
※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

135,000  9:30～21:00

～

の間の

090-1498-7772 160,000 8時間程度 他

238,000  8:00～17:00

～
0233-22-6811 362,000 日祝他

200,000  8:00～17:00

～

0233-22-6811 350,000 日祝他

238,000  8:00～17:00

～

0233-22-6811 362,000 日祝他

150,000  8:30～19:30

～

 8:30～17:30

022-792-9763 250,000 木日祝他

180,000  8:30～19:30

～

 8:30～17:30

022-792-9763 350,000 木日祝他

127,530  8:30～17:20

～

0233-22-6557 127,530 日祝他

141,075  8:30～17:20

～

0233-22-6557 141,075 日祝他

160,240  8:00～17:00

～

0233-29-9814 206,020 日祝他

200,000  8:30～17:15

～

070-2022-4909 210,000 他

190,000  8:30～17:15

～

070-2022-4909 210,000 土日祝他

140,000  8:00～17:00

～

0233-23-3110 220,000 日他

134,550  8:20～17:10

～

0233-25-3205 134,550 日祝他

152,000  7:30～16:30

～

 8:30～17:30

0233-22-7552 182,000 10:00～19:00 他

172,000  7:30～16:30

～

 8:30～17:30

0233-22-7552 192,000 10:00～19:00 他

150,000  8:20～17:15

～

0265-86-3175 250,000 土日他

178,300  8:00～17:00

～

0233-22-1292 268,000 他

200,000  8:00～16:45

～

20:00～ 4:45

0237-53-0886 200,000 他

245,047 15:00～ 0:00

～

18:00～23:00

0422-36-6788 438,139 20:00～ 5:00 他

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

正社員 13170-36772891 従業員数 10人

正社員 06070- 3347091 従業員数 1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

正社員店舗スタッフ
（丹波黒どり農場
新庄西口駅前店）

18歳
～44
歳

免許資格：中型自動車免許、フォークリフ
ト・大型自動車免許あれば優遇

正社員 07060- 4687491 従業員数 15人
株式会社　マイセルフ 東根市中央二丁目１２－７ 加工機械への

材料投入・製
品チェック

18歳
以上

3人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

正社員 20060- 6884491 従業員数 7人
東北王子運送　株式会社 須賀川市滑川字中津沢２６－１ トラック集配運

転手（山形新
庄営業所）

59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：介護福祉士、又は社会福祉主
事

正社員 06050- 2285791 従業員数 9人
株式会社　ナンシン 長野県上伊那郡飯島町飯島７

３９
金属加工業
務【山形営業
所】

不問
1人

正社員 06050- 2286891 従業員数 9人
門脇シルバーサービス　株式会
社

新庄市常葉町５番６号 生活相談員
不問

免許資格：不  問

正社員 06050- 2288591 従業員数 20人
門脇シルバーサービス　株式会
社

新庄市常葉町５番６号 介護（交替）
18歳
以上

2人
勤務場所：新庄市   
免許資格：ヘルパー２級、介護職員初任
者研修修了者以上、介護福祉士

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

正社員 06050- 2291991 従業員数 10人
株式会社　スポーツダイワ　山
形工場

新庄市泉田高台新田４１０２－
３２

縫製工
不問

3人
勤務場所：新庄市   

2人
勤務場所：新庄市   
免許資格：看護師又は准看護師
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

正社員 06050- 2292491 従業員数 2人
株式会社　最上総建 新庄市大字鳥越字南山字山

神沢２７３７－１

加工・組立工・機械
設計・電気設計・生
産管理 不問

2人

正社員 06050- 2293791 従業員数 2人
コウ・アーユス　株式会社 鮭川村大字中渡１１５９－４ 看護師・准看護

師［訪問看護ス
テーション］

不問

免許資格：中型免許（Ｈ19年以前に取得の方
は普通免許で可。準中型免許は不可。）

正社員 06050- 2302391 従業員数 4人
コウ・アーユス　株式会社 鮭川村大字中渡１１５９－４ 理学療法士又は作

業療法士［訪問看護
ステーション］ 不問

2人
勤務場所：新庄市   
免許資格：理学療法士又は作業療法士

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

正社員 06050- 2304991 従業員数 28人
株式会社　福原宅送店 新庄市大字仁間字野際２８５ 宅配業務員

不問
2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- 2305491 従業員数 28人
株式会社　シントー　山形工場 新庄市大字福田字福田山　７１

１－５４
製造作業員

不問
1人

正社員 06050- 2306791 従業員数 0人
株式会社　シントー　山形工場 新庄市大字福田字福田山　７１

１－５４
［契約社員］
検査員 不問

免許資格：不  問

正社員 06050- 2307891 従業員数 0人
さいとう歯科クリニック 新庄市沖の町５－５０ 歯科衛生士

（１０／１～）
59歳
以下

2人
勤務場所：新庄市   
免許資格：歯科衛生士

【急募】販売
員［ヨークベニ
マル新庄店
内］

35歳
以下

2人
勤務場所：新庄市   

勤務場所：新庄市   
免許資格：土木施工管理技士２級以上
「建築」、普通自動車免許

正社員 06050- 2308291 従業員数 113人
さいとう歯科クリニック 新庄市沖の町５－５０ 事務兼歯科

助手（１０／１
～）

59歳
以下

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（ＡＴ限定不
可）

正社員 06050- 2309591 従業員数 113人
沼田建設　株式会社 新庄市大字鳥越　１７８０－１ 土木施工管

理技士
45歳
以下

1人

令和 元 年 8 月 14 日発行

週 刊 求 人 情 報 ハローワーク新庄
（8月5日～8月9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- 2310391 従業員数 113人
沼田建設　株式会社 新庄市大字鳥越　１７８０－１ 営業

不問

免許資格：不  問

正社員 06050- 2313491 従業員数 4人
沼田建設　株式会社 新庄市大字鳥越　１７８０－１ 建築施工管

理技士
45歳
以下

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：建築施工管理技士２級以上　
普通自動車免許

次回の週刊求人情報の発行日は8月20日（火）の予定です。

事業所名 所在地 備　　　考
株式会社　ベル 新庄市沼田町　６－１６

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  8:30～17:30

～

0280-87-1322 350,000 他

280,000  8:30～17:30

～

0280-87-1322 400,001 他

138,000  8:30～18:00

～

 8:30～13:00

0233-29-8177 145,000 日祝他

180,000  8:00～17:00

～

0233-62-3129 250,000 土日祝他

128,000  8:00～17:10

～

0233-72-2417 131,200 土日祝他

161,800  8:30～17:00

～

 8:30～12:15

0233-23-3411 161,800 日祝他

136,950  7:30～16:00

～

 8:25～16:55

0233-23-2696 136,950 15:10～ 0:20 他

141,400  8:00～17:00

～

0233-22-8178 153,520 他

176,000  8:15～17:15

～

0233-22-2811 176,000 土日

173,600  8:45～17:00

～

0233-32-1511 217,000 他

268,000  8:30～17:00

～

0233-22-3041 268,000 土日祝他

208,000  8:00～17:00

～

20:00～ 5:00

0237-41-1655 208,000 他

184,800  8:00～16:45

～

0237-53-0886 201,600 土日祝

180,950  8:30～17:30

～

0120-044-403 180,950 他

176,000  9:00～17:00

～

023-646-5301 184,000 土日祝

185,000  8:00～16:45

～

- 245,000 土日祝他

225,000  8:00～16:45

～

- 285,000 土日祝他

207,000  8:00～17:00

～

0233-72-2515 207,000 日他

207,000  8:00～17:00

～

0233-72-2515 207,000 日他

800  9:00～22:00

～

の間の

0233-23-5716 800 5時間程度 他

800  9:00～22:00

～

の間の

0233-23-5716 800 5時間程度 他

1,000 17:00～21:00

～

0233-32-1571 1,000 日他

770  9:00～15:00

～

0233-23-1111 850 他

770  9:00～15:30

～

0233-22-3034 770 土日祝

2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限定可）

パート 06050- 2296591 従業員数 9人

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 06050- 2301091 従業員数 31人
株式会社　マルタケ新庄営業所 新庄市大字鳥越字熊ノ沢１４９

８－３４
一般事務・配
送・在庫管理 不問

1人

従業員数 4人
株式会社　樋渡商店 戸沢村大字津谷５５ ［臨時］農作

業　～２ヶ月
以内

不問
1人

勤務場所：戸沢村   
免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不
可）

パート 06050- 2314791 従業員数 2人
ニューグランドホテル　　［株式
会社　カキザキ］

新庄市若葉町４番２３号 客室清掃
不問

免許資格：不  問

パート 06050- 2315891 従業員数 15人
株式会社　オールクリエーション
山形支店　山形工場

新庄市大字福田字福田山７１１
－１８７

ホールスタッ
フ 不問

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 06050- 2316291 従業員数 10人
合同会社　ＣＶＳオオバ［セブン
イレブン新庄沼田町店］

新庄市沼田町２５－１ ［正社員・新
庄沼田町店］
コンビニ店員

不問

（派）電子部
品の設計業務
［新庄市］

59歳
以下

2人
勤務場所：新庄市   

株式会社　トラスト・テック　仙台
オフィス

仙台市宮城野区榴岡３丁目４
－１　アゼリアヒルズ２階

（派）電子部品
の設計サポー
ト業務［新庄
市］

35歳
以下

2人

1人
勤務場所：戸沢村   
免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不
可）

その他 06050- 2281391 従業員数 11人
合同会社　ＣＶＳオオバ［セブン
イレブン新庄沼田町店］

新庄市沼田町２５－１ コンビニ販売
［新庄本合海
店］

不問
2人

その他 06050- 2282691 従業員数 11人
株式会社　樋渡商店 戸沢村大字津谷５５ ［臨時］米の集

荷作業　～９／
１５～１０／１５

不問

免許資格：普通自動車免許（通勤用）

その他 04010-52396291

その他 06010-17576291 従業員数 0人

免許資格：中型免許（ＡＴ限定不可）＊Ｈ１
９．６．１以前の取得者は普通免許でＯＫ

その他 40120-20955891 従業員数 9人
株式会社　スタッフサービス　山
形第一オフィス

山形市城南町１丁目１番１号
霞城セントラルビル１８階

（派）営業事務
（新庄市）　【紹
介予定派遣】

不問
1人

勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車運転免許（ＡＴ限定
可）

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

その他 06070- 3342791 従業員数 1人
コカ・コーラボトラーズジャパン
ベンディング　株式会社

福岡市東区箱崎７丁目９番６６
号

自販機のルート配送
スタッフ（新庄セール
スセンター） 不問

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（通勤用）

その他 04010-52397591 従業員数 4人
株式会社　トラスト・テック　仙台
オフィス

仙台市宮城野区榴岡３丁目４
－１　アゼリアヒルズ２階

5人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

その他 06070- 3373391 従業員数 4人
株式会社　マイセルフ 東根市中央二丁目１２－７ （派）工場内で

の一般事務 不問
1人

その他 06050- 2294891 従業員数 116人
株式会社　グロップジョイ　山形
オフィス

東根市さくらんぼ駅前３丁目－
４－５サンライズマンションビル
１１３

（派）スマート
フォンのコネク
タ組立・検査

18歳
以上

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定不
可）

その他 06050- 2297191 従業員数 30人
山形県立　新庄養護学校 新庄市大字金沢字金沢山１８９

４－４
［臨時］常勤
講師　～元年
１０月１５日迄

不問
1人

勤務場所：新庄市   
免許資格：小・中・高等学校教員（一種又
は二種）（必須）

勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

その他 06050- 2298091 従業員数 12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］農機具の整
備　２年２月１日～２
年３月３１日 不問

1人
勤務場所：新庄市  最上町 舟形町

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：普通自動車免許（移動用）

その他 06050- 2299391 従業員数 53人
株式会社　佐藤商会 新庄市大字福田字福田山７１１

－９３
【臨時】印刷
工　～元年１１
月２９日迄

不問
1人

その他 06050- 2300191 従業員数 45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）

［請負］清掃
業務 不問

免許資格：普通自動車免許（ＡＴ限定可）

その他 06050- 2312991 従業員数 47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- 2290691 従業員数 8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
1人

勤務場所：新庄市   

1人
勤務場所：真室川町   
免許資格：中型免許（準中型免許可）［必
須］、大型特殊、大型免許あれば尚可

正社員 06050- 2303691 従業員数 11人
半田製作所 戸沢村大字津谷２９番地 製造工

不問
1人

正社員 06050- 2283991 従業員数 6人
株式会社　マルコウ環境 真室川町大字新町７８１－９ 中型運転（産

業廃棄物）
50歳
以下

免許資格：理容師免許必須

正社員 08050- 4630291 従業員数 6人
ラッキーバッグ　株式会社 舟形町舟形３５２－１０　（連絡

先は「本部」）
［舟形町］医
療事務 不問

1人
勤務場所：舟形町   
免許資格：不  問

勤務場所：新庄市   
免許資格：美容師免許必須

正社員 08050- 4666191 従業員数 6人
株式会社　アクア北 茨城県猿島郡境町長井戸７９８

－１
理容師／新
庄市（新庄
店）

不問
2人

勤務場所：新庄市   

株式会社　アクア北 茨城県猿島郡境町長井戸７９８
－１

美容師／新
庄市（新庄
店）

不問
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



職　種 年齢 賃金 就業時間 求人数・休日事業所名 所在地 備　　　考
763  8:20～17:10

～

の間の

0233-25-3205 763 5時間程度 日祝他

800  8:00～17:00

～

の間の

0233-22-7552 1,000 5時間程度 他

800  8:00～12:30

～

0233-29-2283 800 他

850  8:00～19:30

～

の間の

0280-87-1322 950 3時間以上 他

810 13:00～19:00

～

0233-23-7620 810 土日祝他

765  8:00～17:00

～

の間の

0233-55-3468 800 5時間以上 日

930  9:00～14:50

～

 9:00～17:00

023-666-3388 950 土日祝他

パート 06050- 2295291 従業員数 6人

免許資格：不  問

パート 07040-15468491 従業員数 6人
松井キノコ園 鮭川村大字庭月５３ なめこ収穫・

出荷作業 不問
4人

勤務場所：鮭川村   
免許資格：不  問

勤務場所：新庄市   
免許資格：理容師または美容師免許必須

パート 08050- 4701591 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（新庄
市）

不問
1人

勤務場所：新庄市   

1人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

パート 06050- 2284491 従業員数 40人
株式会社　アクア北 茨城県猿島郡境町長井戸７９８

－１
理容師・美容
師／新庄市
（新庄店）

不問
1人

パート 06050- 2287291 従業員数 9人
合同会社　ライフ 新庄市住吉町２－２９ 施設内清掃

不問

免許資格：不  問

パート 06050- 2289191 従業員数 20人
門脇シルバーサービス　株式会
社

新庄市常葉町５番６号 介護
18歳
以上

2人
勤務場所：新庄市   
免許資格：ヘルパー２級、介護職員初任
者研修修了者以上

株式会社　スポーツダイワ　山
形工場

新庄市泉田高台新田４１０２－
３２

縫製工
不問

2人
勤務場所：新庄市   

2人
勤務場所：新庄市   
免許資格：不  問

その他 06010-17449191 従業員数 2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

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。 3


