
 

 

令和 4 年 6 月 23 日号 

 

 

 

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 

お仕事に関することなら何でもお気軽にハローワークにご相談下さい 

 



  

 

●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！ 



月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 022-224-6841 （従業員数 87人 ）

正社員 04010-37664221 就業場所 宮城県白石市
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 022-224-6841 （従業員数 87人 ）

正社員 04010-37681521 就業場所 宮城県白石市
時給

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員以外 04010-37244721 就業場所 宮城県角田市
日給

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 25人 ）

正社員以外 04010-37247521 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下

2
人 TEL 0223-24-2525 （従業員数 35人 ）

正社員 04010-37060821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 022-224-6841 （従業員数 87人 ）

正社員 04010-37083021 就業場所 宮城県白石市
月給 変形（1年単位） 準中型自動車免許

39歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 022-355-8966 （従業員数 20人 ）

正社員 04010-37092721 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30分～17時30分

2
人 TEL 022-352-6661 （従業員数 2人 ）

正社員 04010-37201121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-58-1100 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 1940621 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)8時30分～17時30分
(2)7時00分～15時40分

1 (3)15時10分～23時50分

人 TEL 0224-55-1881 （従業員数 3人 ）

有期雇用派遣労働者 04050- 1944721 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり 調理師

59歳以下 (1)5時30分～14時30分
(2)6時00分～15時00分

2 (3)10時30分～19時30分

人 TEL 0224-63-2408 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1945821 就業場所 宮城県角田市
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 准看護師
(2)8時30分～12時30分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 136人 ）

正社員 04050- 1946221 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)16時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 136人 ）

正社員 04050- 1947521 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 言語聴覚士
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 136人 ）

正社員 04050- 1948421 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30分

2
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員以外 04050- 1949321 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30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 95人 ）

正社員 04050- 1950121 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 管理栄養士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員 04050- 1952721 就業場所 宮城県角田市

管理栄養士 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

病院事務・経営企画総
務係

医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

145,010円～
170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

言語聴覚士 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

210,000円～
330,000円

雇用期間の定めなし

正看護師 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

208,000円～
298,000円

雇用期間の定めなし

看護師 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,000円～
298,000円

雇用期間の定めなし

調理師（金上病院） 有限会社　ユーライフカ
ナガミ

宮城県角田市角田字田町１２３番地の６ 雇用・労災・健
康・厚生

153,000円～
183,000円

雇用期間の定めなし

自動車用燃料噴射装置
の組立

株式会社　あずみ 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目１３
－５

雇用・労災・健
康・厚生

189,312円～
189,312円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

賃貸住宅営業　管理職
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

350,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

住宅修繕スタッフ　軽
作業員急募

株式会社　オーライ 宮城県仙台市若林区沖野２丁目５－５８ 雇用・労災・健
康・厚生

221,000円～
261,000円

雇用期間の定めなし

宅地建物取引士
（旧：宅地建物取引
主任者）

宅配ドライバー 株式会社　三協運輸サー
ビス　東北営業所

宮城県仙台市若林区六丁の目中町２３－
３８　フクイ事務所２階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

224,831円～
224,831円

雇用期間の定めなし

施工管理アシスタント（土
木工事）／宮城県南地区

株式会社　メイジン 宮城県仙台市青葉区中央１丁目６番２８
号
メットライフ仙台駅前ビル８階

雇用・労災・健
康・厚生

249,825円～
468,560円

雇用期間の定めなし

調理師 株式会社　ホテル原田 宮城県岩沼市大手町３－１８ 雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～
370,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員／ツク
イ丸森大内

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～
218,440円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

介護支援専門員／ツク
イ角田北郷

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～
218,440円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

施工管理アシスタント（建
築工事）／宮城県南地区

株式会社　メイジン 宮城県仙台市青葉区中央１丁目６番２８
号
メットライフ仙台駅前ビル８階

雇用・労災・健
康・厚生

248,040円～
458,205円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員（ケ
アマネージャー）

加入保険等 必要な免許資格

施工管理アシスタント（電
気工事）／宮城県南地区

株式会社　メイジン 宮城県仙台市青葉区中央１丁目６番２８
号
メットライフ仙台駅前ビル８階

雇用・労災・健
康・厚生

248,040円～
458,205円

雇用期間の定めなし

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 6月 23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 6月 23日発行

ハローワーク大河原

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員以外 04050- 1953821 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時30分
(2)16時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員以外 04050- 1954221 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)8時30分～17時30分
(2)16時00分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員以外 04050- 1956421 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)8時30分～17時30分
(2)16時00分～9時00分

5
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 95人 ）

正社員 04050- 1957321 就業場所 宮城県角田市
月給 看護師

59歳以下 (1)8時30分～18時00分 准看護師
(2)8時30分～12時30分

2
人 TEL 0224-55-1702 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 1958621 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～12時30分

2
人 TEL 0224-55-1702 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 1959921 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

(2)8時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-84-4778 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050- 1933621 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給 交替制あり

不問 (1)5時30分～14時30分
(2)10時10分～19時10分

1
人 TEL 0224-63-2408 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04050- 1935121 就業場所 宮城県角田市
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)8時30分～12時30分

1 (3)16時30分～9時00分
人 TEL 0224-63-0360 （従業員数 35人 ）

正社員 04050- 1936021 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 (3)16時30分～9時00分
人 TEL 0224-63-0360 （従業員数 35人 ）

正社員 04050- 1937721 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
不問 (1)8時30分～17時00分 保健師

(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-86-5390 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 1927121 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-52-5123 （従業員数 80人 ）

正社員 04050- 1928021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-72-1911 （従業員数 41人 ）

正社員 04050- 1930521 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時10分～17時10分

1
人 TEL 0229-24-5781 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04040- 3855421 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 第二種電気工事士

59歳以下 (1)8時10分～17時10分 ２級電気工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

1
人 TEL 0229-24-5781 （従業員数 10人 ）

正社員 04040- 3858921 就業場所 宮城県角田市
月給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-22-7711 （従業員数 3人 ）

正社員 04051-  984021 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)9時00分～18時00分

3
人 TEL 022-290-6125 （従業員数 0人 ）

正社員 04030- 2696321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

営業（正社員／大河原
町）

株式会社　住宅工房ひな
た

宮城県多賀城市南宮字伊勢２２５－４ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

販売スタッフ【角田
市】

株式会社　一條　森の芽
ぶきたまご舎

宮城県刈田郡蔵王町円田字弁天１０－８ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

建設施工管理／正社員
（角田市）

株式会社　アルプスビジ
ネスクリエーション東北
事業所

宮城県大崎市古川中里六丁目３－３６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

210,000円～
310,000円

雇用期間の定めなし

クリーンスタッフ（契
約社員／角田）

株式会社　アルプスビジ
ネスクリエーション東北
事業所

宮城県大崎市古川中里六丁目３－３６ 雇用・労災・健
康・厚生

135,838円～
135,838円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

スチール家具生産員 城南鋼鉄工業　株式会社
東北事業部

宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字洞場３
２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

一般事務（正社員） 光洋精機株式会社 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根２２
番８

雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
242,000円

雇用期間の定めなし

看護師 一般社団法　仁萩会　船
岡中央クリニック

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄３丁目４３
－９

雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

准看護師（入院看護） 医療法人　安達同済会
同済病院

宮城県角田市佐倉字上土浮２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

看護師（入院看護） 医療法人　安達同済会
同済病院

宮城県角田市佐倉字上土浮２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

208,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

調理補助（介護老人保健
施設ゆうゆうホーム）

有限会社　ユーライフカ
ナガミ

宮城県角田市角田字田町１２３番地の６ 雇用・労災・健
康・厚生

151,900円～
151,900円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

生コン製造オペレー
ター

川崎生コン株式会社 宮城県柴田郡川崎町大字小野字笹平山９
０

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
230,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

医療事務 医療法人玉川　太田内科 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３－３－３
４

雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

正・准看護師 医療法人玉川　太田内科 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３－３－３
４

雇用・労災・健
康・厚生

205,000円～
245,000円

雇用期間の定めなし

介護福祉士 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
195,000円

雇用期間の定めなし

介護員（介護職員初任
者研修）

医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生

153,360円～
204,480円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員（資格なし） 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生

145,010円～
178,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護助手 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

145,010円～
153,000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 6月 23日発行

ハローワーク大河原

月給 交替制あり
18歳以上 (1)8時00分～16時45分

(2)13時00分～21時45分

1
人 TEL 03-6436-7600 （従業員数 15人 ）

正社員以外 13040-67428921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 交通誘導警備業務検定２級

18歳以上 (1)8時30分～17時30分 雑踏警備業務検定２級

10
人 TEL 022-353-6956 （従業員数 2人 ）

正社員 04010-37000721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

18歳以上 (1)8時30分～17時30分

10
人 TEL 022-353-6956 （従業員数 2人 ）

正社員 04010-37001821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0223-36-9102 （従業員数 21人 ）

正社員 04010-36462221 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0223-36-9102 （従業員数 20人 ）

正社員 04010-36466621 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 日商簿記２級

64歳以下 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0223-36-9102 （従業員数 21人 ）

正社員 04010-36468121 就業場所 宮城県角田市
時給

18歳以上 (1)8時00分～17時00分
(2)21時00分～6時00分

3
人 TEL 022-792-8254 （従業員数 70人 ）

正社員以外 04010-36526221 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

2
人 TEL 022-792-8254 （従業員数 70人 ）

正社員以外 04010-36539921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

不問 (1)8時30分～17時15分
(2)6時30分～15時15分

1
人 TEL 0224-63-3789 （従業員数 16人 ）

正社員以外 04050- 1918921 就業場所 宮城県角田市
日給

不問 (1)8時40分～17時25分

2
人 TEL 0224-68-3350 （従業員数 40人 ）

正社員以外 04050- 1922521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時40分～17時25分
(2)9時00分～17時45分

1
人 TEL 0224-55-2350 （従業員数 48人 ）

正社員以外 04050- 1923421 就業場所

日給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-72-1162 （従業員数 25人 ）

正社員以外 04050- 1926921 就業場所

月給 変形（1年単位） 第二種電気工事士
59歳以下 (1)7時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-75-2211 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 1913221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050- 1915421 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-52-4519 （従業員数 9人 ）

正社員以外 04050- 1916321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 その他の福祉・介護関係資格

64歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8163 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 1917621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 介護職員初任者研修修了者

64歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8163 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 1920821 就業場所

就労支援員・事務補助
員

エーシーイー株式会社 宮城県柴田郡大河原町字町１７１ 雇用・労災・健
康・厚生

144,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

サービス管理責任者 エーシーイー株式会社 宮城県柴田郡大河原町字町１７１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

一般組立工員 サンエム電気株式会社 宮城県柴田郡大河原町字幸町２－２８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

121,590円～
121,590円

雇用期間の定めなし

電気工事作業員 株式会社　ワカキハウス 宮城県柴田郡大河原町字広表１７－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

電気工事［角田市・丸
森町］

有限会社　中村電気工事 宮城県伊具郡丸森町大張大蔵字寺前３７ 雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

林業作業 丸森町森林組合 宮城県伊具郡丸森町字田町南１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

174,750円～
186,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

郵便・貯金の窓口 日本郵便株式会社　柴田
郵便局

宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目１０
－１９

雇用・労災・健
康・厚生

140,800円～
140,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

電線ケーブルの巻替え切断
及び包装、出荷業務（船岡
事業所）

北日本電線サービス株式
会社　角田事業所

宮城県角田市君萱字仏供田９９ 雇用・労災・健
康・厚生

144,942円～
149,002円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ゴルフ場フロント業務 公益財団法人　角田市地
域振興公社

宮城県角田市枝野字青木１５５番地３１ 雇用・労災・健
康・厚生

153,300円～
153,300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

194,400円～
216,000円

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～
216,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

経理事務 株式会社　ほこだて仏光
堂（総務室）

宮城県名取市堀内字北竹１５３－１
　　　　　　　　　　　ほこだて仏光堂
仙台南店内２階

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

営業 株式会社　ほこだて仏光
堂（総務室）

宮城県名取市堀内字北竹１５３－１
　　　　　　　　　　　ほこだて仏光堂
仙台南店内２階

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

葬祭事務 株式会社　ほこだて仏光
堂（総務室）

宮城県名取市堀内字北竹１５３－１
　　　　　　　　　　　ほこだて仏光堂
仙台南店内２階

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

警備員 アイユウ警備　株式会社 宮城県仙台市若林区霞目２－１４－１８ 雇用・労災・健
康・厚生

149,040円～
259,200円

雇用期間の定めなし

警備員 アイユウ警備　株式会社 宮城県仙台市若林区霞目２－１４－１８ 雇用・労災・健
康・厚生

173,600円～
260,400円

雇用期間の定めなし

店舗運営職／宮城県柴田
郡（大河原高砂町店）

株式会社　ファミリー
マート

東京都港区芝浦３－１－２１
ｍｓｂ　Ｔａｍａｃｈｉ　田町ステー
ションタワーＳ

雇用・労災・健
康・厚生

260,000円～
290,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）



時給
不問 (1)8時30分～15時00分

1
人 TEL 022-226-8477 （従業員数 48人 ）

パート労働者 04010-37702821 就業場所 宮城県白石市
時給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)7時00分～19時00分
の間の3～8時間

3
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

パート労働者 04050- 1951021 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

不問 (1)7時00分～19時00分 介護職員実務者研修修了者

の間の3～8時間
3

人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

パート労働者 04050- 1955521 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-29-3615 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04051-  987221 就業場所 宮城県白石市
時給

不問 (1)9時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-26-2508 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04051-  988521 就業場所 宮城県白石市
時給 交替制あり

不問 (1)9時30分～19時30分
の間の7時間程度

1
人 TEL 0234-75-3578 （従業員数 21人 ）

パート労働者 06030- 4757921 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)8時30分～13時30分

1
人 TEL 0234-75-3578 （従業員数 21人 ）

パート労働者 06030- 4759021 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)7時30分～17時00分
の間の7時間以上

1
人 TEL 0234-75-3578 （従業員数 21人 ）

パート労働者 06030- 4760221 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)9時30分～19時30分
の間の５～7.5時間

2
人 TEL 024-973-7070 （従業員数 17人 ）

パート労働者 07040-10751421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 保育士

不問 (1)7時00分～10時00分

1
人 TEL 022-395-8633 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-37404221 就業場所 宮城県岩沼市
時給 保育士

不問 (1)15時00分～19時00分

1
人 TEL 022-395-8633 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-37406421 就業場所 宮城県岩沼市
時給 日商簿記３級

不問 (1)9時00分～15時00分

1
人 TEL 022-253-6947 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 1934921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)9時00分～17時00分
の間の5時間以上

1
人 TEL 0224-87-8954 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 1938821 就業場所

時給
不問 (1)9時30分～18時00分

の間の3～6時間
1

人 TEL 090-2976-5693 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050- 1939221 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)7時30分～13時00分
(2)9時30分～14時00分

1
人 TEL 0224-29-3936 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04051-  980321 就業場所 宮城県白石市
時給

不問 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-48-9015 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04051-  981621 就業場所 宮城県白石市
時給

不問 (1)6時00分～13時00分

2
人 TEL 03-3866-4638 （従業員数 4人 ）

パート労働者 13010-61670221 就業場所 宮城県白石市

社員食堂調理補助／宮
城県白石市

安井食品　株式会社 東京都千代田区岩本町２－７－６　ＳＡ
ＧＡＭＩビル

労災

930円～930円
雇用期間の定めなし

事務 株式会社　穂高産業 宮城県白石市福岡長袋字三部山２２－１
２

雇用・労災・健
康・厚生

853円～1,125円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

宿泊施設清掃スタッフ
【白石市】

アメニティーサービス合
同会社

宮城県白石市福岡長袋字田上２９番地３
グリーンハイツ柊Ａ棟

労災

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般事務 株式会社ヒロミコーポ
レーション

宮城県角田市岡字松本８６－１ 雇用・労災

1,000円～1,500円
雇用期間の定めなし

営業事務 有限会社　アイテック 宮城県角田市岡字駅前北２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

パート早番保育士／ひ
よこ園

特定非営利活動法人　ひ
よこ会

宮城県仙台市太白区長町７－１９－２３
ＴＫ７ビル３階

労災

1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

総務事務 株式会社ウイル 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字久根添６
７－１

雇用・労災・健
康・厚生

900円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

遅番パート保育士／ひ
よこ園

特定非営利活動法人　ひ
よこ会

宮城県仙台市太白区長町７－１９－２３
ＴＫ７ビル３階

労災

1,300円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ギフト専門店の接客販売
スタッフ（大河原店）

株式会社　ギフトプラザ 福島県郡山市東原三丁目１８７番地 労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

販売（惣菜：角田店） 本間物産　株式会社 山形県飽海郡遊佐町比子字白木２３－３
６２

雇用・労災・健
康・厚生

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

販売（精肉：角田店） 本間物産　株式会社 山形県飽海郡遊佐町比子字白木２３－３
６２

雇用・労災

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

販売（レジ：角田店） 本間物産　株式会社 山形県飽海郡遊佐町比子字白木２３－３
６２

雇用・労災・健
康・厚生

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理補助・カウンター
業務・清掃業務

有限会社　日下食品 宮城県白石市字清水小路４８－４ 労災

860円～860円
雇用期間の定めなし

事務員 有限会社シャルム企画 宮城県白石市福岡深谷字土手下４１－１ 雇用・労災

853円～1,125円
雇用期間の定めなし

介護福祉士 医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 労災

1,100円～1,350円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員（介護職員初任
者研修）

医療法人　金上仁友会 宮城県角田市角田字田町１２３ 労災

900円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

病院内外来受付 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

880円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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)5時00分～9時00分

2
人 TEL 022-355-8966 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04010-37094221 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

1
人 TEL 0223-24-6582 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04010-37223421 就業場所

時給 看護師
不問 (1)8時30分～12時00分 准看護師

(2)14時00分～17時30分

1
人 TEL 0223-22-2693 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04010-36837121 就業場所

時給 保育士
不問 (1)9時00分～19時00分

の間の4～6時間
2

人 TEL 022-739-7551 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04010-36843621 就業場所 宮城県岩沼市
日給

18歳以上 (1)8時30分～17時30分

10
人 TEL 022-353-6956 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04010-36999621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)9時00分～17時00分
の間の4時間以上

10
人 TEL 022-290-6125 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04030- 2691721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
の間の6時間程度

1
人 TEL 0224-72-1911 （従業員数 41人 ）

パート労働者 04050- 1929721 就業場所

日給
不問 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-63-1917 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04050- 1932321 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～14時00分

の間の4時間程度
1

人 TEL 0224-72-2860 （従業員数 160人 ）

パート労働者 04050- 1919121 就業場所

時給
18歳以上 (1)20時00分～5時00分

(2)0時00分～9時00分

4
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 70人 ）

パート労働者 04050- 1924321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

18歳以上 (1)9時00分～16時00分
(2)16時00分～22時00分

3 (3)0時00分～9時00分
人 TEL 0224-25-7707 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04051-  978221 就業場所 宮城県白石市
時給 調理師

不問 (1)9時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-29-3591 （従業員数 19人 ）

パート労働者 04051-  979521 就業場所 宮城県白石市
時給 交替制あり

不問 (1)7時30分～15時00分
(2)7時30分～10時30分

1
人 TEL 0244-22-2911 （従業員数 3人 ）

パート労働者 07120- 2265521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0297-55-1611 （従業員数 15人 ）

パート労働者 08060- 4027821 就業場所 宮城県白石市
時給 交替制あり

不問 (1)10時00分～14時30分

(2)10時30分～15時00分

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04010-36667621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

59歳以下 (1)8時15分～17時15分
の間の5～7時間

1
人 TEL 0224-63-4707 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 1914521 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～14時00分

1
人 TEL 0224-25-3111 （従業員数 38人 ）

パート労働者 04051-  968721 就業場所 宮城県白石市

ホテルフロントスタッ
フ

丸山観光　株式会社 宮城県白石市旭町１丁目２番１号 労災

860円～1,100円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

木工家具製品製造 毛利工業　株式会社　角
田工場

宮城県角田市梶賀字高畑北３０５－２ 雇用・労災

900円～950円
雇用期間の定めなし

調理補助（１５２－
１）

株式会社　魚国総本社
東北支社

宮城県仙台市若林区卸町５丁目１番１７
号

労災・財形

860円～870円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

倉庫ピッキング業務／東
北工場（宮城県白石市）

メークス　株式会社 茨城県守谷市御所ケ丘２－１０－２ 雇用・労災

930円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

クリーンクルー（ヨーク
ベニマル大河原店）

有限会社　東日本美装 福島県南相馬市原町区大甕字山岸２４－
６

雇用・労災

860円～860円
雇用期間の定めなし

調理補助 北星グリーン株式会社 宮城県白石市大鷹沢大町字矢ノ口下５１
－１

労災

860円～1,100円
雇用期間の定めなし

接客販売 （株）みち（セブンイレ
ブン白石大平店）

宮城県白石市上久保９－１ 労災

853円～863円
雇用期間の定めなし

夜間ピッキング作業ス
タッフ（大河原）

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）

介護サポーター（軽作
業）

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

労災

870円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

農耕作業員（梅の収
穫）

株式会社　岸浪園 宮城県角田市豊室字江合１００番地 労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

スチール家具生産員 城南鋼鉄工業　株式会社
東北事業部

宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字洞場３
２

雇用・労災・健
康・厚生

900円～900円
雇用期間の定めなし

営業（パ－ト／大河原
町）

株式会社　住宅工房ひな
た

宮城県多賀城市南宮字伊勢２２５－４ 労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

警備員 アイユウ警備　株式会社 宮城県仙台市若林区霞目２－１４－１８ 雇用・労災

875円～1,250円
雇用期間の定めなし

児童指導員［岩沼市中
央］

株式会社　グレイス 宮城県仙台市泉区野村字二重袋３－２ 労災

900円～1,200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）

看護師又は准看護師 安田内科医院 宮城県岩沼市大手町８－１１ 労災

1,300円～1,500円
雇用期間の定めなし

事務職 株式会社　丸順　東北営
業所

宮城県岩沼市空港南５丁目２－１１ 雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

積載・仕分け（早朝） 株式会社　三協運輸サー
ビス　東北営業所

宮城県仙台市若林区六丁の目中町２３－
３８　フクイ事務所２階

雇用・労災

870円～870円
雇用期間の定めなし


