
令和 4 年 8 月 4 日号 

 

※ お知らせ 

次号は木曜が祝日のため 8月 10日

(水)にコムズを発行します。 

 

ハローワーク大河原 

 

求人情報 

コムズ 

 

柴田郡大河原町大谷字町向１２６－４ 

 オーガ（Ｏｒｇａ）１階 

電話 ０２２４－５３－１０４２ 

FAX ０２２４－５２－３９８９ 
 



  

 

●ハローワーク大河原で受理した直

近の１週間の求人を掲載！ 
 

●既に採用済み無効求人を掲載して

いる場合や、スペースの都合上、受

付したすべての求人の掲載はしてお

りませんのでご了承ください 

 

 

 

●阿武隈急行角田駅●角田市役所 

●大河原町役場  ●村田町役場 

●柴田町役場   ●川崎町役場 

●丸森町役場 

※各役場HPに掲載しています 

角田市・大河原町・村田町・柴田町・川崎

町・丸森町・白石市・蔵王町・七ヶ宿町 

配 布 場 所 求人情報誌コムズ 

求人内容について詳細を確認、相談希望、応募してみたい方は 

ハローワーク大河原へ！ 
  
電話０２２４－５３－１０４２ 

ハローワークの利用時間８時３０分～１７時１５分 

（土日祝、及び年末年始（12/29～1/3）は閉庁） 

 

●ハローワークの求人に応募される場合にはハローワークの発行する

紹介状が必要です。応募前に必ず紹介状の交付を受けてください 

 

 

ハローワークで受理した求人はハローワークインター

ネットサービスで検索できます

←くわしくはこちらへ

求職者マイページを開設してみませんか？

開設すると求人検索条件を保存や、お気に入りとしての

保存ができます

←くわしくはこちらへ

じもと密着！ 



時給 変形（1年単位）
不問 (1)9時00分～18時00分

4
人 TEL 022-345-0183 （従業員数 6人 ）

正社員以外 04010-45682421 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)7時00分～16時00分

1 (3)16時00分～9時00分
人 TEL 022-771-1852 （従業員数 92人 ）

正社員 04010-45724921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 022-796-0700 （従業員数 3人 ）

正社員 04010-45879621 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 022-796-0700 （従業員数 15人 ）

正社員 04010-45884521 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 022-796-0700 （従業員数 8人 ）

正社員 04010-45910121 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 大型自動車免許

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 022-796-0700 （従業員数 3人 ）

正社員 04010-45912721 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 022-796-0700 （従業員数 4人 ）

正社員以外 04010-45964821 就業場所 宮城県角田市
月給 介護福祉士

64歳以下 (1)8時00分～20時00分
の間の８時間

1
人 TEL 022-217-1044 （従業員数 9人 ）

正社員 04010-46079821 就業場所 宮城県角田市
月給 作業療法士

59歳以下 (1)7時30分～16時45分
(2)8時15分～17時30分

2 (3)8時45分～18時00分
人 TEL 0224-52-8770 （従業員数 21人 ）

正社員 04050- 2364621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-53-1113 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 2369821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 厚生
月給 変形（1年単位） 簿記実務検定３級

不問 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-63-1431 （従業員数 11人 ）

正社員以外 04050- 2370421 就業場所

年俸制
59歳以下 (1)8時15分～17時15分

1
人 TEL 0224-68-2511 （従業員数 178人 ）

正社員 04050- 2371321 就業場所 拠出
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～62歳 (1)9時00分～18時00分
(2)9時00分～8時59分

1 (3)22時30分～7時30分
人 TEL 023-686-9810 （従業員数 143人 ）

正社員 06010-15633521 就業場所 宮城県柴田郡川崎町 拠出・給付
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

正社員以外 07010-10594121 就業場所 宮城県　県南地区
時給 交替制あり

18歳～59歳 (1)7時00分～16時00分
(2)16時00分～1時00分

2 (3)23時00分～8時00分
人 TEL 0243-22-1402 （従業員数 80人 ）

無期雇用派遣労働者 07080- 3059621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)9時00分～12時30分

1
人 TEL 03-5985-1189 （従業員数 6人 ）

正社員 13090-29898321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 拠出
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 045-822-5361 （従業員数 8人 ）

正社員 14010-36715821 就業場所 宮城県柴田郡村田町

加入保険等 必要な免許資格

オークション出品にかかる
事務業務［柴田郡村田町］

株式会社　Ｓ・Ｔ・Ｓ 宮城県仙台市泉区明石南１丁目１８－９ 雇用・労災・健
康・厚生

150,336円～
150,336円

（月額換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

建設機械の点検・修理 蔵王リース　株式会社 宮城県名取市ゆりが丘２丁目２５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

201,000円～
343,000円

雇用期間の定めなし

介護福祉士／大河原町（介
護老人保健施設さくらの
杜）

医療法人社団　清山会 宮城県仙台市泉区松森字西沢２６－４ 雇用・労災・健
康・厚生

189,000円～
234,240円

雇用期間の定めなし

建設機械の点検・修理 蔵王リース　株式会社 宮城県名取市ゆりが丘２丁目２５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

201,000円～
343,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 蔵王リース　株式会社 宮城県名取市ゆりが丘２丁目２５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

191,000円～
259,000円

雇用期間の定めなし

ハウスメンテナンス 蔵王リース　株式会社 宮城県名取市ゆりが丘２丁目２５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

231,000円～
231,000円

（月額換算）

雇用期間の定めなし

建設機械の運搬 蔵王リース　株式会社 宮城県名取市ゆりが丘２丁目２５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

192,000円～
261,000円

雇用期間の定めなし

リハビリ職／大河原町（さ
くらデイサービスセン
ター）

社会福祉法人　すばる 宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字白坂２７ 雇用・労災・健
康・厚生

224,920円～
269,240円

雇用期間の定めなし

介護福祉士（訪問介護）
／セントケア角田

セントケア宮城　株式会
社

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１－１
１　
　ＨＡＮＩＸ　ＢＵＩＬ３Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生・財形

191,000円～
239,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 学校法人　東北カトリッ
ク学園　角田カトリック
幼稚園

宮城県角田市角田字町１ 雇用・労災・健
康・厚生

138,800円～
194,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

医療事務員 医療法人社団　博優会 宮城県柴田郡大河原町字西町８０－３ 雇用・労災・健
康・厚生

153,000円～
193,000円

雇用期間の定めなし

収受職（９／１～）（正社
員）「笹谷料金所」

株式会社　ネクスコ・
トール東北　山形事業部

山形県山形市千石９１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

174,210円～
177,810円

雇用期間の定めなし

人事総務マネージャー ウォルブロー　株式会社 宮城県角田市神次郎字久城寺１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

416,666円～
666,666円

（月額換算）

雇用期間の定めなし

（派）鋳造作業・機械オペ
レーター（水上バイク部
門）

株式会社　日総ビジネス
サービス　二本松営業所

福島県二本松市木藤次郎内８５－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

240,120円～
240,120円

（月額換算）

雇用期間の定めなし

警備員（白石） 株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災・健
康・厚生

156,220円～
188,320円

（月額換算）

雇用期間の定めなし

ドラム製造スタッフ 株式会社　ミナト 神奈川県横浜市港南区下永谷３－３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

214,535円～
289,622円

雇用期間の定めなし

調剤事務／つきのき西薬局
／宮城県柴田郡柴田町

アポクリート株式会社 東京都豊島区東池袋４丁目５－２　ライ
ズアリーナビル１１階

雇用・労災・健
康・厚生

145,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

◎ 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。

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０２２４－５３－１０４２

令和 4年 8月 4日発行

ハローワーク大河原



加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 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。

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０２２４－５３－１０４２

令和 4年 8月 4日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)17時00分～9時00分

(2)9時00分～8時59分

2
人 TEL 022-381-7310 （従業員数 2人 ）

正社員 04010-45194621 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位）

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

10
人 TEL 022-794-8144 （従業員数 25人 ）

正社員以外 04010-45219121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位） 施設警備業務検定２級

18歳～65歳 (1)9時00分～18時00分
(2)18時00分～9時00分

2
人 TEL 022-398-5310 （従業員数 6人 ）

正社員以外 04010-45321921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

18歳以上 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

5
人 TEL 022-792-8254 （従業員数 2人 ）

正社員以外 04010-45334221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

18歳以上 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

5
人 TEL 022-792-8254 （従業員数 2人 ）

正社員以外 04010-45335521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位） ホームヘルパー２級

不問 (1)7時30分～18時30分 介護職員初任者研修修了者

の間の８時間 介護福祉士
1

人 TEL 022-771-7010 （従業員数 48人 ）

正社員以外 04010-45484921 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり 介護福祉士

59歳以下 (1)7時30分～18時30分
の間の８時間

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 48人 ）

正社員 04010-45485121 就業場所 宮城県角田市 拠出
時給 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 (1)8時30分～17時30分 准看護師
の間の８時間

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員以外 04010-45487721 就業場所 宮城県角田市
月給 看護師

59歳以下 (1)8時00分～18時00分 准看護師
の間の８時間

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 38人 ）

正社員 04010-45489221 就業場所 宮城県角田市 拠出
時給 変形（1ヶ月単位） 理学療法士

不問 (1)8時30分～17時30分 作業療法士
の間の８時間 言語聴覚士

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 38人 ）

正社員以外 04010-45505921 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 理学療法士

59歳以下 (1)8時00分～17時30分 作業療法士
の間の８時間 言語聴覚士

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員 04010-45509821 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 変形（1年単位） 大型自動車免許

69歳以下 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 2327721 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)8時00分～17時00分

2 (3)16時30分～9時00分
人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 2328821 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時30分～19時30分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 46人 ）

正社員 04050- 2329221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分

2 (3)9時00分～18時00分
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 46人 ）

正社員以外 04050- 2330621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 宅地建物取引士

不問 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-58-1100 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 2333021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1)7時30分～16時30分 准看護師
(2)10時00分～19時00分

2
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 46人 ）

正社員 04050- 2334721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

施設警備スタッフ 東洋ワークセキュリティ
株式会社　仙南営業所

宮城県名取市増田１丁目２－７　ロタハ
ウス２階

雇用・労災・健
康・厚生

189,000円～
189,000円

雇用期間の定めなし

施設警備員 有限会社　ビジネスサ
ポート

宮城県仙台市青葉区上杉１丁目１６－４
センチュリー青葉ビル１０階

雇用・労災・健
康・厚生

105,600円～
120,000円

（月額換算）

雇用期間の定めなし

交通誘導警備員 株式会社　仙台グランド
警備

宮城県仙台市若林区遠見塚３丁目７番５
号

雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～
220,000円

（月額換算）

雇用期間の定めなし

警備員［大河原町近
辺］

都市環境整美　株式会社
仙台センター　警備事業
部

宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目２－３
仙台ＭＴビル５Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

194,400円～
241,920円

（月額換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

警備員［柴田町近辺］ 都市環境整美　株式会社
仙台センター　警備事業
部

宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目２－３
仙台ＭＴビル５Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

194,400円～
241,920円

（月額換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

ホームヘルパー／ツクイ角
田北郷（訪問介護）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

211,000円～
259,000円

雇用期間の定めなし

ホームヘルパー／ツクイ角
田北郷（訪問介護）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

188,856円～
188,856円

（月額換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護職員／ツクイ角田北
郷（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
273,000円

雇用期間の定めなし

看護職員／ツクイ角田北
郷（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

200,080円～
205,000円

（月額換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

機能訓練指導員／ツクイ角
田北郷（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

215,000円～
268,000円

雇用期間の定めなし

機能訓練指導員／ツクイ角
田北郷（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

180,600円～
215,000円

（月額換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大型運転手（ウィング
車）

大誠運輸　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

介護員［常盤園］ 社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,070円～
216,480円

雇用期間の定めなし

看護師 医療法人本多友愛会　介
護老人保健施設はくあい
ホーム

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

210,000円～
285,000円

雇用期間の定めなし

賃貸管理業務 株式会社サカモト 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目９－
１２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

220,000円～
320,000円

雇用期間の定めなし

介護員［常盤園］ 社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

177,813円～
181,813円

（月額換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護職員［常盤園］ 社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

183,970円～
241,480円

雇用期間の定めなし
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ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1)7時15分～16時15分

(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 49人 ）

正社員 04050- 2335821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1)7時30分～16時30分 准看護師
(2)10時00分～19時00分

2
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 49人 ）

正社員 04050- 2336221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 (1)7時30分～16時30分 准看護師
(2)10時00分～19時00分

2
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 49人 ）

正社員以外 04050- 2337521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 准看護師
(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 2338421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 (1)8時00分～17時00分 准看護師
(2)8時30分～17時30分

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 43人 ）

正社員以外 04050- 2339321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1)7時00分～16時00分 准看護師
(2)8時00分～17時00分

1 (3)8時30分～17時30分
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 31人 ）

正社員 04050- 2340121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 交替制あり

不問 (1)7時00分～15時45分
(2)8時30分～17時15分

2 (3)9時15分～18時00分
人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

正社員 04050- 2341021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 (1)7時00分～16時00分 准看護師
(2)8時00分～17時00分

1 (3)8時30分～17時30分
人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 31人 ）

正社員以外 04050- 2343821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)6時45分～15時45分
(2)8時30分～17時30分

1 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 14人 ）

正社員 04050- 2344221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)6時30分～15時30分
(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時30分～19時30分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 2345521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)8時30分～17時15分
(2)10時00分～19時00分

1 (3)16時30分～9時00分
人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 2346421 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)16時30分～9時00分

2
人 TEL 0224-63-5111 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 2347321 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)16時30分～9時00分

2
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 2348621 就業場所

月給 臨床検査技師
59歳以下 (1)8時30分～17時15分

(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 2351821 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 2352221 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)16時30分～9時00分

2
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 2353521 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
18歳～59歳 (1)16時00分～23時30分

2
人 TEL 0224-62-4650 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2357921 就業場所 宮城県角田市

介護員［桜寿苑］ 社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,070円～
216,480円

雇用期間の定めなし

看護職員［桜寿苑］ 社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

227,113円～
239,263円

（月額換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護職員［桜寿苑］ 社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

183,970円～
241,480円

雇用期間の定めなし

看護職員［第二常盤
園］

社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

227,113円～
239,263円

（月額換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護職員［第二常盤
園］

社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

183,970円～
241,480円

雇用期間の定めなし

調理員 社会福祉法人ウェルフェ
ア仙台　仙南ジェロント
ピア

宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田６
７

雇用・労災・健
康・厚生

151,000円～
206,400円

雇用期間の定めなし

看護職員［ケアホーム
ふなおか］

社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

183,970円～
241,480円

雇用期間の定めなし

介護員［グループホー
ムふなおか］

社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,070円～
216,480円

雇用期間の定めなし

看護職員［ケアホーム
ふなおか］

社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

227,113円～
239,263円

（月額換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護福祉士 医療法人本多友愛会　介
護老人保健施設はくあい
ホーム

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

174,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

介護員［グループホー
ムつきのき］

社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,070円～
216,480円

雇用期間の定めなし

看護師（病棟） 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

210,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

准看護師 医療法人本多友愛会　介
護老人保健施設はくあい
ホーム

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

准看護師（外来） 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

臨床検査技師 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～
245,000円

雇用期間の定めなし

飲食店の業務全般（と
きわ亭角田店）

有限会社　翌檜食堂 宮城県角田市角田字扇町９－１１ 雇用・労災・健
康・厚生

171,000円～
237,000円

雇用期間の定めなし

准看護師（病棟） 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし
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ハローワーク大河原

時給 交替制あり
18歳以上 (1)8時30分～17時30分

(2)6時30分～15時30分

1 (3)21時30分～6時30分
人 TEL 0224-87-8083 （従業員数 4人 ）

有期雇用派遣労働者 04050- 2365921 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時30分～17時00分

1
人 TEL 080-6017-2789 （従業員数 8人 ）

正社員 04051- 1205221 就業場所 東北自動車道　泉IC～白石IC間
日給 変形（1ヶ月単位）

40歳以下 (1)7時30分～17時00分

1
人 TEL 080-6017-2789 （従業員数 8人 ）

正社員 04051- 1206521 就業場所 東北自動車道　泉IC～白石IC間
月給 交替制あり 登録販売者（一般医薬品）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)12時30分～21時30分

1
人 TEL 023-632-3361 （従業員数 0人 ）

正社員 06010-15189621 就業場所 山形県内、宮城県内の各店舗
月給

59歳以下 (1)8時45分～17時30分

1
人 TEL 023-689-1131 （従業員数 128人 ）

正社員 06010-15205521 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

正社員 07010-10578121 就業場所 宮城県　県南地区
日給 変形（1ヶ月単位） 交通誘導警備業務検定２級

18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

正社員 07010-10579021 就業場所 宮城県　県南地区
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～30歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

正社員 07010-10592621 就業場所 宮城県　県南地区
月給 交替制あり 調理師

不問 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 03-3379-1246 （従業員数 23人 ）

正社員以外 13080-57901921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

不問 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 03-6240-3354 （従業員数 6人 ）

正社員 13130-18498621 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位） 理容師

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 072-952-3667 （従業員数 8人 ）

正社員 27120- 9322021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位） 美容師

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 072-952-3667 （従業員数 8人 ）

正社員 27120- 9672521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 二級自動車整備士

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-65-2388 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2325121 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 024-585-5315 （従業員数 3人 ）

正社員 07010-10427221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位） 中型自動車免許

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 ８トン限定中型自動車免許

2
人 TEL 045-822-5361 （従業員数 9人 ）

正社員 14010-35869821 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-253-7592 （従業員数 250人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-45018721 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 社会福祉士

65歳以下 (1)8時00分～17時00分 保育士
ホームヘルパー２級

2
人 TEL 0224-51-8602 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 2309121 就業場所

伐採、刈払い、樹木剪
定等作業員

株式会社　フォレストブ
ロス

宮城県白石市旭町１丁目３－２５ 雇用・労災・健
康・厚生

150,500円～
279,500円（月

額）

雇用期間の定めなし

自動車部品の製造 株式会社ワークパワー仙
南営業所

宮城県柴田郡大河原町字南３８ー１　三
住ビル２階２０１

雇用・労災・健
康・厚生

250,800円～
250,800円

（月額換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

店舗販売職【正社員】
山形県・宮城県

株式会社　ヤマザワ薬品 山形県山形市あこや町３丁目９－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

182,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

伐採、刈払い、樹木剪
定等作業員

株式会社　フォレストブ
ロス

宮城県白石市旭町１丁目３－２５ 雇用・労災・健
康・厚生

172,000円～
279,500円（月

額）

雇用期間の定めなし

警備員（ＧＳＰ隊員：
白石）

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災・健
康・厚生

156,220円～
199,020円（月

額）

雇用期間の定めなし

設備・機器メンテナン
ス（正社員）

株式会社　シベール 山形県山形市蔵王松ケ丘２丁目１－３ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

警備員《精鋭隊員候
補》（白石）

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災・健
康・厚生

166,920円～
220,420円（月

額）

雇用期間の定めなし

警備員（有資格者：白
石）

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災・健
康・厚生

156,220円～
209,720円（月

額）

雇用期間の定めなし

Ｗｅｂサイトの企画・製
作・運営（東北物流セン
ター）

株式会社　ピィアース 東京都江東区牡丹１丁目２－２　ＹＳビ
ル４階

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
450,000円

雇用期間の定めなし

調理スタッフ【みやぎ
県南中核病院】

株式会社　グリ－ンヘル
スケアサ－ビス

東京都新宿区西新宿３－２０－２　東京
オペラシティタワー１７階

雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
260,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

スタイリスト「美容プ
ラージュ大河原店」

阪南理美容　株式会社
（店名：プラージュ）

大阪府藤井寺市春日丘３－１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
299,200円

雇用期間の定めなし

理容師「理容プラー
ジュ大河原店」

阪南理美容　株式会社
（店名：プラージュ）

大阪府藤井寺市春日丘３－１２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
352,000円

雇用期間の定めなし

花崗岩原石採石業務従事
者（採石作業員）

八巻石材工業株式会社 福島県伊達郡国見町大字小坂字町田２－
８

雇用・労災・健
康・厚生・財形

210,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

自動車整備士 株式会社　オートサービ
ス聖

宮城県角田市毛萱字堂ノ入４６番地の５ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
260,000円

雇用期間の定めなし

自動車の部品管理 シーデーピージャパン
株式会社　仙台営業所

宮城県仙台市若林区なないろの里２丁目
１１－３
ｒａｉｎｂｏｗ　ｖｉｌｌａｇｅ　１０
１号室

雇用・労災・健
康・厚生

219,240円～
274,131円（月

額）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

４ｔトラック運転手 株式会社　ミナト 神奈川県横浜市港南区下永谷３－３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

214,535円～
305,713円

雇用期間の定めなし

支援員 ほっとファーム株式会社
ほっとハート柴田

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－４－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし
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ハローワーク大河原

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

(2)6時00分～14時30分

5 (3)14時00分～22時30分

人 TEL 0224-68-2411 （従業員数 237人 ）

正社員以外 04050- 2310821 就業場所

月給 保育士
64歳以下 (1)7時30分～18時30分

の間の８時間
1

人 TEL 0224-87-8153 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2311221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-54-4625 （従業員数 5人 ）

有期雇用派遣労働者 04050- 2321421 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

18歳以上 (1)7時00分～15時40分
(2)15時10分～23時50分

5 (3)23時10分～7時30分
人 TEL 0224-54-4625 （従業員数 10人 ）

有期雇用派遣労働者 04050- 2322321 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時25分～17時15分

2
人 TEL 0224-54-4625 （従業員数 3人 ）

有期雇用派遣労働者 04050- 2323621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)22時00分～7時00分
(2)0時00分～9時00分

2
人 TEL 03-6833-5064 （従業員数 24人 ）

正社員以外 13040-84487121 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 078-261-7940 （従業員数 39人 ）

正社員 28020-13586521 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～17時45分

1
人 TEL 022-216-3522 （従業員数 3人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-44751221 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-52-3026 （従業員数 40人 ）

正社員 04050- 2300021 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-1414 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 2302821 就業場所

月給
59歳以下 (1)7時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-58-3443 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2304521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

18歳以上 (1)7時00分～15時40分
(2)15時10分～23時50分

20 (3)23時10分～7時30分
人 TEL 0224-87-8083 （従業員数 100人 ）

有期雇用派遣労働者 04050- 2306321 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-72-2261 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04050- 2308921 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 厚生

電子機器組立工 ホーチキ株式会社　宮城
工場

宮城県角田市江尻字前原１４１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

141,075円～
141,075円（月

額）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

火災報知機の製造 東洋ワーク株式会社　仙
南事業所

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１－８
ベルハウス柴田２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

173,250円～
173,250円（月

額）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

保育士 特定非営利活動法人　し
ばた子育て支援ゆるりん

宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目３－
４１

雇用・労災・健
康・厚生

188,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

ラベル貼り及び製品の
梱包

東洋ワーク株式会社　仙
南事業所

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１－８
ベルハウス柴田２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

181,440円～
181,440円（月

額）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

エンジン部品の製造業
務

東洋ワーク株式会社　仙
南事業所

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１－８
ベルハウス柴田２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

207,900円～
207,900円（月

額）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

（正）設備管理技術員（整
備）（宮城県角田市）

神鋼環境メンテナンス
株式会社

兵庫県神戸市中央区磯上通２丁目２番２
１号
三宮グランドビル７Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

193,500円～
243,500円

雇用期間の定めなし

接客・調理／１１３号
角田店

株式会社　すき家 東京都港区港南二丁目１８番１号　ＪＲ
品川イーストビル５階

雇用・労災・健
康・厚生

155,250円～
175,250円（月

額）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

経理 株式会社　ダスキン大河
原

宮城県柴田郡大河原町字小島１３－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

166,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

調理家電の開発とレシ
ピ考案

ＷＤＢ　株式会社　仙台
支店

宮城県仙台市青葉区花京院１丁目１－２
０　花京院スクエア２１階

雇用・労災・健
康・厚生

232,500円～
263,500円（月

額）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

職業指導員（くりえい
と柴田）

社会福祉法人　はらから
福祉会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目２－
２３

雇用・労災・健
康・厚生

172,000円～
172,000円

雇用期間の定めなし

資材調達・生産管理 イケダ工機　株式会社
角田工場

宮城県角田市梶賀字高畑北２９６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

鉄骨組立 株式会社　丸隆 宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字薬師堂
６１番地２

雇用・労災・健
康・厚生

177,600円～
199,800円（月

額）

雇用期間の定めなし

４輪・２輪車の製造　機械
操作・検査・部品補充・他

株式会社ワークパワー仙
南営業所

宮城県柴田郡大河原町字南３８ー１　三
住ビル２階２０１

雇用・労災・健
康・厚生

234,080円～
234,080円（月

額）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）



時給 交替制あり 登録販売者（一般医薬品）

不問 (1)8時00分～22時15分
の間の５～８時間

1
人 TEL 019-621-5021 （従業員数 15人 ）

パート労働者 03010-17851421 就業場所 村田町、柴田町、川崎町
時給 交替制あり 登録販売者（一般医薬品）

不問 (1)8時00分～22時15分
の間の５～８時間

1
人 TEL 019-621-5021 （従業員数 15人 ）

パート労働者 03010-17854921 就業場所 丸森町､角田市
時給 介護福祉士

不問 (1)8時00分～20時00分
の間の2～８時間

1
人 TEL 022-217-1044 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04010-46076121 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)8時00分～18時40分
の間の６時間程度

1
人 TEL 022-771-1852 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04010-46095721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

59歳以下 (1)8時45分～18時00分
の間の３～６時間程度

1
人 TEL 0224-52-3026 （従業員数 38人 ）

パート労働者 04050- 2366121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 介護福祉士

不問 (1)7時00分～10時00分 介護職員初任者研修修了者

(2)16時00分～20時00分 ホームヘルパー２級
2

人 TEL 090-3643-4562 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 2367021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1年単位） 中型自動車免許

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-58-8070 （従業員数 30人 ）

パート労働者 04050- 2368721 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

パート労働者 07010-10593921 就業場所 宮城県 県南地区
時給

不問 (1)7時45分～13時00分
(2)18時00分～22時00分

1
人 TEL 019-621-5021 （従業員数 13人 ）

パート労働者 03010-17426021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

18歳以上 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

5
人 TEL 022-792-8254 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04010-45365021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

18歳以上 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

2
人 TEL 022-792-8254 （従業員数 70人 ）

パート労働者 04010-45367821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり 看護師

不問 (1)8時00分～18時00分 准看護師
の間の8時間程度

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04010-45525721 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)7時30分～10時30分 ホームヘルパー２級
(2)15時00分～18時00分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04010-45529421 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位） 看護師

不問 (1)8時30分～17時30分 准看護師

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04010-45534821 就業場所 宮城県角田市
時給 保育士

不問 (1)9時00分～14時30分

2
人 TEL 0224-87-8220 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 2342721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり 准看護師

不問 (1)8時30分～17時00分
(2)10時30分～19時00分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050- 2350721 就業場所

時給 臨床検査技師
不問 (1)8時30分～12時30分

(2)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

パート労働者 04050- 2354421 就業場所

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【丸森・角
田地域】

株式会社　薬王堂 岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁目９番１号

マリオス６Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

922円～922円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

加入保険等 必要な免許資格

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【柴田地
域】

株式会社　薬王堂 岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁目９番１号

マリオス６Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

922円～922円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

保育補助／大河原町（さく
らの杜こども園）

医療法人社団　清山会 宮城県仙台市泉区松森字西沢２６－４ 雇用・労災・健
康・厚生

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護福祉士（訪問介
護）／セントケア角田

セントケア宮城　株式会
社

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１－１
１　
　ＨＡＮＩＸ　ＢＵＩＬ３Ｆ

労災

1,250円～2,070円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が週２
０時間以上となる場
合は雇用保険に加入

生活支援員 株式会社　かすみ草 宮城県柴田郡柴田町船岡土手内２丁目１
４－２３

雇用・労災・健
康・厚生

853円～853円
雇用期間の定めなし

レンタルサービス、販
売

株式会社　ダスキン大河
原

宮城県柴田郡大河原町字小島１３－１０ 労災

880円～1,100円
雇用期間の定めなし

※　労働契約が週２
０時間以上となる場
合は雇用保険に加入

警備員（ＧＳＰ隊員：
白石）

株式会社　銀河警備保障
福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災

912円～1,037円
（時給換算）

雇用期間の定めなし

４ｔトラック運転手 ＹＢＳサービス　株式会
社　仙台南営業所

宮城県柴田郡柴田町槻木白幡２－６－１
６

雇用・労災

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

警備員［大河原町近
辺］

都市環境整美　株式会社
仙台センター　警備事業
部

宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目２－３
仙台ＭＴビル５Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

1,125円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

ドラッグストアでの販
売（宮城丸森店）

株式会社　薬王堂 岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁目９番１号

マリオス６Ｆ

雇用・労災

862円～862円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護職員／ツクイ丸森
大内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

1,220円～1,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

警備員［柴田町近辺］ 都市環境整美　株式会社
仙台センター　警備事業
部

宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目２－３
仙台ＭＴビル５Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

1,125円～1,400円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

看護職員／ツクイ角田
北郷（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

1,220円～1,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

送迎職員／ツクイ角田
北郷（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東北
圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

准看護師（人工透析
室）

医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災

1,100円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

障害者支援員 株式会社　アスム療育・
研修センター

宮城県柴田郡柴田町槻木上町１丁目１－
７１

雇用・労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

臨床検査技師 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

◎ 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。

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０２２４－５３－１０４２
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ハローワーク大河原



加入保険等 必要な免許資格職種
年齢・

採用人数
賃金 求人者名 所在地・就業場所 就業時間

◎ 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。

◎ 応募にはハローワークが発行する紹介状が必要です。

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、すでに決定済となっている場合があります。その際はあしからずご了承ください。 ℡ ０２２４－５３－１０４２
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ハローワーク大河原

時給
不問 (1)9時00分～15時00分

2
人 TEL 0224-58-3588 （従業員数 26人 ）

パート労働者 04050- 2355321 就業場所

時給
18歳以上 (1)16時30分～23時00分

の間の3～4時間
2

人 TEL 0224-62-4650 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 2359021 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)9時00分～15時00分
(2)9時00分～16時30分

1
人 TEL 0224-25-5080 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04051- 1202021 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)14時00分～17時00分

(2)13時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-25-5080 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04051- 1204821 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり

不問 (1)8時30分～21時30分
の間の6時間以上

1
人 TEL 023-632-3361 （従業員数 9人 ）

パート労働者 06010-15196321 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 登録販売者（一般医薬品）

不問 (1)8時30分～21時30分
の間の6時間以上

1
人 TEL 023-632-3361 （従業員数 9人 ）

パート労働者 06010-15198921 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)7時00分～16時00分
(2)13時00分～22時00分

2
人 TEL 03-3807-8111 （従業員数 24人 ）

パート労働者 13110-14114221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 登録販売者（一般医薬品）

不問 (1)8時30分～17時00分
(2)13時30分～22時00分

1
人 TEL 076-274-6111 （従業員数 30人 ）

パート労働者 17080- 6259821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

不問 (1)9時40分～15時00分
(2)13時30分～18時50分

1
人 TEL 022-262-5954 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04010-45159221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)17時00分～8時30分

1
人 TEL 022-226-8477 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04010-44660021 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

18歳以上 (1)0時00分～5時00分

1
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 49人 ）

パート労働者 04050- 2326021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

パート労働者 04050- 2313421 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)14時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-5711 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 2314321 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～12時30分

1
人 TEL 0224-62-5711 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 2315621 就業場所 宮城県角田市
時給

59歳以下 (1)9時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-51-8830 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050- 2324921 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給 交替制あり

不問 (1)9時00分～18時00分
の間の4～5時間

1
人 TEL 0224-86-4475 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04050- 2301721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～17時30分
の間の5時間以上

1
人 TEL 0224-73-3777 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 2307621 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

※　労働契約が週２
０時間以上となる場
合は雇用保険に加入

介護用品クリーニング
作業

株式会社　ドリームラン
ドリー

宮城県柴田郡柴田町剣崎１丁目２－１ 雇用・労災

853円～853円
雇用期間の定めなし

ホール係及び調理補助 有限会社　翌檜食堂 宮城県角田市角田字扇町９－１１ 労災

860円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ビルクリーニング 同和興業株式会社　白石
営業所

宮城県白石市字中町１１　井丸ビルヂン
グ

労災

855円～855円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ビルクリーニング【柴
田郡村田町】

同和興業株式会社　白石
営業所

宮城県白石市字中町１１　井丸ビルヂン
グ

労災

855円～855円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

登録販売者資格者（角
田市）

株式会社　ヤマザワ薬品 山形県山形市あこや町３丁目９－３ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～940円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ドラッグストア販売（角田
市・レジ・接客）

株式会社　ヤマザワ薬品 山形県山形市あこや町３丁目９－３ 雇用・労災・健
康・厚生

870円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ホール・カウンターでの接
客・ご案内／宮城県柴田郡

株式会社　ダイナム 東京都荒川区西日暮里２－２７－５ 労災

1,080円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

宝くじの販売、当せん
金の支払

株式会社　エヌエヌシー
仙台支店

宮城県仙台市青葉区一番町３丁目３－５
仙台青葉通ビル３階

労災

870円～870円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

登録販売者【店舗責任
者】パート（船迫店）

株式会社　クスリのアオ
キ

石川県白山市松本町２５１２ 雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が週２
０時間以上となる場
合は雇用保険に加入

プロセスセンター　デ
リカ部門スタッフ

株式会社　伊藤チェーン 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字焼檀２－
１

雇用・労災

960円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

警備スタッフ 株式会社　ビルワーク・
ジャパン

宮城県仙台市太白区富沢西４丁目９番地
の９

労災・厚生

1,150円～1,150円
（時給換算）

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

医療事務 油井眼科医院 宮城県角田市角田字牛舘５８ 労災

1,200円～1,300円
雇用期間の定めなし

品質管理業務・入力ス
タッフ

アイリスオーヤマ　株式
会社

宮城県角田市小坂字上小坂１番地 雇用・労災・健
康・厚生

1,070円～1,070円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

一般事務 株式会社　菊地技巧 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁１６
１－３

雇用・労災

853円～853円
雇用期間の定めなし

医療事務 油井眼科医院 宮城県角田市角田字牛舘５８ 労災

1,200円～1,300円
雇用期間の定めなし

米麺製造 マルコー食品株式会社 宮城県伊具郡丸森町大内字三代河原９０
番地の１

雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めなし

コンビニエンスストア
店員

有限会社Ｔ．Ｔ．Ｓ 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字久根添６
７

労災

853円～853円
雇用期間の定めなし

※　労働契約が週２
０時間以上となる場
合は雇用保険に加入


