
仕事ナンバー N - 1 N - 2 N - 3 N - 4 N - 5

職種 接客 清掃 デジカメ部品の組立・検査 食品トレーのピッキング・梱包 漬物のパック詰め

仕事内容

ゴルフ場内レストランでの
オーダー取りや配膳

（未経験者の方もＯＫ）

工場内の清掃業務
特殊な機材の使用などはありませ

ん
（清掃未経験者の方も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）

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）

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 ご相談下さい ご相談下さい ご相談下さい ご相談下さい ご相談下さい

就業開始日 随時 随時 随時 随時 随時

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

就業時間
【パート】

10：00～15：00
【パート】

9：00～15：20
【日勤／フルタイム】

8：30～17：15
【パート】

9：00～15：00
【夜勤】

22：00～5：00

休憩時間 15分 50分　 50分　 60分 60分

休日 個人シフト（希望休の相談可） 土・日・祝（他、工場カレンダー） 土・日・祝（他、工場カレンダー） 個人シフト（希望休の相談可） 個人シフト（希望休の相談可）

賃金 平日1000円／土日祝1150円 時給　800～950円 時給　1000円 時給　900円 時給：1000円＋深夜手当

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

就業場所 大和町鶴巣 大和町（仙台北部中核工業団地） 大和町（仙台北部中核工業団地） 大衡村(平場工業団地) 加美町（しまむら）付近

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 2名 2名 5名 2名追加 3～5名

その他

＜新規求人＞

※オガワ企画の従業員も活躍中！

・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

＜新規求人＞

※清掃の仕事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

＜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

＜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

＜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

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 オープニングスタッフ

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。

新規でオープンするお店
(ドラックストア）での

レジ及び袋詰めのお仕事です。

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 パート/アルバイト

期間 長期　（定年60歳） 長期　（定年60歳） 即日～ 即日～ 6/15～6/18

就業開始日 随時 随時 随時 随時 6/14(研修）

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 -

就業時間
①９：００～１７：００
②９：００～１８：００　　＊選択可

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

①１２：３０～２１：３０
②１５：００～２１：３０
＊選択可

①9:00～16：00（実働6h)
②14:00～21:00（実働6h)

休憩時間 ６０分 ６０分 ６０分 ６０分 60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　 -

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①950円②1000円

交通費 1日上限３６０円 1日上限３６０円 支給なし 支給なし 500円/日（上限）

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 登米市中田

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５名 ①②計１０名 ①４名　②４名　募集です！

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。

・土曜日、祝日に勤務可能な方
を優先して採用しています。

「夏までに旅行費用を貯めたい」
「ご祝儀費用を稼ぎたい」
土曜日、祝日のみ勤務希望の、
学生さん、社会人さんも、大歓
迎。

＜５月の収入例＞
＊土曜日と祝日の7日間勤務
  900円×8H×7日間＝50,400円

＜時給＞ １～１４日　  　９００円
＜時給＞１５～末日　１，０５０円

「夏までに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！

＜５月の収入例＞
＊毎週2日間勤務
  900円×8H×4日間＝28,800円
1,050円×8H×6日間＝50,400円
合計　　　　　　　　　     79,200円

～超短期求人です～
・オープニング短期アルバイト大募集
6/15(木)から4日間のお仕事です。

レジ未経験の方でも6/14（水）にレジ
研修（13-17）もあるので、安心してお

仕事を始められます。
※研修日も時給は発生します。

（750円　＋　交通費）
新店舗を一緒に盛り上げてくれる

方、大募集です。友人、親子での応
募も大歓迎です。
4日間＋研修で

27,000円＋交通費以上可
※14-21で就業の場合

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/


