
 

令和 4 年 9 月 29 日号 
 

◎毎週木曜発行 

◎直近 1 週間の求人を掲載 

 

 

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 

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 04010-56749421 就業場所 宮城県角田市 拠出
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 45人 ）

正社員 04050- 2914921 就業場所 宮城県角田市
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 45人 ）

正社員 04050- 2915121 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 介護職員実務者研修修了者

(2)8時00分～17時00分 介護職員初任者研修修了者

3 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-51-8210 （従業員数 45人 ）

正社員 04050- 2916021 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)9時40分～19時00分

1
人 TEL 0224-61-2033 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2917721 就業場所

月給 看護師
59歳以下 (1)8時30分～18時30分 准看護師

(2)8時30分～12時30分

1 (3)8時00分～12時30分
人 TEL 0224-63-3335 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2919221 就業場所

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- 2920621 就業場所

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- 2921921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
年俸制 薬剤師

59歳以下 (1)8時30分～18時00分
の間の８時間

1
人 TEL 0224-82-1320 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2925821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 １級土木施工管理技士

不問 (1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士

2
人 TEL 011-867-0375 （従業員数 6人 ）

正社員 01230-19755621 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問 (1)8時30分～17時50分

1
人 TEL 022-797-7103 （従業員数 66人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-56517621 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-766-8757 （従業員数 6人 ）

正社員以外 04010-56625821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)10時00分～19時00分

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 11人 ）

正社員以外 04010-56307921 就業場所 宮城県柴田郡村田町
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 04010-56326721 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 04010-56330321 就業場所 宮城県白石市
月給 変形（1年単位） 第一種電気工事士

不問 (1)8時20分～17時00分 第二種電気工事士

1
人 TEL 0229-24-5781 （従業員数 59人 ）

正社員以外 04040- 5806121 就業場所 宮城県角田市
日給

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-62-3650 （従業員数 0人 ） 小型移動式クレーン運転技能者

正社員 04050- 2903421 就業場所 玉掛技能者

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

加入保険等 必要な免許資格

自動車部品の生産技術
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

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

施設介護員 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

155,000円～
200,000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

看護師 医療法人社団　阿部内科
医院

宮城県角田市角田字牛舘８９－３ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

ソフトバンク接客販売
スタッフ

株式会社　ケー・アン
 ド・アイ

ソフトバンク角田

宮城県角田市角田字緑町２－１ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

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）

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

施工管理（宮城県伊具
郡）

久電工土木　株式会社 北海道札幌市豊平区豊平４条３丁目３－
１０　さんぱちＢＬＤ７０１号

雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～
320,000円

雇用期間の定めなし

薬剤師 有限会社メディカルイト
ウ

宮城県角田市佐倉字畑田南２－６ 雇用・労災・健
康・厚生

350,000円～
458,333円

雇用期間の定めなし

コカ・コーラ社製品の
荷役作業

株式会社　シンクラン
東北支店

宮城県仙台市宮城野区扇町１丁目１－３
３　コカ・コーラボトラーズジャパン株
式会社仙台セールスセンター内

雇用・労災・健
康・厚生

223,600円～
223,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

洗浄 株式会社　ＤＥＬＴＡ東
北　仙台南支店

宮城県名取市美田園５丁目４－１　アル
モニーパル１０４

雇用・労災・健
康・厚生

179,520円～
179,520円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

施工管理（建築工事）見
習い／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

271,720円～
537,950円

雇用期間の定めなし

調理補助　◆宮城県柴
田郡村田町

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

雇用・労災・健
康・厚生・財形

149,180円～
149,180円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

施設管理業務他（契約社
員・角田サービスセン
ター）

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

170,000円～
190,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

施工管理（電気工事）見
習い／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

271,720円～
537,950円

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社若建 宮城県角田市角田字牛舘２－４３ 健康・厚生・そ
の他

247,500円～
247,500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

◎ 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 9月 29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 9月 29日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

(2)10時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-51-8180 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2907121 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (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- 2908021 就業場所

月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

不問 (1)8時00分～17時00分
(2)10時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-51-8180 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2909721 就業場所

年俸制 薬剤師
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～13時00分

2
人 TEL 0224-52-5553 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 2912321 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 中型自動車免許
不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-87-8097 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2918821 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 作業療法士

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- 2899421 就業場所

月給 ８トン限定中型自動車免許

40歳以下 (1)8時00分～17時15分 大型自動車免許

1
人 TEL 0224-55-3939 （従業員数 13人 ）

正社員 04050- 2900821 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時35分

1
人 TEL 0224-63-2721 （従業員数 54人 ）

正社員 04050- 2904321 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時30分～19時00分

2
人 TEL 0243-24-1523 （従業員数 4人 ）

正社員 07080- 3697321 就業場所 宮城県角田市
月給 栄養士

不問 (1)7時30分～16時00分

1
人 TEL 022-292-5585 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04010-56004521 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 介護職員実務者研修修了者

介護福祉士
1

人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員 04010-56131821 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-63-5695 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 2892921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1年単位） 大型自動車免許

65歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-62-0277 （従業員数 30人 ）

正社員 04050- 2893121 就業場所

月給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士
65歳以下 (1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士

2
人 TEL 0224-62-0277 （従業員数 30人 ）

正社員 04050- 2895721 就業場所

時給
18歳以上 (1)5時50分～14時50分

(2)6時50分～15時50分

1 (3)10時20分～19時20分

人 TEL 0224-53-1236 （従業員数 132人 ）

正社員以外 04050- 2896821 就業場所

経理事務・一般事務 毎日発條　株式会社　東
北工場

宮城県伊具郡丸森町耕野字羽拔３０－２ 雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

マシンオペレーター、
製品製造

毎日発條　株式会社　東
北工場

宮城県伊具郡丸森町耕野字羽拔３０－２ 雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

一般事務業務 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

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

林業、伐採工事 株式会社フォレストテッ
クＭ・Ｋ・Ｋ

宮城県柴田郡大河原町字新東１６番地６ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

薬剤師 株式会社　セイナ 宮城県柴田郡大河原町字町７０－４ 雇用・労災・健
康・厚生

458,333円～
583,333円

雇用期間の定めなし

タイヤ収集、運搬及び
構内作業

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

雇用・労災・健
康・厚生

220,420円～
323,440円

雇用期間の定めなし

作業療法士 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

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

フィットネスクラブ・イン
ストラクター（カーブス仙
南角田）

株式会社　マツバヤ 福島県二本松市油井字中田１－１コープ
ふくしまあだたら店２階

雇用・労災・健
康・厚生

170,070円～
170,070円

雇用期間の定めなし

板金溶接、塗装、組付 株式会社　マトロ 宮城県角田市梶賀字高畑南３５０－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

介護職員／ツクイ角田北
郷（訪問入浴ヘルパー）

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

196,000円～
249,000円

雇用期間の定めなし

学校給食センターでの調理
業務及び事務（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

175,000円～
185,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

大型ダンプ運転手 有限会社　斎藤建材 宮城県角田市藤田字是入１５ 雇用・労災・健
康・厚生

208,800円～
255,200円

雇用期間の定めなし

製品検査 高千穂電気株式会社　角
田支社

宮城県角田市梶賀字高畑北２５３番地１ 雇用・労災・健
康・厚生

145,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

郵便内務事務 日本郵便株式会社　郵便
事業総本部　大河原郵便
局

宮城県柴田郡大河原町字新南３５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

148,512円～
179,520円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

土木施工管理技士 有限会社　斎藤建材 宮城県角田市藤田字是入１５ 雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～
370,000円

雇用期間の定めなし



時給 交替制あり 労災
18歳以上 (1)8時00分～13時30分

(2)21時00分～2時00分

1 (3)1時00分～6時00分
人 TEL 022-292-5585 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04010-56868821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時00分～16時30分
(2)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-61-2850 （従業員数 18人 ）

パート労働者 04050- 2913621 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時40分～16時40分

3
人 TEL 0224-68-3350 （従業員数 64人 ）

パート労働者 04050- 2922121 就業場所 宮城県角田市
時給 看護師

59歳以下 (1)8時30分～12時00分 准看護師

1
人 TEL 0224-57-1231 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 2923021 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)9時00分～14時00分

2
人 TEL 042-752-2880 （従業員数 5人 ）

パート労働者 14090-12554221 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 04010-56535121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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 04010-56536021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)8時00分～12時00分
(2)8時00分～12時30分

2
人 TEL 0224-82-1212 （従業員数 92人 ）

パート労働者 04050- 2902521 就業場所

時給 労災 看護師
不問 (1)8時30分～17時30分 准看護師

の間の３～６時間
1

人 TEL 0224-55-3509 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04050- 2905621 就業場所

時給
不問 (1)7時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-55-3509 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04050- 2906921 就業場所

時給 労災
不問 (1)8時00分～17時00分

の間の5時間
1

人 TEL 0224-86-4680 （従業員数 2人 ）

パート労働者 04050- 2924721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1ヶ月単位）

69歳以下 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-26-3266 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04051- 1455221 就業場所 宮城県白石市
日給

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 045-542-1127 （従業員数 5人 ）

パート労働者 14150-16510921 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給 労災・財形

不問 (1)14時30分～19時00分

1
人 TEL 022-236-6231 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04010-56311521 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)8時30分～15時00分

1
人 TEL 022-292-5585 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04010-56005421 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 調理師

不問 (1)8時00分～12時00分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04011- 3157821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 調理師

不問 (1)8時00分～15時00分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04011- 3158221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

水産部門（槻木店）６
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・健
康・厚生

883円～883円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

水産部門（槻木店）午
前勤務

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

883円～883円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

学校給食センターでの
調理員

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

883円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理補助　◆宮城県柴
田郡村田町

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

885円～885円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

中古タイヤの買付とコンテ
ナ詰め（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

1,071円～1,142円
雇用期間の定めなし

品出し（商品管理） 株式会社　半田食品 宮城県白石市字不澄ケ池１０４－１ 雇用・労災

885円～885円
雇用期間の定めなし

総務事務 芯尽電気株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字中名生字佐野１
９４－３

950円～950円
雇用期間の定めなし

クリニック補助スタッ
フ

医療法人社団　毛利クリ
ニック

宮城県柴田郡柴田町船岡西１－９－２８ 労災

883円～883円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

看護師、准看護師 医療法人社団　毛利クリ
ニック

宮城県柴田郡柴田町船岡西１－９－２８

1,200円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

物流センター庫内作業員
（ピッキング、格納）

ピップ株式会社　南東北
物流センター

宮城県柴田郡村田町大字村田字西ケ丘２
５－２

雇用・労災

883円～883円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

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

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）

調理補助 株式会社　寿食品 神奈川県相模原市中央区星が丘３丁目８
－１６

労災

883円～883円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

看護師 高沢内科 宮城県柴田郡柴田町西船迫３丁目５番地
１号

労災

1,300円～2,500円
雇用期間の定めなし

電力ハーネス製造作業
員

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

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理補助 株式会社　まちづくり角
田

宮城県角田市枝野字北島８１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

920円～920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

調理補助員（柴田郡） 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

900円～950円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

※　労働契約が
週２０時間以上
になる場合は雇
用保険に加入

◎ 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 9月 29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 9月 29日発行

ハローワーク大河原

時給 調理師
不問 (1)8時00分～16時00分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04011- 3159521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下 (1)9時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-54-5055 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 2897221 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給

20歳以上 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 2901221 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時15分

の間の７時間程度
3

人 TEL 0224-63-2111 （従業員数 500人 ）

パート労働者 04050- 2894021 就業場所

事務補助員 角田市役所 宮城県角田市角田字大坊４１ 雇用・労災・健
康・厚生

897円～925円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃員 株式会社　第一商事 宮城県角田市角田字栄町４４ 雇用・労災

950円～980円
雇用期間の定めなし

総務事務 有限会社　キョーエイ 宮城県柴田郡柴田町大字下名生字上納３
９－１

雇用・労災・健
康・厚生

900円～920円
雇用期間の定めなし

（槻木店）水産部門
【経験者】

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

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）


