
月給 変形（1年単位）
64歳以下 (1)10時00分～19時00分

3
人 TEL 022-243-5091 （従業員数 11人 ）

正社員 04010- 1891231 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1年単位）

64歳以下 (1)10時00分～19時00分

3
人 TEL 022-243-5091 （従業員数 12人 ）

正社員 04010- 1895331 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位）

不問 (1)5時30分～14時30分
(2)10時00分～19時00分

1
人 TEL 022-306-3241 （従業員数 5人 ）

正社員以外 04010- 1917331 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)17時00分～8時30分

(2)20時00分～5時00分

1 (3)8時30分～8時29分
人 TEL 022-225-0331 （従業員数 5人 ）

正社員 04010- 1976631 就業場所 宮城県角田市 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)17時15分～8時30分

(2)23時45分～5時00分

1 (3)20時00分～5時00分

人 TEL 022-225-0331 （従業員数 2人 ）

正社員 04010- 1981431 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

18歳～59歳 (1)17時15分～2時15分

(2)0時00分～8時30分

1 (3)8時30分～17時30分

人 TEL 022-225-0331 （従業員数 4人 ）

正社員 04010- 1998531 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 給付
月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)10時00分～22時00分

の間の8時間
1

人 TEL 022-351-5888 （従業員数 20人 ）

正社員 04011-  136831 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）

64歳以下 (1)10時00分～22時00分

の間の8時間
1

人 TEL 022-351-5888 （従業員数 20人 ）

正社員 04011-  137231 就業場所 宮城県角田市 拠出
日給 変形（1ヶ月単位） 交通誘導警備業務検定２級

18歳～59歳 (1)8時00分～17時00分

(2)21時00分～6時00分

5
人 TEL 0224-52-6352 （従業員数 43人 ）

正社員 04050-   39431 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 9人 ）

正社員 04050-   42131 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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 0人 ）

正社員 04050-   44831 就業場所 宮城県角田市
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 10人 ）

正社員 04050-   45231 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)8時30分～16時45分

(2)16時30分～0時45分

1 (3)0時30分～8時45分
人 TEL 0224-84-2379 （従業員数 32人 ）

正社員 04050-   46531 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 0224-84-2379 （従業員数 32人 ）

正社員 04050-   47431 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時00分～17時00分

(2)8時30分～17時30分

1 (3)17時45分～8時45分

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 98人 ）

正社員以外 04050-   51031 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

69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 0224-53-3345 （従業員数 44人 ）

正社員 04050-   55431 就業場所

月給 変形（1年単位） ８トン限定中型自動車免許

69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 0224-53-3345 （従業員数 44人 ）

正社員 04050-   57331 就業場所

イエローハット店頭販
売スタッフ（大河原
店）

株式会社　ホットマン 宮城県仙台市太白区西多賀４丁目４－１
７

雇用・労災・健
康・厚生

160,800円～
160,800円

雇用期間の定めなし

加入保険等 必要な免許資格

イエローハット店頭販
売スタッフ（角田店）

株式会社　ホットマン 宮城県仙台市太白区西多賀４丁目４－１
７

雇用・労災・健
康・厚生

160,800円～
160,800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

警備員［角田市］ 株式会社　スリーエス
東北事業部

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－２
３
仙台いちょう坂ハルヤマビル６階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

154,759円～
157,700円

雇用期間の定めなし

調理スタッフ 株式会社　ＬＥＯＣ
東北支社

宮城県仙台市太白区柳生１丁目１１－８
仙光ビル３階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

154,080円～
188,320円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

警備員［柴田郡大河
原町］

株式会社　スリーエス
東北事業部

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－２
３
仙台いちょう坂ハルヤマビル６階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

154,759円～
157,700円

雇用期間の定めなし

警備員［伊具郡丸森
町］

株式会社　スリーエス
東北事業部

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－２
３
仙台いちょう坂ハルヤマビル６階

雇用・労災・健
康・厚生・財形

154,759円～
157,700円

雇用期間の定めなし

（まるまつ角田店）
店長・店長候補

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

220,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

（まるまつ大河原
店）店長・店長候補

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

220,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

保育士［キッズフィー
ルドおおがわら園］

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

交通誘導警備員 株式会社トスネット
大河原営業所

宮城県柴田郡大河原町大谷字広瀬町９－
５

雇用・労災・健
康・厚生

154,800円～
172,000円

雇用期間の定めなし

保育士［キッズフィー
ルドフォルテ園］

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

保育士［キッズフィー
ルド角田旭町園］

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

製品の仕上げ、検
査、梱包作業

株式会社　エリオス 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原１０
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

155,000円～
160,000円

雇用期間の定めなし

プラスチック製品成
形（製造業務）

株式会社　エリオス 宮城県柴田郡川崎町大字前川字北原１０
－１

雇用・労災・健
康・厚生・財形

170,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

運転手（４ｔ車）
ウィング車

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

230,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

施設営繕、送迎ドラ
イバー兼宿直業務

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

152,000円～
170,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

運転手（４ｔ車）平
ボディ車

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

230,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

◎ 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 5年 1月 12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 5年 1月 12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30分～17時25分

1
人 TEL 0224-53-3422 （従業員数 28人 ）

正社員 04050-   58631 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)7時55分～17時05分

1
人 TEL 0224-61-2525 （従業員数 9人 ）

正社員 04050-   60231 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 変形（1年単位）

69歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-53-3345 （従業員数 44人 ）

正社員 04050-   61531 就業場所

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)7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級
(2)10時00分～19時00分

2 (3)16時00分～9時00分

人 TEL 0224-62-1731 （従業員数 39人 ）

正社員 04050-   62431 就業場所 宮城県角田市
日給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-84-4140 （従業員数 6人 ）

正社員 04050-   64331 就業場所

月給 小型移動式クレーン運転技能者

59歳以下 (1)9時00分～17時30分 フォークリフト運転技能者

1
人 TEL 0224-55-1184 （従業員数 8人 ）

正社員 04050-   65631 就業場所

月給 玉掛技能者
59歳以下 (1)8時15分～17時20分 床上操作式クレーン運転技能者

大型自動車免許
1

人 TEL 0224-55-2621 （従業員数 128人 ）

正社員 04050-   67131 就業場所

月給 玉掛技能者
59歳以下 (1)8時15分～17時20分

1
人 TEL 0224-55-2621 （従業員数 128人 ）

正社員 04050-   68031 就業場所

月給 玉掛技能者
59歳以下 (1)8時15分～17時20分

1
人 TEL 0224-55-2621 （従業員数 128人 ）

正社員 04050-   69831 就業場所

時給 変形（1年単位） 原動機付自転車免許
18歳以上 (1)8時00分～17時00分

(2)16時45分～5時45分

5
人 TEL 0224-51-3000 （従業員数 52人 ）

正社員以外 04050-   70431 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

(2)16時30分～9時00分

3
人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-   71731 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
59歳以下 (1)7時00分～19時00分

の間の4～9.5時間
1

人 TEL 0224-63-2003 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-   72331 就業場所

月給 変形（1年単位） 中型自動車免許
69歳以下 (1)8時00分～17時00分 １級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士

2
人 TEL 0224-83-4855 （従業員数 16人 ）

正社員 04050-   80331 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-1414 （従業員数 42人 ）

正社員 04050-   82931 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-1414 （従業員数 42人 ）

正社員 04050-   83131 就業場所

月給
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-1414 （従業員数 42人 ）

正社員 04050-   84031 就業場所

月給
64歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-5591 （従業員数 3人 ）

正社員 04050-   85831 就業場所

ケーブル加工　製造
管理

オージーイーアトム
株式会社

宮城県柴田郡大河原町字東桜町２番６ 雇用・労災・健
康・厚生

200,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

２ｔトラック運転手 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

200,000円～
240,000円

雇用期間の定めなし

食品製造メーカーの
経理財務　事務職

宮城製粉株式会社 宮城県角田市島田字三島７０番地 雇用・労災・健
康・厚生

260,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

管工事作業員（配管
工）

有限会社　鈴木設備工
業所

宮城県柴田郡川崎町大字前川字中町２２
－３

雇用・労災・健
康・厚生

184,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

介護職員 社会福祉法人あけの星
会

宮城県角田市横倉字丸山１番地 雇用・労災・健
康・厚生

164,800円～
214,800円

雇用期間の定めなし

鍍金（めっき）：前処
理・めっき・仕上検査・
仕分発送

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

162,500円～
222,500円

雇用期間の定めなし

セールススタッフ（新
規顧客開拓含む）

株式会社　プルータス
仙台支店

宮城県柴田郡柴田町西船迫２丁目２－３ 雇用・労災・健
康・厚生

198,000円～
268,000円

雇用期間の定めなし

鋼材加工（溶接、鋼材加
工・組立、ＮＣオペレー
ション）

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

182,500円～
222,500円

雇用期間の定めなし

アルミ材加工（アルミ加
工、梱包、保安器組立、
検査等）

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

162,500円～
222,500円

雇用期間の定めなし

介護員 医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

158,000円～
168,000円

雇用期間の定めなし

警備員 株式会社　オリエント
警備保障

宮城県柴田郡大河原町字錦町３－１５ 雇用・労災・健
康・厚生

144,812円～
144,812円

雇用期間の定めなし

シティエンジニアス
タッフ（女性専用求
人）

大沼舗設　株式会社 宮城県柴田郡村田町大字村田字北塩内６
０－４

雇用・労災・健
康・厚生

220,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

准看護師（人工透
析）

医療法人　本多友愛会
仙南病院

宮城県角田市角田字牛舘１６ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

159,000円～
250,000円

雇用期間の定めなし

生産技術者 イケダ工機　株式会社
角田工場

宮城県角田市梶賀字高畑北２９６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

資材調達・生産管理 イケダ工機　株式会社
角田工場

宮城県角田市梶賀字高畑北２９６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
215,000円

雇用期間の定めなし

配送、建材組立 株式会社　丸信 宮城県角田市佐倉字上土浮８０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

154,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

メカ設計・治工具設
計

イケダ工機　株式会社
角田工場

宮城県角田市梶賀字高畑北２９６－６ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
250,000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
64歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-5591 （従業員数 3人 ）

正社員 04050-   86231 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

正社員以外 07010-  438531 就業場所 宮城県岩沼市など県南地区
月給 大型自動車免許

19歳以上 (1)9時30分～17時30分

1
人 TEL 03-6365-6255 （従業員数 4,812人 ）

正社員以外 13130- 1029531 就業場所 宮城県角田市
月給

不問 (1)9時00分～18時00分

5
人 TEL 0985-72-5900 （従業員数 0人 ）

正社員以外 45010- 1076531 就業場所 宮城県仙台市宮城野区（在宅勤務）
日給 玉掛技能者

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 011-867-0375 （従業員数 6人 ）

正社員 01230-  473231 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給

64歳以下 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 011-867-0375 （従業員数 6人 ）

正社員 01230-  480231 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)8時15分～17時15分

(2)7時00分～16時00分

1 (3)11時15分～20時15分

人 TEL 022-771-1852 （従業員数 112人 ）

正社員 04010- 1243231 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
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 准看護師
(2)16時00分～9時00分

1
人 TEL 022-771-1852 （従業員数 112人 ）

正社員 04010- 1260431 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時15分～17時30分

1
人 TEL 022-771-1852 （従業員数 79人 ）

正社員 04010- 1270331 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 看護師

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 准看護師

1
人 TEL 022-392-1511 （従業員数 5人 ）

正社員 04010- 1441131 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 介護職員初任者研修修了者

64歳以下 (1)8時00分～20時00分 介護職員実務者研修修了者

の間の8時間 ホームヘルパー２級
1

人 TEL 022-217-1044 （従業員数 9人 ）

正社員 04010- 1607531 就業場所 宮城県角田市
月給 介護福祉士

64歳以下 (1)7時00分～20時30分

の間の8時間
1

人 TEL 022-217-1044 （従業員数 11人 ）

正社員 04010- 1658531 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-726-5633 （従業員数 0人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-  557631 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 交替制あり

不問 (1)5時15分～14時45分
(2)10時00分～19時30分

2
人 TEL 022-221-8223 （従業員数 12人 ）

正社員以外 04010-  570531 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり 栄養士

不問 (1)5時30分～14時30分 管理栄養士
(2)8時30分～17時30分

1 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 022-221-8223 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04010-  580731 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)5時30分～14時30分

(2)8時30分～17時30分

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 022-221-8223 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04010-  581331 就業場所 宮城県角田市
月給

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-726-5633 （従業員数 2人 ）

無期雇用派遣労働者 04010-  593031 就業場所 宮城県角田市

交通誘導警備員（白
石）

株式会社　銀河警備保
障　福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災・健
康・厚生

158,360円～
199,020円

雇用期間の定めなし

営業 株式会社　丸信 宮城県角田市佐倉字上土浮８０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

154,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

プログラマー（契）
／宮城営業所

株式会社　リモワ 宮崎県宮崎市橘通西１丁目２番２５号
橘パークビル１階

その他

213,920円～
370,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

社員の送迎ドライ
バー＜角田市君萱＞

大新東株式会社 東京都江東区東雲２丁目１１－２２　ニ
イチクビル５階

雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
160,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

車両系建設機械（整
地・運搬・積込用及
び掘削用）(基礎工
事用）（解体用）運
転技能者

重機オペレーター
（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

240,000円～
280,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員（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

200,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

看護師（正・准）／（介
護老人保健施設　さくら
の杜）

医療法人社団　清山会 宮城県仙台市泉区松森字西沢２６－４ 雇用・労災・健
康・厚生

202,560円～
269,240円

雇用期間の定めなし

介護職／大河原町（介護
老人保健施設さくらの
杜）

医療法人社団　清山会 宮城県仙台市泉区松森字西沢２６－４ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
229,240円

雇用期間の定めなし

訪問入浴サービス（看
護職員）／大河原

アサヒサンクリーン株
式会社　東北支店

宮城県仙台市青葉区落合４丁目２－２２ 雇用・労災・健
康・厚生

245,000円～
245,000円

雇用期間の定めなし

介護職（介護老人保健施
設さくらの杜・通所）

医療法人社団　清山会 宮城県仙台市泉区松森字西沢２６－４ 雇用・労災・健
康・厚生

180,000円～
229,240円

雇用期間の定めなし

介護福祉士（訪問介
護）／セントケア角
田

セントケア宮城　株式
会社

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１－１
１　
　ＨＡＮＩＸ　ＢＵＩＬ３Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生・財形

191,000円～
239,000円

雇用期間の定めなし

ホームヘルパー／セン
トケア角田

セントケア宮城　株式
会社

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１－１
１　
　ＨＡＮＩＸ　ＢＵＩＬ３Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生・財形

173,000円～
183,000円

雇用期間の定めなし

調理員（１１５５） 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

155,520円～
190,080円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

金属加工機器の生産
技術

東日本スターワークス
株式会社　仙台テクニ
カルセンター

宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－３
仙台マ－クワン１９Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

300,000円～
375,000円

雇用期間の定めなし

調理員（１１８５） 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

155,520円～
172,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

栄養士・管理栄養士
（１１８５）

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

176,000円～
204,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

回路評価 東日本スターワークス
株式会社　仙台テクニ
カルセンター

宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－３
仙台マ－クワン１９Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生

243,000円～
256,250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 交替制あり 調理師
不問 (1)5時30分～14時30分

(2)8時30分～17時30分

2 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 022-221-8223 （従業員数 8人 ）

正社員以外 04010-  960331 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり

不問 (1)5時30分～14時30分
(2)10時30分～19時30分

2
人 TEL 022-221-8223 （従業員数 6人 ）

正社員以外 04010-  967531 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 交替制あり

59歳以下 (1)9時30分～19時30分

の間の8時間
1

人 TEL 0223-34-1235 （従業員数 3人 ）

正社員 04010-  988931 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 １級土木施工管理技士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分 ２級土木施工管理技士

2
人 TEL 022-223-7032 （従業員数 67人 ）

正社員 04010- 1068531 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 厚生・拠出
時給 交替制あり

不問 (1)8時30分～17時15分
(2)10時30分～19時15分

1
人 TEL 022-345-5511 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04011-   75431 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～17時00分

1
人 TEL 0224-55-1071 （従業員数 39人 ）

正社員 04050-   26131 就業場所

月給 変形（1年単位）
35歳以下 (1)8時20分～17時30分

2
人 TEL 0224-63-1392 （従業員数 6人 ）

正社員 04050-   27031 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時20分～17時30分

1
人 TEL 0224-63-1392 （従業員数 6人 ）

正社員 04050-   28831 就業場所

月給 変形（1年単位） フォークリフト運転技能者

59歳以下 (1)8時30分～16時45分

(2)16時30分～0時45分

10 (3)0時30分～8時45分
人 TEL 0224-88-3545 （従業員数 110人 ）

正社員 04050-   29231 就業場所 宮城県柴田郡大河原町 拠出・給付
月給 変形（1ヶ月単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)16時30分～1時30分

15 (3)0時30分～9時30分
人 TEL 0224-68-3451 （従業員数 921人 ）

正社員 04050-   30731 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給

不問 (1)7時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-58-3443 （従業員数 12人 ）

正社員以外 04050-   31331 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給

59歳以下 (1)8時15分～17時20分

1
人 TEL 0224-55-2621 （従業員数 128人 ）

正社員 04050-   34131 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

2
人 TEL 0224-55-2252 （従業員数 124人 ）

正社員 04050-   36831 就業場所

月給 変形（1年単位）
不問 (1)8時30分～17時15分

2
人 TEL 0224-55-2252 （従業員数 124人 ）

正社員以外 04050-   37231 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

2
人 TEL 0224-55-2252 （従業員数 124人 ）

正社員 04050-   38531 就業場所

月給 変形（1年単位）
59歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 0224-62-2716 （従業員数 27人 ）

正社員 04050-   11231 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位）

64歳以下 (1)8時50分～18時30分

1
人 TEL 0224-52-2533 （従業員数 4人 ）

正社員 04050-   12531 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

調理師（１１８５） 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

176,000円～
204,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

フィットネス施設　接
客スタッフ【急募】

株式会社　丸福山田屋
カーブス事業部

宮城県亘理郡亘理町字五日町１９ 雇用・労災・健
康・厚生・財形

178,000円～
178,000円

雇用期間の定めなし

調理員（０４９） 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

116,775円～
136,238円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

（みやぎ県南中核病院
内）医療・福祉サービス
業務員

鴻池メディカル　株式
会社　宮城営業所

宮城県黒川郡大和町吉岡東３丁目８－２ 雇用・労災・健
康・厚生

150,985円～
150,985円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

土木技術者・積算技術者
（正社員／丸森町・大河
原町）

株式会社　ティーネッ
トジャパン　東北支社

宮城県仙台市青葉区中央４丁目１０－３
ＪＭＦビル仙台０１ー７Ｆ

雇用・労災・健
康・厚生・財形

265,960円～
372,320円

雇用期間の定めなし

工作機械での加工 有限会社　サクマエン
ジニアリング

宮城県角田市角田字野田前１９５ 雇用・労災・健
康・厚生

170,000円～
200,000円

雇用期間の定めなし

一般事務 豊屋食品工業　株式会
社

宮城県柴田郡柴田町大字下名生字八剣２
０

雇用・労災・健
康・厚生

150,000円～
150,000円

雇用期間の定めなし

製造機械オペレーター
（使い捨てカイロ製
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

183,000円～
223,000円

雇用期間の定めなし

ＮＣフライス、その
他工作機械

有限会社　サクマエン
ジニアリング

宮城県角田市角田字野田前１９５ 雇用・労災・健
康・厚生

250,000円～
330,000円

雇用期間の定めなし

職業指導員（びいん
ず夢楽多）

社会福祉法人　はらか
ら福祉会

宮城県柴田郡柴田町船岡中央１丁目２－
２３

雇用・労災・健
康・厚生

172,000円～
172,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

製造オペレーター
（食品）

アイリスオーヤマ　株
式会社

宮城県角田市小坂字上小坂１番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

196,000円～
283,000円

雇用期間の定めなし

板金機械オペレー
ター

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

155,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

技術（構造物の設計、
作図に係る業務）

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

170,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

板金・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

155,000円～
230,000円

雇用期間の定めなし

板金機械オペレー
ター

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

160,000円～
230,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

歯科助手 後藤歯科医院 宮城県柴田郡大河原町字幸町８－２３ 雇用・労災・健
康

165,000円～
170,000円

雇用期間の定めなし

現場管理者 株式会社　ワカキハウ
ス

宮城県柴田郡大河原町字広表１７－１２ 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） 三級自動車整備士
不問 (1)8時30分～17時30分 二級自動車整備士

1
人 TEL 0224-55-4751 （従業員数 6人 ）

正社員以外 04050-   13431 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 0224-55-4751 （従業員数 6人 ）

正社員 04050-   14731 就業場所

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 6人 ）

正社員 04050-   15331 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 准看護師
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-   16631 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)7時00分～16時00分

3 (3)10時00分～19時00分

人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 161人 ）

正社員 04050-   17931 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
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-   18131 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 0224-85-2333 （従業員数 161人 ）

正社員 04050-   19031 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位）
59歳以下 (1)8時30分～17時30分

(2)8時30分～12時30分

2
人 TEL 0224-54-1034 （従業員数 38人 ）

正社員 04050-   21431 就業場所

月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
64歳以下 (1)8時30分～17時30分 介護職員初任者研修修了者

(2)9時45分～18時45分 ホームヘルパー２級
2 (3)17時00分～10時00分

人 TEL 0224-58-2812 （従業員数 17人 ）

正社員 04050-   24631 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
月給 日商簿記２級

62歳以下 (1)8時30分～17時30分 簿記能力検定（全経１級）

1
人 TEL 0224-52-0066 （従業員数 12人 ）

正社員 04050-   25931 就業場所 厚生
時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

5
人 TEL 0225-86-6306 （従業員数 4人 ）

正社員 04020-  113731 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

1
人 TEL 0225-86-6306 （従業員数 4人 ）

正社員 04020-  115631 就業場所 宮城県柴田郡村田町
日給 変形（1年単位）

67歳以下 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-26-9621 （従業員数 30人 ）

正社員 04051-   31631 就業場所 宮城県内全域
月給 変形（1年単位） 大型自動車免許

67歳以下 (1)8時00分～17時00分 移動式クレーン運転士
玉掛技能者

1
人 TEL 0224-26-9621 （従業員数 30人 ）

正社員 04051-   32931 就業場所 宮城県内全域
月給 変形（1年単位） １級土木施工管理技士

67歳以下 (1)8時00分～17時00分 ２級土木施工管理技士

1
人 TEL 0224-26-9621 （従業員数 30人 ）

正社員 04051-   33131 就業場所 宮城県内全域
月給 交替制あり

18歳～64歳 (1)9時30分～17時30分
(2)12時00分～20時00分

3 (3)15時00分～23時00分

人 TEL 0220-22-2560 （従業員数 11人 ）

正社員 04070-   33431 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
月給 交替制あり 介護福祉士

18歳～64歳 (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 024-953-7011 （従業員数 14人 ）

正社員 07040-  302331 就業場所 宮城県角田市

自動車車検整備（見
習い）

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

155,000円～
155,000円

雇用期間の定めなし

自動車車検整備補助
員

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

152,000円～
167,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

准看護師 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

170,000円～
270,000円

雇用期間の定めなし

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

介護福祉士 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

155,000円～
185,000円

雇用期間の定めなし

ケアワ－カ－（介護
職含）【正職員Ｂ】

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

150,500円～
180,000円

雇用期間の定めなし

医療事務員 医療法人　社団　北杜
会　船岡今野病院

宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目５－
１６

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

社会福祉主事【正職
員Ｂ】

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

160,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

経理事務 税理士法人　原田会計
事務所

宮城県柴田郡大河原町字旭町７番地 雇用・労災・健
康・厚生・財形

176,000円～
190,000円

雇用期間の定めなし

介護員 有限会社　朋悠生活研
究舎　グループホーム
ゆう柴田

宮城県柴田郡柴田町剣崎２丁目４番３号 雇用・労災・健
康・厚生

160,000円～
178,000円

雇用期間の定めなし

総務事務員　《村田
工場》

株式会社　スタ・ディ
ア

宮城県石巻市広渕字焼巻３９１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

152,317円～
155,250円

雇用期間の定めなし

縫製工、パタンナー
《村田工場》

株式会社　スタ・ディ
ア

宮城県石巻市広渕字焼巻３９１－１ 雇用・労災・健
康・厚生

152,317円～
155,250円

雇用期間の定めなし

土木工事作業員（技
術者）

株式会社　白高商事 宮城県白石市大川町１０－３８ 雇用・労災・健
康・厚生

230,000円～
300,000円

雇用期間の定めなし

土木作業員 株式会社　白高商事 宮城県白石市大川町１０－３８ 雇用・労災・健
康・厚生

162,000円～
220,000円

雇用期間の定めなし

店長候補（大河原
店）

蔵八　株式会社 宮城県登米市迫町佐沼字中江５丁目２－
１

雇用・労災・健
康・厚生

181,500円～
181,500円

雇用期間の定めなし

土木工事管理 株式会社　白高商事 宮城県白石市大川町１０－３８ 雇用・労災・健
康・厚生

350,000円～
480,000円

雇用期間の定めなし

介護職（正社員／介
護福祉士）（梶賀）

株式会社　ジェイバッ
ク

福島県郡山市喜久田町卸３丁目２４番地 雇用・労災・健
康・厚生

189,000円～
225,000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ヶ月単位） 介護福祉士
59歳以下 (1)7時30分～18時00分

の間の8時間
1

人 TEL 022-771-7010 （従業員数 24人 ）

正社員 04010-   18631 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士

59歳以下 (1)7時30分～18時00分 精神保健福祉士
の間の8時間 介護支援専門員（ケアマネージャー）

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 24人 ）

正社員 04010-   24331 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
時給 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士

不問 (1)7時30分～18時00分 精神保健福祉士
の間の8時間 介護支援専門員（ケアマネージャー）

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 24人 ）

正社員以外 04010-   26931 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00分～18時00分 作業療法士
の間の8時間 言語聴覚士

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 24人 ）

正社員 04010-   43131 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
時給 変形（1ヶ月単位） 理学療法士

不問 (1)8時00分～18時00分 作業療法士
の間の8時間 言語聴覚士

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 24人 ）

正社員以外 04010-   53831 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1)8時00分～18時00分 准看護師
の間の8時間

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 24人 ）

正社員 04010-   59631 就業場所 宮城県伊具郡丸森町 拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士

59歳以下 (1)8時00分～18時00分 介護支援専門員（ケアマネージャー）

の間の8時間
1

人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員 04010-  100431 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

59歳以下 (1)8時00分～18時00分

の間の8時間
1

人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員 04010-  103631 就業場所 宮城県角田市 拠出
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00分～18時00分 ホームヘルパー２級
の間の8時間 介護職員実務者研修修了者

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員以外 04010-  109531 就業場所 宮城県角田市
月給 介護福祉士

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員 04010-  124231 就業場所 宮城県角田市 拠出
時給 介護福祉士

不問 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員以外 04010-  130031 就業場所 宮城県角田市
月給 変形（1ヶ月単位） 看護師

59歳以下 (1)8時00分～18時00分 准看護師
の間の8時間

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員 04010-  147931 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 介護支援専門員（ケアマネージャー）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員 04010-  165031 就業場所 宮城県角田市 拠出
月給 介護支援専門員（ケアマネージャー）

59歳以下 (1)8時30分～17時30分

2
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員 04010-  166831 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30分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

正社員 04010-  168531 就業場所 宮城県角田市 拠出
時給 交替制あり 調理師

不問 (1)5時30分～15時00分
(2)10時30分～19時30分

1
人 TEL 022-221-8223 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04010-  368231 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 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-  379731 就業場所 宮城県柴田郡村田町

介護職員／ツクイ丸森
大内（デイサービス）

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

205,500円～
253,500円

雇用期間の定めなし

生活相談員／ツクイ丸
森大内（デイサービ
ス）

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

204,164円～
221,364円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

生活相談員／ツクイ丸
森大内（デイサービ
ス）

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

207,500円～
260,500円

雇用期間の定めなし

機能訓練指導員／ツクイ
丸森大内（デイサービ
ス）

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

214,484円～
219,644円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

機能訓練指導員／ツクイ
丸森大内（デイサービ
ス）

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

219,500円～
272,500円

雇用期間の定めなし

管理者候補／ツクイ角
田北郷（デイサービ
ス）

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

273,500円～
340,500円

雇用期間の定めなし

看護職員／ツクイ丸森
大内（デイサービス）

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

224,500円～
277,500円

雇用期間の定めなし

介護職員／ツクイ角田
北郷（デイサービス）

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

173,204円～
178,364円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護職員／ツクイ角田
北郷（デイサービス）

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

205,500円～
253,500円

雇用期間の定めなし

サービス提供責任者／ツ
クイ角田北郷（訪問介
護）

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

216,720円～
216,720円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

サービス提供責任者／ツ
クイ角田北郷（訪問介
護）

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

231,000円～
279,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員／ツクイ
角田北郷　※未経験者歓
迎

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

218,000円～
251,000円

雇用期間の定めなし

看護職員／ツクイ角田北
郷（訪問入浴・デイ兼
務）

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

224,500円～
277,500円

雇用期間の定めなし

主任介護支援専門員（ケ
アマネジャー）／ツクイ
角田北郷

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

243,000円～
261,000円

雇用期間の定めなし

介護支援専門員／ツクイ
角田北郷　※経験者向け

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

224,000円～
251,000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

181,440円～
224,640円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理師（６７６） 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

181,440円～
224,640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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ハローワーク大河原

時給 交替制あり
不問 (1)5時00分～14時30分

(2)10時30分～20時00分

2
人 TEL 022-221-8223 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04010-  416531 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00分～14時00分
(2)10時30分～20時00分

2 (3)9時00分～18時00分

人 TEL 022-221-8223 （従業員数 10人 ）

正社員以外 04010-  418731 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 交替制あり 調理師

不問 (1)5時15分～14時45分
(2)10時00分～19時30分

2 (3)9時00分～18時00分

人 TEL 022-221-8223 （従業員数 12人 ）

正社員以外 04010-  427331 就業場所 宮城県角田市
月給 交替制あり 大型自動車第二種免許

64歳以下 (1)5時45分～20時35分

の間の8時間
3

人 TEL 022-771-5314 （従業員数 24人 ）

正社員 04010-  469631 就業場所 宮城県柴田郡村田町
月給 交替制あり 大型自動車第二種免許

64歳以下 (1)5時45分～20時35分

の間の8時間
3

人 TEL 022-771-5314 （従業員数 25人 ）

正社員 04010-  490531 就業場所 宮城県白石市・県南地区
時給 危険物取扱者（丙種）

不問 (1)7時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-83-6301 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050-    5731 就業場所

時給
不問 (1)9時00分～17時00分

(2)8時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-83-6301 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050-    6331 就業場所

時給
不問 (1)7時00分～16時00分

(2)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-83-6301 （従業員数 20人 ）

正社員以外 04050-    8931 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0228-24-8447 （従業員数 0人 ）

無期雇用派遣労働者 04060-   55231 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位） 中型自動車免許

39歳以下 (1)8時00分～17時30分

1
人 TEL 023-681-7101 （従業員数 19人 ）

正社員 06010-  444031 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給 変形（1週間単位非定型的）

不問 (1)8時00分～17時00分

1
人 TEL 0243-22-1402 （従業員数 0人 ）

有期雇用派遣労働者 07080-    4331 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
日給 玉掛技能者

不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 03-6908-1300 （従業員数 17人 ）

正社員 13080-  286631 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 玉掛技能者

不問 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 03-6908-1300 （従業員数 17人 ）

正社員 13080-  288131 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0940-62-3287 （従業員数 32人 ）

正社員 40120-  300331 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 0940-62-3287 （従業員数 32人 ）

正社員 40120-  302931 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
月給 変形（1年単位）

40歳以下 (1)8時00分～17時00分

5
人 TEL 0940-62-3287 （従業員数 36人 ）

正社員 40120-  303131 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

調理師（１１１８） 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

176,000円～
250,000円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理員（１１１８） 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

155,520円～
190,080円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

バス運転士（正社
員）

株式会社　ミヤコーバ
ス

宮城県仙台市泉区泉ケ丘３丁目１３－２
０

雇用・労災・健
康・厚生・財形

183,900円～
183,900円

雇用期間の定めなし

調理師（１１５５） 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

181,440円～
224,640円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ゴルフ場のハウスリ
ネン

株式会社　仙台南ゴル
フ倶楽部

宮城県柴田郡村田町大字沼田字中屋敷２
００

雇用・労災・健
康・厚生

164,160円～
164,160円

雇用期間の定めなし

バス運転士（正社
員）

株式会社　ミヤコーバ
ス

宮城県仙台市泉区泉ケ丘３丁目１３－２
０

雇用・労災・健
康・厚生・財形

183,900円～
183,900円

雇用期間の定めなし

フロント係 株式会社　仙台南ゴル
フ倶楽部

宮城県柴田郡村田町大字沼田字中屋敷２
００

雇用・労災・健
康・厚生

155,520円～
164,160円

雇用期間の定めなし

ゴルフ場の総務事務 株式会社　仙台南ゴル
フ倶楽部

宮城県柴田郡村田町大字沼田字中屋敷２
００

雇用・労災・健
康・厚生

151,200円～
151,200円

雇用期間の定めなし

製造（村田工場）
【急募求人】

三條物産　株式会社 山形県山形市千歳１丁目１６－４８ 雇用・労災・健
康・厚生

168,000円～
206,000円

雇用期間の定めなし

製造スタッフ［丸森
／日勤］

株式会社　モリマイン
ド

宮城県栗原市築館青野８－１０ 雇用・労災・健
康・厚生

178,080円～
203,520円

雇用期間の定めなし

「重機オペレー
ター」

株式会社　東栄建設 東京都新宿区西落合３丁目１０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

224,400円～
306,000円

雇用期間の定めなし

（派）軽金属アルミ
鋳造品の仕上・研磨

株式会社　日総ビジネ
スサービス　二本松営
業所

福島県二本松市木藤次郎内８５－２７ 雇用・労災・健
康・厚生

240,800円～
240,800円

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

アルミ・スチール・ステ
ンレス製サッシの製造補
佐／正・宮城

フロンテックＰＲＯ
株式会社

福岡県宗像市池田１６２５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

163,333円～
163,333円

雇用期間の定めなし

「一般土木作業員」 株式会社　東栄建設 東京都新宿区西落合３丁目１０－１ 雇用・労災・健
康・厚生

183,600円～
244,800円

雇用期間の定めなし

ビル・店舗用サッシ
製造（丸森工場）
（正）

フロンテックＰＲＯ
株式会社

福岡県宗像市池田１６２５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

182,300円～
231,300円

雇用期間の定めなし

アルミ・スチール・ステ
ンレスサッシ設計（丸森
工場／正）

フロンテックＰＲＯ
株式会社

福岡県宗像市池田１６２５－１ 雇用・労災・健
康・厚生

182,300円～
231,300円

雇用期間の定めなし



時給 交替制あり
18歳以上 (1)8時00分～22時00分

1
人 TEL 022-225-0331 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04010- 2006631 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)6時00分～5時59分
(2)18時00分～0時00分

1 (3)21時00分～6時00分

人 TEL 022-225-0331 （従業員数 5人 ）

パート労働者 04010- 2009031 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1ヶ月単位）

18歳以上 (1)17時15分～22時30分

(2)8時30分～22時30分

1
人 TEL 022-225-0331 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04010- 2011431 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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
3

人 TEL 022-351-5888 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04011-  118131 就業場所 宮城県角田市
時給 変形（1ヶ月単位） 保育士

59歳以下 (1)7時30分～19時30分

の間の4時間程度
1

人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04050-   40631 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位） 保育士

59歳以下 (1)7時30分～19時30分

の間の5時間程度
1

人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 0人 ）

パート労働者 04050-   41931 就業場所 宮城県角田市
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-   48731 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 変形（1ヶ月単位） 保育士

59歳以下 (1)7時30分～19時30分

の間の4時間程度
1

人 TEL 0224-53-2223 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04050-   49331 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

不問 (1)8時30分～12時30分
(2)13時30分～17時30分

2 (3)8時30分～17時30分

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050-   50131 就業場所

時給 フォークリフト運転技能者

不問 (1)9時00分～17時00分

の間の5時間程度
1

人 TEL 0224-82-1212 （従業員数 92人 ）

パート労働者 04050-   52831 就業場所

時給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)8時30分～12時30分

(2)13時30分～17時30分

2 (3)8時30分～17時30分

人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050-   53231 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位）
不問 (1)16時00分～9時30分

2
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050-   54531 就業場所

日給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士
不問 (1)16時00分～9時30分

2
人 TEL 0224-73-1101 （従業員数 124人 ）

パート労働者 04050-   56731 就業場所

時給 看護師
59歳以下 (1)14時00分～17時30分 准看護師

(2)14時00分～19時00分

1 (3)8時30分～12時30分

人 TEL 0224-56-4111 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04050-   59931 就業場所

時給
59歳以下 (1)10時00分～17時15分

1
人 TEL 0224-83-2455 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04050-   63731 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～17時00分

の間の4時間程度
1

人 TEL 0224-55-3711 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04050-   66931 就業場所

時給
不問 (1)9時30分～16時00分

3
人 TEL 0224-52-2202 （従業員数 44人 ）

パート労働者 04050-   73631 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

事務補助（１） 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

920円～920円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

板金加工仕上げ 株式会社　ヒキチ 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田１－
４２

労災

900円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務員 株式会社　マルテー東
北石橋

宮城県柴田郡村田町大字村田字石生３０
７－３

雇用・労災・健
康・厚生

885円～885円雇用期間の定めなし

看護師 槻木皮膚科クリニック 宮城県柴田郡柴田町槻木上町１丁目１番
５４号

労災

1,150円～1,300円雇用期間の定めなし

介護福祉士（夜勤専
従）

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

1,484円～1,484円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

介護職員（夜勤専
従）

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

1,290円～1,290円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

介護職員（デイケ
ア）

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

971円～971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（出荷品仕分作業）

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）

介護福祉士（デイケ
ア）

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

1,060円～1,060円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

保育士［キッズ
フィールドフォルテ
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

労災

939円～939円雇用期間の定めなし

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
月未満）

保育士［キッズフィー
ルド角田旭町園］

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

939円～939円雇用期間の定めなし

保育士［キッズフィー
ルドおおがわら園］

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

労災

939円～939円雇用期間の定めなし

まるまつ角田店での
接客または調理業務

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

900円～900円雇用期間の定めなし

施設警備員［伊具郡
丸森町］

株式会社　スリーエス
東北事業部

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－２
３
仙台いちょう坂ハルヤマビル６階

労災

883円～900円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

施設警備員［柴田郡
柴田町］

株式会社　スリーエス
東北事業部

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－２
３
仙台いちょう坂ハルヤマビル６階

労災

883円～900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

施設警備員［角田市　大
河原町　柴田町　丸森
町］

株式会社　スリーエス
東北事業部

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－２
３
仙台いちょう坂ハルヤマビル６階

労災

883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

◎ 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 5年 1月 12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 5年 1月 12日発行

ハローワーク大河原

時給
不問 (1)9時30分～16時00分

1
人 TEL 0224-52-2202 （従業員数 44人 ）

パート労働者 04050-   74931 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)9時00分～13時00分

4
人 TEL 0224-52-2202 （従業員数 44人 ）

パート労働者 04050-   75131 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)12時30分～16時30分

1
人 TEL 0224-52-2202 （従業員数 44人 ）

パート労働者 04050-   76031 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)9時00分～13時00分

1
人 TEL 0224-52-2202 （従業員数 44人 ）

パート労働者 04050-   77831 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)13時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-52-2202 （従業員数 44人 ）

パート労働者 04050-   78231 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 変形（1ヶ月単位） 介護福祉士

不問 (1)8時30分～17時30分

の間の3時間以上
1

人 TEL 0224-61-2225 （従業員数 17人 ）

パート労働者 04050-   87531 就業場所

日給
18歳～64歳 (1)8時00分～17時00分

3
人 TEL 024-553-7028 （従業員数 22人 ）

パート労働者 07010-  437231 就業場所 宮城県岩沼市など県南地区
時給 交替制あり

不問 (1)10時00分～17時30分

(2)10時15分～14時00分

2 (3)12時00分～17時30分

人 TEL 03-3802-8166 （従業員数 14人 ）

パート労働者 13110-  843931 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～17時30分

の間の4時間以上
1

人 TEL 022-771-1852 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04010- 1273131 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 交替制あり ホームヘルパー２級

不問 (1)8時00分～22時00分 介護福祉士
の間の3時間

1
人 TEL 022-781-9830 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04010- 1325431 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)8時30分～15時00分

2
人 TEL 022-292-5585 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04010- 1348231 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 交替制あり ホームヘルパー２級

不問 (1)8時00分～10時00分 介護福祉士
(2)16時00分～18時00分

1
人 TEL 022-781-9830 （従業員数 21人 ）

パート労働者 04010- 1360931 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)8時00分～20時00分 ホームヘルパー２級
の間の2～８時間

1
人 TEL 022-217-1044 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04010- 1614231 就業場所 宮城県角田市
時給 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)8時00分～20時00分 介護職員実務者研修修了者

の間の2～８時間
1

人 TEL 022-217-1044 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04010- 1627631 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 介護福祉士

不問 (1)8時00分～20時00分

の間の2～８時間
1

人 TEL 022-217-1044 （従業員数 18人 ）

パート労働者 04010- 1631231 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 介護福祉士

不問 (1)8時00分～20時00分

の間の2～８時間
1

人 TEL 022-217-1044 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04010- 1661931 就業場所 宮城県角田市
時給 保育士

不問 (1)13時00分～17時00分 作業療法士
理学療法士

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050-   32631 就業場所

保育士　作業療法士
理学療法士［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 労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護福祉士（訪問介
護）／セントケア角田

セントケア宮城　株式
会社

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１－１
１　
　ＨＡＮＩＸ　ＢＵＩＬ３Ｆ

労災

1,290円～2,070円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護福祉士（訪問介
護）／セントケア大河
原

セントケア宮城　株式
会社

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１－１
１　
　ＨＡＮＩＸ　ＢＵＩＬ３Ｆ

労災

1,290円～2,070円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ホームヘルパー（訪問
介護）／セントケア大
河原

セントケア宮城　株式
会社

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１－１
１　
　ＨＡＮＩＸ　ＢＵＩＬ３Ｆ

労災

1,240円～1,950円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ホームヘルパー　訪問
介護／セントケア角田

セントケア宮城　株式
会社

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１１－１
１　
　ＨＡＮＩＸ　ＢＵＩＬ３Ｆ

労災

1,240円～1,950円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

訪問介護員（固定時
給型）

ＳＯＭＰＯケア　株式
会社　東北事業部

宮城県仙台市宮城野区萩野町３丁目１２
－１

労災

1,110円～1,110円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

【丸森町】学校給食セ
ンターでの調理業務

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

885円～900円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

訪問介護員 ＳＯＭＰＯケア　株式
会社　東北事業部

宮城県仙台市宮城野区萩野町３丁目１２
－１

労災

1,280円～1,360円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

介護職パート／大河原町
（ケアホームさくらの
杜）

医療法人社団　清山会 宮城県仙台市泉区松森字西沢２６－４ 労災

950円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

キッチンスタッフ／
ダイナム柴田町店

株式会社　日本ヒュウ
マップ

東京都荒川区西日暮里５－１５－７　ダ
イナム綜合投資ビル５階

労災

890円～890円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

警備員／白石事務所
（土・日曜・祝日休
み）

株式会社　銀河警備保
障　福島営業所

福島県福島市丸子字中町裏３４－８ 雇用・労災

924円～1,037円雇用期間の定めなし

介護職員（介護福祉
士）

社会福祉法人みやぎ会
デイサービスセンター
にこトピア角田

宮城県角田市角田字牛舘５３－２ 労災

920円～1,050円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

事務補助（６） 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

970円～970円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

事務補助（５） 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

970円～970円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

事務補助（４） 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

970円～970円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

事務補助（３） 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

970円～970円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

事務補助（２） 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

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)13時00分～17時00分

1
人 TEL 0224-66-3524 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050-   33931 就業場所

時給
不問 (1)16時10分～21時10分

1
人 TEL 0584-89-8858 （従業員数 8人 ）

パート労働者 21020-  470931 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)8時45分～17時15分

1
人 TEL 0198-26-1381 （従業員数 5人 ）

パート労働者 03040-  162631 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問 (1)8時45分～13時00分
(2)12時45分～17時00分

2
人 TEL 0198-26-1381 （従業員数 5人 ）

パート労働者 03040-  163931 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給 交替制あり

64歳以下 (1)7時45分～12時00分
(2)12時45分～16時45分

1
人 TEL 0223-36-9102 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04010-  560831 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)7時45分～12時00分
(2)12時45分～16時45分

1
人 TEL 0223-36-9102 （従業員数 23人 ）

パート労働者 04010-  569031 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)18時00分～20時00分

2
人 TEL 022-221-8223 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04010-  586831 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 交替制あり ５トン限定準中型自動車免許

不問 (1)7時30分～19時30分 危険物取扱者（乙種）

の間の5～８時間
1

人 TEL 022-382-2232 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04010-  986331 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 交替制あり 介護職員初任者研修修了者

不問 (1)7時30分～18時00分 ホームヘルパー２級
の間の８時間 介護福祉士

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04010-   20231 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 変形（1ヶ月単位） 社会福祉士

不問 (1)8時00分～18時00分 精神保健福祉士
介護支援専門員（ケアマネージャー）

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04010-   30431 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 調理師

不問 (1)8時00分～16時00分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04010-   62231 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
時給 交替制あり ホームヘルパー２級

不問 (1)7時20分～10時00分 介護職員初任者研修修了者

(2)15時00分～18時00分

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04010-   68931 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
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00分～18時00分 介護職員実務者研修修了者

の間の4時間 介護福祉士
1

人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04010-  111631 就業場所 宮城県角田市
時給 理学療法士

不問 (1)8時30分～17時30分 作業療法士
言語聴覚士

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04010-  117531 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり 介護福祉士

不問 (1)8時30分～17時30分

の間の6～8時間
1

人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04010-  137631 就業場所 宮城県角田市
時給 交替制あり ホームヘルパー２級

不問 (1)7時30分～18時30分 介護職員初任者研修修了者

の間の1時間以上 介護福祉士
1

人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04010-  142531 就業場所 宮城県角田市
時給 看護師

不問 (1)8時00分～18時00分 准看護師
の間の3時間以上

1
人 TEL 022-771-7010 （従業員数 50人 ）

パート労働者 04010-  159231 就業場所 宮城県角田市

看護職員／ツクイ角田
北郷（訪問入浴）

株式会社　ツクイ　東
北圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 労災

1,220円～1,250円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ホームヘルパー／ツク
イ角田北郷（訪問介
護）

株式会社　ツクイ　東
北圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 労災

1,158円～1,158円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

サービス提供責任者／ツ
クイ角田北郷（訪問介
護）

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

1,260円～1,260円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

機能訓練指導員／ツク
イ角田北郷（デイサー
ビス）

株式会社　ツクイ　東
北圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 労災

1,247円～1,277円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護職員／ツクイ角田
北郷（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東
北圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 労災

1,007円～1,037円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

送迎職員／ツクイ丸森
大内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東
北圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 労災

927円～927円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

調理職員／ツクイ丸森
大内（デイサービス）

株式会社　ツクイ　東
北圏

宮城県仙台市泉区八乙女２－３－２ 労災

883円～973円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

生活相談員／ツクイ丸
森大内（デイサービ
ス）

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

1,187円～1,287円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

介護職員／ツクイ丸森
大内（デイサービス）

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

1,007円～1,037円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

ガソリンスタンド店
員（未経験者歓迎）

株式会社　鶴見屋商店 宮城県名取市増田２丁目１－２ 雇用・労災

885円～900円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

洗浄（１１１８） 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

労災

950円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

葬祭会館運営業務 株式会社　ほこだて仏
光堂（総務室）

宮城県名取市堀内字北竹１５３－１
　　　　　　　　　　　ほこだて仏光堂
仙台南店内２階

労災

950円～950円雇用期間の定めなし

葬祭会館運営業務 株式会社　ほこだて仏
光堂（総務室）

宮城県名取市堀内字北竹１５３－１
　　　　　　　　　　　ほこだて仏光堂
仙台南店内２階

労災

950円～950円雇用期間の定めなし

売場担当　準社員（コ
メリ宮城川崎店）

株式会社コメリ　東北
ストアサポートセン
ター

岩手県花巻市空港南１丁目１番地 労災

928円～1,102円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

売場担当　準社員（コ
メリ宮城川崎店）

株式会社コメリ　東北
ストアサポートセン
ター

岩手県花巻市空港南１丁目１番地 雇用・労災・健
康・厚生

928円～1,102円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

販売員（Ｓｅｒｉａ
生活良品　角田店）

株式会社　セリア 岐阜県大垣市外渕２丁目３８番地 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）

児童指導員［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 労災

1,000円～1,000円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）
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ハローワーク大河原

時給 交替制あり
不問 (1)7時30分～10時30分

(2)15時00分～18時00分

1
人 TEL 022-771-1852 （従業員数 79人 ）

パート労働者 04010-  316131 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 栄養士

不問 (1)9時00分～15時00分 管理栄養士

1
人 TEL 022-221-8223 （従業員数 8人 ）

パート労働者 04010-  425431 就業場所 宮城県伊具郡丸森町
日給 交替制あり 大型自動車第二種免許

不問 (1)6時00分～17時00分

の間の6時間
2

人 TEL 022-771-5314 （従業員数 24人 ）

パート労働者 04010-  475731 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

の間の5時間
1

人 TEL 022-266-8091 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04010-  487931 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

不問 (1)17時00分～20時30分

1
人 TEL 022-344-2861 （従業員数 22人 ）

パート労働者 04011-   20031 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

59歳以下 (1)8時30分～17時00分

の間の5時間以上
2

人 TEL 0225-86-6306 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04020-  114331 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

不問 (1)8時30分～17時00分

の間の5時間以上
1

人 TEL 0225-86-6306 （従業員数 4人 ）

パート労働者 04020-  116931 就業場所 宮城県柴田郡村田町
時給

61歳以下 (1)9時00分～17時30分

(2)9時00分～17時00分

1
人 TEL 0229-43-2121 （従業員数 10人 ）

パート労働者 04040-  128631 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

64歳以下 (1)10時00分～14時00分

(2)17時00分～21時30分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 12人 ）

パート労働者 04050-    9131 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給

64歳以下 (1)17時00分～22時00分

1
人 TEL 0224-55-5296 （従業員数 15人 ）

パート労働者 04050-   10831 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給 調理師

不問 (1)9時00分～15時00分

1
人 TEL 0224-56-3970 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050-   22731 就業場所

時給
不問 (1)9時30分～13時30分

(2)10時00分～14時00分

1 (3)9時30分～14時30分

人 TEL 0224-56-3970 （従業員数 7人 ）

パート労働者 04050-   23331 就業場所

時給
不問 (1)7時00分～16時00分

2
人 TEL 0224-83-6301 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050-    2231 就業場所

時給
不問 (1)7時00分～16時00分

2
人 TEL 0224-83-6301 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050-    3531 就業場所

時給
不問 (1)8時00分～16時00分

(2)7時00分～15時00分

2
人 TEL 0224-83-6301 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050-    4431 就業場所

時給
不問 (1)7時00分～16時00分

1
人 TEL 0224-83-6301 （従業員数 20人 ）

パート労働者 04050-    7631 就業場所

時給 交替制あり 危険物取扱者（乙種）

不問 (1)7時30分～14時00分
(2)14時00分～20時30分

2
人 TEL 0224-33-2202 （従業員数 3人 ）

パート労働者 04051-   21731 就業場所 宮城県柴田郡大河原町

セルフガソリンスタン
ドスタッフ【大河原
町】

丸山　株式会社 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字杉ヤラ１
２番５号

労災

900円～1,300円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

調理補助 株式会社　仙台南ゴル
フ倶楽部

宮城県柴田郡村田町大字沼田字中屋敷２
００

雇用・労災・健
康・厚生

1,000円～1,000円雇用期間の定めなし

レストランホール係 株式会社　仙台南ゴル
フ倶楽部

宮城県柴田郡村田町大字沼田字中屋敷２
００

雇用・労災・健
康・厚生

950円～950円雇用期間の定めなし

マスター室スタッフ 株式会社　仙台南ゴル
フ倶楽部

宮城県柴田郡村田町大字沼田字中屋敷２
００

雇用・労災・健
康・厚生

950円～950円雇用期間の定めなし

ポーター（玄関係） 株式会社　仙台南ゴル
フ倶楽部

宮城県柴田郡村田町大字沼田字中屋敷２
００

雇用・労災・健
康・厚生

900円～900円雇用期間の定めなし

接客業務（レストラ
ン業務）

一般社団法人　柴田町
観光物産協会

宮城県柴田郡柴田町大字本船迫字上野４
－１

雇用・労災

890円～890円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

レストラン運営業務 一般社団法人　柴田町
観光物産協会

宮城県柴田郡柴田町大字本船迫字上野４
－１

雇用・労災・健
康・厚生

1,050円～1,050円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

洗い場（とり八） 株式会社　柴田不動産 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目２０
－３１

雇用・労災

940円～940円雇用期間の定めなし

ホール係（とんかつ
夕やけ）

株式会社　柴田不動産 宮城県柴田郡柴田町船岡中央３丁目２０
－３１

労災

890円～940円雇用期間の定めなし

配送業務／大河原セ
ンター

株式会社　千坂 宮城県遠田郡涌谷町字蔵人沖名１６９ 雇用・労災・健
康・厚生

950円～950円雇用期間の定めなし

総務事務員（パー
ト）《村田工場》

株式会社　スタ・ディ
ア

宮城県石巻市広渕字焼巻３９１－１ 雇用・労災

883円～900円雇用期間の定めなし

縫製工、パタンナー
（パート）《村田工
場》

株式会社　スタ・ディ
ア

宮城県石巻市広渕字焼巻３９１－１ 雇用・労災

883円～900円雇用期間の定めなし

ナイトマネージャー
（槻木店）

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

労災

883円～885円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

ゴルフ場レストラン
ホールスタッフ

株式会社　プレアーク 宮城県仙台市青葉区大町２丁目６－１８ 労災

890円～920円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

スクールバス運転士
（パート）

株式会社　ミヤコーバ
ス

宮城県仙台市泉区泉ケ丘３丁目１３－２
０

雇用・労災・健
康・厚生・財形

1,100円～1,100円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

管理栄養士・栄養士
（１１３８）

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

1,050円～1,050円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

送迎ドライバー／大河原
町（介護老人保健施設さ
くらの杜）

医療法人社団　清山会 宮城県仙台市泉区松森字西沢２６－４ 労災

883円～1,000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

◎ 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 5年 1月 12日発行

ハローワーク大河原

時給
18歳～64歳 (1)9時30分～22時30分

の間の4時間
1

人 TEL 0220-22-2560 （従業員数 11人 ）

パート労働者 04070-   32531 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

の間の6時間
1

人 TEL 023-689-1131 （従業員数 2人 ）

パート労働者 06010-  821031 就業場所 宮城県柴田郡川崎町
時給

不問 (1)9時30分～20時15分

の間の2～6時間
1

人 TEL 0246-29-1117 （従業員数 8人 ）

パート労働者 07021-   22931 就業場所 宮城県柴田郡大河原町
時給

不問 (1)14時00分～21時00分

の間の3時間以上
1

人 TEL 048-642-0982 （従業員数 1人 ）

パート労働者 11030-  136031 就業場所 宮城県角田市
時給

不問 (1)7時00分～11時00分

(2)8時00分～12時00分

2 (3)13時00分～17時00分

人 TEL 093-391-7717 （従業員数 0人 ）

パート労働者 40062-  220131 就業場所 宮城県柴田郡柴田町
時給 変形（1年単位）

59歳以下 (1)8時00分～17時00分

の間の5時間
3

人 TEL 0940-62-3287 （従業員数 32人 ）

パート労働者 40120-  301631 就業場所 宮城県伊具郡丸森町

アルミ・スチール・ステ
ンレス製サッシの製造補
佐／宮城

フロンテックＰＲＯ
株式会社

福岡県宗像市池田１６２５－１ 雇用・労災

1,000円～1,200円雇用期間の定めなし

弁当・揚げ物・惣菜等の
製造及び陳列（宮城県柴
田郡）

九州惣菜　株式会社 福岡県北九州市門司区黄金町６－２８ 雇用・労災

900円～900円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

子ども英会話講師［角
田市／角田教室］

イッティージャパン
イースト株式会社

埼玉県さいたま市大宮区下町１丁目５０
番地

労災

1,400円～2,500円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

婦人服販売員（ハ
ニーズ大河原店）

株式会社　ハニーズ 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松２７
－１

労災

920円～920円雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

ホール接客、洗い場（川
崎町・そば山彼方支倉）

株式会社　シベール 山形県山形市蔵王松ケ丘２丁目１－３ 労災

900円～950円雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

厨房・フロアサービ
ス（大河原）

蔵八　株式会社 宮城県登米市迫町佐沼字中江５丁目２－
１

労災

930円～930円雇用期間の定めなし


