
 

 

令和４年 3月 2４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 273人 ）

正社員 04010-18677621 就業場所 宮城県白石市・丸森町・亘理町
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 04010-18694921 就業場所 宮城県白石市・丸森町・亘理町
月給 変形（1ヶ月単位） 玉掛技能者

59歳以下 (1)8時15分～17時15分 アーク溶接技能者（基本級）

ガス溶接技能者
1

人 TEL 022-262-5535 （従業員数 13人 ）

正社員 04010-18724121 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時20分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-1392 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 1053321 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時30分～17時25分

1
人 TEL 0224-53-3422 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 1055921 就業場所

時給
不問 (1)8時50分～17時15分

5
人 TEL 0224-65-2187 （従業員数 12人 ）

正社員以外 04050- 1056121 就業場所 宮城県角田市
時給

59歳以下 (1)8時50分～17時15分

2
人 TEL 0224-65-2187 （従業員数 12人 ）

正社員以外 04050- 1057021 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

3
人 TEL 0282-23-5640 （従業員数 50人 ）

正社員以外 09030- 1869821 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)9時00分～17時00分

2
人 TEL 022-352-9403 （従業員数 2人 ）

正社員以外 04010-18347721 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

64歳以下 (1)8時15分～17時15分 准看護師

1
人 TEL 022-771-1533 （従業員数 14人 ）

正社員 04010-18522721 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1ヶ月単位） 臨床工学技士

64歳以下 (1)8時15分～17時15分

1
人 TEL 022-771-1533 （従業員数 13人 ）

正社員 04010-18524221 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)8時00分～16時50分

1
人 TEL 022-722-1622 （従業員数 1人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-18565721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 栄養士

不問 (1)7時00分～16時00分

1
人 TEL 022-292-5585 （従業員数 24人 ）

正社員以外 04010-18217821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
月給 変形（1ヶ月単位）

40歳以下 (1)10時00分～19時00分

(2)9時00分～18時00分

1
人 TEL 022-371-6606 （従業員数 3人 ）

正社員 04010-17926721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位）

40歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)10時00分～19時00分

4
人 TEL 022-376-0753 （従業員数 11人 ）

正社員 04010-17966921 就業場所 宮城県宮城郡利府町
時給 準中型自動車免許

不問 (1)9時00分～18時00分 中型自動車免許
(2)9時00分～15時00分

1
人 TEL 022-259-1611 （従業員数 21人 ）

正社員以外 04010-17970521 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)17時00分～2時00分

2
人 TEL 022-354-1582 （従業員数 20人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-18030121 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

精密金属部品の機械加
工

株式会社　アシストワン
仙台オフィス

宮城県仙台市宮城野区榴岡１－６－３７
ＴＭ仙台ビル４０２

雇用・労災・健
康・厚生

169,600円～
169,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

配送 株式会社　高速 宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目４－２
０

雇用・労災・健
康・厚生

144,781円～
144,781円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

カメラ撮影・接客 株式会社　ドリームジャ
パン

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２－８ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

販売員（大河原バイパ
ス店）

アコール　株式会社（弐
萬圓堂）

宮城県仙台市泉区泉中央４丁目１－５
ＳＡＫＡＥ泉中央ビル５Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

171,600円～
237,600円

雇用期間の定めなし

栄養士 一冨士フードサービス
株式会社　北海道・東北
支社

宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４番１
号
アゼリアヒルズ１３階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

190,000円～
210,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

金属部品の組立、検査
作業

株式会社　ビーネックス
パートナーズ　仙台支店

宮城県仙台市青葉区中央４丁目１０－３
仙台キャピタルタワー１１階

雇用・労災・健
康・厚生

167,400円～
167,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

臨床工学技士（透析業
務）

医療法人社団　泉松会 宮城県仙台市泉区松森字新田１ 雇用・労災・健
康・厚生

184,000円～
348,695円

雇用期間の定めなし

看護師 医療法人社団　泉松会 宮城県仙台市泉区松森字新田１ 雇用・労災・健
康・厚生

162,200円～
323,695円

雇用期間の定めなし

一般事務及び電話受付 有限会社　マシーンコー
ポレーション

宮城県仙台市若林区荒浜字中堀南２０１
番地３

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

【２か月の高時給短期バイ
ト】ハンバーグの包装ス
タッフ

滝沢ハム　株式会社 栃木県栃木市泉川町５５６ 雇用・労災

189,995円～
189,995円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

運搬作業員 有限会社東幸電子 宮城県角田市毛萱字勝善５４ 雇用・労災・健
康・厚生

129,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

部品組立・検査 有限会社東幸電子 宮城県角田市毛萱字勝善５４ 雇用・労災・健
康・厚生

129,000円～
142,500円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

生産技術管理 オージーイーアトム　株
式会社

宮城県柴田郡大河原町字東桜町２番６ 雇用・労災・健
康・厚生

188,000円～
269,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 有限会社　サクマエンジ
ニアリング

宮城県角田市角田字野田前１９５ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

製缶工 郷機械鋼業　株式会社 宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－３
３　第２日本オフィスビル

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

電気設備施工管理／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

355,720円～
570,410円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

建築施工管理／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

355,720円～
570,410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 3月 24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 3月 24日発行

ハローワーク大河原

時給 変形（1年単位）
18歳以上 (1)8時20分～17時00分

(2)16時50分～1時15分

10 (3)0時45分～8時35分
人 TEL 0225-86-6007 （従業員数 27人 ）

有期雇用派遣労働者 04020- 2379721 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

33歳以下 (1)8時30分～19時30分
(2)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-83-6480 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1038621 就業場所

月給
59歳以下 (1)9時00分～18時30分

(2)9時00分～17時00分

2
人 TEL 080-5561-6934 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 1028421 就業場所

月給 中型自動車免許
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-56-1755 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1030121 就業場所

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

1
人 TEL 0224-62-2013 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1031021 就業場所

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-65-2383 （従業員数 2人 ）

正社員 04050- 1032721 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 危険物取扱者（乙種）

59歳以下 (1)7時30分～17時30分 高圧ガス販売主任者（第２種）

(2)8時30分～18時30分 液化石油ガス設備士
1 (3)9時30分～19時30分

人 TEL 0224-55-1233 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 1035521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-58-1771 （従業員数 9人 ）

正社員以外 04050- 1023021 就業場所

月給 変形（1年単位） 中型自動車免許
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-83-4855 （従業員数 16人 ）

正社員 04050- 1024721 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 交替制あり

不問 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-54-2213 （従業員数 125人 ）

正社員以外 04050- 1025821 就業場所

月給 変形（1年単位）
40歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-55-3111 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 1026221 就業場所

月給 交替制あり
不問 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 03-6775-9351 （従業員数 4人 ）

正社員以外 13040-30287521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

公災・健康・厚
生

151,400円～
203,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

シティエンジニアス
タッフ（工事監督）

大沼舗設　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字北塩内６
０－４

雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

事務局業務（事務局職
員）

社会福祉法人　柴田町社
会福祉協議会

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字中島６８
柴田町地域福祉センター内

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）

管理人（仙台南） ビレッジハウス・マネジ
メント　株式会社

東京都港区虎ノ門４－３－１３　ヒュー
リック神谷町ビル４階

雇用・労災・健
康・厚生

128,000円～
133,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般事務 有限会社　船岡自動車整
備工場

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字若葉町１
－８

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

学校事務（臨時職員） 宮城県立船岡支援学校 宮城県柴田郡柴田町船岡南２丁目３番１
号

油脂類の販売、配達
兼　整備スタッフ

株式会社　丸油 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１－７－１
８

雇用・労災・健
康・厚生

169,000円～
179,000円

雇用期間の定めなし

和牛の子牛生産から肥
育までの管理作業

堀米和牛牧場 宮城県角田市高倉字野竹入２８－１ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

大型ダンプトラック運
転手

 株式会社　想建 宮城県角田市角田字南８５－１４ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

運転手兼作業員 渡辺清掃 宮城県柴田郡柴田町大字四日市場日当山
３３－８

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及び
掘削用）運転技能者

歯科助手・受付 船岡中央わたなべ歯科 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３－
２

雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
205,000円

雇用期間の定めなし

歯科受付　兼　歯科助
手

前田歯科医院 宮城県柴田郡村田町大字小泉字西浦９
７ー１

雇用・労災・厚
生

155,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

製造オペレーター（電
子部品）／角田

東北電子工業　株式会社 宮城県石巻市北村字俵庭五１８ 雇用・労災・健
康・厚生

144,115円～
144,115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30分

1
人 TEL 0120-95-2270 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04010-18785821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

60歳以上 (1)8時30分～15時30分

1
人 TEL 0120-95-2270 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04010-18786221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時00分～12時00分

1
人 TEL 022-292-3651 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04010-18802621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

64歳以下 (1)15時15分～22時00分

1
人 TEL 022-374-0453 （従業員数 92人 ）

パート労働者 04010-18557821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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 04010-18112221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり 美容師

不問 (1)9時00分～15時00分

1
人 TEL 022-794-7933 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04010-18181421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時00分～12時00分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 57人 ）

パート労働者 04011-  938721 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)14時00分～18時00分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 57人 ）

パート労働者 04011-  925321 就業場所 宮城県角田市
時給

不問

1
人 TEL 0229-24-9620 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04020- 2403321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-51-3155 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04050- 1054621 就業場所

時給
不問 (1)10時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04050- 1058721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給

不問 (1)8時30分～16時00分
(2)9時45分～17時15分

2
人 TEL 0224-53-1042 （従業員数 40人 ）

パート労働者 04050- 1059821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1年単位）

不問 (1)7時30分～16時30分
(2)8時00分～16時00分

2 (3)8時30分～17時00分
人 TEL 0224-56-1711 （従業員数 54人 ）

パート労働者 04050- 1036421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)16時30分～21時00分

1
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 45人 ）

パート労働者 04050- 1037321 就業場所 宮城県角田市
時給 歯科衛生士

59歳以下 (1)9時00分～13時00分
(2)14時30分～18時30分

1 (3)14時30分～17時00分

人 TEL 080-5561-6934 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 1029321 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～10時00分

(2)15時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-65-2383 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050- 1033821 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 0224-53-2111 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 1034221 就業場所

清掃スタッフ（ケーズ
デンキ大河原店）

株式会社　ボイス　仙台
支社

宮城県仙台市若林区新寺１丁目３番４５
号
ＡＩ．Ｐｒｅｍｉｕｍ７階

労災

855円～855円
雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

清掃スタッフ（ケーズ
デンキ大河原店）

株式会社　ボイス　仙台
支社

宮城県仙台市若林区新寺１丁目３番４５
号
ＡＩ．Ｐｒｅｍｉｕｍ７階

労災

855円～855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

作業者兼作業管理者 みやぎ生活協同組合　店
舗運営部

宮城県仙台市泉区八乙女４丁目２－２ 雇用・労災・健
康・厚生

945円～945円
雇用期間の定めなし

清掃 株式会社　ビルキャスト 宮城県仙台市宮城野区宮城野２丁目１－
１０

労災

855円～855円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

美容師（イオンタウン
柴田店）

株式会社　ラポールヘ
ア・グループ

宮城県仙台市宮城野区福室字田中前一番
５３－１
仙台コロナワールド内

労災

860円～1,500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

販売スタッフ：ドライ
部門（角田店）

株式会社　Ａコープ東日
本　宮城営業所

宮城県黒川郡大和町吉岡字北原西７２番
地

雇用・労災

855円～855円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

販売スタッフ：農産部門
（角田店）４時間勤務

株式会社　Ａコープ東日
本　宮城営業所

宮城県黒川郡大和町吉岡字北原西７２番
地

雇用・労災

855円～855円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

山林作業者 株式会社　山林舎 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字丑越５４ 雇用・労災

875円～930円
雇用期間の定めなし

書籍・文具の販売《イ
オンタウン柴田店内》

株式会社　ヤマテル 宮城県石巻市雄勝町上雄勝三丁目６４ 雇用・労災

855円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)9時00分～18時00分
の間の５時間程度

職業相談員 大河原公共職業安定所 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１２６
－４　オーガ１階

雇用・公災・健
康・厚生

1,130円～1,306円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃員［柴田町］ 株式会社　第一商事 宮城県角田市角田字栄町４４ 労災

860円～870円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

店舗夜間管理者 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

1,200円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

売店販売員（ゴルフ
場）

株式会社　表蔵王国際ゴ
ルフクラブ

宮城県柴田郡柴田町大字船迫字日光４８ 労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

和牛の子牛生産から肥
育までの管理作業

堀米和牛牧場 宮城県角田市高倉字野竹入２８－１ 労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

歯科衛生士 船岡中央わたなべ歯科 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３－
２

労災

1,300円～1,600円
雇用期間の定めなし

行政事務補助員（企画
財政課）

大河原町役場 宮城県柴田郡大河原町字新南１９ 雇用・労災・健
康・厚生

897円～897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

令和 4年 3月 24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 3月 24日発行

ハローワーク大河原

時給
59歳以下 (1)9時00分～13時00分

1
人 TEL 0229-27-1070 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04040- 1935821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
その他 交替制あり

不問

3
人 TEL 052-705-2211 （従業員数 1人 ）

パート労働者 23010- 9586821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)9時30分～15時00分

1
人 TEL 022-217-0055 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04010-17921321 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)13時30分～17時30分

4
人 TEL 022-382-6771 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050- 1018821 就業場所

販売員（午前／大河原
町）

株式会社　おてんとさん 宮城県大崎市古川休塚南田９ 労災

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

塾講師　【大河原校】 ＣＫＣネットワーク　株
式会社

愛知県名古屋市名東区一社４丁目１６５
番　４Ｆ

労災

900円～1,466円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)14時00分～21時50
分の間の１時間以上

保冷剤の製造・梱包作
業（短期）

株式会社　アイスジャパ
ン　角田工場

宮城県角田市梶賀字高畑北３８８－１ 雇用・労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

調理補助 株式会社　紅谷 宮城県仙台市青葉区花京院２丁目２－７
５

労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）


