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6

パート ０６０１０－２６１２７４８１

9 株式会社　ニチイ学館　山形支店（医療） （請）医療事務（上山市） 上山市 正社員 ０６０１０－２６７９９８８１

（請）医療事務（山形市） 山形市 パート ０６０１０－２５２６５７８１

（請）医療事務（山形市・米沢市・新庄市） 山形市・米沢市・新庄市 パート ０６０１０－５５５３９１

（請）医療事務（山形市・上山市・天童市） 山形市・上山市・天童市 パート ０６０１０－５５０８９１

株式会社　ダスキンサーヴ東北 家事代行（花楯支店・直行直帰）

０６０１０－１９１８１９１

０６０１０－１９１９０９１

天童市

寒河江市

尾花沢市

新庄市

山形市

山形市

天童市

山形市、上山市

山形市

山形市1

山形市、天童市、寒河江市

山形市

山形市

山形市

山形市

山形市

山形市

山形市

山形市

医薬品製造職（製薬技能職）2 コーアイセイ　株式会社

医薬品製造職（経験者）

山形市

（請）医療事務（山形・米沢・新庄市）

3 株式会社　ジョインセレモニー

企業名

商工会議所（商工会）共済・福祉制度推進スタッフ 正社員 ０６０１０－２６９３０５８１

商工会議所（商工会）共済・福祉制度推進スタッフ 正社員 ０６０１０－２６９２８０８１

商工会議所（商工会）共済・福祉制度推進スタッフ 正社員 ０６０１０－２６９２９３８１

アクサ生命保険　株式会社　山形営業所

商工会議所（商工会）共済・福祉制度推進スタッフ 正社員 ０６０１０－２６９３１４８１

商工会議所（商工会）共済・福祉制度推進スタッフ【経験者】 山形市

職種 雇用形態 求人番号

商工会議所（商工会）共済・福祉制度推進スタッフ

正社員

正社員 ０６０１０－２６９２７１８１

就業場所

０６０１０－２５３７１２８１

０６０１０－２５６７６４８１

正社員

中華レストラン予約電話対応・受発注業務・伝票入力（急募） パート

保育士（正社員）

保育補助

０６０８０－１８９０９１

０６０８０－４５３４２８１

正社員 ０６０１０－２６７８４０８１

中華レストラン予約電話対応・受発注業務・伝票入力 正社員以外 ０６０１０－８９６６９１

保育園管理者（正社員） 正社員 ０６０１０－１９１７５９１

正社員以外 ０６０１０－２６７６７１８１

葬祭業務補助員（天童市・８時間勤務）

生花制作

サービススタッフ

正社員 ０６０１０－２６７８５３８１

4 株式会社　セラフィム

０６０１０－１９２３８９１

パート ０６０１０－２５００３７８１

０６０１０－２５０１２８８１

教育部・総務部／部長候補

正社員

パート

式場スタッフ（山形市・上山市） 正社員以外 ０６０１０－２６７６８０８１

経理職 山形市 正社員 ０６０１０－２７２４１４８１

パート

5 株式会社　たかき（フードセンターたかき）

惣菜部門（南原店）８時～１６時３０分 パート

販売スタッフ（幹部候補） 正社員

直行直帰

精肉部門担当（桧町店） 山形市 パート

青果部門担当（桧町店） 山形市 パート

鮮魚部門担当【元町店】 寒河江市 パート

山形市・米沢市・新庄市 正社員 ０６０１０－５７１３９１

正社員以外

東根市

山形市

上山市

０６０１０－１５５４１９１

事務業務

０６０１０－２７００３３８１

保育補助 山形市 パート ０６０１０－２６９９４１８１

山形市

山形市

保育士【正社員】（Ｈ３０年４月開設） 山形市 正社員 ０６０１０－２６７９７４８１

保育士（Ｈ３０年４月開設） パート ０６０１０－２４０１８７８１10 株式会社　ニチイ学館　山形支店（保育）

保育士（山形　わかば保育園）【急募】 パート ０６０１０－２６０４１１８１

調理補助【急募】（産休代替）（若葉町） パート ０６０１０－２５１８０９８１

保育士（山形　わかば保育園） 山形市 正社員 ０６０１０－２６０４３３８１

保育士（Ｈ２９年１０月開設） 山形市 正社員

7

一般事務（正社員） 正社員 ０６０１０－２５７９３９８１

8 東和薬品　株式会社　山形工場

医薬品製造【３交替】

医薬品包装・検査【２交代】Ａ

正社員以外

正社員以外

０６０１０－２５５７２２８１

０６０１０－２５５６９９８１

株式会社　東北福祉サービス

０６０１０－２７２１３０８１

上山市

上山市

介護職員（パート）（東根市） パート

医薬品製造【交代勤務】 上山市 正社員以外 ０６０１０－２５５６７３８１

医薬品包装・検査（交替勤務あり） 上山市 正社員以外 ０６０１０－２６６３２９８１

介護職員（有資格者） 中山町

経理職・管理職候補 山形市 正社員 ０６０１０－２７２４２７８１

保育士（Ｈ２９年１０月開設） 山形市 パート ０６０１０－２７０００２８１

０６０８０－４００４１８１

レジ担当部門（桧町店） 山形市 パート ０６０８０－４１８６９８１

レジ担当部門（桧町店）９時～１４時、１４時～２１時 山形市 パート ０６０８０－４１８７５８１

０６０８０－４４７０２８１

レジ担当【交り江店】１７時～２１時 天童市 パート ０６０８０－４５０８４８１

レジ担当【交り江店】９時～１３時 ０６０８０－４５０９７８１

０６０８０－４５２７１８１

鮮魚部門担当【元町店】 寒河江市 正社員以外 ０６０８０－４５２８０８１

掃除（メンテナンス）部門【交り江店】 天童市 パート ０６０８０－１５６３９１

０６０８０－１５５０９１天童市

天童市 パート

寿司部門【交り江店】 正社員以外

看護師・准看護師 天童市 正社員 ０６０１０－２５７９００８１

介護員【資格不問】（山形市嶋南） 山形市 正社員 ０６０１０－２７３７１７８１

正社員 ０６０１０－１３２５８９１

介護職員（資格不問） 中山町 正社員 ０６０１０－１３２６２９１

介護員【有資格者】（山形市成沢・桜田・大野目） 山形市 正社員 ０６０１０－１７２４３９１
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山形市

天童市

山形市

山形市

山形市

山形市

東根市

山形市

山形市

山形市

山形市

山形市

山形市

山形市

正社員以外 ０６０１０－２５９６２５８１

臨床検査技師（年俸制職員） 正社員以外 ０６０１０－２５９４５６８１

臨時用務員（手術部） パート ０６０１０－２４５６３２８１

技術補佐員（生化学解析センター） パート ０６０１０－２５５０６８８１

作業療法士（年俸制職員） 山形市 正社員以外 ０６０１０－２５９５６７８１

技能補佐員（看護補助） 山形市 正社員以外 ０６０１０－２５５１２４８１

事務補佐員（総務課） 山形市 正社員以外 ０６０１０－６６４８９１

平成３１年１月２３日現在

16

製品包装作業（パート社員４Ｈ程度） パート ０６０１０－２６７８９４８１

14 株式会社　山形銀行

銀行業務（事務・窓口：東根市内各店舗）

一般事務（山形市三日町）

テレコミュニケーター（山形市三日町）

一般事務（山形市七日町）【急募求人】

パート

パート

パート

パート

山形ヤクルト販売株式会社

販売員（山形立谷川センター） パート ０６０１０－２５６３２５８１

販売員（天童センター） パート ０６０１０－２５６３０６８１

15 国立大学法人　山形大学　医学部

株式会社　ヤガイ

山形市

新庄市

山形市・寒河江市・天童市

プラスチック製品組立・検査・梱包員

パート ０６０１０－３５７４９１

販売員（山形北センター） パート ０６０１０－３５５６９１

銀行業務（事務・窓口：山形市内各店舗） パート ０６０１０－２４３２３４８１

保育士（正社員） 正社員 ０６０１０－３４７６９１

０６０１０－２５９４４３８１

０６０１０－２７１０２９８１

０６０１０－２７１０４４８１

０６０１０－２７１０６８８１

販売員（山形西センター）

山形市

山形市・河北町

山形市

山形市

薬剤師（年俸制職員） 正社員以外 ０６０１０－２４０１２０８１

言語聴覚士（年俸制職員）

パート ０６０１０－２３９９５３８１

株式会社　ニフコ山形

正社員 ０６０１０－２６００９１８１

０６０１０－２５３１７９８１

ホームヘルパー（山形・寒河江・天童市）

正社員

パート

０６０１０－２６０７９１

０６０１０－２６１８９１

プラスチック製品組立・検査・梱包 山形市 正社員以外 ０６０１０－２３９９６６８１

正社員以外

看護スタッフ【デイサービス】（村山市） 村山市 パート ０６０１０－２６５６９６８１

計画作成担当者（ニチイケアセンター神町：グループホーム） 東根市 パート ０６０１０－１５３２６９１

12

看護スタッフ（ニチイケアセンター山形三日町・山形桧町）11 株式会社　ニチイ学館　山形支店
ヘルスケア事業支店（介護）

ホームヘルパー（新庄市）

プラスチック製品測定

販売員（山形中央センター） 山形市 パート ０６０１０－３４９４９１

販売員【６０歳～６４歳】（山形中央センター） 山形市 パート ０６０１０－３５１５９１

販売員（山形南センター） 山形市 パート ０６０１０－３５３０９１

介護員【小規模】（東根市） 東根市 正社員以外 ０６０１０－２６００８２８１

サービス提供責任者（新庄市） 新庄市 正社員 ０６０１０－２６０１６２８１

福祉用具専門相談員（ニチイケアセンター西米沢） 米沢市 正社員 ０６０１０－２３９８０５８１


