
 

 

令和３年１１月１８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 変形（1年単位） 二級自動車整備士
59歳以下 (1)9時15分～18時00分

(2)10時15分～19時00分

1
人 TEL 022-235-2120 （従業員数 12人 ）

正社員 04010-61363211 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 022-292-5585 （従業員数 22人 ）

正社員以外 04010-61443511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
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 9人 ）

正社員 04010-61108611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 歯科衛生士

59歳以下 (1)8時50分～18時20分

1
人 TEL 0224-62-2453 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 3559611 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～12時00分

1
人 TEL 0224-52-3026 （従業員数 32人 ）

正社員 04050- 3562511 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1年単位）

不問 (1)8時00分～16時45分

10
人 TEL 0224-52-5123 （従業員数 44人 ）

正社員以外 04050- 3564011 就業場所

月給 交替制あり
59歳以下 (1)8時30分～18時00分

(2)9時00分～18時30分

1 (3)8時30分～12時30分
人 TEL 0224-63-2445 （従業員数 4人 ）

正社員 04050- 3565311 就業場所 宮城県角田市
月給

64歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 0224-52-0011 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3554211 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時00分～17時00分

(2)10時00分～19時00分

1
人 TEL 0224-58-2115 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 3556411 就業場所

日給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

不問 (1)7時30分～17時00分 中型自動車免許

1
人 TEL 0224-79-2501 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04050- 3558311 就業場所

月給
不問 (1)8時15分～16時45分

1
人 TEL 0224-52-1064 （従業員数 64人 ）

正社員以外 04050- 3563411 就業場所

月給
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0296-73-6681 （従業員数 2人 ）

正社員以外 08011- 2169311 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下

1
人 TEL 022-355-8492 （従業員数 13人 ）

正社員 04010-60810211 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～64歳

2
人 TEL 0223-24-2525 （従業員数 30人 ）

正社員以外 04010-60970111 就業場所 宮城県岩沼市・船岡支店
月給 変形（1年単位） 三級自動車整備士

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 022-796-0700 （従業員数 3人 ）

正社員 04010-61001311 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
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 90人 ）

正社員 04010-60505811 就業場所 宮城県白石市・丸森町・亘理町
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 022-385-7213 （従業員数 150人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-60565411 就業場所 宮城県角田市

(1)8時00分～20時00分
の間の８時間程度

(1)18時00分～8時30分
の間の８時間程度

ＩｏＴ機器の品質管
理・テスト業務

アルテンジャパン　株式
会社　仙台オフィス

宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目２－３
仙台ＭＴビル５階

雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
400,000円

雇用期間の定めなし

土木施工管理／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

345,200円～
601,420円

雇用期間の定めなし

建設機械の点検・修理 蔵王リース　株式会社 宮城県名取市ゆりが丘２丁目２５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

195,000円～
285,000円

雇用期間の定めなし

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・健
康・厚生

150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

アニマルケアスタッフ 株式会社　ウイル動物病
院グループ

宮城県仙台市若林区荒井東１丁目２－６
仙台動物医療センター

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

事務／宮城県伊具郡丸
森町

株式会社　サンライフ
コーポレーション

茨城県笠間市五平６１―１０ 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
180,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

庁務職員 宮城県大河原商業高等学
校

宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前１５
４－６

公災・健康・厚
生

136,500円～
237,700円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

コンクリートポンプ車
運転

株式会社　山一商事 宮城県伊具郡丸森町大内字三代河原９０
番地１

雇用・労災・健
康・厚生

200,600円～
308,400円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

洋菓子製造 有限会社　マーブル・
マーブル　　パティス
リーマーブルマーブル

宮城県柴田郡柴田町船岡新栄５丁目９－
１４

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

経理・一般事務 株式会社　佐藤会計事務
 所

佐藤税務会計事務所

宮城県柴田郡大河原町字緑町２６－１ 雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

調剤補助、調剤事務 有限会社　メディファル 宮城県角田市角田字旭町２４－４ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

134,000円～
168,000円

雇用期間の定めなし

研磨作業業務 光洋精機株式会社 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字川根２２
番８

雇用・労災・健
康・厚生

269,551円～
269,551円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

営業、レンタルサービ
ス

株式会社　ダスキン大河
原

宮城県柴田郡大河原町字小島１３－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

205,000円～
228,700円

雇用期間の定めなし

歯科衛生士 太田歯科医院 宮城県角田市梶賀字西１２８－２ 雇用・労災・健
康

175,000円～
225,000円

雇用期間の定めなし

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

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

調理補助員 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４丁目５－２
２
宮城野センタービル６階

雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
200,000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

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

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 11月 18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 11月 18日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時15分～17時30分

2
人 TEL 0224-63-3421 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 3550911 就業場所

時給
不問 (1)8時40分～17時25分

1
人 TEL 0224-55-1881 （従業員数 2人 ）

有期雇用派遣労働者 04050- 3551111 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)8時00分～17時00分
(2)7時30分～16時30分

2
人 TEL 0224-87-8285 （従業員数 3人 ）

正社員 04050- 3552711 就業場所

月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)7時45分～17時00分

2
人 TEL 0224-62-2155 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 3543111 就業場所

月給 変形（1年単位） ２級土木施工管理技士
64歳以下 (1)7時45分～17時00分

1
人 TEL 0224-62-2155 （従業員数 11人 ）

正社員 04050- 3544711 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)7時30分～17時00分

1
人 TEL 0224-75-2211 （従業員数 12人 ）

正社員 04050- 3545811 就業場所 宮城県角田市
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

2
人 TEL 0224-52-3857 （従業員数 5人 ）

正社員 04050- 3546211 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 19人 ）

正社員 04050- 3547511 就業場所

月給 看護師
不問 (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 0224-63-3335 （従業員数 5人 ）

正社員以外 04050- 3548411 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） １級土木施工管理技士

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0296-73-6681 （従業員数 2人 ）

正社員以外 08011- 2151311 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 交替制あり 調理師

不問 (1)5時30分～15時00分
(2)10時15分～19時15分

2
人 TEL 022-221-8223 （従業員数 7人 ）

正社員以外 04010-60293311 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 準中型自動車免許

39歳以下 (1)8時00分～17時00分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 022-231-2411 （従業員数 8人 ）

正社員 04010-60340311 就業場所 宮城県柴田郡柴田町 拠出・給付
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分
(2)17時00分～9時00分

3
人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

正社員 04010-60391911 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 3529811 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 10人 ）

正社員 04050- 3530411 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)9時00分～18時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 7人 ）

正社員以外 04050- 3532311 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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～16時00分

1
人 TEL 0224-55-5493 （従業員数 7人 ）

正社員 04050- 3533611 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

車両系建設機械（基礎
工事用）運転技能者

歯科衛生士 川口歯科医院 宮城県柴田郡柴田町西船迫１－８－６４ 雇用・労災・健
康・厚生

219,740円～
254,440円

雇用期間の定めなし

貿易業務 イー・エム・エー　株式
会社

宮城県柴田郡大河原町字新東１５６番地 雇用・労災・健
康・厚生

175,000円～
230,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

企画・事務（広報） イー・エム・エー　株式
会社

宮城県柴田郡大河原町字新東１５６番地 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

貿易業務（輸出） イー・エム・エー　株式
会社

宮城県柴田郡大河原町字新東１５６番地 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

介護員 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

資材管理［柴田町］ 東北七県配電工事　株式
会社

宮城県仙台市若林区卸町１丁目６－１５
卸町セントラルビル２階

雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
192,400円

雇用期間の定めなし

調理師（１０３０）
［柴田郡村田町］

日清医療食品　株式会社
仙台支店

宮城県仙台市青葉区一番町１丁目９－１
仙台トラストタワー２３階

雇用・労災・健
康・厚生

207,400円～
250,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

現場施工管理者／宮城
県伊具郡丸森町

株式会社　サンライフ
コーポレーション

茨城県笠間市五平６１―１０ 雇用・労災・健
康・厚生

400,000円～
600,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

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

200,000円～
230,000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～
205,000円

雇用期間の定めなし

ダンプカー運転手 合同会社　黒田興業 宮城県柴田郡大河原町大谷字上谷前１０
０－１０８

雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
368,000円

雇用期間の定めなし

電気工事［角田市・丸
森町］

有限会社　中村電気工事 宮城県伊具郡丸森町大張大蔵字寺前３７ 雇用・労災・健
康・厚生

185,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

土木工事監督 丸眞建設　株式会社 宮城県角田市角田字町１６４番地 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
350,000円

雇用期間の定めなし

重機オペレーター兼土
木作業員

丸眞建設　株式会社 宮城県角田市角田字町１６４番地 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
275,000円

雇用期間の定めなし

大型自動車免許

型枠大工 株式会社　森型枠工業 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字新生町２
５－２－Ｎ２０２

雇用・労災・健
康・厚生

216,000円～
360,000円

雇用期間の定めなし

電力ハーネス製造業務 株式会社　あずみ 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目１３
－５

雇用・労災・健
康・厚生

170,748円～
170,748円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

総務、総合事務員 株式会社　イワサ 宮城県角田市梶賀字高畑南４３１ 雇用・労災・健
康・厚生

155,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし



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 11月 18日発行

ハローワーク大河原

月給 変形（1年単位）
18歳～40歳 (1)8時30分～16時45分

(2)16時30分～0時45分

5 (3)0時30分～8時45分
人 TEL 0224-88-3545 （従業員数 110人 ）

正社員 04050- 3535111 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 第二種衛生管理者

64歳以下 (1)8時00分～17時00分 防火管理者（甲種・乙種）

3
人 TEL 0224-58-7171 （従業員数 31人 ）

正社員 04050- 3536711 就業場所

月給 変形（1年単位） 小型移動式クレーン運転技能者

59歳以下 玉掛技能者
大型自動車免許

1
人 TEL 0224-51-9101 （従業員数 9人 ）

正社員 04050- 3537811 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 68人 ）

正社員以外 04050- 3540311 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1ヶ月単位）

不問

3
人 TEL 023-631-8880 （従業員数 400人 ）

正社員以外 06010-19176511 就業場所 宮城県白石市・角田市
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- 1461512 就業場所 宮城県角田市

(1)6時00分～18時00分
の間の８時間程度

(1)8時00分～22時00分
の間の８時間以上

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

155,250円～
175,250円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

【準社員】販売職（宮
城県内エリア）

株式会社　ヤマザワ 山形県山形市あこや町３丁目８－９ 雇用・労災・健
康・厚生

172,000円～
258,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

152,064円～
152,064円

雇用期間の定めなし

大型トラック運転手 有限会社　マルイチ 宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山
２３８－４３

雇用・労災・健
康・厚生

240,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

スーパーマーケットス
タッフ

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

雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

現業職（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

178,000円～
218,000円

雇用期間の定めなし



時給 交替制あり
64歳以下 (1)9時00分～12時00分

(2)13時00分～16時00分

1
人 TEL 022-224-7855 （従業員数 6人 ）

パート労働者 04010-61452411 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 美容師

不問

2
人 TEL 022-794-7933 （従業員数 9人 ）

パート労働者 04010-61107311 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時30分～17時45分

1
人 TEL 022-397-6911 （従業員数 30人 ）

パート労働者 04010-61291811 就業場所 宮城県角田市
時給

59歳以下

1
人 TEL 0224-62-2453 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 3560811 就業場所

時給 歯科衛生士
59歳以下

1
人 TEL 0224-62-2453 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 3561211 就業場所

時給
59歳以下 (1)14時00分～18時00分

2
人 TEL 0224-52-1563 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 3566611 就業場所

時給
不問

1
人 TEL 0224-55-4111 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04050- 3555511 就業場所

時給 美容師
不問 (1)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-86-5171 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 3557011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
その他 交替制あり

不問

3
人 TEL 052-705-2211 （従業員数 1人 ）

パート労働者 23010-34167711 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～15時00分

2
人 TEL 052-433-1444 （従業員数 4人 ）

パート労働者 23020-61651911 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり

18歳以上 (1)16時30分～21時45分

(2)13時15分～22時15分

3 (3)13時00分～22時00分

人 TEL 019-621-5021 （従業員数 13人 ）

パート労働者 03010-23171111 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問

13
人 TEL 0224-53-3111 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050- 3549011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問

1
人 TEL 0296-73-6681 （従業員数 2人 ）

パート労働者 08011- 2159411 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 交替制あり

不問

1
人 TEL 027-345-8725 （従業員数 0人 ）

パート労働者 10020-16974711 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)10時00分～16時00分

1
人 TEL 022-267-1111 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04010-60631711 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)9時00分～16時00分

1
人 TEL 022-267-1111 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04010-60632811 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問

3
人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-60332311 就業場所 宮城県角田市

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）

加入保険等 必要な免許資格

清掃員［柴田郡柴田
町］

株式会社　北斗ビル管理 宮城県仙台市青葉区片平１丁目３－２ 労災

853円～853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

(1)9時00分～18時
00分の間の４時間以上

歯科助手 太田歯科医院 宮城県角田市梶賀字西１２８－２ 雇用・労災

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

事務処理全般業務 一般財団法人　航空宇宙
技術振興財団

宮城県仙台市青葉区一番町１－１７－２
６　仙台ＴＭビル４階

雇用・労災

1,200円～1,450円
雇用期間の定めなし

(1)8時50分～19時20分
の間の５時間程度

歯科助手 もり歯科クリニック 宮城県柴田郡大河原町字町６３－１ 労災

900円～1,000円
雇用期間の定めなし

歯科衛生士 太田歯科医院 宮城県角田市梶賀字西１２８－２ 雇用・労災

1,200円～1,400円
雇用期間の定めなし

(1)8時50分～19時20分
の間の５時間程度

美容師 Ｈａｉｒｃａｒｅ　やま
の木

宮城県柴田郡大河原町字広表５２－１５
－Ｃ

その他

860円～1,100円
雇用期間の定めなし

一般事務、経理、庶務
事務員

合名会社　太田庸善商店 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目１７
－２７

雇用・労災

900円～1,125円
雇用期間の定めなし

(1)9時00分～18時30分
の間の６時間以上

仕分け作業／宮城県柴
田郡

株式会社　林商店 愛知県名古屋市中川区万場２－２１７番
地

労災

900円～900円
雇用期間の定めなし

塾講師　【大河原校】 ＣＫＣネットワーク　株
式会社

愛知県名古屋市名東区一社４丁目１６５
番　４Ｆ

労災

900円～1,466円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)14時00分～21時50
分の間の１時間以上

中学校（非常勤講師） 宮城県大河原教育事務所 宮城県柴田郡大河原町字南１２９－１ 労災

3,360円～3,360円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ドラッグストアでの販
売（丸森舘矢間店）

株式会社　薬王堂 岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁目９番１号
盛岡地域交流センター（マリオス）６Ｆ

雇用・労災

862円～862円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時30分～17時00分
の間の４時間程度

パート／販売兼商品管理
／大河原店／０４６０

株式会社　ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

905円～1,050円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務／宮城県伊具郡丸
森町

株式会社　サンライフ
コーポレーション

茨城県笠間市五平６１―１０ 労災

900円～1,300円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

(1)8時00分～17時00分
の間の5時間程度

(1)10時00分～21時00
分の間の７時間程度

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）

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

860円～860円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護員 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)9時00分～17時00分
の間の４時間以上

◎ 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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ハローワーク大河原
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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
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◎ 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 11月 18日発行

ハローワーク大河原

時給 看護師
不問 (1)9時00分～17時00分 准看護師

3
人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-60342911 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)6時00分～8時00分
(2)10時00分～13時00分

2 (3)16時00分～18時00分

人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-60344711 就業場所 宮城県角田市
時給 あん摩マッサージ指圧師

不問

1
人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-60345811 就業場所 宮城県角田市
時給

不問

1
人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-60353811 就業場所 宮城県角田市
日給

不問 (1)17時00分～9時00分

12
人 TEL 022-211-7724 （従業員数 13人 ）

パート労働者 04010-60395211 就業場所 宮城県角田市
時給

18歳以上 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0224-86-5204 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050- 3542911 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)10時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-51-8711 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050- 3531011 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 歯科衛生士

59歳以下

1
人 TEL 0224-55-5493 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050- 3534911 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)9時00分～15時25分

1
人 TEL 0224-56-1107 （従業員数 44人 ）

パート労働者 04050- 3538211 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～10時30分 介護職員実務者研修修了者

(2)15時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

パート労働者 04050- 3541611 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給

不問

2
人 TEL 0561-72-7001 （従業員数 0人 ）

パート労働者 23010-33761511 就業場所 宮城県柴田郡柴田町

看護師（正・准） 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

労災

1,000円～1,500円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

あんま・マッサージ師 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

労災

853円～1,200円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理人（補助） 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)9時00分～16時00分
の間の４時間程度

宿直スタッフ 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

労災

1,250円～1,250円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

用務員 有限会社　ウェルファー 宮城県仙台市青葉区上杉１丁目３－１６
ドンクマサーパート１ビル

労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)8時30分～18時00分
の間の3時間程度

倉庫作業員 イー・エム・エー　株式
会社

宮城県柴田郡大河原町字新東１５６番地 雇用・労災

853円～853円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

交通誘導員 株式会社ＺＥＲＯ　宮城
営業所

宮城県柴田郡柴田町槻木上町１丁目１－
１０

雇用・労災・健
康・厚生

1,300円～1,500円
雇用期間の定めなし

電子部品の組立、検査 ツキデン　株式会社 宮城県柴田郡柴田町槻木白幡１－４－１ 雇用・労災・財
形

864円～864円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

歯科衛生士 川口歯科医院 宮城県柴田郡柴田町西船迫１－８－６４ 労災

1,250円～1,300円
雇用期間の定めなし

(1)8時30分～18時00分
の間の３時間程度

給食業務の洗浄作業 株式会社　タイヨウ 愛知県日進市栄３丁目２１０８番地 労災

853円～880円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

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

900円～1,000円
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

(1)5時45分～18時00分
の間の３時間以上
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