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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】
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
高級婦人服縫製・ｺｰﾄ・ｼﾞｬｹｯﾄ・
ﾜﾝﾋﾟｰｽ・ｽｶｰﾄ・ﾊﾟﾝﾂ・ﾌﾞﾗｳｽ等
全般

①一枚丸縫い及び部分縫い
②まとめ釦付、まつり等

山形市南部地域、
南陽市、高畠町、川西町

①はミシン縫製経験者。②は経験者優遇。
募集人数４～５名。1日５～６時間位で年間を通してフルに働ける方。
室内でペットを飼育されている方は不可。

事業所集配
㈱山谷洋装
山谷
南陽市宮内１９９５－３４

0238-47-4311
0238-47-4321
yama-yoh@

agate.plala.or.jp

2
セレクトショップ　有名ブランド旗
艦店向けの洋服

完成品仕上げ　働き方次第では月収
３０万以上も可能　作業時間帯も自分
で決められます　経験者優遇、研修
制度、設備補助、作業場所提供制度
あり

各事業所と往来可能な地
域

募集人数→５名、１日５時間　要経験
・ペット可 ただし作業場と隔離 必須　・タバコ　作業場と分煙 必須
詳しい内容は担当者へお問い合わせお願いします。

事業所集配
自己集配

株式会社 アトリエフォンティーヌ
芳泉工場内 フリーエージェント事業部
薄木研一
米沢市芳泉町１７７９

0238-38-5157

3 婦人服（百貨店向け） 残糸処理（糸切り） 西置賜
募集人数→２名、経験不要
ペットの毛、タバコのにおい厳禁。

事業所集配
㈱ナガイソーイング
村上
長井市緑町１１－２８

0238-84-4555

【繊維製品加工－和裁】  
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
きもの、浴衣
和装コート

針仕事
（くけ、スナップ付等）

米沢、南陽、高畠
募集人数→３名、１日３時間
要経験

事業所集配
おとづきミシン工房　浪漫堂
寒河江
米沢市花沢３１２３－１８

090-6681-5271
0238-23-5272

otozuki@ms3.omn.ne.jp

2
和装コート、ゆかた
きもの

針仕事
（くけ、ボタン付等）

米沢市、高畠町、川西町
南陽市、飯豊町、白鷹町

募集人数→10名、1日4時間
経験不要
ご不明な点がありましたらお電話にてご確認ください。

事業所集配
色摩縫製
若松
米沢市六郷町西藤泉73-46

0238-37-2493
0238-37-5857

sikama.y-housei@plala.or.jp
【繊維製品加工－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 婦人服縫製、小物
糸切り、
前カンスナップ

高畠町、米沢市
長期間（１年位）作業可能な方
細かい作業のため、視力に問題のない方
育児中の方でも可能

自己集配
（自社引取り）

リバティファッションミナガワ
皆川
東置賜郡高畠町上平柳２２４７－３

0238-57-5300
0238-57-5310

mina@ms.3onm.ne.jp

2
エプロン縫製
子供服

ミシンを使っての
縫い合わせ

米沢市、南陽市、川西町
募集人数→２名
１日４時間出来る方

自己集配
リバティファッションミナガワ
皆川
東置賜郡高畠町上平柳２２４７－３

0238-57-5300
0238-57-5310

mina@ms.3onm.ne.jp

3 ニット製品 襟ネーム付け作業 白鷹町
募集人数→３名　１日５時間 　経験不要
経験は不要ですが裁縫が好きな方。ペット可ですが、製品に付着しな
いように作業をお願いします。

事業所集配
今間メリヤス株式会社
大沼
西置賜郡白鷹町鮎貝７３６１

0238-85-1111

4 袴 仕立加工 置賜全域
募集人数→５名　１日５時間
経験不要

事業所集配
丸和商事（袴製造 卸 縫製）
斎藤彰
米沢市塩井町塩野517-8

0238-21-2801

【電気機器器具加工】
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 電子部品 製品のトレー入検査 南陽市
募集人数→１名　　１日４時間
経験不要
ペット不可

自己集配
堀製作所
堀寿美男
南陽市池黒１０９３

0238-47-2887
0238-47-2887

h-mark@amber.plala.or.jp
【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
合成ゴムパッキン 製品ハガシ、製品検査

米沢市、南陽市、高畠
町、川西町

募集人数→３０名　１日４時間
経験不要

自己集配
ケーイーエフ株式会社
小野
米沢市金池2丁目1-13

080-5085-2161

2
ペン（筆記用具）

バーコード貼り、キャップ作
り、箱入れ

長井市、白鷹町、飯豊町
募集人数→１５名　１日４時間
経験不要

自己集配
サンワ精工(株)
菅
長井市九野本５４８１－１３

0238-88-1038

3
ワイヤーハーネス

組立（コネクタへの端子挿入
～結束）

南陽市、高畠町、川西
町、米沢市、長井市、飯
豊町

募集人数→２～４名、1日４～８時間
経験不要
複数名で、作業していただける方も歓迎です

事業所集配
自己集配

（どちらも可）

沼田工業株式会社
山口、沼田
南陽市池黒１３０５－６

0238-47-2645

　　　　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。。

〈置賜地方〉
発行：山形職業能力開発専門校　

　　　　URL: http://www.yamagatanoukai.jp/

　　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

（この内職情報はＲ5.5.１0 現在のものです）

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。

置賜総合支庁 地域産業経済課（米沢市金池７－１－５０） TEL ０２３８－２６－６０４５ ＦＡＸ ０２３８－２６－６０４７ まで
k掲載のお申し込み

●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 米沢労働基準監督署 (0238)23-7120

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。

置賜地方


