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内職を希望される方へのお仕事情報

⇒

【繊維製品加工－洋裁】
№ 主要商品 作業内容 募集地域 条件等 集配 事業所名・担当・所在地 TEL/FAX/E-mail

1
婦人服縫製　全商品取り
扱い

ミシン縫製（丸縫い・部分縫い） 山形市内・置賜地区
募集人数→５名  1日５時間
要経験
ペットの毛が出るものは不可

事業所集配
(株)山谷洋装
代表取締役 山谷禧一
南陽市宮内１９９５－３４

0238-47-4311
0238-47-4321

2 婦人服
釦・パット・まつり・前カン・スナップ・
ループ　　→全て手作業

寒河江市、西川町、大江
町、朝日町、河北町、天童
市、中山町

募集人数→３名  1日３～４時間出来る方
経験不要（経験あればなお良し）
ペットの毛がつかないように。

要相談
株式会社 ファッションカタクラ
片倉、佐藤
寒河江市大字寒河江字仲田２２

0237-85-7990

3 婦人服
工業用ミシンを使用して、綿止めや
切替ハギ、裏身頃裏袖縫い 等

寒河江市、西川町、大江
町、朝日町、河北町、天童
市、中山町

募集人数→２名　1日４～５時間出来る方
要経験
ペットの毛、汚れは厳禁

要相談
株式会社 ファッションカタクラ
片倉、佐藤
寒河江市大字寒河江字仲田２２

0237-85-7990

4 そば枕、巾着他 ミシンによる縫製
山形市、天童市、山辺町、
中山町

募集人数→５名　１日５時間
経験不要

事業所集配
株式会社 アトリエムラオカ
村岡伸一
山形市清住町１－１－４５

023-645-1845
023-645-6355

5 婦人服縫製全般
①ミシン縫製
②ボタン付け等
③浴衣縫製

山形市、上山市、天童市、
東根市、寒河江市

募集人数→３名　１日３～４時間　長期間できる方
要経験（①は縫製経験者、②は経験者優遇）
室内でペットを飼育されている方は不可
○現在依頼が多く、まとまった量働けます。

事業所集配
自己集配

有限会社 プリンスクリーニング
東海林
山形市十文字１６７８－５

023-686-3358
023-686-3339

6 衣服全般
縫製、修繕
（着物等のほころび修繕）

山形県内全域
募集人数→１０名
長期間やって下さる方

事業所集配
自己集配

(有)井筒屋
岩瀬
山形市本町２－４－１０

023-622-4748

7 高級婦人服製造
①ミシン縫製→裏地・ベルト等縫製
②まとめ作業→釦付・まつり等

寒河江市、大江町、河北
町、天童市、中山町、山辺
町、朝日町、山形市

募集人数→５名
①ミシン経験者
②年齢・経験は不問。初心者への指導あり。経験者優遇

事業所集配
株式会社 パオラレディ
松田・小川
寒河江市高田三丁目１０２番地の１

0237-86-3323
0237-86-7905

【繊維製品加工－和裁】
№ 主要商品 作業内容 募集地域 条件等 集配 事業所名・担当・所在地 TEL/FAX/E-mail

1 リネン･サプライ
簡単な着物の補修、浴衣のほつれなお
し。

山形市内北部在住の方
ペットなし　長期間できる方
募集人員　2名

事業所集配
自己集配

有限会社 プリンスクリーニング
東海林
山形市十文字１６７８－５

023-686-3358
023-686-3339

2 衣服全般
縫製、修繕
（着物等のほころび修繕）

山形県内全域
募集人数→１０名
長期間やって下さる方

事業所集配
自己集配

(有)井筒屋
岩瀬
山形市本町２－４－１０

023-622-4748

【繊維製品加工－その他】
№ 主要商品 作業内容 募集地域 条件等 集配 事業所名・担当・所在地 TEL/FAX/E-mail

1 ニット製品加工 リンキング、糸始末
北村山、西村山、天童市、
山形市

経験者（熟練者優遇）、リンキングミシン貸出しあります 事業所集配
大室メリヤス
大室
村山市富並２１９０

0237-57-2808
0237-57-2809

2 ニット製品 リンキングミシンによる縫製
寒河江市,中山町、山辺
町、山形市近郊

募集人数→３名　１日４時間
経験不要

事業所集配
米富繊維株式会社
工藤
山辺町大字山辺１１３６

023-664-8166

3
ニット製品
（セーター、カーディガン）

リンキング、糸始末
（リンキングミシンを使ってセーターの肩
接ぎ、袖付け、脇縫い、衿付け等）

尾花沢市、大石田町、村
山市、東根市、河北町、舟
形町、新庄市

募集人数→５名　１日５～６時間以上　要経験・経験不要
リンキングミシンは貸出致します。ミシンを置いての作業スペースは
約1畳です。未経験者の方は事業所にて2週間～作業を習得して頂き
ます。製品にペットの毛、臭い、たばこの臭い等が付かないようにし
てください。

事業所集配
有限会社　名縫館　山形事業所
星野大和
尾花沢市新町４－１－３１

0237-22-0170
0237-22-0306

4 衣服全般
縫製、修繕
（着物等のほころび修繕）

山形県内全域
募集人数→１０名
長期間やって下さる方

事業所集配
自己集配

(有)井筒屋
岩瀬
山形市本町２－４－１０

023-622-4748

5 スリッパ全般
①ミシンによる縫製作業（要経験）
②手作業によるスリッパ部品作り（経験
不要）

河北町内
他　近隣地域

募集人数→５名　１日３～５時間
要経験、経験不要

事業所集配
株式会社 後藤
代表取締役社長 後藤重美
西村山郡河北町谷地字嶋２６３番地

0237-73-2355

【事務】

1 リネン･サプライ 経理事務 山形市内北部在住の方
募集人数→１名　１日２～３時間
要経験　できるだけ長期間続けることが可能な方

自己集配
有限会社 プリンスクリーニング
東海林
山形市十文字１６７８－５

023-686-3358
023-686-3339

【電気・機械器具加工】
№ 主要商品 作業内容 募集地域 条件等 集配 事業所名・担当・所在地 TEL/FAX/E-mail

1
自動車用・カメラ用部品製
造

自動車部品検査
東根市内、神町、
天童市内

１日５～６時間位できる方、５０歳まで、神町近郊の方 自己集配
鈴電子工業
鈴木
東根市神町北１－５－１２－５－７

0237-47-2120
0237-47-2123

2 自動車電気部品 部品組込み、部品検査 東根市、その近郊
募集人数→５名、１日５～６時間位（長時間）できる方
視力の良い方、室内にペットのいない方、作業指導有り

自己集配
PIS株式会社
髙橋
東根市蟹沢７７７－７

0237-42-3707
0237-42-3852

発行：山形職業能力開発専門校〈村山地方〉

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでは、常時、最新の内職情報を掲載しています。

山形職業能力開発専門校のホームページからここをクリック
URL：http://www.yamagatanoukai.jp/

（この内職情報はＲ5.5.１0現在のものです）

●気になる内職が見つかりましたら、直接、事業所に連絡してください。
※賃金支払方法や物品の受渡場所等をしっかりと確認し、御自身の責任において事業所と直接契約してください。

～本誌利用上の注意～

★本誌は、内職情報を提供するもで、仕事の斡旋は行っておりません。

★家内労働委託契約は、事業所と内職希望者の契約になります。

★事業所とのトラブルには対応できませんのでご了承ください。

★既に募集が終了している場合もありますので事業所に確認してください。

★本誌発行に関するお問い合わせ先

山形職業能力開発専門校（023）644-9227

★家内労働法（最低工賃や家内労働手帳など）に関するお問い合わせ先

山形労働局労働基準部賃金室(023)624-8224

若しくは最寄りの労働基準監督署

山形労働基準監督署 (023)624-6211 村山労働基準監督署（0237)55-2815

5/15号

令和５年度

内職情報は、
パソコンまたは

スマートフォンで

検索できます。

村山地方



Ｎｏ 主要製品 作業内容 募集地域 条　件　等 集　配 事業所名 ・ 担当 ・ 所在地 ＴＥＬ・ＦＡＸ・E-mail

3
プラスチック製品
(自動車部品）

プラスチック製品の目視検査
東根市、村山市、大石田町
河北町、天童市、尾花沢市

募集人数→５名　１日３時間以上できる方
経験不要、ペットの毛、ゴミ等の混入は厳禁

自己集配
ラピエス
寒河江
東根市長瀞１１０８

0237-42-2946
0237-42-4004

4 小型精密モータ製造 半田付、ハネス結束 山形市西部工業団地近郊
募集人数→３名　1日５～６時間 経験不要
半田付け経験1年以上  視力の良い方

自己集配
株式会社 エスプレモ
奥山
山形市鋳物町３１

023-643-5615
023-643-6308

5
自動車用部品
（ガラス用端子、ハーネス）
の加工

・端子半田盛、目視検査等の作業
・ハーネス部品組み込み・加工作業
・その他の作業

天童市（周辺）
募集人数→５名　１日に従事してほしい時間→自由
経験不要
室内にペットのいない方、未経験者歓迎（指導致します）

自己集配
株式会社 旭製作所（天童工場）
永田
天童市万代３－７

023-653-1551
023-653-1550

6
自動車用部品
（ガラス用端子、ハーネス）
の加工

・端子半田盛り
・ハーネス加工作業
・その他加工作業

山形市、寒河江市、中山
町、山辺町

募集人数→５名　１日に従事してほしい時間→自由
経験不要　未経験の方でも指導いたします

自己集配
株式会社 旭製作所（山形工場）
永田
山形市大字西中野７７－２

023-653-1551
【問合せは天童工場】

7 電子部品製造業 組立、検査
山形市、山辺町、中山町、
天童市

募集人数→６名　１日５～６時間位できる方
経験不要　長く継続していただける方希望

事業所集配
（地域外自己

集配）

マル信無線電機株式会社 山形工場
庄司、佐竹
東村山郡山辺町大字山辺１３０７－１６

023-664-8411

8 照明器具
・部品のネジ締め
・電線の切断
・その他簡単な作業

河北町、村山市、東根市
募集人数→２名　１日４時間
経験不要

自己集配
株式会社 トキワプラス 組立工場
髙橋
村山市大字湯野沢３３３２

0237-53-6720

9 小型金属部品、その他部品 小型金属部品の寸法検査 天童市、山形市
募集人数→２名　１日５～６時間
経験不要、検査器具貸与します。製品には防錆油が付いています。
ペットのいない方。

別途協議
にて

株式会社リネックス 山形営業所
渡邊
天童市石鳥居１－４－５０

023-655-6041

【その他】 【その他】
Ｎｏ 主要製品 作業内容 募集地域 条　件　等 集　配 事業所名 ・ 担当 ・ 所在地 ＴＥＬ・ＦＡＸ・E-mail

1 リネン･サプライ
洗ったタオル、ガウン等のシミを見逃さな
いで、たたんで、各枚数で梱包する

山形市・天童市・東根市
募集人数→５名　１日３時間　長期間できる方
ペットなし

事業所集配
自己集配

有限会社 プリンスクリーニング
東海林
山形市十文字１６７８－５

023-686-3358
023-686-3339

2 プラスチック部品 組立・検査 山形市内 募集人数→２名　1日６時間
経験不要　ペット、ゴミ禁止

自己集配
(有)舟生製作所
舟生（ふにゅう）
山形市錦町１５－６３

023-631-0338

3 リネン・サプライ
クリーニング仕上
本格的内職です

山形市北部
募集人数→２人　１日６時間　要経験　長期間できる方
※１）要　四畳半
※２）要　クリーニング従事者講習

事業所集配
自己集配

有限会社 プリンスクリーニング
東海林
山形市十文字１６７８－５

023-686-3358
023-686-3339

4 プラスチック製品 製品検査
山形市北部
（会社近郊）

募集人数→３名　１日６時間
経験不要
ペットの毛・ゴミ・埃など混入厳禁

自己集配
株式会社 ルーニク工業
海谷
山形市大字中野字馬場宿１３４－７

023-681-8355

5 プラスチック製品
①電気部品（プラスチック）の組立
②はんだ付け

天童市、東根市、村山市、
寒河江市、河北町、左沢

募集人数→１０名、１日５～８時間　　ペットを飼育されている方は不可
６０歳まで（それ以降の場合は相談に応ずる）　経験者優遇（経験がなく
てもも指導しますのでご相談ください。）

自己集配
TNA
五十嵐
西村山郡河北町大字溝延字東浦９８ー３

0237-85-1101

6
プラスチック製品
（自動車のコネクター製品）

製品の目視検査
東根市、天童市、村山市、
山形市、河北町、寒河江市

募集人数→５名　１日３時間以上
経験不要　長期間可能な方歓迎
ペットの毛、ゴミ等の混入は厳禁、作業指導あり

自己集配
株式会社モリヤ精密
金須・早川
東根市大字蟹沢１５５９－２

0237-42-2015

7
プラスチック製品
（自動車のコネクター製品）

目視及び拡大鏡を使用しての検査作業
天童市、東根市、村山市、
河北町

募集人数→７～８名　１日５時間
経験不要
ペットの毛、ゴミ等の混入は厳禁

事業所集配
自己集配

有限会社エ-ブル
藤田康彦
東根市大字蟹沢１７０２－３

0237-43-5046

8
プラスチック製品
（工業部品、家庭用品、販促
品）

バリ取り、仕上げ検査
天童市、東根市、村山市、
河北町

募集人数→５～１０名　１日５～６時間　経験不要
①体調に不安のない方②長く続けていただける方※成果次第では工賃
が上がる可能性がある③作業場所は工場内

株式会社リョウケ山形工場
早川
村山市稲下1580-12

0237-56-3610

9 ミシン ししゅう機 パーツ組み立て 山形市内
募集人数→１名
経験不要
簡単な作業　ペット不可　作業部屋あれば尚よし

自己集配
リトルクラフト
大津　隆
山形市和合町３－１２－８

080-6035-6159

10 工業用ゴム製品 ゴムのバリ取り仕上検査
山形市、天童市、山辺町、
中山町

募集人数→３名　１日３時間
経験不要
有害なゴミが付着しなければOK（毛・土等）

事業所集配
協立パッキング(株)
髙橋
山形市大字十文字字中河原1378

023-686-4462

11
①ラインストーン加工
②アクセサリー加工

①ラインストーン加工
②袋入れ等

山形市内 募集人数→若干名　１日３～４時間
経験不要　　　ペット不可

自己集配
有限会社アベル
鈴木（午後１～３時）
山形市上町４－７－８

023-643-0488

所定の用紙（総合支庁にあります。もしくは、http://www.yamagatanoukai.jp/からダウンロード）を下記総合支庁まで、ご提出ください。

村山総合支庁 地域産業経済課（山形市鉄砲町２－１９－６８） TEL ０２３－６２１－８４３８（直通） ＦＡＸ ０２３－６２１－８４３７ までk掲載のお申し込み

村山地方


