
 

 

令和３年９月３０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30分～17時30分

1
人 TEL 0224-58-2535 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2946811 就業場所

時給
不問 (1)8時15分～17時15分

2
人 TEL 0224-54-4625 （従業員数 5人 ）

有期雇用派遣労働者 04050- 2954811 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時30分～17時00分

3
人 TEL 0224-54-4625 （従業員数 5人 ）

有期雇用派遣労働者 04050- 2956511 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時20分

1
人 TEL 0224-61-1188 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2964511 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時15分～17時20分

2
人 TEL 0224-61-1188 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 2965411 就業場所

時給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-55-2252 （従業員数 147人 ）

正社員以外 04050- 2938811 就業場所

月給 変形（1年単位）
39歳以下 (1)8時30分～17時15分

1
人 TEL 0224-55-2252 （従業員数 147人 ）

正社員 04050- 2939211 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 145人 ）

正社員 04050- 2940011 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 理学療法士
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-1032 （従業員数 145人 ）

正社員 04050- 2941311 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-59-2383 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2944111 就業場所

月給
39歳以下 (1)9時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-57-1272 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2948511 就業場所

時給
不問 (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 ）

正社員以外 04050- 2933311 就業場所

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 022-383-2068 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 2934611 就業場所 宮城県角田市
月給 准看護師

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- 2935911 就業場所

月給 看護師
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- 2936111 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時20分

2
人 TEL 0224-84-2430 （従業員数 107人 ）

正社員以外 04050- 2924011 就業場所 宮城県柴田郡川崎町 厚生
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- 2919611 就業場所 厚生

加入保険等 必要な免許資格

一般事務 株式会社　オオエダ商会 宮城県柴田郡柴田町船岡新栄５－９－３ 雇用・労災・健
康・厚生

145,500円～
165,000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

火災報知機の製造 東洋ワーク株式会社　仙
南事業所

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１－８
ベルハウス柴田２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

162,225円～
162,225円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

梱包・出荷 東洋ワーク株式会社　仙
南事業所

宮城県柴田郡柴田町西船迫１丁目１－８
ベルハウス柴田２Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

168,000円～
168,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

機械加工及び治工具製
作

有限会社　花島エンジニ
ア

宮城県角田市梶賀字西４３ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

一般事務、検査 有限会社　花島エンジニ
ア

宮城県角田市梶賀字西４３ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

板金加工・溶接作業員 古川工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
２７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

154,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

板金加工・溶接作業員 古川工業　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
２７

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,480円～
200,640円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

理学療法士 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

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

サービス（タイヤ交
換・配達）業務

株式会社　ペースメー
カー宮城

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字川端１４
７

雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

タイヤ入替作業員 有限会社　南仙台ヨコハ
マタイヤセンター

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字新生町１
２－３

雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

工場作業員 大山商事　株式会社　リ
サイクル工場

宮城県角田市笠島字雁坊１２－１６ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

薬局助手 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

156,090円～
156,090円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

看護師（外来） 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

215,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

准看護師（外来） 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～
250,000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

各種センサーの組立・
検査

株式会社　日本アレフ
仙台工場

宮城県柴田郡川崎町大字今宿字銀杏木３
３

雇用・労災・健
康・厚生

151,560円～
151,560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 ３年 9月 30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 ３年 9月 30日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位） １級電気工事施工管理技士

59歳以下 (1)8時00分～17時00分 第一種電気工事士

1
人 TEL 0224-53-1167 （従業員数 18人 ）

正社員 04050- 2920811 就業場所 厚生
月給 変形（1年単位） ２級土木施工管理技士

69歳以下 (1)8時00分～17時00分 ２級造園施工管理技士

2
人 TEL 0224-84-5868 （従業員数 54人 ）

正社員 04050- 2921211 就業場所

月給 交替制あり 看護師
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 准看護師

(2)8時30分～17時30分

1 (3)9時30分～18時30分
人 TEL 0224-83-5753 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 2922511 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-62-1713 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 2903111 就業場所

月給
64歳以下 (1)9時00分～18時30分

1
人 TEL 0224-87-7045 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2904711 就業場所

日給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-3742 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2907511 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)19時00分～4時00分

2 (3)17時00分～2時00分
人 TEL 0224-79-3120 （従業員数 28人 ）

正社員 04050- 2909011 就業場所

月給 変形（1年単位） 大型自動車免許
69歳以下 (1)8時00分～17時00分 小型移動式クレーン運転技能者

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 2914211 就業場所

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)16時30分～9時30分
人 TEL 0224-83-5753 （従業員数 42人 ）

正社員 04050- 2915511 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 変形（1年単位） 第二種電気工事士

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-86-5763 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2916411 就業場所

日給 変形（1年単位） 大型自動車免許
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-62-5603 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 2917011 就業場所

月給 保育士
64歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-87-8575 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2894411 就業場所

月給 看護師
64歳以下 (1)9時00分～18時00分 介護福祉士

介護職員初任者研修修了者

1
人 TEL 0224-87-8575 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 2895011 就業場所

月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

69歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 2897611 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時15分～17時20分

2
人 TEL 0224-55-2621 （従業員数 146人 ）

正社員 04050- 2899111 就業場所

工事現場管理 株式会社　丹野林業建設 宮城県柴田郡川崎町大字前川字松葉森山
１２－２

雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～
450,000円

雇用期間の定めなし

電気工事施工管理技士 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

293,500円～
388,500円

雇用期間の定めなし

作業員 株式会社　山家農林改良
園

宮城県角田市島田字小一郎作５９－２ 雇用・労災・健
康・厚生

207,900円～
259,875円

雇用期間の定めなし

看護師 社会福祉法人　柏松会 宮城県柴田郡村田町大字足立字上ヶ戸１
７－５

雇用・労災・健
康・厚生

191,500円～
277,500円

雇用期間の定めなし

電気工事作業員 五光電設　株式会社 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字湯尻４７ 雇用・労災・健
康・厚生

198,000円～
264,000円

雇用期間の定めなし

調剤事務 株式会社ＡＢＩＣ　リー
フ調剤薬局

宮城県柴田郡大河原町字小島２６－１２ 雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
183,000円

雇用期間の定めなし

大型運転手（ユニック
車）

大誠運輸　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

鋳造オペレーター 有限会社　みやぎ　ダイ
キャスト

宮城県伊具郡丸森町大内字七夕４５ 雇用・労災・健
康・厚生

165,300円～
200,300円

雇用期間の定めなし

設備設置作業員 株式会社　イナテック 宮城県柴田郡村田町大字村田字針生前１
５－１１

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
360,000円

雇用期間の定めなし

ケアワーカー 社会福祉法人　柏松会 宮城県柴田郡村田町大字足立字上ヶ戸１
７－５

雇用・労災・健
康・厚生

175,500円～
247,000円

雇用期間の定めなし

エーシーイー株式会社
バンビ・アイランド船岡

宮城県柴田郡柴田町船岡東３丁目１１－
３　アネックス船岡Ａ

雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

１０ｔダンプドライ
バー

株式会社　とくら 宮城県角田市小田字藤倉３－８０ 雇用・労災・健
康・厚生

219,450円～
249,480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

総務（事務系総合職） 東北三和鋼器　株式会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
７

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

フォークリフト作業員 大誠運輸　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字中の倉１３０ 雇用・労災・健
康・厚生

182,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

児童発達支援管理者 エーシーイー株式会社
バンビ・アイランド船岡

宮城県柴田郡柴田町船岡東３丁目１１－
３　アネックス船岡Ａ

雇用・労災・健
康・厚生

176,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

児童指導員



時給
不問 (1)8時30分～14時55分

2
人 TEL 0224-63-5695 （従業員数 33人 ）

パート労働者 04050- 2963211 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-54-1346 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 2937711 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 0224-56-2531 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 2942611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時30分～16時00分

1
人 TEL 0224-56-2531 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 2943911 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給

不問 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-59-2383 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 2945711 就業場所

時給
不問 (1)9時30分～18時30分

(2)11時00分～18時30分

1
人 TEL 0224-57-1272 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04050- 2949411 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)7時30分～10時00分

(2)8時00分～10時30分

1 (3)15時00分～18時00分

人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050- 2957411 就業場所

時給 交替制あり
不問 (1)7時30分～10時00分

(2)8時00分～10時30分

1 (3)14時00分～18時00分

人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050- 2958011 就業場所

時給 保育士
不問 (1)13時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04050- 2960111 就業場所

時給
不問 (1)10時00分～14時00分

3
人 TEL 0224-87-2405 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050- 2929711 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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- 2930511 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)8時30分～16時30分

1
人 TEL 0224-72-2156 （従業員数 14人 ）

パート労働者 04050- 2931411 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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- 2947211 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 歯科衛生士

59歳以下 (1)16時00分～19時00分

(2)9時00分～13時00分

1
人 TEL 0224-57-2120 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04050- 2925311 就業場所

時給
59歳以下 (1)16時00分～19時00分

(2)9時00分～13時00分

1
人 TEL 0224-57-2120 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04050- 2926611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問

2
人 TEL 0224-87-6634 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 2900311 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

18歳以上

2
人 TEL 0224-87-6634 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 2901611 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

塗装工 大島塗装店　株式会社 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目３－
３５－９

雇用・労災

900円～1,500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

組立、梱包作業員 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

853円～853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

フロアスタッフ 株式会社　花いかだ 宮城県柴田郡柴田町大字富沢字猪倉２６
－４６

雇用・労災

885円～885円
雇用期間の定めなし

フロアスタッフ 株式会社　花いかだ 宮城県柴田郡柴田町大字富沢字猪倉２６
－４６

雇用・労災・健
康・厚生

885円～885円
雇用期間の定めなし

サービス（タイヤ交
換・配達）業務

株式会社　ペースメー
カー宮城

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字川端１４
７

雇用・労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

タイヤ入替作業員 有限会社　南仙台ヨコハ
マタイヤセンター

宮城県柴田郡柴田町大字船岡字新生町１
２－３

雇用・労災・健
康・厚生

1,250円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

送迎ドライバー 一般社団法人　みなみの
風

宮城県角田市角田字柳町３６番２６ 労災

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

支援員（送迎同乗員） 一般社団法人　みなみの
風

宮城県角田市角田字柳町３６番２６ 労災

900円～900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　坊源 宮城県柴田郡川崎町　青根温泉８－１０ 雇用・労災

860円～1,000円
雇用期間の定めなし

保育士［角田市］ 一般社団法人　みなみの
風

宮城県角田市角田字柳町３６番２６ 雇用・労災

950円～1,000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

雇用・労災・健
康・厚生

825円～825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）

歯科衛生士 大友歯科医院 宮城県柴田郡柴田町船岡東２丁目４番１
９号

労災

1,200円～1,500円
雇用期間の定めなし

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）

厨房、ホールスタッフ ホルモン焼肉　ぷるぷる 宮城県柴田郡大河原町字新南５９－７ 労災

853円～1,000円
雇用期間の定めなし

歯科助手 大友歯科医院 宮城県柴田郡柴田町船岡東２丁目４番１
９号

労災

900円～1,200円
雇用期間の定めなし

厨房、ホールスタッフ ホルモン焼肉　ぷるぷる 宮城県柴田郡大河原町字新南５９－７ 労災

853円～1,000円
雇用期間の定めなし

(1)7時00分～21時30分
の間の６時間程度

(1)17時00分～02時00
分の間の5時間程度

(1)22時00分～01時00
分の間の2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 ３年 9月 30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 ３年 9月 30日発行

ハローワーク大河原

時給
不問 (1)11時00分～15時00分

2
人 TEL 0224-87-6634 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 2902911 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問

2
人 TEL 0224-83-4511 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 2908411 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-62-1578 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 2910911 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)17時30分～19時00分

(2)20時30分～21時00分

1 (3)22時00分～23時00分

人 TEL 0224-55-1421 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04050- 2911111 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)9時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-82-1212 （従業員数 92人 ）

パート労働者 04050- 2898911 就業場所

厨房、ホールスタッフ ホルモン焼肉　ぷるぷる 宮城県柴田郡大河原町字新南５９－７ 労災

853円～1,000円
雇用期間の定めなし

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

製品製造・検査 ＫＥＭ（ＪＡＰＡＮ） 宮城県柴田郡村田町大字小泉字荒芳賀１
８

雇用・労災

860円～910円
雇用期間の定めなし

(1)8時30分～17時00分
の間の４時間以上

物流センター庫内作業
員

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

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

宿直員（グループホー
ムつきのき）

社会福祉法人　常盤福祉
会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８
－３

雇用・労災

1,658円～1,658円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

タイヤ交換作業員 株式会社　不二タイヤ 宮城県角田市角田字野田前５５番５ 雇用・労災

1,000円～1,250円


