
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

2人 750円～760円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)14時00分～19時00分

時給

1人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)22時00分～ 6時00分 就業場所

時給

3人 750円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～12時45分 就業場所
(2)12時45分～17時15分
(3) 8時15分～17時15分

時給

1人 850円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～13時00分 就業場所
(2)11時00分～18時00分

時給

1人 738円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～11時30分 就業場所
(2)15時00分～20時00分

時給

3人 820円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時00分～15時00分 就業場所
(2)14時00分～17時00分
(3)17時00分～20時00分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時15分～10時15分 就業場所

時給

2人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

70人 018-864-4717

不問
70人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-10659681

雇用・労災
05010-10650981

メンテナンス補助

○アパートやマンションの定期巡回 
・外回りの点検、共用部の点検 
○空き家、空室点検 
・写真、ビデオ撮影、軽清掃 
○入居前点検 
○チェックリスト記入 
＊移動は社有車使用します。 
 
※就業時間については応相談。

パソコン（エクセ
ル、ワード等）操作
のできる方 普通自
動車免許（ＡＴ限定
可）

土日祝 株式会社　秋田住宅流通センター
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目９－３５

隔　週
秋田県秋田市外旭川字待合２８

12人 018-869-5015

不問
12人 秋田県秋田市

25人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-10664181

割卵および用具洗浄
（早番）

○割卵・用具洗浄・卵の充填作業に従事していただきます。 
・卵を卵黄、卵白に分ける 
・手割り作業又は機械割りの監視（割れなかった卵の処置） 
・使用後の用具を洗う 
・液卵を必要グラム数の袋詰め 
・その他、付随する業務 

不問

日祝他 有限会社　玉一鶏卵

配膳係（ホール）

○葬祭の会食においての配膳・ホール係に従事していただき
ます。 
・料理、飲み物の運搬 
・冷蔵庫への飲み物在庫補充 
・ホール内掃除 
・その他付随業務 
 
＊制服は二部式の着物を支給します。着用がとても簡単で
す。 

不問

他 オフィス　斉藤
毎　週

秋田県秋田市広面糠塚１０７－１

25人 018-884-7979

不問

8人 018-873-7871

不問
5,500人 秋田県秋田市

2ヶ月
労災

05010-10661781

雇用・労災
05010-10641681

調理補助「さらさ秋田
駅前」

○介護付有料老人ホームにおいての調理補助を担当してい
た　だきます。 
・入所者４５人分の調理補助業務（朝、昼、夕） 
・食器洗い 
・清掃等 
・調理員３名体制 
・その他、付随する業務 
＊制服貸与 
＊契約更新後１年経過した場合、１年毎の雇用契約となり ま
す。

不問

他 一冨士フードサービス　株式会社
秋田事務所その他
秋田県潟上市天王字追分西２９－７
６　秋田県総合教育センタ－内

毎　週
秋田県秋田市外旭川字大谷地１６３
番２７　２Ｆ

30人 018-880-5115

不問
30人 秋田県秋田市

390人 秋田県秋田市
～平成31年2月20日

労災
05010-10632381

調理員

○介護付有料老人ホームおよびショートスティ「ヴィレー 
ジュ」において、入居者３０人の食事の調理業務全般を担当 
していただきます。 
・調理、盛り付け、片付け、食器洗浄 
・その他、付随する業務 
 
＊スタッフは２～３名体制です。 
 
＊制服は貸与いたします。

不問

他 株式会社　ヴィレージュ

半日型デイサービスで
のリハビリトレーナー

○要支援や要介護の方へのリハビリ補助業務に従事してい
ただきます。 
・トレーニングメニューに沿って、リハビリマシンを使ったト
レーニング補助業務 
・リハビリマシンの操作説明 
・利用者の送迎業務（ＡＴ社有車：１ＢＯＸカー） 
＊食事や入浴介助はありません。 
＊１年毎の契約更新 
※リハコンテンツ（株）のフランチャイズ加盟店です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可） 

土日他 株式会社　イヤタカ
毎　週

秋田県秋田市中通６丁目１－１３

7人 018-835-1187

不問

11人 018-862-7458

不問
11人 秋田県秋田市

労災
05010-10649081

雇用・労災
05010-10633681

販売スタッフ

○ガソリンスタンドでの給油等販売業務に従事していただき 
　ます。 
・ガソリン、軽油、灯油等の販売、給油作業 
・会計 
・来客応対 
・他付随業務 
 
＊洗車や配達業務はありません。 
＊車に詳しくない方でも丁寧に指導します。

不問

他 株式会社　秋田マルヘイ
その他

秋田県秋田市八橋新川向１６－３６

毎　週
秋田県秋田市東通仲町３－２５

16人 018-834-2823

不問
16人 秋田県秋田市

40人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10629881

コンビニスタッフ（夜勤）

○レジ接客業務及び付随する業務に従事していただきます。 
・販売 
・商品の陳列、補充、商品発注 
・店舗内外の清掃　等 
・その他、付随する業務もあり 
 
＊土・日働ける方優遇いたします。 
 
【業績によっては社員登用制度あり】

不問

他 セブンイレブン　秋田東通仲町店

受付パート（秋田仁井
田本町店）

○直営店でのクリーニング受け渡し業務に従事していただき
ます。 
・商品整理 
・受付商品へのタグ付け 
・仕上り品の顧客ごとの整理 
・店内の装飾 
・その他付随する業務 

不問

他 株式会社　スカイランドリー（ホワイト
急便）毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ１９－１

1人 018-862-3639

不問

パソコン（ワード、
エクセル）

53人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10630181

不問

土日祝他 奥羽運送　株式会社
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目１４－
３４

53人 018-846-6773
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

一般事務

○一般事務に関する業務を担当していただきます。 
【主な仕事の内容】 
・請求書発行 
・運行データ入力（パソコン使用、エクセル） 
・電話応対（取り次ぎ） 
・来客対応 
・その他、付随する業務

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

秋田市茨島１丁目１２－１６
◎ 紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんので、詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせ

ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承 くだ

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 750円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～10時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～12時00分

時給

3人 750円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 738円～738円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～12時30分 就業場所

時給

1人 738円～738円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～19時00分 就業場所

時給

2人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

雇用・労災
05010-10669581

毎　週
秋田県秋田市牛島東５丁目３－２３

13人 018-884-7331

不問
16人 秋田県秋田市

269人 秋田県秋田市
～平成31年2月28日

労災
15010-20178981

場内作業員

 
　○場内敷地内の足場部材などの整理整頓作業 
 

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

火木土日 株式会社　飯沢興業

（請）クリーンクルー（秋
田県秋田市）

店内の一般清掃作業。 
・トイレ清掃 
・ゴミ回収 不問

他 株式会社　ニュースペース
その他

新潟市中央区山二ツ５７６番地１１号

5人 025-287-1251

不問

1人 025-287-1251

不問
269人 秋田県秋田市

～平成31年2月28日
労災

15010-20175081

雇用・労災
05010-10667681

（請）クリーンクルー（秋
田県秋田市）

店内の一般清掃作業。 
・トイレ清掃 
・ゴミ回収 不問

他 株式会社　ニュースペース
その他

新潟市中央区山二ツ５７６番地１１号

その他
秋田県秋田市牛島東５丁目３－２３

13人 018-884-7331

不問
16人 秋田県秋田市

310人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10651581

ハウスクリーニング

○ハウスクリーニング業務全般に従事していただきます。 
・主に秋田県内のアパートおよび建設現場（新築住宅・ア
パート・中古住宅・アパート改修等）となります。 
・社用車使用（ＡＴ車） 
・２名体制で業務を行います。 
 
＊先輩スタッフがしっかりとサポートしますので、未経験者で
も大丈夫です。 
＊出社後、各現場へ向かいます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　飯沢興業

クリーンスタッフ（山王
地区）

○建物内の清掃（拭き、掃き、掃除機がけ）作業に従事して
いただきます。 
 
・ごみ収集 
・トイレ清掃、 
・大・小ホール、会議室清掃 
 
＊制服貸与します。 

不問

他 大洋ビル管理　株式会社
毎　週

秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

5人 018-865-0601

不問

不問
25人 秋田県南秋田郡五城目町

労災
05010-10648181

不問

日 有限会社　ハッピーライフ
な　し

秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目１
－２－５０

18人 018-852-5558
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

清掃員

○介護施設内外の清掃業務 
・トイレ、洗面所清掃 
・各部屋の床清掃 
・廊下、階段、玄関、の清掃 
・窓ふき、ゴミ収集 
・施設外の清掃等 

●求人に興味はあるけれど、いきなり面接は不安・・・
●色々な会社の情報を集めたい ！

ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。

１． ５月２４日 秋田港北トラック㈱ 【２ｔ・４ｔ運転手、配達補助、経理・営業事務】
２． ５月２５日 ㈱サカイ引越センター秋田支社 【引越スタッフ・アシスタント、梱包スタッフ、営業】

３． ５月２８日 サンワ重搬㈱ 【大型乗務員（秋田県内）】
４． ５月２９日 泉運輸㈱秋田営業所 【大型中長距離トラック運転手】
５． ５月３０日 秋田県身体障害者更生訓練センター 【支援員】
６． ５月３１日 ㈱和敬園 ショートステイ御所野の森 【介護職】
７． ６月 １日 ファッションセンターしまむら桜ヶ丘店【衣料販売スタッフ】
８． ６月 ４日 ㈱和敬園【介護職】
９． ６月 ６日 あいおいニッセイ同和損保㈱【営業職】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内


