
 

 

令和３年 3月 25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 

 



月給 フォークリフト運転技能者

35歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-84-5986 （従業員数 17人 ）

正社員 04050- 1013811 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

1
人 TEL 0224-62-1353 （従業員数 15人 ）

正社員 04050- 1018311 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-57-1231 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 1004711 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 作業療法士
59歳以下 (1)8時45分～17時45分

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

正社員 04050- 1005811 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 理学療法士

59歳以下 (1)8時45分～17時45分

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

正社員 04050- 1006211 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 言語聴覚士

59歳以下 (1)8時45分～17時45分

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

正社員 04050- 1007511 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

30歳以下 (1)9時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-52-6661 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 1001611 就業場所

月給 変形（1年単位） 準中型自動車免許
不問 (1)8時30分～17時00分 危険物取扱者（丙種）

その他の保安関係資格

1
人 TEL 0224-53-2407 （従業員数 12人 ）

正社員以外 04050- 1002911 就業場所

月給
59歳以下 8時30分～18時00分

の間の8時間
1

人 TEL 0224-58-2535 （従業員数 6人 ）

正社員 04050- 1000311 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

1
人 TEL 0224-56-5329 （従業員数 6人 ）

正社員 04050-  990511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-63-1462 （従業員数 6人 ）

正社員 04050-  991411 就業場所 宮城県角田市
月給

40歳以下 (1)9時00分～17時00分

3
人 TEL 0224-62-1936 （従業員数 12人 ）

正社員 04050-  993311 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時30分～17時15分

(2)6時30分～15時30分

1 (3)9時30分～18時30分

人 TEL 0224-56-4160 （従業員数 36人 ）

正社員以外 04050-  995911 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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
人 TEL 0224-87-8750 （従業員数 5人 ）

正社員 04050-  996111 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-63-3211 （従業員数 13人 ）

正社員 04050-  997711 就業場所

経理総務事務員 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

165,068円～
198,994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

200,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

支援員 社会福祉法人　福寿会
旭園

宮城県柴田郡柴田町大字本船迫字沢田３
９

雇用・労災・健
康・厚生・財形

164,800円～
172,960円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

営業総合職 富国生命保険　相互会社
仙台支社　角田中央営業
所

宮城県角田市角田字大町１－３（市役所
東）

雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

整備工 有限会社　旭自動車商会 宮城県角田市梶賀字高畑北３５３ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

営業員（新規ユーザー
開拓）

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・健
康・厚生

180,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

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

145,000円～
165,000円

雇用期間の定めなし

配送員 カメイ物流サービス株式
会社仙南営業所

宮城県柴田郡大河原町東原町１３－１ 雇用・労災・健
康・厚生

190,000円～
230,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

自動車部品販売及び配
送

三和自動車商事株式会社
大河原営業所

宮城県柴田郡大河原町大谷字戸ノ内前４
２－１７

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

言語聴覚士 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

221,000円～
247,400円

雇用期間の定めなし

理学療法士 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

221,000円～
247,400円

雇用期間の定めなし

作業療法士 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

221,000円～
247,400円

雇用期間の定めなし

医療事務 高沢内科 宮城県柴田郡柴田町西船迫３丁目５番地
１号

雇用・労災・健
康・厚生

143,000円～
165,000円

雇用期間の定めなし

総務、経理全般 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

154,000円～
165,000円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

生産現場事務員 株式会社　ティ・ケー・
ケー

宮城県柴田郡川崎町大字前川字大森１０
９

雇用・労災・健
康・厚生

151,200円～
164,800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
不問 (1)8時00分～13時00分

1
人 TEL 0224-63-2497 （従業員数 1人 ）

パート労働者 04050- 1012711 就業場所

時給
不問 (1)7時30分～12時00分

(2)8時00分～12時30分

1
人 TEL 0224-51-1231 （従業員数 73人 ）

パート労働者 04050- 1014211 就業場所

時給
不問 7時30分～12時30分

の間の4時間程度
1

人 TEL 0224-87-7513 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04050- 1015511 就業場所

日給
不問 (1)8時30分～17時00分

(2)8時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-53-4151 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050- 1016411 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)13時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-87-7513 （従業員数 35人 ）

パート労働者 04050- 1017011 就業場所

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- 1008411 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)11時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-51-3741 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04050- 1003111 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

59歳以下 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-55-1437 （従業員数 58人 ）

パート労働者 04050-  998811 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

1
人 TEL 0224-65-3887 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050-  984011 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)8時00分～13時45分

1
人 TEL 0224-51-1231 （従業員数 73人 ）

パート労働者 04050-  992011 就業場所

加入保険等 必要な免許資格

歯科助手 伊藤歯科クリニック 宮城県角田市横倉字今谷２９０－１ 雇用・労災

850円～900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

精肉の品出し 株式会社　ヨークベニマ
ル　大河原店

宮城県柴田郡大河原町字小島２番地１ 雇用・労災

840円～840円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

保育補助 社会福祉法人　光の子児
童福祉会　角田光の子保
育園

宮城県角田市角田字柳町３５－３ 雇用・労災

830円～830円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務員 富士沢工業株式会社 宮城県柴田郡大河原町字広瀬町４－５ 雇用・労災・健
康・厚生

857円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

保育補助 社会福祉法人　光の子児
童福祉会　角田光の子保
育園

宮城県角田市角田字柳町３５－３ 雇用・労災

830円～830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

825円～825円
雇用期間の定めなし

看護助手 医療法人　庄司クリニッ
ク

宮城県柴田郡大河原町大谷字戸ノ内前３
５－１

労災

1,000円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

840円～850円
雇用期間の定めなし

事務 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

850円～900円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務・検品・レジ業務 株式会社　ヨークベニマ
ル　大河原店

宮城県柴田郡大河原町字小島２番地１ 雇用・労災

845円～845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
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◆本誌は 

ハローワーク大河原で受理した直近の１週間の求人を掲載しております。 
※掲載した求人の中に、すでに紹介・応募者がおり、採用済みで無効となっている場合もあります。 

※掲載スペースの都合上、受付したすべての求人の掲載はしておりません。 

※配布場所は、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・丸森町役場となっておりますので、ご自由にお持ち帰りください。 

また、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・七ヶ宿町のＨＰにも 

掲載しております。 

◆掲載内容について 

 フルタイム求人・・・「基本給」＋「定期的に支払われる手当」の合計金額が記載してあります。 

通勤手当・皆勤手当等、その他の手当は含まれておりませんので求人票でご確認してください。 

 パートタイム求人・・時給単価が記載してあります。 

※給与形態が日給・時給の場合は月額給与での表示となっている場合があります。 

 ◆応募を希望される方は 

求人の内容の詳細や締切状況等をハローワークで確認し、必ず紹介状の交付を受けて応募してください。 

 ハローワークの利用時間は８時３０分～１７時１５分（土日祝、及び年末年始（12/29～1/3）は閉庁）です。 

≪お願い≫ 

●当所をご利用の方は、オーガ３階または屋上の駐車場をご利用ください。 

なお、４階は契約者専用の駐車場で、ご利用できませんのでご注意ください。 

●駐車場は利用者すべての方が、２時間までは無料で利用できます。 

それ以降は１時間毎に１００円の利用料金が必要になります。 

●路上駐車やセブン・イレブン等、ご迷惑となる駐車は絶対にしないでください。 

●オーガ駐車場は左折入庫専用です。 

右折入庫は交通事故の原因となりますので、絶対に右折入庫はしないでください。 

※その他ご不明な点については、当所の紹介窓口までお尋ねください。 

◆求人情報のＱＲコード 

 

  

コ ム ズ ご 利 用 に あ た っ て 

ハローワーク 

インターネットサービス 


