
令和 4 年 10 月 27 日号 
 

◎毎週木曜発行 

◎直近 1 週間の求人を掲載 

（10 月 19 日～10 月 25 日分） 

◎ 求人掲載地域（大河原、柴田、角田 

 丸森、村田、川崎） 

 

※ コムズの次号は１１月２日（水） 

発行です。 

  

 

求人情報 

コムズ 

ハローワーク大河原 
柴田郡大河原町大谷字町向１２６－４ 

 オーガ（Ｏｒｇａ）１階 

 

 

 



  

 

●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 変形（1年単位）
64歳以下 (1)10時00分～19時00分

3
人 TEL 022-243-5091 （従業員数 11人 ）

正社員 04010-63499221 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)10時00分～19時00分

3
人 TEL 022-243-5091 （従業員数 12人 ）

正社員 04010-63503521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり

不問 (1)9時30分～18時30分
(2)10時00分～19時00分

1 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 022-261-6621 （従業員数 10人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-63260221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)7時00分～15時30分
(2)8時00分～16時30分

1 (3)8時30分～17時00分
人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 74人 ）

正社員以外 04050- 3246121 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- 3247021 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)7時00分～15時30分

(2)8時00分～16時30分

1 (3)8時30分～17時00分
人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 74人 ）

正社員以外 04050- 3248721 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

1 (3)17時45分～8時45分
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

正社員以外 04050- 3250421 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25分

1
人 TEL 0224-69-2221 （従業員数 44人 ）

正社員 04050- 3254121 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

2 (3)11時00分～20時00分

人 TEL 0224-51-8326 （従業員数 35人 ）

正社員 04050- 3255021 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)10時00分～20時30分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 3240221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時00分～17時30分 中型自動車免許
小型移動式クレーン運転技能者

1
人 TEL 0224-53-1551 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 3241521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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 13040-22318322 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分
(2)8時00分～15時00分

1
人 TEL 045-542-1127 （従業員数 5人 ）

正社員 14150-18327721 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 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 0823-70-0307 （従業員数 2人 ）

無期雇用派遣労働者 34030- 7583121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 給付
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

1 (3)23時10分～7時30分
人 TEL 022-772-7833 （従業員数 4人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-63086421 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

1 (3)23時10分～7時30分
人 TEL 022-772-7833 （従業員数 9人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-63090721 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位）

18歳～59歳 (1)8時20分～17時00分
(2)16時30分～1時10分

1 (3)1時10分～8時45分
人 TEL 0229-24-5781 （従業員数 59人 ）

正社員 04040- 6399421 就業場所 宮城県角田市

イエローハット店頭販売
スタッフ（大河原店）

株式会社　ホットマン 宮城県仙台市太白区西多賀４丁目４－１
７

雇用・労災・健
康・厚生

157,300円～
160,600円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

イエローハット店頭販売
スタッフ（角田店）

株式会社　ホットマン 宮城県仙台市太白区西多賀４丁目４－１
７

雇用・労災・健
康・厚生

157,300円～
160,600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

キャディマスター室 ダイワ実業株式会社　東
蔵王ゴルフ倶楽部

宮城県柴田郡川崎町大字川内字西山８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
180,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大手家電量販店でのスマ
ホ受付案内［大河原町］

株式会社　アイヴィジッ
ト　東北支店

宮城県仙台市青葉区本町２丁目３－１０
仙台本町ビル７階

雇用・労災・健
康・厚生

201,600円～
201,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

フロント係 ダイワ実業株式会社　東
蔵王ゴルフ倶楽部

宮城県柴田郡川崎町大字川内字西山８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
180,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

事務員 株式会社　錦仙台工場 宮城県角田市平貫字鴉南３３番地 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

施設営繕、送迎ドライ
バー兼宿直業務

ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

152,000円～
170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ホール係（とんかつ
夕やけ）

株式会社　柴田不動産 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目２０
－３１

雇用・労災・健
康・厚生

191,388円～
203,991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

150,800円～
181,900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

165,800円～
185,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

配送業務 株式会社　渋良建材店 宮城県柴田郡大河原町字新南６７－２ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

自動車部品の鋳造作業者
（宮城県柴田郡）

株式会社　ダイキ 広島県呉市広白石２丁目７番５号ダイキ
ビル２０１

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

中古タイヤの買付営業と
ルート集荷（仙台川崎営業
所）

株式会社　サンパワー 神奈川県横浜市港北区綱島西３－２１－
２５　南武ビル２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
340,000円

雇用期間の定めなし

半導体製品の組立・検
査

日総工産株式会社　仙台
営業所

宮城県仙台市泉区泉中央１丁目１３－４
泉エクセルビル５Ｆ
５０３

雇用・労災・健
康・厚生

219,459円～
219,459円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

精密機器の加工・組
立・検査

日総工産株式会社　仙台
営業所

宮城県仙台市泉区泉中央１丁目１３－４
泉エクセルビル５Ｆ
５０３

雇用・労災・健
康・厚生

219,459円～
219,459円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

構内物流業務（正社員
／角田工場）

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

170,000円～
180,000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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

◎ 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 10月 27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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

◎ 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 10月 27日発行

ハローワーク大河原

月給 精神保健福祉士
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 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050- 3218421 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時10分

1
人 TEL 0224-54-3137 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 3223821 就業場所

月給 交替制あり 保育士
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

(2)8時30分～17時30分

1 (3)9時30分～18時30分
人 TEL 0224-87-6195 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 3224221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-54-2954 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 3226421 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 医療事務資格

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 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050- 3227321 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-54-2954 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 3228621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-54-2954 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 3229921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時30分～16時45分
(2)16時30分～0時45分

10 (3)0時30分～8時45分
人 TEL 0224-88-3545 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 3230721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出・給付
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)9時00分～18時30分

2
人 TEL 0224-87-8070 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3232221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

不問 (1)7時00分～15時30分
(2)8時00分～16時30分

1 (3)8時30分～17時00分
人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 74人 ）

正社員以外 04050- 3234421 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-4519 （従業員数 9人 ）

正社員以外 04050- 3235321 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

1
人 TEL 0224-52-4519 （従業員数 5人 ）

正社員以外 04050- 3236621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0246-25-6121 （従業員数 6人 ）

正社員 07020- 8781021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 給付
月給

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0246-25-6121 （従業員数 6人 ）

正社員 07020- 8783821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 給付
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-223-6575 （従業員数 158人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-62582921 就業場所 宮城県角田市 拠出
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 04010-62741321 就業場所 宮城県南地区の各建設現場
月給

40歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0223-25-6701 （従業員数 4人 ）

正社員 04010-62762021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出

精神保健福祉士（グ
ループホーム担当）

医療法人本多友愛会　仙
南中央病院

宮城県柴田郡柴田町北船岡１丁目２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

保育士 羽應　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字南７９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
195,000円

雇用期間の定めなし

工場加工作業員 株式会社　角谷製作所 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
１０

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

医療事務員 医療法人本多友愛会　仙
南中央病院

宮城県柴田郡柴田町北船岡１丁目２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

技能職（マシニング） 株式会社　テクノニッセ
イ

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字川端１６
０－２

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

技能職（旋盤工） 株式会社　テクノニッセ
イ

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字川端１６
０－２

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

技能職（フライス、研
磨、ワイヤー）

株式会社　テクノニッセ
イ

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字川端１６
０－２

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

自動車ケアスタッフ
［ポケットカー］

株式会社川村自動車販売
大河原店

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字丑越１１
－３

雇用・労災・健
康・厚生

168,000円～
198,000円

雇用期間の定めなし

製造機械オペレーター（使
い捨てカイロ製造）

アイリス・ファインプロ
ダクツ　株式会社　大河
原工場

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根２１
６

雇用・労災・健
康・厚生・財形

183,000円～
223,000円

雇用期間の定めなし

一般組立工員（第二工
場）

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

120,960円～
120,960円

雇用期間の定めなし

レストランホール係 ダイワ実業株式会社　東
蔵王ゴルフ倶楽部

宮城県柴田郡川崎町大字川内字西山８ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
180,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

配送・商品管理業務（住設
建材：仙南営業所）

岡田電気産業　株式会社 福島県いわき市平谷川瀬１丁目６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

178,000円～
240,500円

雇用期間の定めなし

一般組立工員（第一工
場）

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

120,960円～
120,960円

雇用期間の定めなし

自動車部品の品質保証
業務

株式会社　フォーラムエ
ンジニアリング　仙台
フォーラム

宮城県仙台市青葉区中央２丁目９－２７
プライムスクエア広瀬通９階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

205,000円～
381,600円

雇用期間の定めなし

ルートセールス（住設
建材：仙南営業所）

岡田電気産業　株式会社 福島県いわき市平谷川瀬１丁目６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

188,000円～
245,500円

雇用期間の定めなし

一般事務 株式会社　トベ 宮城県岩沼市押分字南谷地８６－５ 雇用・労災・健
康・厚生

148,000円～
175,000円

雇用期間の定めなし

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
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ハローワーク大河原

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 04010-62764821 就業場所 宮城県南地区の各建設現場
月給 介護支援専門員（ケアマネージャー）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-294-9133 （従業員数 2人 ）

正社員 04010-62784321 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位） 二級自動車整備士

59歳以下 (1)9時30分～18時00分
(2)10時30分～19時00分

1
人 TEL 022-235-2120 （従業員数 12人 ）

正社員 04010-62490421 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 変形（1年単位）

不問 (1)9時30分～18時00分

1
人 TEL 022-235-2120 （従業員数 12人 ）

正社員以外 04010-62494121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 運行管理者（貨物）

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-51-9399 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 3209221 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)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-1167 （従業員数 18人 ）

正社員 04050- 3210621 就業場所 厚生
月給 精神保健福祉士

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 0224-54-1210 （従業員数 150人 ）

正社員 04050- 3212121 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-66-4691 （従業員数 0人 ）

正社員 04050- 3213021 就業場所

日給 変形（1年単位） 大型自動車免許
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

2
人 TEL 0224-56-1670 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 3202321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 小型移動式クレーン運転技能者

59歳以下 (1)9時00分～17時30分 フォークリフト運転技能者

2
人 TEL 0224-55-1184 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 3206021 就業場所

月給 変形（1年単位）
18歳～59歳 (1)6時30分～15時30分

(2)8時30分～17時30分

3 (3)21時30分～6時30分
人 TEL 0224-52-5411 （従業員数 330人 ）

正社員 04050- 3207721 就業場所 拠出
月給 変形（1年単位）

不問 (1)6時00分～14時00分

1
人 TEL 0224-51-9399 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 3208821 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0228-24-8447 （従業員数 0人 ）

無期雇用派遣労働者 04060- 2785921 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 ２級電気工事施工管理技士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 １級電気工事施工管理技士

第一種電気工事士
1

人 TEL 018-838-0731 （従業員数 2人 ）

正社員 05010-19211321 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出

介護支援専門員（居宅はな
はな／角田市角田豊町

株式会社　ケアミック
ス・ジャパン

宮城県仙台市若林区下飯田字遠谷地１７
１

雇用・労災・健
康・厚生

181,000円～
247,600円

雇用期間の定めなし

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

店舗経理事務 日産プリンス宮城販売
株式会社

宮城県仙台市宮城野区苦竹２丁目２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

149,750円～
149,750円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

自動車整備 日産プリンス宮城販売
株式会社

宮城県仙台市宮城野区苦竹２丁目２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

電気工事士 株式会社　新日電業商会 宮城県柴田郡大河原町字西桜町２－３ 雇用・労災・健
康・厚生

178,500円～
318,500円

雇用期間の定めなし

事務（運行管理者） 和光興業　株式会社 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前１０
１

雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
195,000円

雇用期間の定めなし

建築塗装工事業 株式会社熊谷塗装工業 宮城県角田市角田字南４８ 雇用・労災・健
康・厚生

186,400円～
186,400円

雇用期間の定めなし

精神保健福祉士（医療
相談室）

医療法人本多友愛会　仙
南中央病院

宮城県柴田郡柴田町北船岡１丁目２－１ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

セールススタッフ（新規
顧客開拓含む）

株式会社　プルータス
仙台支店

宮城県柴田郡柴田町西船迫２丁目２－３ 雇用・労災・健
康・厚生

198,000円～
268,000円

雇用期間の定めなし

ダンプ運転手 有限会社　ネットワーク
物流

宮城県柴田郡柴田町大字船迫字川前５５
－１

雇用・労災・健
康・厚生

277,200円～
369,600円

雇用期間の定めなし

２ｔトラック（平ボ
ディー車）運転手

和光興業　株式会社 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前１０
１

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
368,000円

雇用期間の定めなし

鍛造工 株式会社　ＩＪＴＴ　宮
城工場

宮城県柴田郡村田町大字沼辺字方作３９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

169,390円～
230,000円

雇用期間の定めなし

電気技術者（工事監督支
援業務）【宮城県】

株式会社　スタッド　東
北支店　秋田営業所

秋田県秋田市川尻大川町１－２５
アップヒル２１　Ａ－２号室

雇用・労災・健
康・厚生

254,900円～
444,400円

雇用期間の定めなし

製造スタッフ［丸森／
日勤］

株式会社　モリマインド 宮城県栗原市築館青野８－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

178,080円～
203,520円

雇用期間の定めなし



時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)7時00分～15時00分

(2)8時00分～16時00分

2 (3)10時00分～18時00分

人 TEL 0172-36-3311 （従業員数 5人 ）

パート労働者 02030-11496621 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 労災

不問 (1)9時00分～14時00分
(2)14時00分～19時00分

2
人 TEL 022-287-3811 （従業員数 60人 ）

パート労働者 04010-63466521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 介護福祉士

59歳以下 (1)8時10分～17時10分 普通自動車第二種免許

1
人 TEL 022-294-9133 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04010-62913121 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)8時30分～12時30分
(2)13時30分～17時30分

2 (3)8時30分～17時30分
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050- 3242421 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～16時30分

の間の６時間程度
1

人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 74人 ）

パート労働者 04050- 3244621 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～16時30分

の間の６時間程度
1

人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 74人 ）

パート労働者 04050- 3245921 就業場所

時給 看護師
不問 (1)8時30分～17時30分 准看護師

(2)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8326 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04050- 3251321 就業場所

時給
18歳以上 (1)22時00分～6時00分

1
人 TEL 0224-57-0161 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 3253921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)7時00分～15時30分
(2)8時00分～16時30分

1 (3)8時30分～17時00分
人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 74人 ）

パート労働者 04050- 3257821 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～12時30分

(2)13時30分～17時30分

2 (3)8時30分～17時30分
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050- 3239021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

59歳以下 (1)8時45分～16時15分

1
人 TEL 0224-56-5329 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 3219321 就業場所

時給 労災
64歳以下 (1)13時00分～17時00分

10
人 TEL 0224-55-1437 （従業員数 53人 ）

パート労働者 04050- 3220121 就業場所

時給
64歳以下 (1)9時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-55-1437 （従業員数 53人 ）

パート労働者 04050- 3221021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下 (1)9時00分～14時00分

1
人 TEL 0224-63-4848 （従業員数 25人 ）

パート労働者 04050- 3225521 就業場所 宮城県角田市
時給

40歳以下 (1)10時00分～18時00分

の間の４～７時間程度
2

人 TEL 0224-87-8070 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 3233521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時45分～17時15分

1
人 TEL 0198-26-1381 （従業員数 5人 ）

パート労働者 03040- 4956821 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問 (1)12時30分～16時30分

(2)13時00分～17時00分

1
人 TEL 022-383-6421 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04010-62797721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

ビルクリーニング 同和興業　株式会社　名
取営業所

宮城県名取市杜せきのした２丁目６－１ 雇用・労災

910円～910円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

売場担当　準社員（コメ
リ宮城川崎店）

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 雇用・労災・健
康・厚生

928円～1,102円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

自動車ケアスタッフ
［ポケットカー］

株式会社川村自動車販売
大河原店

宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字丑越１１
－３

雇用・労災

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

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

890円～890円
雇用期間の定めなし

品質管理補助業務 株式会社　シバセン 宮城県柴田郡柴田町大字上名生字明神堂
１

雇用・労災・健
康・厚生

883円～900円
雇用期間の定めなし

冷凍食品製造 株式会社　シバセン 宮城県柴田郡柴田町大字上名生字明神堂
１

883円～900円
雇用期間の定めなし

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

事務 有限会社　仙台ユーユー 宮城県柴田郡柴田町入間田字金谷１６０ 雇用・労災

900円～920円
雇用期間の定めなし

介護職員（デイケア） ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災

971円～971円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

キャディマスター室 ダイワ実業株式会社　東
蔵王ゴルフ倶楽部

宮城県柴田郡川崎町大字川内字西山８ 雇用・労災

900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

コンビニエンスストア
店員

セブンイレブン　柴田船
 岡中央３丁目店

株式会社　ローソク屋

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目５－
２

雇用・労災

890円～890円
雇用期間の定めなし

看護師 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

1,300円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

レストランホール係 ダイワ実業株式会社　東
蔵王ゴルフ倶楽部

宮城県柴田郡川崎町大字川内字西山８ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理補助 ダイワ実業株式会社　東
蔵王ゴルフ倶楽部

宮城県柴田郡川崎町大字川内字西山８ 雇用・労災・健
康・厚生

900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護福祉士（デイケ
ア）

ＩＭＳ（イムス）グルー
プ　医療法人財団　明理
会　丸森ロイヤルケアセ
ンター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋９－２ 雇用・労災

1,060円～1,060円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護スタッフ（あぶくまデ
イサービス／角田市角田字
豊町）

株式会社　ケアミック
ス・ジャパン

宮城県仙台市若林区下飯田字遠谷地１７
１

雇用・労災・健
康・厚生

900円～1,100円
雇用期間の定めなし

キッチンスタッフ 株式会社　はま寿司　仙
台六丁の目店（南東北ブ
ロック）

宮城県仙台市若林区六丁の目南町９番５
号

920円～1,150円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

加入保険等 必要な免許資格

水産販売スタッフ（７Ｈ
パート）【宮城県柴田郡大
河原町】

株式会社　佐藤長 青森県弘前市大字桔梗野４丁目９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,000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

◎ 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。

◎ パート求人では賃金形態にかかわらず時給換算で表記しています。フルタイム求人では賃金形態にかかわらず月額換算で表記しています。

◎ 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 労災
不問 (1)8時30分～16時30分

の間の3時間以上
1

人 TEL 0224-72-2156 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04050- 3211921 就業場所

時給 交替制あり 労災
不問 (1)8時00分～17時15分

(2)11時00分～20時15分

1
人 TEL 0224-55-3939 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3214721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 看護師

59歳以下 (1)14時00分～18時30分 准看護師
(2)8時30分～12時30分

1
人 TEL 0224-87-8750 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3215821 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)11時00分～18時00分

の間の６時間程度
2

人 TEL 0834-31-2083 （従業員数 2人 ）

パート労働者 35070- 6611221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時45分～13時00分
(2)12時45分～17時00分

2
人 TEL 0198-26-1381 （従業員数 5人 ）

パート労働者 03040- 4945021 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

64歳以下 (1)10時00分～15時30分

1
人 TEL 022-395-8963 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04010-62527721 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

20歳以上 (1)7時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050- 3203621 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

20歳以上 (1)13時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050- 3204921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

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

900円～900円
雇用期間の定めなし

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

900円～900円
雇用期間の定めなし

調理補助兼ホールス
タッフ

合同会社　大進 宮城県仙台市青葉区宮町２丁目１－６４
エムズコーポ３０３

労災

900円～1,200円
雇用期間の定めなし

売場担当　準社員（コメ
リ宮城川崎店）

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

928円～1,102円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

洋服の補正・補修（大
河原店）

有限会社　ヴェルディ 山口県周南市本町２丁目３１番地 雇用・労災

900円～1,200円
雇用期間の定めなし

看護師 いのまた胃と腸・内科ク
リニック

宮城県柴田郡柴田町槻木上町２丁目７－
２５

雇用・労災

1,300円～1,600円
雇用期間の定めなし

工場構内作業員 株式会社　国分商会　東
北支店

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大森１－
１７

1,000円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ゴム・プラ成形及び成形
品の仕上げ、梱包

竜興化学工業株式会社
宮城工場

宮城県伊具郡丸森町舘矢間木沼字竹ノ花
５０－１

883円～883円
雇用期間の定めなし

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入


