:30～17:15

～
0233-29-2333 300,000 日祝他

145,000  8:00～16:45

～

15:15～ 0:00

0233-25-3561 205,000 23:45～ 8:10 日他

173,000  8:00～17:00

～

 8:30～17:30

0233-28-7556 203,000  9:00～18:00 他

230,000  8:00～17:00

～

0233-29-2283 230,000 他

190,600  8:30～17:30

～

0233-23-5351 220,600 日他

200,000  8:00～17:30

～

023-641-9278 350,000 日祝他

162,400  9:00～18:00

～

090-7568-8711 232,000 他

150,000  8:30～17:00

～

03-5408-5703 170,000 日祝他

220,000  8:30～17:00

～

03-5408-5703 255,000 日祝他

220,000  8:30～17:00

～

03-5408-5703 255,000 日祝他

208,800  7:00～20:00

～

の間の

090-8618-1147 270,960 8時間程度 土日祝他

132,192  7:50～17:00

～

0233-65-2131 132,192 日祝他

137,800  8:30～17:15

～

0233-29-1432 161,800 土日祝

144,000  7:00～16:00

～

10:00～19:00

0233-32-0535 148,000 17:00～ 9:00 他

144,690  8:30～17:15

～

0233-29-1304 169,890 土日祝他

277,200  8:00～17:00

～

0233-23-8604 277,200 日祝他

120,600  8:30～17:15

～

0233-22-2111 129,000 土日祝他

148,800  8:00～17:30

～

20:00～ 5:30

023-681-4690 148,800 日祝他

147,560  7:00～22:00

～

の間の

022-384-3081 147,560 8時間程度 他

平成 30 年 12 月 26 日発行

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク新庄
（12月17日～12月21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1月16日（水）の予定です。

事業所名 所在地 備　　　考

1人

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

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06050- 3711681 従業員数 200人

有限会社　紫陽花運輸 新庄市十日町字中川原１６－１ ［臨時］大型ダン
プ運転手　～３１
年１月２０日迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：大型自動車免許
建設機械（あれば尚可）

その他 06050- 3712981 従業員数 6人

株式会社　東日本宇佐美　東
北支店

名取市本郷字大門１６１ ガソリンスタンド
販売スタッフ［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
可）　　危険物乙四種あれば尚可

その他 04010-85394481 従業員数 12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）ガラス製品
の研磨、目視検
査（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）

その他 06010-27225481 従業員数 4人

1人

1人

3人

2人

山形県教育庁　最上教育事務
所

新庄市金沢字大道上２０３４（最
上総合支庁内）

【臨時】一般事務
３１年２月１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- 3729681 従業員数 20人

有限会社　みちのく特産 真室川町大字川ノ内２　（三滝） 山菜水煮加工 勤務場所：真室川町   

免許資格：不  問

正社員 06050- 3723781 従業員数 21人

山形県最上総合支庁　産業経
済部　地域産業経済課

新庄市金沢字大道上２０３４ ［臨時］事務補助
員　３１年２月４日
～３１年３月３１日

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06050- 3716881 従業員数 129人

社会福祉法人　新庄かつろく会 新庄市金沢字西ノ山３０２７－４ ［契約職員］介護
員

勤務場所：新庄市   

免許資格：介護福祉士又はヘルパー２級、又は介
護職員初任者研修修了者　　普通自動車免許

その他 06050- 3721581 従業員数 46人

1人

1人

3人

1人

株式会社　カナモト 東京都港区芝大門１－７－７ フロント職（新
庄）

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車運転免許（ＡＴ限定
可）

正社員 13040-51738582 従業員数 7人

株式会社　カナモト 東京都港区芝大門１－７－７ 事務職（新庄） 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 13040-51741982 従業員数 7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 06030-11286781 従業員数 0人

株式会社　カナモト 東京都港区芝大門１－７－７ 営業職（新庄） 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車運転免許（ＡＴ限定
可）

正社員 13040-51735782 従業員数 7人

1人

1人

1人

2人

ＳＯＭＰＯケア　株式会社 仙台市宮城野区萩野町３丁目１
２－１

通所看護職員
［新庄市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：看護師または准看護師
普通自動車免許証（ＡＴ限定可）

正社員 04010-85633681 従業員数 12人

合同会社　ライフ 新庄市住吉町２－２９ 管理者 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許　　介護福祉士、社会福
祉士、介護支援専門員、社会福祉主事のいずれか

正社員 06050- 3713581 従業員数 0人

トゥーホームサービス有限会社 大崎市古川稲葉字新堀４７ 家具・家電製品配
送、設置及び電気工
事補助（山形県新庄
市）

勤務場所：新庄市   

免許資格：・普通自動車免許第一種（ＡＴ限定
不可）・電気工事士２種以上の有資格者歓迎

正社員 04040- 9050381 従業員数 5人

株式会社　石川 山形市松山１丁目１－７７ ルート営業及び
積算業務
（新庄営業所）

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車運転免許

正社員 06010-27094081 従業員数 12人

1人

1人

1人

2人

東北第一物流株式会社　新庄
支店

新庄市本合海字福宮１１２５－１
７

大型貨物自動車
運転手

勤務場所：新庄市   

免許資格：大型自動車免許　フォークリフト
技能資格

正社員 06050- 3728381 従業員数 22人

近藤防災　株式会社 新庄市五日町１２７９－５ 消防設備の工事、
消防自動車・ポン
プの修理　他

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許
電気工事士資格所持者尚可

正社員 06050- 3730481 従業員数 7人

有限会社　カイセイカンパニー
カイセイ介護センター

新庄市末広町７－４ 生活相談員 勤務場所：新庄市   

免許資格：介護支援専門員又は社会福祉士又は社
会福祉主事任用資格、又は介護福祉士の資格を持
ち、経験が１年以上ある方
普通自動車免許

正社員 06050- 3718181 従業員数 34人

ハイジェントテクノロジー　株式
会社　山形工場

新庄市大字泉田字高台新田４１
０２－３４

製造（ラインめっ
き作業員）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 3719081 従業員数 48人

2人

2人

1人

59歳
以下

不問

35歳
以下

不問

不問

64歳
以下

40歳
以下

不問

59歳
以下

59歳
以下

39歳
以下

18歳
以上

不問

不問

不問

不問

不問

不問

18歳
以上

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
147,840  7:30～16:30

～

10:00～18:00

0233-32-3550 147,840 16:30～ 9:30 日他

140,000  9:00～17:00

～

023-681-4690 140,000 土日祝

1,127  7:00～14:21

～

 8:30～15:51

0233-22-5525 1,399 13:09～20:30 他

800  9:00～12:00

～

0233-22-2446 800 日祝他

763  8:00～ 1:00

～

の間の

0120-979-262 913 3時間以上 他

763 16:00～21:00

～

18:00～22:15

0233-25-8670 763 他

1,200 13:30～18:00

～

の間の

0233-52-2528 1,200 3時間程度 土日祝他

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 03010-30535581 従業員数 10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 13170-56929481 従業員数 19人

株式会社　マサノ 金山町大字上台４１１－２ 電話による聞き
取り

勤務場所：金山町   

免許資格：不  問

パート 06050- 3724881 従業員数 5人

1人

1人

2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

営業アシスタント
業務（山形営業
所）

勤務場所：山形市  新庄市 東根市

免許資格：
普通自動車運転免許（通勤用）

その他 06010-27062681 従業員数 22人

特別養護老人ホーム［えんじゅ
荘］（社会福祉法人舟和会）

舟形町長者原１７１２－１ ［臨時］介護員
～３１年３月３１
日迄

勤務場所：舟形町   

免許資格：ヘルパー２級以上　介護職員初
任者研修修了者　介護福祉士

その他 06050- 3720981 従業員数 182人

株式会社　横山自動車 新庄市若葉町２３－６７ 受付事務 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3717281 従業員数 3人

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

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 3722481 従業員数 513人

2人

3人

1人

1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


