
№ 就業場所/ 職種/ 雇用形態/ 時給/ 賃金（円）/ 就業時間/ 休日/ 情報元/

№1 天童市 ヘルシーアドバイザー 正社員 18.5万 8：00-17：00 日祝他 当ｾﾝﾀｰ
№2 山形市 ヘルシーアドバイザー 正社員 18.5万 8：00-17：00 日祝他 当ｾﾝﾀｰ
№3 山形市 配達 パート 時給 800-1000 8：00-14：00 の間の5時間程度 他（応相談） 当ｾﾝﾀｰ

№4 天童市 配達 パート 時給 800-1000 8：00-14：00 の間の5時間程度 他（応相談） 当ｾﾝﾀｰ

№5
山形市
天童市
寒河江市

児童指導員 パート 時給 850-1000
12：30-18：30
9：30-16：30

日他 当ｾﾝﾀｰ

№6
山形市
天童市
寒河江市

児童指導員 正社員 15-23万
9：30-18：30
8：30-17：30

日他 当ｾﾝﾀｰ

№7 山形市 事務補助 正社員以外 13-16万 8：30-17：15 土日祝 当ｾﾝﾀｰ
№8 三川町 整体・足つぼスタッフ パート 時給 800-900 8：30-21：00 の間の4時間程度 他 当ｾﾝﾀｰ
№9 西川町 事務補助 正社員以外 14-19万 8：30-17：15 土日祝他 当ｾﾝﾀｰ
№10 山形市 嘱託職員 正社員以外 14万 8：30-17：15 土日祝 当ｾﾝﾀｰ
№11 山形市 組立・洗浄員 正社員 15-16万 7：30-16：40 土日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№12 酒田市 整体・足つぼスタッフ パート 時給 800-900 9：30-21：00 の間の4時間程度 他 当ｾﾝﾀｰ
№13 山形市 事務補助 正社員以外 14-16万 8：30-17：15 土日祝他 当ｾﾝﾀｰ
№14 天童市 印刷・包装等 正社員 14-15万 9：00-17：30 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№15 山形市 事務補助員 正社員以外 13-16万 8：30-17：15 土日祝 当ｾﾝﾀｰ
№16 東根市 整体・足つぼスタッフ パート 時給 800-900 9：30-21：00 の間の5時間程度 他 当ｾﾝﾀｰ

№17 山形市 清掃 正社員 14万
8：30-17：30
8：30-17：00

変形労働１年単位 祝他 当ｾﾝﾀｰ

№18 山形市 嘱託職員 正社員以外 14.3万
10：00-17：15
09：30-17：15

土日祝 当ｾﾝﾀｰ

№19 村山市 事務補助 正社員以外 13-16万 8：30-17：15 土日祝 当ｾﾝﾀｰ

№20 酒田市 介護職員 正社員以外 16-19万
8：30-17：15
7：45-16：30
8：00-16：45

変形労働1年単位 日他 ﾊﾛｰﾜｰｸ

№21 天童市 食品製造および生産管理 正社員 15-25万 8：30-17：20 変形労働1年単位 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№22 山形市 事務職 正社員 22-25万 8：30-18：00 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№23 山形市 経理事務 正社員 13-17万 8：30-17：30 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№24 天童市 販売員 パート 時給 835-835 9：00-14：00 土日祝他 当ｾﾝﾀｰ
№25 山形市 放課後等デイサービス指導員 パート 時給 800-800 14：00-18：00 土日祝他 当ｾﾝﾀｰ
№26 山形市 清掃 パート 時給 780-780 8：30-17：30 の間の4時間以上 土日祝 当ｾﾝﾀｰ
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№27 東根市 販売員 パート 時給 835-835 9：00-14：00 土日祝他 当ｾﾝﾀｰ
№28 山形市 放課後等デイサービス指導員 正社員 13-21万 10：00-19：00 土日祝 当ｾﾝﾀｰ
№29 山形市 一般事務 正社員以外 14-16万 8：30-17：15 土日祝 当ｾﾝﾀｰ
№30 酒田市 整体・足つぼスタッフ 正社員 14-21万 10：00-21：00 の間の8時間程度 他 当ｾﾝﾀｰ
№31 山形市 事務業務 正社員以外 14-16万 8：30-17：15 土日祝他 当ｾﾝﾀｰ
№32 上山市 食品製造 正社員 16-22万 8：30-17：20 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№33 山形市 児童発達支援管理責任者 正社員 17-25万 10：30-19：30 土日祝他 当ｾﾝﾀｰ
№34 遊佐町 食品製造 正社員 14-16万 8：15-17：30 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№35 尾花沢市 経理事務 正社員 14-15万 8：00-17：10 土日他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№36 東根市 検査・梱包 正社員 12-14万 8：30-17：30 土日祝 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№37 山形市 販売員 パート 時給 835-835 9：00-14：00 土日祝他 当ｾﾝﾀｰ
№38 上山市 一般事務 正社員 16-18万 8：00-17：00 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ

№39 寒河江市 検品・出荷 正社員 14-16万
8：15-17：15
8：30-17：30

変形労働1年単位 土日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ

№40 上山市 総務事務 正社員 15-17万 8：00-17：00 日他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№41 白鷹町 組立・検査工 正社員以外 13-17万 8：00-17：05 土日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ

№42 寒河江市 米菓包装・検査 正社員以外 13.1万
8：00-17：00
13：00-22：00

変形労働１年単位 土日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ

№43 山形市 事務 正社員以外 12-16万 8：30-17：00 土日祝 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№44 山形市 営業事務 正社員以外 16-17万 8：50-17：50 変形労働1年単位 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№45 山形市 事務・受付・会場業務 正社員 15-18万 12：30-21：00 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№46 天童市 事務及び経理事務補助 正社員 15-22万 8：30-17：00 変形労働1年単位 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№47 山形市 一般事務 正社員 13-15万 8：00-17：00 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№48 南陽市 事務職 正社員 12-19万 8：30-17：15 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№49 山形市 事務補助 正社員以外 14-16万 8：30-17：15 土日祝 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№50 山形市 営業事務 正社員以外 14-15万 8：30-17：30 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№51 米沢市 事務（入力作業） 正社員 16-18万 8：00-17：00 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№52 高畠町 事務 正社員 16-17万 8：30-17：30 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№53 上山市 事務 正社員 16-18万 9：00-17：30 土日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№54 南陽市 学校事務補助 正社員以外 13.6万 8：15-17：00 土日祝 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№55 天童市 果汁加工等 正社員 15-17万 8：30-17：30 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№56 天童市 事務職 正社員 16-23万 8：00-17：00 日祝 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№57 高畠町 営業アシスタント 正社員 15-16万 8：30-17：15 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ



№ 就業場所/ 職種/ 雇用形態/ 時給/ 賃金（円）/ 就業時間/ 休日/ 情報元/

平成30年10月12日

 求人情報

№58 上山市 事務及び設計補助 正社員 16-17万 8：00-17：00 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№59 村山市 組立 正社員以外 13万 8：30-17：30 土日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№60 山形市 一般事務 正社員以外 14.7万 8：15-17：15 土日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№61 新庄市 総務・経理事務 正社員 15-20万 8：00-17：00 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№62 山形市 印刷オペレーター 正社員 13-14万 8：30-17：30 土日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№63 酒田市 総務事務 正社員 14-15万 8：00-17：00 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ

№64 鶴岡市 事務 正社員以外 13-17万
8：30-17：30
9：00-18：00

日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ

№65 天童市 営業事務 正社員 13-14万 8：00-17：00 土日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№66 天童市 生産管理事務 正社員 15-18万 8：10-17：10 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№67 鶴岡市 事務職 正社員 17-24万 8：00-17：00 日祝 ﾊﾛｰﾜｰｸ

№68 山形市 事務補助 正社員以外 14-16万 8：30-17：15 土日祝 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№69 山形市 データ入力 パート 時給 800-800 9：00-17：00 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№70 山形市 業務補助 パート 時給 807-834 9：00-16：00 土日祝 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№71 新庄市 データ入力 正社員以外 13-14万 8：30-17：15 土日祝 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№72 酒田市 事務員 正社員 16-23万 8：30-17：15 土日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№73 山形市 一般事務 パート 時給 800-800 8：30-17：00 の間の5時間程度 土日祝 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№74 山形市 営業事務 パート 時給 800-850 8：00-17：00 の間の6時間程度 土日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№75 山形市 事務全般 正社員 16万 9：00-17：30 土日祝 ﾊﾛｰﾜｰｸ

№76 上山市 一般事務 正社員 15-17万 8：00-17：00 変形労働1年単位 日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ

№77 山形市 一般事務・経理事務 正社員 13-17万 8：00-17：00 水日祝 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№78 山形市 テレフォンアポインター パート 1000-1500 9：00-15：00 土日祝 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№79 山形市 一般事務 正社員 15-16万 8：30-17：30 土日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ
№80 山形市 営業事務 正社員 15-17万 8：30-17：30 土日祝他 ﾊﾛｰﾜｰｸ


