
※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

200,000  7:00～16:15

～

0233-22-4222 200,000 土日祝他

150,000  8:30～17:30

～
0233-25-2321 200,000 日祝他

156,000  7:30～16:30

～

0233-23-2930 176,000 他

180,000  8:30～18:00

～

0233-22-0634 280,000 他

137,300  8:15～17:15

～

 8:15～16:45

0233-32-1590 144,300 日祝他

207,000  8:00～17:00

～

0233-23-5077 299,000 日他

143,000  8:10～17:10

～

0233-23-4333 154,000 日祝他

150,000  8:15～17:00

～

0234-22-5050 170,000 他

239,862  9:00～ 0:00

～

の間の

045-224-7095 245,344 8時間程度 他

160,000  8:30～17:00

～

0233-29-8211 300,000 日祝他

250,000 15:00～ 2:30

～

の間の

0233-29-8191 300,000 8時間程度 他

159,500  9:30～18:00

～

023-623-1911 177,100 月祝他

161,000  9:00～17:30

～

023-622-1911 220,000 日祝

150,000  8:30～17:30

～

023-632-0128 250,000 日祝他

160,000  9:00～18:00

～

023-688-7500 160,000 土日祝他

190,000  8:00～16:30

～

0233-63-2421 264,000 日他

170,000  8:00～17:30

～

0233-29-8933 230,000 他

195,500  8:00～17:00

～

0233-44-2424 287,500 日他

184,000  8:00～17:00

～

0233-52-7161 230,000 日祝

174,000  8:00～17:00

～

0234-21-7330 228,000 他

不問

不問

18歳
以上

39歳
以下

59歳
以下

不問

不問

不問

不問

45歳
以下

18歳
～45
歳

59歳
以下

59歳
以下

34歳
以下

不問

35歳
以下

不問

不問

50歳
以下

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：不  問

正社員 06050- 2687991 従業員数 40人

新庄信用金庫 新庄市本町２番９号 運転手　兼技能
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- 2693391 従業員数 46人

有限会社　おおとも 新庄市金沢２４８７ 調理兼店員 勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車運転免許

正社員 06050- 2683191 従業員数 7人

東北西濃運輸　株式会社　新
庄営業所

新庄市大字鳥越字駒場１４８８
－４１

集配業務（７：３０
～）

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）

正社員 06050- 2686691 従業員数 11人

1人

1人

1人

59歳
以下

株式会社　新庄砕石工業所 新庄市十日町（高壇）１５７４－３ 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（ＡＴ限定不可）
大型特殊又は車両系建設機械資格

正社員 06050- 2681291 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：不  問

正社員 06050- 2682591 従業員数 70人

クリーンサービス株式会社 酒田市北新橋１丁目１２－１３ 管内の清掃業務
（新庄営業所）
【正社員】

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 06030- 8961791 従業員数 17人

株式会社　スリーエム 新庄市大字仁間２１ プレス工 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 2677391 従業員数 100人

1人

1人

1人

1人

寒河江重車輌　株式会社 寒河江市大字西根字中川原１１
０－１

除雪自動車整備 勤務場所：新庄市   

免許資格：自動車整備士３級以上　又は　建設機械
整備技能２級以上（どちらか一方でも可です）

正社員 06080- 3182791 従業員数 5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：普通自動車運転免許

正社員 14010-51013991 従業員数 41人

山形トヨタ自動車　株式会社 山形市南一番町１１－１６ フロアスタッフ
（新庄店）

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許（Ａ／Ｔ限定可）

正社員 06010-20492191 従業員数 17人

株式会社　マルイアミューズメン
ト

山形市北山形２丁目１－１０ 料理長候補
（バルｄｅ酒場Ｍ
ＡＲＵ）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06010-20499891 従業員数 4人

1人

4人

2人

1人

株式会社　安全ガラス 山形市桜田東四丁目９－２６ 自動車ガラス修
理工（新庄市）

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車運転免許

正社員 06010-20411691 従業員数 1人

トヨタエルアンドエフ山形　株式
会社

山形市荒楯町２丁目１－９５ 販売スタッフ（営
業）県北セン
ター

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車免許

正社員 06010-20422791 従業員数 9人

有限会社　高菊林業 真室川町大字差首鍋１５３５－１ 一般作業員、重
機オペレーター

勤務場所：真室川町 最上郡  

免許資格：普通自動車免許（必須）大型免
許、車両系建設機械資格あれば尚可

正社員 06050- 2691191 従業員数 9人

アール・オー大光食品　株式会
社

山形市蔵王半郷１２２番地の２ 一般事務（新庄
市）

勤務場所：新庄市   

免許資格：普通自動車運転免許

正社員 06010-20378891 従業員数 1人

1人

1人

1人

5人

株式会社　大場組 最上町大字志茂２７７ー６ 一般作業員 勤務場所：最上町   

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 2680891 従業員数 90人

あべ農場　株式会社 真室川町大字木ノ下８８２－２ 農作業員 勤務場所：真室川町   

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不可）

正社員 06050- 2676091 従業員数 15人

株式会社　エスピーアトム 酒田市あきほ町６５５－１ 幹部社員候補
【正社員】

勤務場所：酒田市  鶴岡市 新庄市

免許資格：普通自動車免許

正社員 06030- 8868191 従業員数 26人

株式会社　丸友工業 金山町大字有屋２２ 土木作業員 勤務場所：山形市  新庄市 最上郡

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 2674591 従業員数 40人

2人

5人

3人

1人

事業所名 所在地 備　　　考

1人

令和 元年 10 月 1 日発行

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク新庄
（9月24日～9月27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8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
126,400  8:00～17:00

～

0233-22-6267 140,800 土日他

148,590  7:00～15:30

～

 8:30～17:00

0233-32-0773 148,590 11:30～20:00 他

141,429  7:00～15:30

～

 8:30～17:00

0233-32-0773 141,429 11:30～20:00 他

133,780  7:00～15:30

～

 8:30～17:00

0233-32-0773 133,780 11:30～20:00 他

146,880  8:30～17:30

～

0233-23-7620 146,880 土日祝他

149,000  8:30～17:10

～

0233-23-7620 149,000 土日祝他

208,000  8:00～16:45

～

20:00～ 4:45

0182-38-8461 208,000 他

152,768  7:00～20:00

～

の間の

0233-32-1511 152,768 8時間程度 他

134,400  8:30～17:30

～

0237-55-7333 158,000 土日祝他

790  8:30～17:30

～

の間の

0233-29-4556 900 5時間程度 日他

972  8:30～17:00

～

 9:00～15:00

0120-566-933 1,016 他

972 16:30～ 9:30

～

0233-32-0773 1,016 他

925  8:30～17:00

～

 7:00～15:30

0233-32-0773 925 10:30～19:00 他

972  8:30～17:00

～

 7:00～15:30

0233-32-0773 1,016 10:30～19:00 他

972  8:30～17:00

～

 7:00～15:30

0120-566-933 1,016 11:30～20:00 他

972  7:00～20:00

～

の間の

0120-566-933 1,016 5時間程度 他

972  8:30～17:00

～

 7:00～15:30

0120-566-933 1,016 11:30～20:00 他

790  9:00～15:30

～

0233-23-7690 820 土日祝他

850  8:00～17:00

～

の間の

023-652-0338 850 4時間程度 土日

790  8:30～15:00

～

0233-32-8064 790 他

790  8:30～18:30

～

023-673-0715 790 他

800  6:00～13:45

～

14:50～18:50

0233-64-5535 1,000 他

818  8:40～12:40

～

16:20～20:20

011-802-3810 818 他

800  8:30～17:30

～

の間の

0237-55-7333 940 5時間程度 土日祝

不問

18歳
以上

不問

18歳
以上

18歳
以上

不問

不問

18歳
以上

不問

不問

不問

不問

18歳
以上

不問

1人

2人

3人

1人

1人

1人

1人

株式会社ケアネット徳洲会 東京都千代田区麹町二丁目３
－３　ＦＤＣ麹町ビル４Ｆ

介護職＜スマイ
ル・ガーデンふき
のとう＞新庄市

勤務場所：新庄市   

免許資格：介護福祉士

その他 13010-22418092 従業員数 27人

ふるさと企画　有限会社 新庄市大字鳥越１８２１番地
（丸充建設　株式会社内）

介護支援他［大
手町デイサービ
ス］

勤務場所：新庄市   

免許資格：介護職員初任者研修修了者・ヘルパー２
級・介護福祉士のいずれか　　普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）その他 06050- 2685391 従業員数 10人

株式会社ケアネット徳洲会 東京都千代田区麹町二丁目３
－３　ＦＤＣ麹町ビル４Ｆ

介護職（スマイル・
ガーデンふきのと
う）新庄市／資格不
問

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 13010-22405492 従業員数 27人

株式会社ケアネット徳洲会 東京都千代田区麹町二丁目３
－３　ＦＤＣ麹町ビル４Ｆ

介護職（スマイ
ル・ガーデンふ
きのとう）新庄市

勤務場所：新庄市   

免許資格：介護職員初任者研修
ヘルパー２級

その他 13010-22415292 従業員数 27人

1人

1人

1人

1人

東北アルフレッサ株式会社 郡山市喜久田町卸１－４６－１ 一般事務（受注
担当）／新庄支
店

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 07040-18852891 従業員数 6人

東北アルフレッサ株式会社 郡山市喜久田町卸１－４６－１ 一般事務（受注
担当）／新庄支
店

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 07040-18853291 従業員数 6人

1人

1人

もがみ中央　農業協同組合 新庄市大字福田字福田山７１１
－７３

［臨時・急募］セルフ
Ｇ／Ｓ販売（東部）２
年３月３１日まで

勤務場所：最上町   

免許資格：普通自動車免許

その他 06050- 2684091 従業員数 30人

株式会社　パワーネット・フィー
ルド　秋田営業所

横手市中央町６－２７　１Ｆ 電子部品製造
（派）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 05060- 5081391 従業員数 0人

特定非営利活動法人　福祉サ
ポートセンター山形

新庄市本町６－１１ ［契約職員］支援
スタッフ（ＪｕＪｕ・
マルシェ）

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 06050- 2688491 従業員数 26人

北郡信用組合 村山市楯岡晦日町１番８号 金融事務 勤務場所：村山市  新庄市 天童市

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ車限定可）

その他 06070- 3982191 従業員数 15人

5人

1人

1人

1人

株式会社ケアネット徳洲会 東京都千代田区麹町二丁目３
－３　ＦＤＣ麹町ビル４Ｆ

介護職＜スマイル・
ガーデンふきのとう
＞新庄市／夜勤

勤務場所：新庄市   

免許資格：ヘルパー２級・介護福祉士

パート 13010-22407292 従業員数 27人

株式会社ケアネット徳洲会 東京都千代田区麹町二丁目３
－３　ＦＤＣ麹町ビル４Ｆ

介護職＜スマイ
ルガーデンふき
のとう＞新庄市

勤務場所：新庄市   

免許資格：ヘルパー２級、介護職員初任者研
修（実務者研修）、介護福祉士　いずれか

パート 13010-22409692 従業員数 27人

株式会社ケアネット徳洲会 東京都千代田区麹町二丁目３
－３　ＦＤＣ麹町ビル４Ｆ

介護職＜スマイ
ル・ガーデンふき
のとう＞新庄市

勤務場所：新庄市   

免許資格：ヘルパー２級・介護福祉士

パート 13010-22402892 従業員数 27人

株式会社ケアネット徳洲会 東京都千代田区麹町二丁目３
－３　ＦＤＣ麹町ビル４Ｆ

介護職＜スマイル・
ガーデンふきのとう
＞新庄市／資格不
問

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 13010-22403992 従業員数 27人

1人

1人

1人

1人

株式会社ケアネット徳洲会 東京都千代田区麹町二丁目３
－３　ＦＤＣ麹町ビル４Ｆ

介護職＜グループ
ホームふきのとう＞
有資格者・日勤５Ｈ

勤務場所：新庄市   

免許資格：介護職員初任者研修（旧ヘル
パー２級）、介護福祉士

パート 13010-22361292 従業員数 16人

株式会社ケアネット徳洲会 東京都千代田区麹町二丁目３
－３　ＦＤＣ麹町ビル４Ｆ

介護職（グルー
プホームふきの
とう）／新庄市

勤務場所：新庄市   

免許資格：ヘルパー２級、介護福祉士

パート 13010-22362592 従業員数 16人

株式会社ベスト 鶴岡市布目字宮田１６３－１ 学校給食（調理
補助）〔新庄〕【急
募】

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06040- 6858991 従業員数 8人

株式会社ケアネット徳洲会 東京都千代田区麹町二丁目３
－３　ＦＤＣ麹町ビル４Ｆ

介護職（グルー
プホームふきの
とう）／新庄市

勤務場所：新庄市   

免許資格：ヘルパー２級、介護福祉士

パート 13010-22359992 従業員数 16人

不問

2人

2人

1人

有限会社　舟形マッシュルーム 舟形町長沢６８３１ マッシュルーム
の生産・加工

勤務場所：舟形町   

免許資格：不  問

パート 06050- 2690591 従業員数 100人

日本マニュファクチャリングサー
ビス　株式会社　山形支店

天童市本町１丁目４－３５　新月
堂ビルフロムワン　１階

（請）工場内清掃
作業（パート）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06010-20671691 従業員数 75人

株式会社　ケアウェル　ケアサ
ポート２４

鮭川村大字中渡１３１５－２ 【急募】厨房ス
タッフ

勤務場所：鮭川村   

免許資格：不  問

パート 06050- 2689791 従業員数 16人

株式会社　スリーエス　山形営
業所

山形市旅篭町３－１－４　食糧
会館４階

（パート）施設警
備員（請）

勤務場所：真室川町   

免許資格：普通自動車免許（通勤用）
　※徒歩での通勤可の場合は不要

パート 06010-20625791 従業員数 2人

北郡信用組合 村山市楯岡晦日町１番８号 金融事務 勤務場所：村山市  新庄市 天童市

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ車限定可）

パート 06070- 3983091 従業員数 15人

株式会社　ホーマックニコット 北海道札幌市厚別区厚別中央
３条２丁目１－４０　マルシンビル

販売員（山形県
最上郡戸沢村）

勤務場所：戸沢村   

免許資格：不  問

パート 01230-20073891 従業員数 9人

不問

不問

不問

18歳
以上

不問

59歳
以下

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


