
※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

150,000  5:45～14:45

～

 8:00～16:00

0233-29-8270 150,000 火

147,280  6:45～15:45

～

 9:30～18:30

0233-22-1372 159,100 他

155,000  8:30～17:30

～

0233-23-5500 220,000 土日祝他

150,000  8:30～17:30

～

0233-25-2321 200,000 日祝他

165,500  5:30～10:30

～

18:40～21:10

0233-22-1562 165,500 18:10～20:50 土日祝他

161,700  8:00～17:00

～

0238-37-2246 194,040 日祝他

180,000  8:00～17:00

～

0233-23-1817 185,000 土日他

156,800  8:00～17:05

～

0233-23-5252 224,000 日祝他

171,300  8:30～17:00

～

0233-22-3130 201,300 日祝他

160,000 10:00～19:00

～

0234-24-3422 200,000 他

170,000  8:00～17:00

～

0233-23-5960 230,000 日祝他

130,000  8:30～17:30

～

 8:30～17:00

0233-23-1944 200,000 日祝他

220,000  8:00～17:00

～

0235-25-2002 250,000 土日他

140,000  8:00～17:00

～

0233-43-2209 150,000 日他

197,200  8:00～17:00

～

0233-43-2209 255,200 日

300,000  8:00～17:00

～

0233-43-2209 400,000 日他

300,000  8:00～17:00

～

0233-43-2209 350,000 日他

152,320  8:00～17:00

～

0233-44-2847 197,120 日祝他

160,000  8:15～17:15

～

0233-45-2136 160,000 日他

184,000  8:00～17:00

～

0233-33-2032 230,000 日他

不問

不問

不問

不問

39歳
以下

39歳
以下

不問

不問

40歳
以下

不問

不問

不問

50歳
以下

不問

不問

不問

不問

不問

不問

合同会社　いぶき 新庄市松本３９３－３ 調理員（正社員） 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 2670491 従業員数 20人

合同会社　プランタン 新庄市住吉町２－２９ パン製造 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 2672891 従業員数 5人

宮澤食品　株式会社 新庄市大字泉田字往還東１９４ レトルト・冷凍食
品製造工

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）　　パソコン操
作（エクセル）可能な方尚可　　調理師・栄養士尚可

正社員 06050- 2665591 従業員数 40人

松栄電気　システムコントロール
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：不  問

正社員 06050- 2667091 従業員数 25人

1人

1人

1人

不問

山形故紙回収　株式会社　新
庄支店

新庄市十日町柳原１４８５－１ ［急募］運転手
（回収作業）

勤務場所：新庄市   

免許資格：・大型自動車（中型免許も可。ただしＨ１
９年以前取得の普通　免許（８トン限定）は不可。）　・
フォークリフト正社員 06050- 2663891 従業員数 4人

学校法人新庄学園　新庄東高
等学校

新庄市松本５９６ ［急募］バス運転
手　兼　業務員

勤務場所：新庄市   

免許資格：大型免許

正社員 06050- 2664291 従業員数 52人

有限会社　大建 新庄市仁間磯の沢３３４－７ 家具建具製作 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 2659091 従業員数 10人

株式会社　サンベンディング新
庄

新庄市鳥越字新町後１００２－１
１

ルート配送 勤務場所：新庄市   

免許資格：準中型自動車免許以上（主に３
トン車）

正社員 06050- 2662791 従業員数 8人

1人

1人

1人

1人

株式会社　ハムシステム庄内（ドコ
モショップ　イオンタウン新庄店）

新庄市五日町字清水川１３０１－１
ドコモショップイオンタウン新庄店

［正社員］窓口販
売業務

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 2653491 従業員数 16人

新庄自動車　株式会社 新庄市大字福田７１１－９１ 【急募】トラックボ
デーの電気配線・
電装品組付アシス
タント

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 2658191 従業員数 24人

有限会社　トーワホーム 新庄市桧町２６－５ パネル製造 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 2648291 従業員数 9人

パイプライン工業　株式会社 新庄市金沢字大道上　１８３５－
４５

配管工または配
管工見習い

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不可）
配管工事関連資格あれば尚可

正社員 06050- 2651691 従業員数 7人

1人

1人

1人

1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- 2657591 従業員数 25人

株式会社ベスト 鶴岡市布目字宮田１６３－１ 管理職（新庄支
店）

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）

正社員 06040- 6749291 従業員数 14人

株式会社　大沼建設 最上町大字向町６９７－４ 土木施工管理技
士（１級又は２
級）

勤務場所：最上町  仙台市青葉区 栗原市

免許資格：１級又は２級土木施工管理技士
普通自動車免許

正社員 06050- 2655891 従業員数 25人

株式会社　大沼建設 最上町大字向町６９７－４ 重機オペレー
ター兼作業員

勤務場所：最上町  仙台市青葉区 大崎市

免許資格：普通自動車免許
車両系建設機械

正社員 06050- 2656291 従業員数 25人

1人

1人

3人

2人

有限会社　マッシュハウス最上 最上町法田７９０ きのこ製造 勤務場所：最上町   

免許資格：不  問

正社員 06050- 2652991 従業員数 12人

株式会社　大沼建設 最上町大字向町６９７－４ 建築施工管理技
士（１級又は２
級）

勤務場所：最上町  仙台市青葉区 栗原市

免許資格：１級、又は２級建築施工管理技
士　普通自動車免許

正社員 06050- 2654791 従業員数 25人

株式会社　伊藤組 舟形町長沢３０６ 一般作業員及び
大型運転手

勤務場所：最上郡  新庄市 尾花沢市

免許資格：大型免許（１０トン車使用）

正社員 06050- 2646791 従業員数 20人

株式会社　三和食品 最上町大字富沢１３３０－４ ［急募］事務職 勤務場所：最上町   

免許資格：不  問

正社員 06050- 2645491 従業員数 60人

2人

1人

1人

1人

事業所名 所在地 備　　　考

1人

令和 元年 9 月 25 日発行

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク新庄
（9月17日～9月20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1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
136,950  7:30～16:00

～

 8:25～16:55

0233-23-2696 136,950 15:10～ 0:20 他

140,000  8:00～17:00

～

 8:30～17:30

0233-28-7556 140,000 他

930  9:00～15:00

～

023-666-3388 930 土日祝他

190,960  8:00～17:00

～

の間の

022-384-3081 190,960 8時間程度 他

158,400  8:30～21:30

～

の間の

0233-28-0128 158,400 8時間程度 他

150,000  7:30～16:15

～

 9:45～18:30

0233-72-2364 180,000 土日祝

830  5:30～12:30

～

 8:00～16:00

0233-29-8270 830 火

900 21:00～ 3:00

～

0233-29-3611 900 日他

900  8:30～18:00

～

の間の

0233-24-2020 1,000 4時間程度 日祝他

950 17:30～22:30

～

0233-22-2836 1,050 他

830  8:00～15:00

～

0233-22-7711 880 他

790 17:00～ 3:00

～

の間の

0120-45-8788 950 3時間以上 他

800  8:00～13:30

～

13:00～18:00

0233-25-8670 800 18:00～22:15 他

18歳
以上

不問

不問

不問

不問

不問

不問

18歳
以上

不問

不問

不問

不問

不問

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 介護事務 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許
介護事務の資格があれば尚可

その他 06050- 2660991 従業員数 35人

株式会社　ジェイアールテクノ
サービス仙台　新庄営業所

新庄市多門町１－４９（ＪＲ新庄
駅運転区構内）

清掃作業員 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06050- 2669691 従業員数 45人

株式会社　東日本宇佐美　東
北支店

名取市本郷字大門１６１ 灯油軽油ルート
配送スタッフ［新
庄市］

勤務場所：新庄市   

免許資格：＊危険物丙種（乙４あれば尚可）
＊中型免許必須

その他 04010-62551091 従業員数 13人

株式会社　プライムゲート 山形市松山３丁目２－２０　デー
タスケープビル２階

（派）伝票入力・
整理（新庄市

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06010-20362591 従業員数 6人

1人

1人

1人

1人

戸沢村役場 戸沢村古口２７０ 保育士 勤務場所：戸沢村   

免許資格：保育士

その他 06050- 2650391 従業員数 31人

株式会社　やまや 仙台市宮城野区榴岡３丁目４－
１　アゼリアヒルズ１９階

販売員［新庄市］ 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 04010-62538991 従業員数 12人

株式会社　ヨコタ東北 新庄市大字福田字福田山７１１
－１３９

［契約社員・新庄
工場］検査員

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 2649591 従業員数 73人

合同会社　プランタン 新庄市住吉町２－２９ パン製造 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 2671791 従業員数 5人

1人

2人

1人

3人

ホルモン　喜て家［株式会社
新庄工務所］

新庄市鉄砲町７－１３ ホルモン焼肉店
ホールスタッフ

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 2641091 従業員数 3人

阿部内科・循環器科クリニック 新庄市大字泉田字泉田４６５ 医療事務 勤務場所：新庄市   

免許資格：医療事務資格

パート 06050- 2647891 従業員数 6人

株式会社　モンテローザフーズ 東京都武蔵野市中町１－１７－３
６．モンテローザ三鷹本社ビル

ホール・キッチンス
タッフ（丹波黒どり農
場　新庄西口駅前
店

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 13170-43402491 従業員数 11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（鮮魚・
新庄店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06010-20341491 従業員数 100人

1人

1人

1人

1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 03010-22609191 従業員数 11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


