
 

 

令和４年２月 1７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！ 



日給 玉掛技能者
69歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 011-558-9401 （従業員数 1人 ）

正社員 01010- 7279021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)17時00分～9時00分

3
人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

正社員 04010-11165221 就業場所 宮城県角田市
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 04010-11217021 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

1
人 TEL 022-225-8476 （従業員数 2人 ）

正社員以外 04010-11395921 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 04010-11026421 就業場所 宮城県白石市・丸森町・亘理町
月給 交替制あり ホームヘルパー２級

59歳以下 介護職員初任者研修修了者

介護職員実務者研修修了者

1
人 TEL 022-723-1083 （従業員数 31人 ）

正社員 04010-10544321 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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 04010-10646221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 拠出
月給 美容師

不問 (1)9時00分～18時00分 管理美容師

1
人 TEL 022-794-7933 （従業員数 7人 ）

正社員 04010-10145521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 ２級土木施工管理技士

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 022-263-2639 （従業員数 5人 ）

正社員 04010-10182921 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)8時30分～17時30分
(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-54-1034 （従業員数 38人 ）

正社員 04050-  624921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

59歳以下 (1)8時50分～17時30分
(2)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-82-1000 （従業員数 22人 ）

正社員 04050-  625121 就業場所

日給 変形（1年単位） コンクリート技士・コンクリート主任技士

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-63-3211 （従業員数 14人 ）

正社員 04050-  627721 就業場所

日給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-63-3211 （従業員数 14人 ）

正社員 04050-  628821 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

3
人 TEL 0224-52-5123 （従業員数 44人 ）

正社員 04050-  629221 就業場所 拠出
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 190人 ）

正社員以外 04050-  610821 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

29歳以下 (1)8時00分～16時45分

3
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 188人 ）

正社員 04050-  611221 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～16時45分

1
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 49人 ）

正社員以外 04050-  612521 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付

介護員 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

土木作業員　護岸工事
（宮城県伊具郡）

株式会社　エヌエスアイ 北海道札幌市中央区南９条西９丁目１－
３５

雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
341,000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

みやぎ地域福祉サポートセ
ンター専門員

社会福祉法人　宮城県社
会福祉協議会

宮城県仙台市青葉区上杉１丁目２－３
宮城県自治会館３階

雇用・労災・健
康・厚生

162,200円～
162,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

103,200円～
120,000円

雇用期間の定めなし

訪問介護員（ニチイケアセ
ンター大河原）

株式会社ニチイ学館　仙
台支店　ヘルスケア事業

宮城県仙台市青葉区中央１丁目３－１
ＡＥＲ１５階

雇用・労災・健
康・厚生

191,810円～
191,810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

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

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

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

一般事務員 医療法人　社団　北杜会
船岡今野病院

宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目５－
１６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

現場監督補助（大河原
町）

株式会社　エムエーシー
仙台支店

宮城県仙台市青葉区小田原５丁目２－５
６
スタジオサイキビル２階

雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～
450,000円

雇用期間の定めなし

試験技術員 角田レミコン　株式会社 宮城県角田市角田字野田前９５ 雇用・労災・健
康・厚生

188,684円～
206,078円

雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社　ユー・エス・
エス　東北会場

宮城県柴田郡村田町大字足立字万崎１２
８

雇用・労災・健
康・厚生・財形

192,000円～
258,000円

雇用期間の定めなし

アルミ鋳造オペレー
ター

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

207,950円～
280,725円

雇用期間の定めなし

製造係 角田レミコン　株式会社 宮城県角田市角田字野田前９５ 雇用・労災・健
康・厚生

188,684円～
206,078円

雇用期間の定めなし

製造職（技能職） 株式会社　東京ダイヤモ
ンド工具製作所仙台工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

165,300円～
219,200円

雇用期間の定めなし

発送職（梱包、発送準
備）

株式会社　東京ダイヤモ
ンド工具製作所仙台工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
173,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

技能職（めっきのはく離
作業）

株式会社　東京ダイヤモ
ンド工具製作所仙台工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
173,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)7時00分～19時00分
の間の８時間程度

◎ 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 2月 17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 2月 17日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～16時45分

2
人 TEL 0224-83-2435 （従業員数 190人 ）

正社員以外 04050-  613421 就業場所 宮城県柴田郡村田町 給付
月給 変形（1年単位） 二級自動車整備士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 三級自動車整備士

2
人 TEL 0224-55-4751 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  614321 就業場所

月給 柔道整復師
59歳以下 (1)8時30分～17時30分 あん摩マッサージ指圧師

はり師
1

人 TEL 0224-86-3275 （従業員数 16人 ）

正社員 04050-  615621 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 介護職員初任者研修修了者

(2)10時00分～19時00分

1 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-51-8326 （従業員数 34人 ）

正社員 04050-  616921 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
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00分～19時00分

人 TEL 0224-51-8210 （従業員数 48人 ）

正社員 04050-  617121 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)7時00分～16時00分
(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-51-8210 （従業員数 48人 ）

正社員 04050-  618021 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 作業療法士

59歳以下 (1)9時00分～18時00分
(2)9時00分～13時00分

1
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050-  620521 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)7時55分～17時05分
(2)9時55分～19時05分

5 (3)18時55分～4時05分
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 87人 ）

正社員 04050-  621421 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
18歳以上 (1)7時55分～17時05分

(2)9時55分～19時05分

6 (3)18時55分～4時05分
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 87人 ）

正社員以外 04050-  622321 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

(2)6時30分～15時15分

2
人 TEL 0224-63-3789 （従業員数 16人 ）

正社員以外 04050-  595021 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00分～17時00分
(2)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

正社員 04050-  600021 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

正社員 04050-  601721 就業場所

月給
39歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)7時00分～15時30分

1 (3)11時30分～20時00分

人 TEL 0224-63-1311 （従業員数 7人 ）

正社員 04050-  609121 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

5
人 TEL 0224-84-6121 （従業員数 90人 ）

正社員 04050-  590421 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1年単位） 小型移動式クレーン運転技能者

59歳以下 玉掛技能者
大型自動車免許

1
人 TEL 0224-51-9101 （従業員数 10人 ）

正社員 04050-  593921 就業場所

月給 介護支援専門員（ケアマネージャー）

65歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-52-8555 （従業員数 13人 ）

正社員 04050-  594121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分
(2)17時00分～2時00分

2
人 TEL 0243-22-1402 （従業員数 80人 ）

無期雇用派遣労働者 07080-  707221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

技能職（製品の製造業務：
加工）

株式会社　東京ダイヤモ
ンド工具製作所仙台工場

宮城県柴田郡村田町大字小泉字水上６－
１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
173,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

機能訓練指導員 株式会社　介護サポート 宮城県角田市尾山字荒町６５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

自動車車検整備 協業組合　仙南車検セン
ター

宮城県柴田郡柴田町船岡土手内３－１０
－２８

雇用・労災・健
康・厚生

163,000円～
208,000円

雇用期間の定めなし

准看護師 社会福祉法人　ふくじゅ
の森

宮城県角田市岡字駅前北１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

215,000円～
255,000円

雇用期間の定めなし

介護職員 社会福祉法人　豊和会
地域密着型特別養護老人
ホーム　そよかぜ

宮城県伊具郡丸森町金山字長根６３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

143,900円～
181,900円

雇用期間の定めなし

管理栄養士【介護老人保
健施設】

医療法人社団光友会　介
護老人保健施設アルパイ
ン川崎

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

177,000円～
212,000円

雇用期間の定めなし

正看護師 社会福祉法人　ふくじゅ
の森

宮城県角田市岡字駅前北１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

260,000円～
310,000円

雇用期間の定めなし

食品製造職 宮城製粉株式会社 宮城県角田市島田字三島７０番地 雇用・労災・健
康・厚生

156,240円～
208,320円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

食品製造職（角田市） 宮城製粉株式会社 宮城県角田市島田字三島７０番地 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

介護職員 社会福祉法人みやぎ会
デイサービスセンターに
こトピア角田

宮城県角田市角田字牛舘５３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

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

151,200円～
151,200円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ガソリンスタンドサー
ビススタッフ

やしろ商事　株式会社 宮城県角田市角田字旭町３２ー４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

介護職員 社会福祉法人みやぎ会
デイサービスセンターに
こトピア角田

宮城県角田市角田字牛舘５３－２ 雇用・労災・健
康・厚生

166,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

大型トラック運転手 有限会社　マルイチ 宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山
２３８－４３

雇用・労災・健
康・厚生

240,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

介護福祉士 医療法人社団光友会　介
護老人保健施設アルパイ
ン川崎

宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原５９
－６

雇用・労災・健
康・厚生

174,000円～
257,000円

雇用期間の定めなし

（派）砂型（中子）製
造・加工

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

185,472円～
185,472円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員 特定非営利活動法人
ほっとあい

宮城県柴田郡大河原町字町２７９番１ 雇用・労災・健
康・厚生

189,640円～
223,000円

雇用期間の定めなし

(1)7時00分～20時00分
の間の８時間程度

(1)6時00分～18時00分
の間の８時間程度



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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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-  708521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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

1 (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-  709421 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- 3964721 就業場所 宮城県柴田郡川崎町

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

（派）鋳造作業・機械オペ
レーター（ターボチャー
ジャー部門

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

255,024円～
255,024円

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

雇用期間の定めなし



日給
不問 (1)17時00分～9時00分

12
人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-11174521 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

64歳以下

3
人 TEL 022-364-8150 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04030-  874921 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00分

1
人 TEL 0224-65-3887 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04050-  623621 就業場所 宮城県角田市
月給 保健師

不問 (1)8時30分～17時30分 看護師

1
人 TEL 0224-53-3115 （従業員数 84人 ）

パート労働者 04050-  630621 就業場所

時給 交替制あり 登録販売者（一般医薬品）

不問

1
人 TEL 019-621-5021 （従業員数 15人 ）

パート労働者 03010- 3999221 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり 登録販売者（一般医薬品）

不問

1
人 TEL 019-621-5021 （従業員数 15人 ）

パート労働者 03010- 4001121 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)17時00分～19時45分

1
人 TEL 0198-26-1381 （従業員数 6人 ）

パート労働者 03040-  944721 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給

不問 (1)8時30分～16時45分

2
人 TEL 0224-53-3115 （従業員数 84人 ）

パート労働者 04050-  619721 就業場所

時給 交替制あり その他の技術関係資格
不問 (1)9時00分～18時00分

5
人 TEL 048-782-9005 （従業員数 25人 ）

パート労働者 11030- 5479521 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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 04010-10531721 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

59歳以下 (1)9時30分～10時30分

1
人 TEL 0120-95-2270 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04010-10662221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

60歳以上 (1)9時30分～10時30分

1
人 TEL 0120-95-2270 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04010-10663521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問

3
人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-10674621 就業場所 宮城県角田市
時給 看護師

不問 (1)9時00分～17時00分 准看護師

3
人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-10680421 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)6時00分～8時00分
(2)10時00分～13時00分

2 (3)16時00分～18時00分

人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-10683921 就業場所 宮城県角田市
時給 あん摩マッサージ指圧師

不問

1
人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-10686721 就業場所 宮城県角田市
時給

不問

1
人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-10697221 就業場所 宮城県角田市

販売・接客〔大河原
町〕

有限会社　かいもん 宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字上ノ台５
番地

雇用・労災

900円～1,050円
雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

宿直スタッフ 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

労災

1,250円～1,250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

感染症対策相談員（看護
師、保健師）

宮城県仙南保健福祉事務
所

宮城県柴田郡大河原町字南１２９－１ 雇用・労災

1,126円～1,126円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

店舗での販売 合同会社　あぐりっとか
くだ

宮城県角田市毛萱字舘下１１－４ 雇用・労災・健
康・厚生

880円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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）

ドラッグストアでの販売（登
録販売者）【村田・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）

産業廃棄物適正処理監視
指導員

宮城県仙南保健福祉事務
所

宮城県柴田郡大河原町字南１２９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

1,339円～1,339円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

レジアルバイト（コメ
リ丸森店）

株式会社コメリ　東北ス
トアサポートセンター

岩手県花巻市空港南１丁目１番地 労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

ブリーディングスタッフ
［伊具郡丸森町小斎］

有限会社　大浩商事 埼玉県さいたま市西区三橋５ー１６３９
－１

雇用・労災・健
康・厚生

950円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃員（フジサキギフト
ショップ船岡店）

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

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃員（フジサキギフト
ショップ船岡店）

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

900円～900円
雇用期間の定めなし

看護師（正・准） 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

労災

1,000円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

あんま・マッサージ師 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

労災

853円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理人（補助） 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

用務員 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)9時30分～20時00分
の間の５時間

(1)8時00分～22時15分
の間の７時間程度

(1)8時00分～22時15分
の間の７時間程度

(1)9時00分～17時00分
の間の４時間以上

(1)9時00分～16時00分
の間の４時間程度

(1)9時00分～17時00分
の間の４時間以上

◎ 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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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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時給 美容師
不問

2
人 TEL 022-794-7933 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04010-10142721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問

1
人 TEL 022-225-5611 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04010-10304721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位）

不問

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050-  602821 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
不問

1
人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050-  603221 就業場所

時給
59歳以下 (1)5時00分～8時00分

1
人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050-  604521 就業場所 宮城県角田市
時給

59歳以下 (1)9時00分～14時00分

2
人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050-  605421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)17時00分～21時30分

1
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 60人 ）

パート労働者 04050-  607621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 危険物取扱者（乙種）

不問

2
人 TEL 0224-58-1270 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050-  591321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給

不問 (1)6時20分～9時00分
(2)14時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-63-3810 （従業員数 32人 ）

パート労働者 04050-  592621 就業場所

時給
不問 (1)7時30分～11時30分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 57人 ）

パート労働者 04011-  520321 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)7時30分～11時30分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 57人 ）

パート労働者 04011-  521621 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時30分～12時30分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 57人 ）

パート労働者 04011-  522921 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時00分～16時00分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 57人 ）

パート労働者 04011-  524021 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問

2
人 TEL 03-6833-5064 （従業員数 20人 ）

パート労働者 13040-17160121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

不問

2
人 TEL 03-6833-5064 （従業員数 20人 ）

パート労働者 13040-17603921 就業場所 宮城県角田市

訪問美容師（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

1,200円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護職員 社会福祉法人みやぎ会
デイサービスセンターに
こトピア角田

宮城県角田市角田字牛舘５３－２ 労災

860円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時30分～17時30分
の間の3時間以上

登記手続案内担当者 仙台法務局 宮城県仙台市青葉区春日町７－２５　仙
台第３法務総合庁舎

公災

1,635円～1,635円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

食堂スタッフ 株式会社　グリーン企画 宮城県柴田郡大河原町字広表４８番地８ 雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めなし

介護職員 社会福祉法人みやぎ会
デイサービスセンターに
こトピア角田

宮城県角田市角田字牛舘５３－２ 労災

880円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時30分～17時30分
の間の3時間以上

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

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃スタッフ 株式会社　グリーン企画 宮城県柴田郡大河原町字広表４８番地８ 雇用・労災

880円～880円
雇用期間の定めなし

スクールバス添乗業務（介
助）（宮城営業所）

東北アクセス株式会社
宮城営業所

宮城県角田市梶賀字西７４ 雇用・労災

1,071円～1,071円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

セルフガソリンスタンド
サービス

メガペトロ　株式会社
ペトラス柴田店

宮城県柴田郡柴田町大字中名生字佐野３
４－４

雇用・労災

900円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)7時00分～21時30分
の間の６時間程度

販売スタッフ：水産部
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
月未満）

販売スタッフ：畜産部門
（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
月未満）

販売スタッフ：農産部
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・健
康・厚生

855円～855円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

販売スタッフ：レジ部
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
月未満）

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

労災

930円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

(1)9時00分～8時59分の
間の２時間以上

接客・調理／４号柴田
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

労災

910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

(1)9時00分～8時59分の
間の２時間以上

(1)9時00分～18時00分
の間の４時間以上

(1)9時00分～16時30分
の間の3時間以上


