
時給
(1)8時30分～15時30分

853円～1,342円

土日祝他
週5日程度

時給

922円～1,234円

土日祝他
週5日程度

月給
(1)9時30分～18時00分

164,000円～229,000円

他

時給
(1)7時00分～12時00分

860円～860円 (2)8時00分～13時00分
(3)9時00分～14時00分

日祝他
週4日～週5日

時給
(1)9時00分～16時00分

922円～1,234円

土日祝他
週5日程度

時給
(1)8時30分～15時30分

922円～1,234円 (2)9時00分～16時00分
(3)10時00分～17時00分

土日祝他

週5日程度
時給

(1)8時30分～15時30分
922円～1,234円 (2)9時00分～16時00分

(3)10時00分～17時00分

土日祝他
週5日程度

時給

853円～853円

土日祝他
週5日程度

時給

860円～860円

他
週5日程度

日給
(1)8時30分～17時15分

142,940円～191,280円

土日祝他

時給

922円～1,234円

土日祝他
週5日以内

時給

922円～1,234円

土日祝他

週5日以内

宅地建物取引士

セキスイハイム東北
株式会社

（障）事務職　【２月面接
会用】

宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４
－１　アゼリアヒルズ１１Ｆ雇用期間の定めなし

04010-68010011

２級ファイナン
シャル・プランニ
ング技能士

国立大学法人　東北大
学　情報科学研究科

（障）事務補佐員（教務
係）【２月面接会用】

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６－
３－０９

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時30分～17時15分の
間の6時間

04010-68641511

国立大学法人　東北大
学　情報科学研究科

（障）事務補佐員（会計
係）【２月面接会用】

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６－
３－０９雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は8時30分～17時15分の
間の6時間

04010-68635011

国立大学法人東北大学
国際文化研究科

（障）事務補佐員（時間雇
用職員）【２月面接会用】

宮城県仙台市青葉区川内４１雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

04010-68632211

国立大学法人　東北大
学　多元物質科学研究
所

（障）事務補佐員（２月面
接会用）

宮城県仙台市青葉区片平２丁目１－
１

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時30分～17時15分の
間の6時間程度

04010-69147711

特定非営利活動法人
ひよこ会

（障）名取ひよこ園／事務
兼用務員（２月面接会用）

名取ひよこ園

宮城県名取市美田園３－２５－２

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

又は7時00分～19時00分の
間の5時間程度

04010-69135311

株式会社　中央製作所 （障）工場内作業員（２月
面接会）

宮城県名取市愛島台７丁目１０１番
地の５１

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時30分～17時30分の
間の6時間程度

04010-69038411

国立大学法人　東北大
学　未来科学技術共同
研究センター

（障）臨時用務員（２月面
接会用）

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６丁
目６－１０雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は9時00分～16時00分の
間の6時間

04010-69308111

国立大学法人　東北大
学　多元物質科学研究
所

（障）事務補佐員（２月面
接会用）

宮城県仙台市青葉区片平２丁目１－
１

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時30分～17時15分の
間の6時間程度

04010-69212511

東北大学　教育・学生
支援部

（障）技術補佐員（２月面
接会用）

宮城県仙台市青葉区川内４１雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

04010-  182321

事業所名 職種 賃金 就業場所 就業時間・休日・週の労働日数 必要な免許資格

株式会社　ホットマン （障）イエローハット店舗
スタッフ［仙台市内及び近
郊］ 宮城県仙台市太白区西多賀４丁目１

２－１
イエローハット西多賀店　他

雇用期間の定めなし 又は10時00分～19時00分
の間の6時間以上

04010- 1259321

東北大学　東北メディ
カル・メガバンク機構

（障）事務部　事務補佐員
（時間雇用）【２月面接会
用】 宮城県仙台市青葉区星陵町２－１

　東北大学東北メディカル・メガバ
ンク機構雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は8時30分～17時15分の
間の6時間程度

04010-69163711

◎ 詳しい内容を記載した求人票は、ハローワークインターネットサービスまたはハロー

ワークの窓口で確認できます。

◎ 面接会に参加するには、事前にハローワークでの予約が必要です。 場所 ハローワーク仙台 ４Ｆ大会議室

日程 令和４年２月１４日（月）、１５日（火）、１６日（水）、

１７日（木）、２１日（月）、２２日（火）



事業所名 職種 賃金 就業場所 就業時間・休日・週の労働日数 必要な免許資格

◎ 詳しい内容を記載した求人票は、ハローワークインターネットサービスまたはハロー

ワークの窓口で確認できます。

◎ 面接会に参加するには、事前にハローワークでの予約が必要です。 場所 ハローワーク仙台 ４Ｆ大会議室

日程 令和４年２月１４日（月）、１５日（火）、１６日（水）、

１７日（木）、２１日（月）、２２日（火）

時給

900円～900円

土日祝他
週3日以上

月給
(1)9時00分～18時00分

185,000円～305,000円

火水

時給

922円～1,234円

土日祝
週5日程度

時給
(1)9時30分～16時30分

922円～1,234円

土日祝他
週5日～週5日

時給
(1)8時00分～15時00分

933円～1,406円

土日祝他
週5日程度

時給
(1)9時00分～17時00分

129,948円～129,948円

土日祝他

時給
(1)10時00分～16時00分

860円～860円

土日祝他
週4日程度

時給
(1)9時00分～15時00分

910円～910円

土日祝
週4日程度

時給 交替制あり

860円～860円

他
週4日～週5日

時給 交替制あり

860円～860円

他
週4日～週5日

月給 変形（1年単位）
(1)8時30分～17時00分

140,000円～200,000円 (2)8時30分～17時30分

日祝他

月給
(1)8時30分～17時15分

180,000円～180,000円

土日祝他

株式会社　七十七銀行 （障）受付案内【２／１５
面接会】 宮城県仙台市青葉区中央３－３－２

０
株式会社七十七銀行　本店営業部公
金課

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

04010-68237511

株式会社　七十七銀行 （障）内部事務【２／１５
面接会】 宮城県仙台市青葉区木町通２－１－

１２
株式会社七十七銀行　事務統轄部事
務サポート課

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

04010-68235811

株式会社　七十七銀行 （障）内部事務【２／１５
面接会】 宮城県仙台市青葉区木町通２－１－

１２
株式会社七十七銀行　事務統轄部事
務サポート課

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

04010-68217111

株式会社　ヰセキ東北 （障）一般事務【２月面接
会用】

宮城県岩沼市下野郷字新南長沼１－
２雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
04010-68200711

学校法人　東北医科薬
科大学

（障）大学事務補助業務
【２月面接会用】

宮城県仙台市青葉区小松島４丁目４
－１

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

又は8時30分～17時15分の
間の4時間以上

04010-68564311

国立大学法人　東北大
学　工学研究科

（障）臨時用務員【２月面
接会用】

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６－
６雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
04010-68990411

国立大学法人　東北大
学　工学研究科

（障）事務補佐員（経理
課）【２月面接会用】

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６－
６雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
04010-69143311

公益財団法人　みやぎ
産業振興機構

（障）任期付職員【２／１
６面接会】

宮城県仙台市青葉区上杉１丁目１４
－２　宮城県商工振興センター３階雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
04010-68997811

国立大学法人　東北大
学　本部（産学連携
部）

（障）事務補佐員（２月面
接会用） 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６－

６－１０
東北大学未来科学技術共同研究セン
ター２階
東北大学産学連携機構

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時30分～17時15分の
間の6時間程度

04010-69277111

扇屋商事　株式会社 （障）クリーンスタッフ
（店内清掃）【２／１５面
接会】 宮城県仙台市泉区大沢二丁目１４番

地１
パラディソ泉店

雇用期間の定めなし 又は7時30分～23時00分の
間の4時間以上

04010- 1115021

扇屋商事　株式会社 （障）クリーンスタッフ
（店内清掃）【２／１５面
接会】

宮城県仙台市若林区若林７丁目１３
番１号

雇用期間の定めなし 又は7時30分～23時00分の
間の4時間以上

04010- 1114121

東北ミサワホーム　株
式会社

（障）リフォーム営業（２
月面接会用）

宮城県仙台市宮城野区日の出町３－
７－１３雇用期間の定めなし

04010- 1557221



事業所名 職種 賃金 就業場所 就業時間・休日・週の労働日数 必要な免許資格

◎ 詳しい内容を記載した求人票は、ハローワークインターネットサービスまたはハロー

ワークの窓口で確認できます。

◎ 面接会に参加するには、事前にハローワークでの予約が必要です。 場所 ハローワーク仙台 ４Ｆ大会議室

日程 令和４年２月１４日（月）、１５日（火）、１６日（水）、

１７日（木）、２１日（月）、２２日（火）

月給 変形（1年単位）
(1)8時00分～17時00分

150,100円～227,000円 (2)20時00分～5時00分

土日他

時給
(1)7時45分～16時45分

152,000円～152,000円

土日祝他

時給
(1)7時15分～16時15分

152,000円～152,000円 (2)7時45分～16時45分

土日祝他

時給 交替制あり
(1)9時00分～18時00分

900円～900円

他
週4日～週5日

月給 変形（1ヶ月単位）

159,000円～207,000円

祝他

時給
(1)9時00分～16時30分

900円～900円

日祝他
週5日程度

時給

853円～853円

土日
週4日～週5日

時給
(1)8時30分～17時15分

134,850円～139,500円

土日祝他

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～8時59分

148,600円～157,300円 (2)17時00分～9時00分

他

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)6時25分～15時05分

174,864円～174,864円 (2)15時15分～23時55分

土日他

時給
(1)8時30分～15時30分

922円～1,234円 (2)9時00分～16時00分
(3)10時00分～17時00分

土日祝他
週5日程度

時給
(1)10時00分～15時00分

860円～950円

土日祝他
週5日程度

アイシン高丘東北　株
式会社

（障）生産技能職

宮城県黒川郡大衡村大瓜字青木８３
番２雇用期間の定めなし

04011- 3986511

国立大学法人　東北大
学病院

（障）東北大学病院　事務
補佐員（２月面接会用）

宮城県仙台市青葉区星陵町１－１雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時30分～17時15分の
間の6時間程度

04010-67825611

同和警備　株式会社 （障）施設警備員（２月面
接会用）

宮城県仙台市青葉区中央３丁目２－
１　青葉通プラザ１２階雇用期間の定めなし 又は9時00分～18時00分の

間の8時間以上

04010-68175311

株式会社　かんきょう 商品管理補助「仙台支店」
【障害者専用求人】 宮城県仙台市若林区若林四丁目９－

２５
「株式会社　かんきょう　仙台支
店」

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

05010-24857511

医療法人社団　眞友会 （障）介護補助・清掃／老
人保健施設希望の杜

宮城県黒川郡大和町吉田字新要害１
０
　老人保健施設　希望の杜

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時15分～20時00分の
間の4時間以上

04011- 4042811

トヨタ自動車東日本
株式会社

（障）生産関係職 宮城県黒川郡大衡村中央平１
宮城大衡工場
宮城県黒川郡大和町松坂平５－１－
１　宮城大和工場
岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根森山１
岩手工場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

04011- 4055011

東北医科薬科大学　若
林病院

（障）病院事務補助、病院
看護補助【２／１７面接
会】

宮城県仙台市若林区大和町２丁目２
９－１雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
04010-68340511

東北テレメディア開発
株式会社

（障）庶務【２月面接会
用】

宮城県仙台市若林区沖野２丁目５－
５雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
04010-69068811

株式会社　バイタルエ
クスプレス　八乙女営
業所

（障）医薬品等の配送（２
月面接会用）

宮城県仙台市泉区八乙女３丁目３－
１雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
04010-69200911

株式会社　バイタルエ
クスプレス　仙台中央
営業所

（障）医薬品等の配送（２
月面接会用）

宮城県仙台市若林区卸町東１丁目８
－２０雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
04010-69194311

医療法人　松田会 （障）あん摩マッサージ師
（２月面接会用） 宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷１

７－１
宮城県仙台市太白区八木山香澄町１
－２０
宮城県宮城野区鶴ヶ谷字舘下３５－
１

あん摩マッサー
ジ指圧師

雇用期間の定めなし 又は8時30分～18時30分の
間の8時間

04010-  444221

株式会社　東北フジパ
ン　仙台工場

（障）パン製造スタッフ
（２月面接会用）

宮城県岩沼市空港南３丁目２－３４雇用期間の定めあり（４ヶ
月未満）

又は8時00分～17時00分の
間の6時間以上

04010-  283821



事業所名 職種 賃金 就業場所 就業時間・休日・週の労働日数 必要な免許資格

◎ 詳しい内容を記載した求人票は、ハローワークインターネットサービスまたはハロー

ワークの窓口で確認できます。

◎ 面接会に参加するには、事前にハローワークでの予約が必要です。 場所 ハローワーク仙台 ４Ｆ大会議室

日程 令和４年２月１４日（月）、１５日（火）、１６日（水）、

１７日（木）、２１日（月）、２２日（火）

時給
(1)8時00分～15時00分

860円～950円 (2)11時00分～18時00分
(3)13時00分～20時00分

土日祝
週5日以上

月給
(1)8時30分～17時15分

200,000円～300,000円

土日他

月給
(1)8時30分～17時15分

200,000円～320,000円

土日他

時給
(1)8時30分～17時15分

196,800円～196,800円

土日他

月給
(1)8時30分～17時15分

220,000円～280,000円

土日他

時給

900円～900円

土日祝他
週5日程度

月給
(1)9時00分～17時30分

140,000円～160,000円

土日祝他

時給
(1)8時30分～15時30分

922円～1,234円 (2)9時00分～16時00分
(3)10時15分～17時15分

土日祝他
週5日程度

時給
(1)9時00分～16時00分

922円～1,234円

土日祝
週5日～週5日

日給
(1)9時00分～16時00分

900円～900円

土日祝他
週5日以内

時給 変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～17時00分

860円～860円

日祝他
週5日～週6日

月給 変形（1ヶ月単位）
(1)9時00分～18時00分

160,000円～215,000円 (2)9時00分～17時00分
(3)9時00分～15時00分

日祝他

時給
(1)9時00分～17時30分

860円～860円

日祝他
週5日～週6日

株式会社　ライフサ
ポート・エガワ東北

（障）倉庫作業員（２月面
接会用）

宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目３
－１３

フォークリフト
運転技能者

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

又は8時00分～21時00分の
間の6時間程度

04010-68355711

内外エレクトロニクス
株式会社　仙台事業所

（障）メカ設計（アドバイ
ザー）（２月面接会用）

宮城県仙台市泉区明通３丁目２２
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

04010-68320911

内外エレクトロニクス
株式会社　仙台事業所

（障）半導体製造装置の組
立・検査業務（２月面接会
用）

宮城県仙台市泉区明通３丁目２２
雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上）

04010-68317511

内外エレクトロニクス
株式会社　仙台事業所

（障）製造技術（２月面接
会用）

宮城県仙台市泉区明通３丁目２２
雇用期間の定めなし

04010-68312911

内外エレクトロニクス
株式会社　仙台事業所

（障）経理（２月面接会
用）

宮城県仙台市泉区明通３丁目２２

日商簿記２級

雇用期間の定めなし

04010-68306711

国立大学法人　東北大
学　研究推進課

（障）事務補佐員（時間雇
用職員）【２月面接会用】

宮城県仙台市青葉区片平２丁目１－
１　戦略本部棟３階雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は8時30分～17時15分の
間の6時間

04010-68571011

株式会社　ネクスコ・
エンジニアリング東北

（障）一般事務【２月面接
会用】

宮城県仙台市青葉区花京院２丁目１
－６５　いちご花京院ビル雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
04010-68825811

株式会社　ニューリー
ス

（障）事務（２月面接会
用）

宮城県仙台市青葉区大町２丁目２－
２５雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
04010-68786811

トーホクガス　株式会
社

（障）顧客サービス事務
【２／２２面接会】

宮城県仙台市宮城野区中野５－４－
１５雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
04010-68758311

株式会社　東配 （障）経理事務　及び　一
般事務（２月面接会）

宮城県仙台市若林区卸町４丁目８－
１２

日商簿記３級

雇用期間の定めなし

04010-69063311

宮城日野自動車　株式
会社

（障）一般事務（２月面接
会用）

宮城県仙台市宮城野区扇町１丁目７
－３６雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
04010-69300811

国立大学法人　東北大
学　金属材料研究所

（障）事務補佐員（２月面
接会用）

宮城県仙台市青葉区片平２丁目１－
１雇用期間の定めあり（４ヶ

月未満）
04010-69271511

東北医科薬科大学病院 （障）事務員【２／２１面
接会】

宮城県仙台市宮城野区福室１丁目１
２－１雇用期間の定めあり（４ヶ

月以上）
又は8時30分～17時15分の
間の6時間程度

04010-  813121


