
※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

155,000  9:00～18:00

～

0233-23-1946 230,000 月他

170,000  9:00～21:00

～

の間の

0233-28-1129 230,000 8時間程度 他

161,000  8:00～17:00
～

0233-23-4045 230,000 他

172,500  8:00～17:00

～

0233-23-4045 253,000 他

142,600 17:00～ 2:00

～

 0:00～ 8:30

0233-23-4045 142,600 17:00～22:00 他

162,600 17:00～ 2:00

～

 0:00～ 8:30

0233-23-4045 162,600 17:00～22:00 他

135,000  8:40～19:25

～

 8:40～13:25

0233-28-8020 150,000 日祝他

150,000  5:45～14:45

～

0233-29-8270 150,000 火

136,200  8:00～17:00

～

 9:30～18:30

0233-23-1251 161,000 日他

144,500  8:30～17:15

～

0233-22-3065 172,200 土日祝他

138,000  8:00～17:00

～

0233-23-5558 180,000 日祝他

180,000  8:00～17:00

～

0233-29-8815 280,000 日他

190,000  8:30～17:38

～

 8:30～20:30

0233-22-4053 220,000  8:30～12:30 木祝他

280,000  8:20～17:30

～

0233-22-8212 560,000 日他

155,000  8:00～17:30

～

0233-32-0700 270,000 土日他

160,000  8:30～17:30

～

 9:00～17:00

0237-85-3551 204,000 日祝他

170,000  8:30～17:30

～

023-655-5522 430,000 日祝他

170,000  8:30～17:30

～

023-655-5522 430,000 日祝他

155,000 15:00～ 2:30

～

の間の

0233-29-8191 185,000 8時間程度 他

令和 元 年 8 月 27 日発行

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク新庄
（8月13日～8月23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

正社員 06050- 2366891 従業員数 10人
株式会社　エスピーアトム　新庄
営業所

新庄市金沢１０７３－２ 交通誘導警
備員

18歳
以上

免許資格：美容師資格

正社員 06050- 2369191 従業員数 2人
株式会社　りんご苑クリエイト（焼
肉ダイニングりんご苑　新庄店）

新庄市金沢字前野２０１６ ［正社員］調
理全般及び
接客業務

39歳
以下

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

次回の週刊求人情報の発行日は9月3日（火）の予定です。

事業所名 所在地 備　　　考
栗田美容室 新庄市新松本２７０－８ 美容師

44歳
以下

1人
勤務場所：新庄市   

勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許（ＡＴ可）
交通誘導員警備業務２級以上

正社員 06050- 2360091 従業員数 10人
株式会社　エスピーアトム　新庄
営業所

新庄市金沢１０７３－２ 施設常駐警
備員

18歳
以上

1人
勤務場所：新庄市   

2人
勤務場所：新庄市 最上郡 北村山郡 

免許資格：不  問

正社員 06050- 2362691 従業員数 10人
株式会社　エスピーアトム　新庄
営業所

新庄市金沢１０７３－２ 交通誘導警
備員（有資格
者）

18歳
以上

2人

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

正社員 06050- 2352091 従業員数 4人
合同会社　プランタン 新庄市住吉町２－２９ パン製造

不問
1人

正社員 06050- 2358891 従業員数 6人
愛歯科　かとうクリニック 新庄市五日町字宮内２２５一１

２
歯科助手

39歳
以下

免許資格：不  問

正社員 06050- 2359291 従業員数 6人
株式会社　エスピーアトム　新庄
営業所

新庄市金沢１０７３－２ 施設常駐警
備員（有資格
者）

18歳
以上

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：施設警備業務１級または２級

正社員 06050- 2339991 従業員数 7人
有限会社　ウッド・クラフト 新庄市十日町字中山　５５２３

－１
家具加工・取
付・塗装 不問

免許資格：普通自動車免許　危険物取扱
者丙種又は乙種あれば尚可

正社員 06050- 2340891 従業員数 3人
公益社団法人　新庄・最上地域
シルバー人材センター

新庄市大手町２番６０号 ［令和２年４月
１日採用］
一般事務職
及び現場指

35歳
以下

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

正社員 06050- 2351191 従業員数 5人
有限会社　新庄石油 新庄市金沢字谷地田１２３６－

３
ガソリンスタン
ド業務

40歳
以下

1人
勤務場所：新庄市   

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- 2330491 従業員数 7人
医療法人　三條医院 新庄市大手町５－１１ 看護師・准看

護師
40歳
以下

1人
勤務場所：新庄市   

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

正社員 06050- 2336091 従業員数 17人
ｃｈａｒｉｔｅ　株式会社 新庄市大字鳥越２４３０－２ ２×４パネル

組立工、２×４
フレーミング

不問
1人

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：フォークリフト・大型・大型特殊　（玉掛
け・小型移動式クレーン・車輛系あれば尚可）

正社員 06050- 2318191 従業員数 68人
ヤンマーアグリジャパン　株式会
社　東北支社

仙台市若林区六丁の目西町８
－１　斎喜センタービル１階

技術／営業
［新庄市］

45歳
以下

2人

正社員 06050- 2325591 従業員数 14人
協和木材　株式会社　新庄工
場

新庄市大字福田字福田山７１１
－１４５

原木受入・管
理 不問

免許資格：准看護師又は看護師

正社員 06050- 2326191 従業員数 8人
坂川達志　税理士事務所 新庄市鉄砲町９番１７号 税理士

不問
1人

勤務場所：新庄市   
免許資格：税理士
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

正社員 06010-18021091 従業員数 13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 キッチンスタッ
フ（バルｄｅ酒
場ＭＡＲＵ）

18歳
～59
歳

免許資格：普通自動車運転免許（ＡＴ限
定・不可）

正社員 06010-18022391 従業員数 13人
株式会社　エムエスデー 天童市清池東一丁目１番６号 電気設計及び電気

配線等
【正社員】 不問

3人
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）

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 04010-56017291 従業員数 7人

株式会社　エムエスデー 天童市清池東一丁目１番６号 省力機械装置設計
（メカ設計）
【正社員】 不問

3人
勤務場所：新庄市   

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許

正社員 06010-17827391 従業員数 4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。 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
250,000  8:50～18:30

～

03-6379-9711 300,000 他

150,000  8:20～17:00

～

0000-00-0000 180,000 日他

151,600  8:00～17:00

～

0233-32-3655 156,600 他

183,000  8:00～17:00

～

022-796-0700 380,000 日祝他

183,000  8:00～17:00

～

022-796-0700 261,000 日祝他

202,400  8:00～17:00

～

0233-52-2231 230,000 日他

250,000  8:00～17:00

～
0233-52-2231 500,000 日他

250,000  8:00～17:00

～

0233-52-2231 500,000 日他

250,000  8:00～17:00

～

0233-55-3928 350,000 日祝

134,288  8:00～17:20

～

0233-55-3055 140,800 他

163,100  6:30～20:00

～

の間の

0233-76-2036 186,400 8時間程度 他

216,200  8:00～17:00

～

0233-72-3390 253,000 日他

139,440  8:00～17:00

～

0233-72-2296 151,200 日他

174,000  8:00～17:00

～

0234-21-7330 228,000 他

136,950  7:30～16:00

～

 8:25～16:55

0233-23-2696 136,950 15:10～ 0:20 他

161,800  8:30～17:00

～

 8:30～12:15

0233-23-3411 161,800 日祝他

139,200  8:30～17:15

～

0233-22-5525 163,200 土日祝他

不問 152,500  9:30～17:30

～

0233-22-2111 152,500 他

800 13:00～18:00

～

15:00～19:00

0237-53-0886 850 16:00～19:00 日祝他

不問 144,840  8:00～17:00

～

0182-38-8461 144,840 土日他

不問 156,768  8:15～17:15

～

0182-38-8461 156,768 土日他

不問 190,000  8:30～17:15

～

022-291-3810 220,000 土日祝他

不問 190,000  8:30～17:15

～

022-291-3810 220,000 土日祝他

不問 237,000  8:30～17:15

～

022-291-3810 442,000 土日祝他

勤務場所：新庄市   
免許資格：美容師又は理容師

正社員 13070-76236491 従業員数 2人
株式会社すまいるステーション 遊佐町遊佐字南田筋５３－３ 配達・業務全般／新

庄店店長
【正社員】 不問

1人
勤務場所：新庄市   

ＡＺ合同会社 東京都世田谷区南烏山１－３０
－２

美容師・理容
師（幹部候
補）／新庄市

59歳
以下

1人

3人
勤務場所：舟形町   
免許資格：建設機械整備士２級又は自動
車整備士３級以上

正社員 04010-54203091 従業員数 3人
蔵王リース　株式会社 名取市ゆりが丘２丁目２５－１ 建設機械の運

搬［最上郡舟
形町］

59歳
以下

3人

正社員 06050- 2356491 従業員数 9人
蔵王リース　株式会社 名取市ゆりが丘２丁目２５－１ 建築機械の点

検・修理［最上
郡舟形町］

59歳
以下

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定：可）

正社員 06030- 7590491 従業員数 1人
株式会社　舟形町振興公社 舟形町長沢８０６７ 施設管理・フ

ロント・事務業
務

不問
1人

勤務場所：舟形町   
免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 2349791 従業員数 36人
星川建設　株式会社 金山町大字金山１９３９ 建築施工管

理技士 不問

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 2350591 従業員数 32人
星川建設　株式会社 金山町大字金山１９３９ 土木施工管

理技士 不問
1人

勤務場所：金山町  真室川町 
免許資格：土木施工管理技士（１級又は２
級）、普通自動車免許

勤務場所：舟形町   
免許資格：大型自動車免許

正社員 04010-54164291 従業員数 11人
星川建設　株式会社 金山町大字金山１９３９ 土木作業員

不問
3人

勤務場所：金山町  真室川町 

勤務場所：鮭川村   
免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 2367291 従業員数 21人
熊谷ナメコ生産所　　熊谷佳之 鮭川村大字中渡１６１６－２ なめこ栽培・

収穫作業 不問
1人

勤務場所：鮭川村   

1人
勤務場所：金山町  真室川町 
免許資格：建築施工管理技士（１級又は２
級）、普通自動車免許

正社員 06050- 2348491 従業員数 36人
有限会社　門脇特殊工業 鮭川村庭月３６２２－１ 法面工

不問
5人

3人
勤務場所：戸沢村   
免許資格：準中型免許以上

正社員 06050- 2347991 従業員数 19人
株式会社　アイシン精機　山形
工場

戸沢村向名高１７９３ 精密部品加
工

40歳
以下

1人

正社員 06050- 2368591 従業員数 4人
秋保建設　株式会社 戸沢村古口３３２ 普通作業員

不問

免許資格：不  問

正社員 06050- 2328391 従業員数 4人
株式会社　三春屋 大蔵村大字南山４９７ 【急募】館内

接客整備ス
タッフ

不問
3人

勤務場所：大蔵村   
免許資格：不  問

その他 06050- 2354691 従業員数 45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 ［臨時］事務・
検査補助　～２
年１月３１日

不問

免許資格：普通自動車免許

正社員 06030- 7666191 従業員数 26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
18歳
以上

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

勤務場所：戸沢村   
免許資格：不  問

正社員 06050- 2337391 従業員数 11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】
18歳
以上

1人
勤務場所：酒田市  鶴岡市 新庄市

その他 06050- 2329691 従業員数 500人
株式会社　マイセルフ 東根市中央二丁目１２－７ （派）レトルト・冷凍食

品の製造加工及び
清掃業務 不問

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

その他 06050- 2331791 従業員数 513人
新庄市役所 新庄市沖の町１０－３７ 非常勤保育

士　～２年３月
３１日まで

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：保育士資格（必須）

1人
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- 2353391 従業員数 47人
山形県立　新庄病院 新庄市若葉町１２－５５ 【臨時】検査部業務

補助　元年９月１日
～１０月５日迄 不問

1人

免許資格：不  問

その他 05060- 4478791 従業員数 0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 自動車部品
製造（派）

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

その他 05060- 4474391

2人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

その他 06070- 3446691 従業員数 0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 自動車部品
製造（派）

2人
勤務場所：新庄市   

日本振興　株式会社　東北支
店

仙台市宮城野区榴岡４丁目３
－１０　仙台ＴＢビル４階

電気技師［新
庄市］

3人
勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）必須　※電気工事施

工管理技士（２級以上）、第一・二種電気工事士、第一・二・三種

電気主任技術者・電気通信技術者のいずれかあれば優遇その他 04010-54691391 従業員数 29人

従業員数 2人
日本振興　株式会社　東北支
店

仙台市宮城野区榴岡４丁目３
－１０　仙台ＴＢビル４階

土木技師［新
庄市］

3人
勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可、必須）、土木施工管理

技士２級以上・測量士・ＲＣＣＭ（優遇）

その他 04010-54703591 従業員数 29人

日本振興　株式会社　東北支
店

仙台市宮城野区榴岡４丁目３
－１０　仙台ＴＢビル４階

建築技術者
［新庄市］

3人
勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可、必須）　建築士２級以

上・建築施工管理技士２級以上のいずれかあれば優遇

その他 04010-54673191 従業員数 29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



職　種 年齢 賃金 就業時間 求人数・休日事業所名 所在地 備　　　考
不問 190,000  8:30～17:15

～

022-291-3810 220,000 土日祝他

不問 237,000  8:30～17:15

～

022-291-3810 442,000 土日祝他

不問 237,000  8:30～17:15

～

022-291-3810 442,000 土日祝他

不問 190,000  8:30～17:15

～

022-291-3810 220,000 土日祝他

不問 237,000  8:30～17:15

～

022-291-3810 442,000 土日祝他

不問 146,080  8:00～17:00

～

0233-32-3655 146,080 他

137,772  8:40～18:00

～

11:00～20:20

011-802-3810 137,772 他

不問 160,000  8:00～17:00

～

023-681-4690 160,000 日他

不問 149,976  8:20～17:20

～

0182-38-8461 149,976 土日他

不問 170,000  8:20～17:10

～

 9:00～16:30

0233-72-2001 200,000 他

不問 850  9:30～14:30

～

の間の

0233-23-1946 1,385 4時間程度 月他

800  7:30～11:30

～

12:30～16:30

0233-22-8178 800 他

800  8:00～17:00

～

0233-23-4045 1,200 他

不問 763  9:00～15:00

～

0233-23-4741 800 日祝他

不問 850  8:30～17:00

～

の間の

0233-22-3130 1,000 5時間程度 日祝

不問 860  8:30～16:15

～

0233-22-2111 860 土日祝

不問 1,070 13:00～17:00

～

0233-22-6022 1,260 月火土日祝

不問 770  7:30～12:30

～

の間の

0233-22-6580 800 4時間程度 他

不問 1,500  8:30～17:30

～

の間の

0233-22-4053 1,700 5時間程度 木祝他

875  8:20～17:30

～

の間の

0233-22-8212 1,750 3時間以上 日他

不問 830  8:30～16:00

～

 8:00～14:00

0233-29-2283 830 火

不問 1,400 14:00～22:00

～

の間の

0120-124-227 2,500 3時間以上 日他

不問 800  8:00～22:15

～

の間の

0233-25-8333 800 4時間以上 他

1,200  8:50～17:30

～

03-6379-9711 1,500 月火水木金

59歳
以下

18歳
以上

64歳
以下

59歳
以下

日本振興　株式会社　東北支
店

仙台市宮城野区榴岡４丁目３
－１０　仙台ＴＢビル４階

土木技術者
［新庄市］

3人
勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可、必須）、土木施工管理

技士２級以上・測量士・ＲＣＣＭ（優遇）

その他 04010-54658391 従業員数 29人

日本振興　株式会社　東北支
店

仙台市宮城野区榴岡４丁目３
－１０　仙台ＴＢビル４階

建築技師［新
庄市］

3人
勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可、必須）、建築士２級以

上・建築施工管理技士２級以上のいずれかあれば優遇

その他 04010-54668691 従業員数 29人

日本振興　株式会社　東北支
店

仙台市宮城野区榴岡４丁目３
－１０　仙台ＴＢビル４階

電気技術者
［新庄市］

3人
勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）必須　※電気工事施工管理技

士（２級以上）、第一・二種電気工事士、第一・二・三種電気主任技術者・

電気通信主任技術者のいずれかあれば優遇

その他 04010-54365291 従業員数 29人

日本振興　株式会社　東北支
店

仙台市宮城野区榴岡４丁目３
－１０　仙台ＴＢビル４階

機械設備技
師［新庄市］

3人
勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可、必須）
建築施工管理技士２級以上（優遇）

その他 04010-54407391 従業員数 29人

日本振興　株式会社　東北支
店

仙台市宮城野区榴岡４丁目３
－１０　仙台ＴＢビル４階

機械設備技
術者［新庄
市］

3人
勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可、必須）
建設機械施工管理技士２級以上（優遇）

その他 04010-54416691 従業員数 29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）フォークリフトを
操作して製品の運
搬作業（舟形町）

1人
勤務場所：舟形町   
免許資格：フォークリフト技能者資格

その他 06010-17803491 従業員数 1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

（パ）販売員
（山形県最上
郡舟形町）

1人
勤務場所：舟形町   
免許資格：不  問

その他 01230-17508991 従業員数 9人

株式会社　舟形町振興公社 舟形町長沢８０６７ 【契約社員】清掃お
よび食堂業務　～２
年３月３１日まで

1人
勤務場所：舟形町   
免許資格：不  問

その他 06050- 2357791 従業員数 14人

栗田美容室 新庄市新松本２７０－８ 美容師
1人

勤務場所：新庄市   
免許資格：美容師資格

パート 06050- 2370691 従業員数 2人

最上峡芭蕉ライン観光　株式会
社

戸沢村大字古口８６－１ 調理人（契約
社員）

1人
勤務場所：戸沢村   
免許資格：不  問

その他 06050- 2320991 従業員数 55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 機工部品の製
造（派）

1人
勤務場所：金山町   
免許資格：不  問

その他 05060- 4475691 従業員数 0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

2人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 06050- 2355991 従業員数 9人

株式会社　エスピーアトム　新庄
営業所

新庄市金沢１０７３－２ 警備員
1人

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 06050- 2363991 従業員数 10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［新
庄徳洲会病
院］

不問
1人

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 06050- 2364491 従業員数 53人

山形県立　新庄北高等学校 新庄市大字飛田字備前川６１ 【臨時】図書館等事
務補助　元年１０月１
日～２年２月末まで

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 06050- 2341291 従業員数 15人

新庄市役所 新庄市沖の町１０－３７ 【臨時】個別学習指
導員　～２年３月３１
日まで

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 06050- 2343191 従業員数 360人

新庄自動車　株式会社 新庄市大字福田７１１－９１ 受発注事務・
在庫管理等

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 06050- 2344091 従業員数 24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

1人
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- 2324291 従業員数 14人

医療法人　三條医院 新庄市大手町５－１１ 看護師・准看
護師

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：准看護師又は看護師

パート 06050- 2327091 従業員数 8人

食彩の宿　おくやま　（株式会社
旅館第一ホテル）

新庄市若葉町１４－６ 館内清掃全
般

2人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 06050- 2332891 従業員数 3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
庄泉田店）

2人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 03010-20143691 従業員数 9人

イッティージャパンイースト株式
会社

さいたま市大宮区下町１丁目５
０番地

子ども英会話
講師［新庄市
／新庄教室］

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：日常英会話程度の語学力があ
る方

パート 11030-29059591 従業員数 1人

合同会社　プランタン 新庄市住吉町２－２９ 接客販売
1人

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 06050- 2321491 従業員数 5人

ＡＺ合同会社 東京都世田谷区南烏山１－３０
－２

美容師・理容師（土
日祝日のみ）／新庄
市

2人
勤務場所：新庄市   
免許資格：美容師又は理容師

パート 13070-76235991 従業員数 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。 3



職　種 年齢 賃金 就業時間 求人数・休日事業所名 所在地 備　　　考
不問 825 10:00～20:00

～

の間の

027-345-8725 1,050 7時間程度 他

不問 765  8:00～13:00

～

0233-23-3871 765 他

不問 765 15:00～20:00

～

0233-23-3871 765 他

不問 765  8:00～20:00

～

の間の

0233-23-3871 765 7時間程度 他

不問 800  8:20～16:00

～

0000-00-0000 1,000 水土日祝

不問 1,428  8:30～12:00

～

0233-52-2528 1,428 土日祝他

800  8:10～17:15

～

の間の

0233-55-3028 800 4時間以上 日祝他

マルホンカウボ－イ　本間物産
株式会社

遊佐町比子字白木２３－３６２ 販売（新庄
店：レジ）

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 06030- 7601391 従業員数 30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

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 10020-17405591 従業員数 0人

株式会社すまいるステーション 遊佐町遊佐字南田筋５３－３ 乳製品宅配（８：２０
～１６：００／週４日
間）

1人
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 06030- 7591791 従業員数 1人

マルホンカウボ－イ　本間物産
株式会社

遊佐町比子字白木２３－３６２ 販売（新庄
店：レジ）

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 06030- 7599991 従業員数 30人

マルホンカウボ－イ　本間物産
株式会社

遊佐町比子字白木２３－３６２ 販売（新庄
店：レジ）

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 06030- 7600091 従業員数 30人

ミドリ鮭川工業　株式会社 鮭川村大字京塚糀野１６４７－
１

【契約社員】
靴製造補助 不問

1人
勤務場所：鮭川村   
免許資格：不  問

パート 06050- 2335191 従業員数 98人

株式会社　マサノ 金山町大字上台４１１－２ 【急募】荷物積
卸作業　（月３
～５日勤務）

2人
勤務場所：金山町   
免許資格：不  問

パート 06050- 2342591 従業員数 5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。 4


