
令和 4 年 11 月 17 日号 
 

◎毎週木曜発行 

◎直近 1 週間の求人を掲載 

（11 月 9 日～11 月 15 日分） 

 

※  求人掲載地域（大河原、柴田、角田 

 丸森、村田、川崎） 

  

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 変形（1ヶ月単位）
45歳以下 (1)9時30分～18時30分

1
人 TEL 022-396-1021 （従業員数 1人 ）

正社員 04010-68795921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 厚生
時給

不問 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 022-267-1111 （従業員数 15人 ）

正社員以外 04010-68833621 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 変形（1年単位）

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-79-3280 （従業員数 44人 ）

正社員以外 04050- 3500421 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-61-2800 （従業員数 131人 ）

正社員以外 04050- 3501321 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-53-1109 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3505021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 交替制あり

18歳以上 (1)8時00分～16時45分
(2)13時00分～21時45分

1
人 TEL 03-6436-7600 （従業員数 15人 ）

正社員以外 13040-35383722 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 交替制あり 食品衛生責任者

18歳～59歳 (1)14時00分～22時00分 防火管理者（甲種・乙種）

1
人 TEL 03-5839-2607 （従業員数 2人 ）

正社員 13120-22275821 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～69歳 (1)8時00分～7時59分
(2)9時00分～7時00分

1 (3)7時00分～19時00分
人 TEL 022-217-8861 （従業員数 12人 ）

正社員 04010-68537021 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)7時00分～16時00分
(2)7時30分～16時30分

1 (3)8時00分～17時00分
人 TEL 0224-55-1455 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 3482121 就業場所 拠出
月給 変形（1年単位） 調理師

不問 (1)6時30分～16時30分
の間の7.5時間

1
人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 74人 ）

正社員以外 04050- 3484721 就業場所

月給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

61歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-1525 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 3485821 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時00分～16時30分

1
人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 74人 ）

正社員以外 04050- 3486221 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)6時00分～16時30分

の間の7.5時間
1

人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 74人 ）

正社員以外 04050- 3487521 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-79-3280 （従業員数 44人 ）

正社員 04050- 3488421 就業場所

月給 変形（1年単位） ステンレス鋼溶接技能者（基本級）

69歳以下 (1)8時30分～17時30分 床上操作式クレーン運転技能者

玉掛技能者
2

人 TEL 0224-73-7011 （従業員数 46人 ）

正社員 04050- 3489321 就業場所

月給 変形（1年単位）
69歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-73-7011 （従業員数 46人 ）

正社員 04050- 3490121 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時15分～17時00分

2
人 TEL 0224-84-2338 （従業員数 46人 ）

正社員 04050- 3491021 就業場所 拠出

機械オペレーター 野崎印刷紙業　株式会社
東北工場

宮城県柴田郡川崎町前川字北原１４－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

180,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

営業事務 メルコジャパン株式会社 宮城県伊具郡丸森町金山字西新田１２３
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
245,000円

雇用期間の定めなし

溶接作業者 メルコジャパン株式会社 宮城県伊具郡丸森町金山字西新田１２３
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

175,000円～
281,200円

雇用期間の定めなし

電気設計者・機械設計者
加工・組付・配線

有限会社　エスブランド 宮城県伊具郡丸森町金山字角ノ内２ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
500,000円

雇用期間の定めなし

コース管理 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～
220,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

施設管理 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～
200,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

し尿汲取、汚泥収集運
搬、浄化槽保守点検

有限会社宮城総合エンジ
ニア

宮城県柴田郡大河原町字新南６９－４ 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
235,000円

雇用期間の定めなし

調理人 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

200,000円～
270,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ＮＣ自動旋盤、ＮＣ工作
機械による金属加工

和光技研工業　有限会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１番
地２０

雇用・労災・健
康・厚生・財形

171,000円～
171,000円

雇用期間の定めなし

施設警備員（角田市） キョウワセキュリオン
株式会社　仙台事業所

宮城県仙台市青葉区花京院２丁目１－１
４
花京院ビルディング１４階

雇用・労災・健
康・厚生

176,100円～
176,100円

雇用期間の定めなし

店長候補／宮城県柴田郡／
はなの舞　船岡駐屯地店

チムニー　株式会社 東京都墨田区両国３－２２－６　雷電ビ
ル６・７・８Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

235,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

直営店の店舗運営社員／宮
城県柴田郡（村田南店）

株式会社　ファミリー
マート

東京都港区芝浦３－１－２１
ｍｓｂ　Ｔａｍａｃｈｉ　田町ステー
ションタワーＳ

雇用・労災・健
康・厚生

260,000円～
290,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

土木設計、施工管理
［いわき市］

三友工業　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字南原町２－３ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

187,000円～
217,000円

雇用期間の定めなし

自動車部品製造工 株式会社ジーエスエレ
テック東北

宮城県角田市梶賀字高畑北２４０－２ 雇用・労災・健
康・厚生

143,824円～
143,824円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

電気設計者・機械設計者
加工・組付・配線

有限会社　エスブランド 宮城県伊具郡丸森町金山字角ノ内２ 雇用・労災・健
康・厚生

188,989円～
309,255円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

テラー 株式会社　七十七銀行 宮城県仙台市青葉区中央３丁目３－２０ 雇用・労災・健
康・厚生

141,400円～
141,400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

学校教材ルート営業 株式会社　宮城県学校用
品協会

宮城県仙台市宮城野区岩切字三所北８７
－１

雇用・労災・健
康・厚生

165,000円～
188,000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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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
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時給
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0182-33-1107 （従業員数 9人 ）

正社員以外 05060- 5034621 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00分～18時00分
(2)9時00分～12時30分

1
人 TEL 03-5985-1189 （従業員数 6人 ）

正社員 13090-44607121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 拠出
時給

不問 (1)8時30分～17時20分

2
人 TEL 022-796-8863 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-68093021 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 022-267-1111 （従業員数 27人 ）

正社員以外 04010-68113921 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 022-267-1111 （従業員数 27人 ）

正社員以外 04010-68119521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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 8人 ）

正社員 04010-67926921 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～17時15分

5
人 TEL 022-782-7823 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 04010-67345121 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 04010-67513021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)6時00分～22時00分
の間の7.5時間

2
人 TEL 0223-24-2525 （従業員数 35人 ）

正社員 04010-67547021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 大型自動車免許

不問 (1)7時00分～16時00分 大型特殊自動車免許
(2)6時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-86-4781 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 3462521 就業場所

月給 変形（1年単位）
33歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-58-7561 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 3464321 就業場所

時給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-61-2260 （従業員数 69人 ）

正社員以外 04050- 3465621 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)8時30分～18時00分
(2)8時30分～16時00分

1
人 TEL 0224-51-5355 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 3466921 就業場所

時給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-61-2260 （従業員数 69人 ）

正社員以外 04050- 3467121 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1年単位）

不問 (1)8時25分～17時00分

1
人 TEL 0224-56-4341 （従業員数 37人 ）

正社員以外 04050- 3469721 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時25分～17時00分

1
人 TEL 0224-56-4341 （従業員数 37人 ）

正社員以外 04050- 3470521 就業場所

月給 歯科衛生士
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

(2)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-2555 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3471421 就業場所

歯科衛生士 えんどう歯科医院 宮城県柴田郡大河原町字新南３７－５ 雇用・労災・健
康・厚生

210,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 有限会社　平間電子 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字新遠島９
７－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

150,000円～
180,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

製造、部品組立検査 有限会社　平間電子 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字新遠島９
７－１

雇用・労災・健
康・厚生

145,080円～
156,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

縫製補助 株式会社　ティティ・ア
オイ

宮城県角田市岡字古町１３５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

160,704円～
207,360円

雇用期間の定めなし

医療事務 さくら小児科医院 宮城県柴田郡大河原町字住吉町１１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

縫製オペレーター 株式会社　ティティ・ア
オイ

宮城県角田市岡字古町１３５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

164,160円～
233,280円

雇用期間の定めなし

通信設備、電気工事作
業員

有限会社　ハヤマテック 宮城県柴田郡柴田町大字成田字舘山１２ 雇用・労災・健
康・厚生

195,000円～
245,000円

雇用期間の定めなし

大型セルフ　クレーン
車運転手

昭徳興業　株式会社 宮城県伊具郡　丸森町小斎字畑中７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

235,000円～
410,000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

調理師 株式会社　ホテル原田 宮城県岩沼市大手町３－１８ 雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
370,000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

電子部品の板金加工 株式会社　パワースタッ
フジャパン　仙台支店

宮城県仙台市若林区卸町５丁目２－１０
卸町斎喜ビル３階

雇用・労災・健
康・厚生

187,680円～
187,680円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

テラー 株式会社　七十七銀行 宮城県仙台市青葉区中央３丁目３－２０ 雇用・労災・健
康・厚生

141,400円～
141,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

内部事務 株式会社　七十七銀行 宮城県仙台市青葉区中央３丁目３－２０ 雇用・労災・健
康・厚生

127,400円～
127,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

【派遣】自動車用部品
製造

株式会社Ｔｒｕｓｔ　Ｇ
ｒｏｗｔｈ　東日本

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１２－７
三共仙台ビル２階

雇用・労災・健
康・厚生

175,706円～
175,706円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

調剤事務／つきのき西薬局
／宮城県柴田郡柴田町

アポクリート株式会社 東京都豊島区東池袋４丁目５－２　ライ
ズアリーナビル１１階

雇用・労災・健
康・厚生

145,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

事務員（経理）及び売
店販売員

日立Ａｓｔｅｍｏビジネ
スソリューションズ　株

 式会社
秋田事業所

秋田県横手市安本字下御所野１－２ 雇用・労災・健
康・厚生

144,536円～
149,408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
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◎ 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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ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位） 準中型自動車免許
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 ８トン限定中型自動車免許

1
人 TEL 0224-63-2367 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3472321 就業場所

月給 変形（1年単位） 準中型自動車免許
59歳以下 (1)8時00分～17時00分 ８トン限定中型自動車免許

1
人 TEL 0224-63-2367 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3473621 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-87-8070 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3474921 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)10時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-87-8070 （従業員数 1人 ）

正社員 04050- 3475121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-86-5203 （従業員数 1人 ）

正社員 04050- 3477721 就業場所

日給
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

2
人 TEL 0224-72-1847 （従業員数 20人 ）

正社員 04050- 3458921 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 看護師
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)16時30分～9時30分

3
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 161人 ）

正社員 04050- 3459121 就業場所

月給 変形（1年単位） 中型自動車免許
不問 (1)7時00分～16時00分 大型自動車免許

(2)6時00分～15時00分 大型特殊自動車免許
1

人 TEL 0224-86-4781 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 3460821 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-62-1353 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 3431621 就業場所

月給
不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-56-1239 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04050- 3433121 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-72-2156 （従業員数 14人 ）

正社員 04050- 3437221 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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)9時30分～18時30分 ホームヘルパー２級
2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-62-1093 （従業員数 59人 ）

正社員 04050- 3438521 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
不問 (1)7時00分～16時00分 ホームヘルパー１級

(2)9時30分～18時30分 ホームヘルパー２級
2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-62-1093 （従業員数 59人 ）

正社員以外 04050- 3439421 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時00分～16時50分

1
人 TEL 0224-72-2427 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 3440921 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 危険物取扱者（乙種）

59歳以下 (1)8時30分～17時20分

1
人 TEL 0224-72-2427 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 3441121 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)8時30分～17時00分 三級自動車整備士

1
人 TEL 0224-72-2752 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 3442021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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

1
人 TEL 0224-55-4751 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 3443721 就業場所

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

自動車整備士 有限会社　佐藤油業　自
動車整備工場

宮城県伊具郡丸森町館矢間山田字牛田５
２

雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

配送及び店頭販売 有限会社　佐藤油店 宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字牛田５
２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
210,000円

雇用期間の定めなし

一般事務員 有限会社　佐藤油店 宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田字牛田５
２

雇用・労災・健
康・厚生・財形

160,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

介護員（みどり荘） 社会福祉法人　宮城緑風
会

宮城県角田市佐倉字上土浮２－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

154,000円～
170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員（みどり荘） 社会福祉法人　宮城緑風
会

宮城県角田市佐倉字上土浮２－２ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,200円～
241,000円

雇用期間の定めなし

プラスチック製品およびゴ
ム製品の成形加工、管理

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

168,000円～
241,000円

雇用期間の定めなし

幼稚園教諭 学校法人柴田学園たんぽ
ぽ幼稚園

宮城県柴田郡柴田町槻木西二丁目８－６ 雇用・労災・健
康・厚生

167,700円～
173,600円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

鉄骨工事関連作業員 株式会社　吉内鉄工建設 宮城県角田市梶賀字高畑南２９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

４ｔウィング車運転手 昭徳興業　株式会社 宮城県伊具郡　丸森町小斎字畑中７－１ 雇用・労災・健
康・厚生

205,000円～
310,000円

雇用期間の定めなし

看護師 医療法人仁泉会　川崎こ
ころ病院

宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山
７２番地

雇用・労災・健
康・厚生・財形

204,000円～
320,000円

雇用期間の定めなし

外壁工事作業員 株式会社　スタイル 宮城県伊具郡丸森町字銀杏２１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

256,800円～
428,000円

雇用期間の定めなし

作業員 株式会社　丸富建設工業 宮城県伊具郡丸森町大内字岩城西２３－
３

雇用・労災・健
康・厚生

222,000円～
333,000円

雇用期間の定めなし

車両系建設機械（基
礎工事用）（解体
用）（整地・運搬・
積込用及び掘削用）
運転技能者

自動車セールスアシスタ
ント［コミット］

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～
238,000円

雇用期間の定めなし

自動車セールスアシスタン
ト［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～
238,000円

雇用期間の定めなし

現地でのお墓などの組立と
工場での石材の加工（未経
験者）

株式会社　岡田石材工業 宮城県角田市角田字南１１６－２ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

現地でのお墓などの組立と
工場での石材の加工（経験
者）

株式会社　岡田石材工業 宮城県角田市角田字南１１６－２ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
300,000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 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-75-2105 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 3444821 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

35歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-55-3011 （従業員数 43人 ）

正社員 04050- 3446521 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-75-2105 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 3447421 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
64歳以下 (1)6時45分～15時45分 介護職員初任者研修修了者

(2)9時00分～18時00分 ホームヘルパー２級
3 (3)9時30分～18時30分

人 TEL 0224-87-7866 （従業員数 19人 ）

正社員 04050- 3448321 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 介護支援専門員（ケアマネージャー）

64歳以下 (1)6時45分～15時45分
(2)9時00分～18時00分

1 (3)9時30分～18時30分
人 TEL 0224-87-7866 （従業員数 19人 ）

正社員 04050- 3450021 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給

20歳～59歳 (1)6時30分～21時00分

2
人 TEL 0224-87-2011 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3453221 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 保育士
59歳以下 (1)7時30分～16時30分

(2)9時00分～18時00分

1 (3)9時30分～18時30分
人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 8人 ）

正社員 04050- 3454521 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

保育士［キッズフィール
ド大河原駅前園］

株式会社　佐藤商会 宮城県柴田郡大河原町大谷字町向１９９
－３

雇用・労災・健
康・厚生

188,200円～
188,200円

雇用期間の定めなし

客室係 株式会社　不忘閣 宮城県柴田郡川崎町青根温泉１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

173,600円～
216,000円

雇用期間の定めなし

ケアマネージャー兼介
護員

認知症高齢者グループホーム
 ひまわりの郷　

（株）岩沼インテリアサービ
ス

宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字直洲１
３１－１

雇用・労災・健
康・厚生

187,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

介護員 認知症高齢者グループホーム
 ひまわりの郷　

（株）岩沼インテリアサービ
ス

宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字直洲１
３１－１

雇用・労災・健
康・厚生

164,080円～
183,080円

雇用期間の定めなし

事務員 大蔵山スタジオ　株式会
社

宮城県伊具郡丸森町大張大蔵字小倉１０
－１

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

自動印刷機の製造オペレー
ター及びスリット加工オペ
レーター

サンアイパック株式会社
仙台エ場

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字八剣１
２５

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
180,000円

雇用期間の定めなし

営業（石材製品） 大蔵山スタジオ　株式会
社

宮城県伊具郡丸森町大張大蔵字小倉１０
－１

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし



時給 交替制あり
不問 (1)16時00分～19時00分

2
人 TEL 022-352-4602 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04010-68664321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～17時00分
(2)17時00分～22時00分

2
人 TEL 0224-84-5880 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3498621 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-55-2111 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 3499921 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

の間の３～７時間
1

人 TEL 0224-53-1109 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050- 3504121 就業場所

時給 医療事務資格
59歳以下 (1)9時00分～17時00分

(2)9時00分～12時30分

1
人 TEL 0224-63-3311 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 3506721 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時00分～17時00分
の間の4時間

1
人 TEL 0182-33-1107 （従業員数 9人 ）

パート労働者 05060- 5049521 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)10時00分～22時00分

の間の3時間以上
1

人 TEL 022-351-5888 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04011- 3960121 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-87-8400 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050- 3478821 就業場所

時給
不問 (1)10時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-2202 （従業員数 44人 ）

パート労働者 04050- 3479221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

20歳以上 (1)7時30分～16時30分

1
人 TEL 0224-63-3031 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3480621 就業場所 宮城県角田市
時給 介護福祉士

不問 (1)7時45分～17時30分
の間の4時間以上

2
人 TEL 0224-86-5471 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04050- 3481921 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

1
人 TEL 0224-84-2350 （従業員数 74人 ）

パート労働者 04050- 3483021 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位） 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)8時30分～17時30分 介護職員実務者研修修了者

(2)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

パート労働者 04050- 3492721 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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- 3493821 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

(2)17時00分～22時00分

5
人 TEL 0224-84-5880 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3494221 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～15時00分

5
人 TEL 0224-84-5880 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3495521 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～15時00分

(2)10時00分～15時00分

5
人 TEL 0224-84-5880 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3496421 就業場所

飲食部門 株式会社　ゆらいず 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字猪ノ沢３
－１０

労災

920円～920円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

駐車場係 株式会社　ゆらいず 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字猪ノ沢３
－１０

労災

920円～920円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

リフト係員 株式会社　ゆらいず 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字猪ノ沢３
－１０

労災

920円～920円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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
月未満）

施設営繕・送迎ドライ
バー

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

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

施設管理 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～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護スタッフ 株式会社　志　らいおん
ハートリハビリディサー
ビスばうむ

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字剣塚４
２－３

労災

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

清掃員（角田市佐倉） 株式会社　第一商事 宮城県角田市角田字栄町４４ 雇用・労災

883円～883円
雇用期間の定めなし

事務補助 大河原税務署 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広１２－
１

雇用・公災・厚
生・その他

900円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

倉庫内作業員 株式会社　サンヨ－ヒ－
テング

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字剣水６
１

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）

飲食店（レストランまるま
つ大河原店）での接客・調
理

株式会社　カルラ 宮城県富谷市成田９丁目２－９ 雇用・労災・健
康・厚生

883円～883円
雇用期間の定めなし

事務員（経理）及び売
店販売員

日立Ａｓｔｅｍｏビジネ
スソリューションズ　株

 式会社
秋田事業所

秋田県横手市安本字下御所野１－２ 労災

890円～920円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

医療事務員 医療法人社団小川整形外
科クリニック

宮城県角田市角田字田町６８番地 雇用・労災・健
康・厚生

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

現場管理補助 三友工業　株式会社 宮城県柴田郡大河原町字南原町２－３ 雇用・労災

1,200円～1,600円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

一般事務［財政課］会
計年度任用職員

柴田町役場 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３番
４５号

雇用・労災

897円～897円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

パトロール 株式会社　ゆらいず 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字猪ノ沢３
－１０

労災

920円～920円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

加入保険等 必要な免許資格

パンの販売（柴田郡） 株式会社　コイワ 宮城県仙台市宮城野区田子３丁目１８－
５

労災

885円～890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

◎ 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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ハローワーク大河原

時給
不問 (1)8時30分～17時00分

5
人 TEL 0224-84-5880 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04050- 3497321 就業場所

時給
不問 (1)6時00分～10時30分

(2)10時00分～17時00分

2 (3)17時00分～21時00分

人 TEL 0422-37-5218 （従業員数 25人 ）

パート労働者 13170-32088021 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 022-267-1111 （従業員数 27人 ）

パート労働者 04010-68116721 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳 (1)18時00分～08時30分

の間の７.5時間
2

人 TEL 0223-24-2525 （従業員数 30人 ）

パート労働者 04010-68274421 就業場所 宮城県岩沼市・柴田町
時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)7時00分～12時10分

2
人 TEL 0224-82-1212 （従業員数 92人 ）

パート労働者 04050- 3463421 就業場所

時給
不問 (1)9時05分～15時00分

1
人 TEL 0224-56-4341 （従業員数 37人 ）

パート労働者 04050- 3468021 就業場所

時給
40歳以下 (1)10時00分～18時00分

の間の4～７時間
2

人 TEL 0224-87-8070 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 3476021 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～14時30分
(2)14時30分～17時00分

2 (3)17時00分～19時30分

人 TEL 0244-35-4141 （従業員数 5人 ）

パート労働者 07121- 1262221 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時05分

1
人 TEL 0574-53-2048 （従業員数 8人 ）

パート労働者 21070- 5486021 就業場所 宮城県角田市
時給 美容師

不問 (1)9時00分～18時00分
の間の4時間

2
人 TEL 022-794-7933 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04010-67928021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり

64歳以下 (1)9時00分～17時00分
の間の5時間以上

5
人 TEL 0223-24-2525 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04010-67551321 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)13時30分～18時00分

(2)13時30分～17時30分

1 保育士
人 TEL 0224-56-1239 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 3434021 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下 (1)9時00分～17時00分

2
人 TEL 0224-52-2677 （従業員数 28人 ）

パート労働者 04050- 3445221 就業場所

時給
64歳以下 (1)6時45分～18時30分

の間の8時間
2

人 TEL 0224-87-7866 （従業員数 19人 ）

パート労働者 04050- 3449621 就業場所

時給
不問 (1)8時30分～12時00分

(2)9時00分～12時30分

1
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 49人 ）

パート労働者 04050- 3451721 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給

不問 (1)8時30分～15時15分

1
人 TEL 0224-53-3135 （従業員数 71人 ）

パート労働者 04050- 3455421 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00分～8時59分
の間の2時間以上

2 13040-31920522

人 TEL 03-6833-5064 （従業員数 20人 ）

パート労働者 13040-31730422 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

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

930円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

事務補助嘱託員（行
政）

宮城県大河原土木事務所 宮城県柴田郡大河原町字南１２９－１ 雇用・労災・健
康・厚生

939円～939円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

※　角田店でも
同時募集中

プロセスセンター事務
職

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

労災

890円～890円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員 認知症高齢者グループホーム
 ひまわりの郷　

（株）岩沼インテリアサービ
ス

宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字直洲１
３１－１

雇用・労災

890円～890円
雇用期間の定めなし

組立 株式会社　太陽精密 宮城県柴田郡大河原町字西桜町２５－２ 雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,000円
雇用期間の定めなし

幼稚園教諭または保育
士

学校法人柴田学園たんぽ
ぽ幼稚園

宮城県柴田郡柴田町槻木西二丁目８－６ 雇用・労災

1,025円～1,025円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

幼稚園教諭免許（専
修・１種・２種）

館内清掃 株式会社　ホテル原田 宮城県岩沼市大手町３－１８ 労災

890円～890円
雇用期間の定めなし

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）

工場内作業（角田工
場）

株式会社　アドバンテッ
クマルダイ

岐阜県加茂郡川辺町下川辺４７４番地 雇用・労災・健
康・厚生

920円～1,000円
雇用期間の定めなし

調理販売（たい夢　大
河原店）

株式会社　タダノ 福島県相馬市中村字泉町１－５ 雇用・労災

890円～1,000円
雇用期間の定めなし

自動車整備スタッフ 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

950円～1,100円
雇用期間の定めなし

製造、部品組立検査 有限会社　平間電子 宮城県柴田郡柴田町大字槻木字新遠島９
７－１

雇用・労災

883円～930円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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）

フロント業務（ナイトフロ
ント）［岩沼市／柴田郡柴
田町］

株式会社　ホテル原田 宮城県岩沼市大手町３－１８ 雇用・労災

1,333円～1,333円
雇用期間の定めなし

テラー 株式会社　七十七銀行 宮城県仙台市青葉区中央３丁目３－２０ 雇用・労災

960円～960円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理補助（ガスト　仙
南大河原店）

株式会社　すかいらーく
レストランツ

東京都武蔵野市西久保１－２５－８ 労災

883円～883円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

レンタル係 株式会社　ゆらいず 宮城県柴田郡川崎町大字今宿字猪ノ沢３
－１０

労災

920円～920円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）


