
※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

170,000  8:30～17:30

～

16:30～ 9:00

0233-25-2231 210,000  7:00～16:00 他

170,000  8:30～17:30

～
0233-25-2231 240,000 他

137,600  8:00～17:30

～

20:00～ 5:30

0233-23-3714 137,600 日祝他

140,000  8:00～17:00

～

0233-29-8225 240,000 日他

233,009  9:00～ 0:00

～

の間の

045-224-7095 237,121 8時間程度 他

130,000  8:20～17:40

～

0233-62-4456 170,000 日祝他

140,000  8:30～17:30

～

 8:30～12:00

0233-32-1788 200,000 日祝他

208,000  8:00～17:00

～

0233-29-5042 230,000 日祝他

180,000  9:00～22:00

～

の間の

011-783-1063 260,000 8時間程度 他

132,000  8:00～17:00

～

0233-22-2509 154,000 日祝

178,650 10:00～19:00

～

03-6778-8389 178,650 他

150,000  7:30～16:30

～

 8:00～17:00

0233-62-3433 200,000  9:00～18:00 日祝他

133,920  8:45～17:00

～

0233-32-1511 133,920 土日祝他

800  9:45～12:45

～

16:00～18:00

0233-23-0308 830 他

770 23:00～ 8:00

～

21:00～ 3:00

0233-29-3533 770  5:00～ 8:00 他

800  6:00～14:00

～

14:00～22:00

0233-29-5042 850 22:00～ 6:00 他

780 10:00～19:00

～

の間の

0233-23-3316 800 4時間程度 他

890  8:50～16:40

～

0233-29-2800 890 土日祝他

763  8:00～ 1:00

～

の間の

0120-979-262 913 3時間以上 他

830 13:00～20:30

～

の間の

0233-22-1123 850 5時間程度 他

不問

不問

不問

不問

18歳
以上

50歳
以下

18歳
～45
歳

不問

35歳
以下

不問

59歳
以下

不問

不問

不問

不問

不問

18歳
以上

不問

不問

ぱれっと新庄　介護施設　［ＹＩ’
Ｓケアサポート　株式会社］

新庄市大字萩野字横根山１０１
－１

【急募】機能訓練
士

勤務場所：新庄市   

免許資格：柔道整復師、鍼灸師、作業療法
士、理学療法士、言語聴覚士のいずれか

正社員 06050- 1825091 従業員数 26人

ぱれっと新庄　介護施設　［ＹＩ’
Ｓケアサポート　株式会社］

新庄市大字萩野字横根山１０１
－１

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
許正社員 06050- 1826391 従業員数 26人

マルカ林業　株式会社 新庄市大字福田字福田山７１１
－２１
　新庄中核工業団地内

一般事務 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 1808591 従業員数 13人

アヒコファインテック　株式会社 新庄市十日町１５０１－３ マシンオペレー
タ

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

正社員 06050- 1820791 従業員数 97人

1人

2人

1人

不問

農事組合法人　りぞねっと 真室川町大字新町３７９ ［急募］米粉の製
造

勤務場所：真室川町   

免許資格：不  問

正社員 06050- 1824191 従業員数 9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：不  問

正社員 14010-33138591 従業員数 41人

株式会社　井上産業 大蔵村合海１５３６－７ 大型運転手 勤務場所：大蔵村   

免許資格：大型免許　　大型特殊、車両系建設機械
資格、ショベルローダー等運転技能講習修了者あ
れば尚可正社員 06050- 1815291 従業員数 3人

株式会社　東北工材 真室川町大字釜淵８２７－１５８ フィルター洗浄
作業員及びメン
テナンス作業員

勤務場所：真室川町   

免許資格：普通自動車免許

正社員 06050- 1799991 従業員数 21人

1人

2人

1人

1人

株式会社　新庄園芸 新庄市大字松本（新松本町）４１
２－１

（臨時）園芸作業
員　～３１年１２
月３１日迄

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 06050- 1822291 従業員数 8人

株式会社　ツルハ（ツルハドラッ
グ）

札幌市東区北２４条東２０丁目１
番２１号

登録販売者（酒田
市・鶴岡市・新庄
市の各店舗）

勤務場所：酒田市  鶴岡市 新庄市

免許資格：登録販売者

正社員 01240-13417891 従業員数 14人

特定非営利活動法人　　キッズ
ハウス

真室川町大字平岡字片杉野１６
９２－１３

保育士【急募】 勤務場所：真室川町   

免許資格：保育士

その他 06050- 1819391 従業員数 6人

株式会社　メガネトップ　（眼鏡市場・ア
ルク・レンズスタイル・レンズダイレクト）

静岡市葵区伝馬町８－６ 店舗スタッフ（フ
ルタイム契約社
員）／新庄市

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

その他 22010-17470591 従業員数 6人

4人

2人

1人

1人

合同会社　ふれあい 新庄市下田町６－９ 調理補助 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 1818091 従業員数 5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］一般事務
（真室川）～令和２
年３月３１日まで

勤務場所：真室川町   

免許資格：不  問

その他 06050- 1807291 従業員数 30人

株式会社　井上産業 大蔵村合海１５３６－７ ［請負］ボイラー
管理（月１５日程
度）

勤務場所：新庄市   

免許資格：フォークリフト資格

パート 06050- 1814891 従業員数 7人

ローソン新庄福宮店 新庄市大字本合海字福宮１１４
２－１

ストアスタッフ 勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 1817191 従業員数 9人

1人

2人

2人

1人

ケーイービー・ジャパン　株式会
社

新庄市大字福田字福田山７１１
－１０３（新庄中核工業団地）

製造作業員（組
立）

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06050- 1798691 従業員数 41人

ＡＶＡＮＴＧＡＲＤＥ　ＲＥＶＥＲＢ 新庄市本町７－２８ （本店）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- 1812491 従業員数 3人

業務スーパー酒田店（株式会
社オネスタック）

酒田市こがね町１丁目１－３ レジ・販売・陳列・
発注業務（新庄金
沢店）【急募】

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 06030- 5902791 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 13170-29023891 従業員数 13人

1人

1人

1人

1人

事業所名 所在地 備　　　考

1人

令和 元年 6 月 25 日発行

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク新庄
（6月17日～6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7月2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
900  9:00～16:00

～

023-658-4848 900 金土日他

1,077 10:00～19:30

～

の間の

03-6778-8389 1,077 6時間以上 他

763  8:30～15:00

～

0233-32-8064 763 他

763  8:20～17:40

～

の間の

0233-62-4456 800 5時間程度 土日祝他

800  6:30～15:00

～

 6:00～13:45

0233-64-5535 900 他

860 10:00～15:00

～

の間の

06-6251-9130 860 3時間程度 土日祝他

59歳
以下

不問

不問

不問

不問

不問

株式会社　メガネトップ　（眼鏡市場・ア
ルク・レンズスタイル・レンズダイレクト）

静岡市葵区伝馬町８－６ 店舗スタッフ
（パートタイム契約
社員）／新庄市

勤務場所：新庄市   

免許資格：不  問

パート 22010-16836091 従業員数 6人

株式会社　山本産業 天童市石鳥居３番地４ ダスキンレンタル
配送員（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）

パート 06010-13474791 従業員数 40人

農事組合法人　りぞねっと 真室川町大字新町３７９ 米麺の製造 勤務場所：真室川町   

免許資格：不  問

パート 06050- 1823591 従業員数 9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- 1802691 従業員数 100人

1人

1人

3人

1人

株式会社　大西 大阪市中央区久太郎町３－４－
１２

ラウンダー（山形
市、他）

勤務場所：山形市  米沢市 新庄市

免許資格：普通自動車運転免許（ＡＴ限定
可）

パート 27010-41954491 従業員数 0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 介護及び厨房業
務

勤務場所：鮭川村   

免許資格：不  問

パート 06050- 1800091 従業員数 13人

1人

1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


