
仕事ナンバー N - 1 N - 2 N - 3 N - 4 N - 4

職種 レストランでの裏方業務 食品トレーのピッキング・梱包 子供用品のピッキング 漬物のパック詰め デジカメ部品の組立・検査

仕事内容
食器洗い及び簡単な盛付け補助

（未経験の方もＯＫ）

リストを見て商品を棚から集めたら
箱詰するだけのカンタン作業

（職場見学できます！）

リストを見て商品を棚から集めたら
箱詰するだけのカンタン作業

（職場見学できます！）

漬物の計量．パック詰め．包装を
お願いします。

（製造未経験者の方もＯＫ）

部品の取り付けや検査業務を
お願いします。

（製造未経験者の方もＯＫ）

雇用形態 派遣社員 派遣社員 派遣社員 派遣社員 派遣社員

期間 4月～11月末まで（短期も相談可） ご相談下さい 即日～4月末まで ご相談下さい ご相談下さい

就業開始日 応相談 随時 随時 随時 随時

出勤日数 週3日～ご相談下さい 週4日～ご相談下さい 週5日 週4日～ご相談下さい 週5日

就業時間
【パート】

９：００～１５：００の間で４～５時間
【パート】

9：00～15：00
【パート】

8：30～13：30
【夜勤】

22：00～5：00
【日勤／フルタイム】

8：30～17：15

休憩時間 １０分～１５分 60分 なし 60分 50分　

休日 相談可 相談可 日曜＋希望日1日（土日休みも可） 相談可 土・日・祝（他、工場カレンダー）

賃金 時給：平日950円 ／土日祝1100円 時給　900円 時給　930円 時給：1000円＋深夜手当 時給　1000円

交通費 1日：230円 1日：230円 1日：230円 なし 1日：230円

就業場所 大和町鶴巣 大衡村(平場工業団地) 中新田(ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ)　付近 加美町（しまむら）付近 大和町（仙台北部中核工業団地）

必要な免許・資格 自力通勤可能な方 自力通勤可能な方 自力通勤可能な方 自力通勤可能な方 自力通勤可能な方

人数 3～5名 2名追加 1～2名 3～5名 3～5名

その他

＜毎年人気の求人＞

※未経験の方も活躍中！

・各種保険完備
・未経験者歓迎

・週払い制度あり
・制服貸与

・冷暖房完備
・職場見学可

＜パート求人＞

※扶養内勤務希望の方歓迎

・各種保険完備
・未経験者歓迎

・週払い制度あり
・私服勤務

・冷暖房完備
・職場見学可

＜毎年人気のお仕事
＞

※未経験の方も活躍中!

・各種保険完備
・未経験者歓迎

・週払い制度あり
・私服勤務

・職場見学可

＜夜勤のお仕事＞

※未経験の方も活躍中

・各種保険完備
・未経験者歓迎

・週払い制度あり
・制服貸与

・職場見学可

＜追加求人＞

※製造業が初めての方も活躍中！

・各種保険完備
・未経験者歓迎

・週払い制度あり
・制服貸与

・冷暖房完備
・売店完備

担当営業 沼田 沼田 沼田 沼田 沼田

希望のお仕事が見つかりましたら、大衡営業所（電話番号０２２－３４７－１２３２）へ、お気軽にお電話ください。



仕事ナンバー A－1 A－2 A－3 A－4 T－1

職種 倉庫内作業 倉庫内作業 倉庫内作業 倉庫内作業 携帯部品の仕分け・梱包

仕事内容

大手ドラックストアで販売している
商品の、ピッキング、仕分、梱包作
業。

大手ドラックストアで販売している
商品の、ピッキング、仕分、梱包作
業。

大手ドラックストアで販売している
商品の、ピッキング、仕分、梱包作
業。

大手ドラックストアで販売している
商品の、ピッキング、仕分、梱包作
業。

新型携帯電話（シリコン部品）の完
成品の仕分け及び梱包作業を担
当していただきます。

雇用形態 契約社員 契約社員 短期・単発　アルバイト 短期・単発　アルバイト 派遣社員（短期）

期間 長期　（定年60歳） 長期　（定年60歳） 即日～5月9日 即日～5月9日 4月上旬～6月末日

就業開始日 随時 随時 随時 随時 4月上旬から随時

出勤日数 週３日～週５日　（選択可） 週３日～週５日　（選択可） 1日単位での勤務可 1日単位での勤務可 月～金曜日の週５日

就業時間
①９：００～１７：００
②９：００～１８：００　　＊選択可

１２：３０～２１：３０
①９：００～１６：００
②９：００～１７：００
③９：００～１８：００　　＊選択可

①12:30～21:30　②15:00～21:30
③16:00～21:30　④17:00～21:30
＊選択可

8:30～17:15(実働7時間50分）

休憩時間 ６０分 ６０分 ６０分 ６０分 55分

休日 日曜日＋他希望考慮　 日曜日＋他希望考慮　 日曜日＋他希望考慮　 日曜日＋他希望考慮　 土曜、日曜、その他

賃金 時給８３０円～　（昇給制度あり） 時給８８０円～　（昇給制度あり） 時給９００円 時給　９００円／１０５０円 時給　９５０円

交通費 1日上限３６０円 1日上限３６０円 支給なし 支給なし 支給なし

就業場所 仙台北部中核工業団地内 仙台北部中核工業団地内 仙台北部中核工業団地内 仙台北部中核工業団地内 加美郡加美町月崎

必要な免許・資格 なし なし なし なし なし

人数 ①②計２０名 ５名 ①②③計１０名 ①②計１５名、③④計５名 ２名

その他

●２０１７年５月、新システム導
入に向け大増員します。入社日
はご相談に応じますので、在職
中の方もお気軽にご応募くださ
い。

・職場見学可、託児所有、送迎有
（泉中央～富谷市～大和町～勤務先）

・社会保険完備、有給休暇有、
昇給制度有、正社員登用制度
有、車通勤可、定年６０歳

・景気に左右されづらく、安定し
た収入を得たい方にお勧め。

●２０１７年５月、新システム導
入に向け大増員します。入社日
はご相談に応じますので、在職
中の方もお気軽にご応募くださ
い。

・職場見学可、送迎有
（泉中央～富谷市～大和町～勤務先）

・社会保険完備、有給休暇有、
昇給制度有、正社員登用制度
有、車通勤可、定年６０歳

・景気に左右されづらく、安定し
た収入を得たい方にお勧め。

１日単位での勤務が可能。

「次の仕事が決まるまで」
「土曜日、祝日だけ」などの
働き方を希望の方も大歓迎！

＜時給＞ １～１４日　  　９００円
＜時給＞１５～末日　１，０５０円

「旅行費用を貯めたい」
「午前中に就活、午後はバイト」
「本業が休みの日だけ」
歓迎します！

＜４月の収入例＞
＊毎週1日間勤務
  900円×8H×2日間＝14,400円
1,050円×8H×2日間＝16,800円
合計　　　　　　　　　     31,200円

～新規求人です～
6月末までの短期求人。
製造未経験者も安心して

スタート出来ます。
残業可能者には最大2.5Hの

残業も有りますので、
20万円以上の収入も可です。

※残業なしの勤務も可能です。
・見学会は随時開催中です。

・各種保険完備
・服装は制服貸与になります。

新生活を製造のお仕事で
始めてみませんか？

担当営業 浅坂 浅坂 浅坂 浅坂 髙橋

ホームページもみてね！ http://www.ogawakikaku.jp/



仕事ナンバー B-1 B-2 B-3 B-4 B-5

職種 車載部品検査 車載部品製造 車載部品製造 日用品の仕分け・検品作業 ドライバー

仕事内容

ホンダ・スズキ車用の室内の車載
スイッチ部品の不良検査作業で
す。
・比較的簡単な作業です。

ホンダ・スズキ車用の室内の車載
スイッチ部品の完成品を器具から
抜き取る作業です。
・非常に簡単な作業です。

車用の室内の車載スイッチ部品の
目視による外観検査作業です。
・比較的簡単な作業です。

衣料品や日用雑貨品の店舗毎の仕
分け及び検品、出荷補助のお仕事で
す。

宮城県内・山形県内のスーパーや
ホームセンター等への日用品の配達
業務です。

雇用形態 派遣社員(長期最長３年) 派遣社員(長期最長３年) 派遣社員(長期最長３年) パート・アルバイト社員 正社員

期間 H29.4.1～ H29.4.1～ H29.4.1～ 即日～長期 即日～長期

就業開始日 H29.4～応相談 H29.4～応相談 H29.4～応相談 応相談 応相談

出勤日数 月～金の週５日基本 月～金の週５日基本 月～金の週５日基本 週１～２日勤務（水・土） 週５日勤務

就業時間 ８時１５分～１７時１０分 １７時１５分～２時１０分 ８時１５分～１７時１５分 2：00～11：00 6：00～14：00・8:00～17:00

休憩時間 ５５分 ５５分 ６０分 60分 60分

休日 土日祝(会社カレンダー) 土日祝(会社カレンダー) 土日祝(会社カレンダー) 月・火・木・金・日 木・日

賃金 ８００円～ ８００円～ ８００円～ 時給９５０円～ 月給200,000～280,000万

交通費 １日３６０円迄 １日３６０円迄 １日３６０円迄 無 １日３６０円迄

年齢 ４０歳迄 ４０歳迄 ４０歳迄 制限なし ６０歳迄

必要な免許・資格 普通自動車又は原付バイク等 普通自動車又は原付バイク等 普通自動車又は原付バイク等 普通自動車免許（通勤用） 普通自動車免許（中型免許）

人数 ２名 １名 ２名 １名 １名

その他

・社保完備、昇給制度、有給休
暇
・週払い制度(翌週木曜日支給)
・制服無償貸与
・交通費別途支給(１日３６０円
迄)
・年末年始、GW、お盆休暇有り
・残業は、強制ではありません
ので協力できる範囲内でお願い
致します。

・初心者の方でも安心です。親
切丁寧に教えます。

・社保完備、昇給制度、有給休
暇
・週払い制度(翌週木曜日支給)
・制服無償貸与
・交通費別途支給(１日３６０円
迄)
・年末年始、GW、お盆休暇有り
・残業は、強制ではありません
ので協力できる範囲内でお願い
致します。

・初心者の方でも安心です。親
切丁寧に教えます。

・社保完備、昇給制度、有給休
暇
・週払い制度(翌週木曜日支給)
・制服無償貸与
・交通費別途支給(１日３６０円
迄)
・年末年始、GW、お盆休暇有り
・残業は、強制ではありません
ので協力できる範囲内でお願い
致します。

・初心者の方でも安心です。親
切丁寧に教えます。

・水と土の週２日のお仕事です。
水曜日だけや土曜日だけでも、勤
務できます。

・週１～２回、月、数回からの勤務
でも可です。

・現場の雰囲気は良く、チーム
ワークが良い職場です。

・見学は随時開催中です。
・他の職場との掛け持ち勤務もＯ
Ｋ！
・Wワークの方歓迎。

・社保完備、昇給制度、有給休
暇
・賞与有り(但し業績による)
・制服有り
・交通費別途支給(１日３６０円
迄)

・４トン車の経験者優遇します。

・初心者の方でも安心です。親
切丁寧に教えます。

担当営業 部長 部長 部長 部長 部長

希望のお仕事が見つかりましたら、大衡営業所（電話番号０２２－３４７－１２３２）へ、お気軽にお電話ください。



仕事ナンバー B-6 B-7 T-2 T-3 T-4

職種 ガソリンスタンド ガソリンスタンド 日用品のピッキング 日用品のピッキング 日用品のピッキング

仕事内容

ガソリンスタンド内の作業全般で
す。
・比較的簡単な作業です。

ガソリンスタンド内の作業全般で
す。
・比較的簡単な作業です。

日用品、雑貨品を専用の機械
を使い店舗毎に仕分けする
お仕事です

日用品、雑貨品を専用の機械
を使い店舗毎に仕分けする
お仕事です

日用品、雑貨品を専用の機械
を使い店舗毎に仕分けする
お仕事です

雇用形態 派遣社員(長期最長３年) 派遣社員(長期最長３年) パート パート パート

期間 H29.4.1～ H29.4.1～ 即日～5/31 即日～5/31 即日～5/31

就業開始日 H29.4～応相談 H29.4～応相談 応相談 応相談 応相談

出勤日数 月～日の週３～５日応相談 月～日の週３～５日応相談 週３～５日 週３～５日 週３～５日

就業時間 ８時～２４時の間で４～８H応相談 ８時～２４時の間で４～８H応相談
①9:00-17:00（実働7h)
②9:00-16:00（実働6h)

12:00～17:00
月曜のみ11:30～17:00

①9:00-14:00（実働5h)
②9:00-15:00（実働5h,休憩1h)
③9:00-15:30(実働5.5h,休憩1h)

休憩時間 ６０分 ６０分 60分 無 ①は無、②と③は60分

休日 (会社カレンダー)応相談 (会社カレンダー)応相談 日曜と他１～３日 日曜と他１～３日 日曜と他１～３日

賃金 １０００円～ １０００円～ 時給９００円/８５０円 時給９００円/８５０円 時給９００円/８５０円

交通費 １日３６０円迄 １日３６０円迄 ３６０円/日 ３６０円/日 ３６０円/日

就業場所 名取市田高字原 名取市田高字原 大衡村 大衡村 大衡村

必要な免許・資格 普通自動車又は原付バイク等 普通自動車又は原付バイク等 普通自動車免許（通勤用） 普通自動車免許（通勤用） 普通自動車免許（通勤用）

人数 ２名 ２名 2名 2名 2名

その他

・社保完備、昇給制度、有給休
暇
・週払い制度(翌週木曜日支給)
・制服無償貸与
・交通費別途支給(１日３６０円
迄)
・残業は、強制ではありません
ので協力できる範囲内でお願い
致します。

・初心者の方でも安心です。親
切丁寧に教えます。

・社保完備、昇給制度、有給休
暇
・週払い制度(翌週木曜日支給)
・制服無償貸与
・交通費別途支給(１日３６０円
迄)
・残業は、強制ではありません
ので協力できる範囲内でお願い
致します。

・初心者の方でも安心です。親
切丁寧に教えます。

5月末までの短期求人！
短時間で時間も選べます。
出勤可能日指定出来ます！
平日のみの出勤は850円
土曜、祝日の出勤が出来る方は
900円です。
当社の現場管理社員が丁寧に
指導します。
倉庫内は冷暖房完備のキレイな
職場です。
見学会は随時開催中です。

5月末までの短期求人！
お昼からの短時間勤務！！
出勤可能日指定出来ます！
平日のみの出勤は850円
土曜、祝日の出勤が出来る方は
900円です。
当社の現場管理社員が丁寧に
指導します。
倉庫内は冷暖房完備のキレイな
職場です。
見学会は随時開催中です。

5月末までの短期求人！
短時間で時間も選べます。
出勤可能日指定出来ます！
平日のみの出勤は850円
土曜、祝日の出勤が出来る方は
900円です。
当社の現場管理社員が丁寧に
指導します。
倉庫内は冷暖房完備のキレイな
職場です。
見学会は随時開催中です。

担当営業 部長 部長 髙橋 髙橋 髙橋

ホームページもみてね！ http://www.ogawakikaku.jp/



仕事ナンバー K-1 K-2 K-3 K-4 K-5

職種 倉庫内作業 倉庫内作業 倉庫内作業 ガソリンスタンド業務 ガソリンスタンド業務

仕事内容
専用の機械を使い店舗毎に仕分
けするお仕事です。

専用のレーンから流れてきた荷物
を仕分け・検品する作業です。

倉庫内での荷物の仕分け・検品作
業です。

フルサービスによるガソリンスタン
ド業務全般のお仕事です。

セルフサービスによるガソリンスタ
ンド業務全般のお仕事です。

雇用形態 派遣社員 派遣社員 派遣社員 派遣社員 派遣社員

期間 長期 長期 即日～5月末まで 長期 長期

就業開始日 随時 随時 随時 随時 随時

出勤日数 週3～5日 週5日 週5日 週5日 週5日

就業時間
①12：00～17：00
②12：00～21：00

10：00～19：00 10：00～19：00
①9：00～18：00
②12：00～21：00

①15：00～0：00
②23：00～8：00

休憩時間 ①15分②60分 60分 60分 60分 60分

休日 日曜日と他1～3日 日曜日＋平日1日 日曜日＋平日1日 完全週休二日制（シフト制） 完全週休二日制（シフト制）

賃金 時給①750円～/②800円～ 800円～ 1000円 920円～ 920円～

交通費 1日上限360円 1日上限360円 無し 1日上限360円 1日上限360円

就業場所 岩手県北上市相去町 岩手県北上市相去町 岩手県北上市相去町 岩手県滝沢市 岩手県花巻市

必要な免許・資格 普通自動車免許（通勤用） 普通自動車免許（通勤用） 普通自動車免許（通勤用） 普通自動車免許（通勤用） 普通自動車免許（通勤用）

人数 5名 1名 1名 1名 1名

その他

*機械操作は難しくありませんの
で未経験の方でも問題ありませ
ん。

*無料送迎あり

*男女共に活躍中

*冷暖房完備の職場なので働き
やすい職場環境です。

*私服での勤務

*職場見学は随時開催中です。

*荷物を運んだり簡単な機械を
使用して検品するお仕事なので
未経験の方でも問題ありませ
ん。

*私服での勤務

*職場見学は随時開催中です。

*5月末までの短期のお仕事で
す。

*人気の短期のお仕事

*職場見学は随時開催中です。

*資格・経験は不問です。

*危険物の資格やスタンド経験
者は時給考慮致します。

*制服貸与

*優しい先輩達がいる雰囲気の
いい職場です。

*出張面接致します。
　（盛岡市・滝沢市）

*資格・経験は不問です。

*危険物の資格やスタンド経験
者は時給考慮致します。

*制服貸与

*優しい先輩達がいる雰囲気の
いい職場です。

担当営業 清水 清水 清水 清水 清水

岩手県のお仕事に関するお問合せやご応募は、北上サテライト（電話番号０１９７－７２－８７７７）へ、お電話ください。


