
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 170,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時50分 就業場所
(2) 9時00分～12時50分

月給

2人 130,000円～145,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時20分～13時30分 就業場所
(2) 7時50分～16時00分
(3)11時20分～19時30分

月給

2人 159,000円～195,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～16時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 155,276円～160,276円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時50分～15時50分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

月給

1人 130,000円～140,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時50分 就業場所
(2) 9時00分～12時50分

月給

20人 152,000円～217,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
(3)14時00分～23時00分

月給

1人 144,000円～157,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 121,800円～121,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 128,656円～128,656円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 128,656円～128,656円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

200人 018-855-5101

パソコン操作（エク
セル）

1,100人 秋田県潟上市
2ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-10735281

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10733781

受注オペレーション

・コンビニ「ローソン」の弁当やおにぎりの製造をしていま 
す。 
・主に、受注情報のオペレーション業務をしていただきます 
・パソコンを使用した業務です。 
・サーマルシールの発行業務もあります。

不問

他 株式会社　フレッシュダイナ－　秋田
工場毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

200人 018-855-5101

不問
1,100人 秋田県潟上市

2,547人 秋田県秋田市
平成30年6月11日～平
成30年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10716481

品質管理業務

・コンビニ「ローソン」の弁当やおにぎりの製造を行ってお 
ります。 
・商品の品質チェックや工場内の衛生管理の仕事です。 
・一部パソコンを使用した業務もあります。

不問

他 株式会社　フレッシュダイナ－　秋田
工場

一般事務補助（臨時職
員）

○正職員事務補助 
 
・到達文書の仕分け、資料のまとめ、電話取り次ぎ 
・データの読み合わせ等 
 
 
 
※休職職員の代替えとなるため、休職が継続する場合は契
約　更新となり、復帰する場合は契約終了となる可能性があ
ります。 

不問

土日祝他 秋田市教育委員会
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

19人 018-888-5803

不問

1,404人 018-888-9120

基本的なパソコン
操作（文字入力程
度） 

2,576人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10706581

雇用・労災・健康・厚生
05010-10705981

事故管理業務

○大手自動車メーカーが提供しているリース車両の事故管
理業務 
・事故受付後の受付内容の確認、精査 
　（事故受付は行いません） 
・修理工場との修理内容や費用の確認、保険会社との保険
金支払いに関する確認など 
※経験や知識は不要です。 
 
◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆

不問

土日祝 株式会社　プレステージ・インターナ
ショナル　秋田ＢＰＯキャンパス毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２
西部工業団地内

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２
西部工業団地内

1,404人 018-888-9120

基本的なパソコン
操作（文字入力程
度） 

2,576人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10723581

ロードアシスタンス・オ
ペレーター

○自動車の事故や故障などでお困りのお客様からのご連絡
を受け、サービスを手配するお仕事です。 
・お客様の現在地やトラブルの状況をヒアリングし、ご要望や
状況にあわせて、レッカー業者や鍵業者などを手配します。
（全国約７０００社の業者ネットワークあり） 
・トラブルにあわれたお客様のパートナーとして、お客様の
「不安」を「安心」に変えるお仕事です。 
※増員求人 
◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆

不問

他 株式会社　プレステージ・インターナ
ショナル　秋田ＢＰＯキャンパス

受付業務

○受付業務を担当していただきます。 
・来院患者の応対、受付 
・電話応対 
・会計業務 
・カルテの出し入れ、整理等 
・慣れてきたらレセプト入力もあります

不問

日祝他 医療法人圭山会　山王整形外科医
院その他
秋田市山王中島町１５－１８

16人 018-864-1100

ＰＣ入力程度

24人 018-832-4582
＊通信教育等で保
育士資格を取得し
た場合でも、保育
園での勤務経験あ
る方。

120人 秋田県秋田市
平成30年6月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10742881

雇用・労災・健康・厚生
05010-10740481

保育士（病気休暇代
替）

○主として保育園の４歳児（１１名）又は２歳児（１１名）の保
育業務に従事していただきます。 
＊６０名定員の保育園で、各クラス１２名程度の定員です。 
※就業時間について 
・（１）～（５）のシフト制です。 
・１０：３０～の遅番勤務の際は、１４：３０までの事務時間をと
れる日あり（３時間） 
・６：５０～の早番勤務の際は、１４：３０～１５：５０まで事務時
間をとれる日あり（１時間２０分） 
 

保育士資格 

日祝他 社会福祉法人秋田県母子寡婦福祉
連合会　かわぐち保育園毎　週
秋田県秋田市楢山登町１０番５０号

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２
西部工業団地内

1,404人 018-888-9120

保育士の実務経験
３年以上

2,576人 秋田県秋田市

372人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10712381

保育士【企業内託児
所】

【８月にオープンする企業内託児所の保育士さんを募集】 
・プレステージ・インターナショナル従業員のお子様をお預 
　かりする企業内託児所での保育業務。（地域枠もあり） 
・対象は６カ月～就業前までのお子様。 
・最大４２名お預かりできます。  ・持ち帰りの仕事はありませ
ん。 
・無認可企業主導型保育園 
★現在、企業内託児所「オランジェリー」を運営しています 
　が、この度、第二託児所を開設することとなり、新規メン 
　バーの募集です。

保育士 

日祝 株式会社　プレステージ・インターナ
ショナル　秋田ＢＰＯキャンパス

栄養士・調理師又は調
理員　　（杉山病院）

○入院患者の調理業務に従事していただきます。 
（患者約２８０食） 
 
・朝食、昼食、夕食の調理業務 
・管理栄養士５名、栄養士３名、調理師９名 
（ほかに調理補助の職員がいます。） 
 
※就業時間（４）１０：２０～１８：３０ 
　就業時間（１）～（４）のシフト制

不問

他 医療法人　仁政会　杉山病院
毎　週

秋田県潟上市昭和大久保字北野出
戸道脇４１

245人 018-877-6141

不問

平成30年5月25日発行（平成30年5月24日受付分)　Ｎｏ．１

3ページ中 1ページ

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

看護業務

整形外科での外来の看護業務に従事していただきます。 
 
・処置等医師の指示による医療行為 
・医療機器の準備等 
 

准看護師または看
護師 

日祝他 医療法人圭山会　山王整形外科医
院その他
秋田市山王中島町１５－１８

16人 018-864-1100

不問
16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10724481

℡ 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

月給

2人 148,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

月給

1人 185,000円～216,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 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

月給

2人 137,000円～267,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 8時00分～17時40分 就業場所

月給

1人 230,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 140,680円～162,640円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)17時30分～ 8時30分

月給

2人 145,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)17時30分～ 8時30分

日給（月額換算）

1人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)16時00分～ 9時00分 就業場所

月給

2人 150,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)11時00分～19時00分

月給

1人 149,600円～149,600円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～13時30分 就業場所
(2) 7時30分～19時00分

時給（月額換算）

1人 129,000円～154,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

330人 秋田県秋田市
～平成31年3月15日

雇用・労災・健康・厚生
05010-10725781

レンタカー店スタッフ
（秋田駅西口店）

○レンタカーの車両納車又は引取りをする仕事です。 
・店舗では常に出入りしている車両をお客様に即座に提供出 
　来る様、車両を洗車したり室内清掃をしていただきます。 
・その他業務（電話応対、カウンター業務、車両移動）につ 
　いても、周りのスタッフが指導しますので、初心者の方で 
　もやりやすい仕事です。 
 

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　山二
その他

秋田県秋田市中通２丁目２－３２

5人 018-833-6611

不問

45人 018-834-2577

不問
88人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10695881

雇用・労災・健康・厚生
05010-10693481

調理員

○障害者支援施設利用者の３食の食事作り。 
　朝８０食、昼８０食、夕８０食を５人でローテーション（１日あ
たり３人体制）して調理します。 
・仕込み、調理、配膳、食器洗浄、食材管理など 
＊遅番→遅番→早番→休日の繰り返しのローテーションで
す 
 
 
＊更新後、年度毎の更新。 
 

不問

他 社会福祉法人　秋田育明会
その他

秋田県秋田市柳田字竹生１６８

その他
秋田県秋田市千秋久保田町５－１５

15人 018-884-7700

不問
15人 秋田県秋田市

31人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10722981

ドレスコーディネーター

○ドレスコーディネーター業務に従事していただきます。 
＊結婚式場での新婦様を中心とした衣装合せなど、主に婚
礼衣装にまつわる業務全般。 
・新婦のコーディネート 
・フィッテイング（試着）の補助 
・衣装の管理、手入れ（簡単なアイロンがけ、手縫い等） 
＊七五三、成人式のコーディネート、フィッテイング業務 
＊外出業務あり（社用車／ＡＴ車または自家用車）使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　アールベルアンジェ秋田

支援員（夜間専門）
「シェアハウス里庵」≪
急募≫

○シェアハウス里庵において、夜間支援員業務に従事してい 
　ただきます。 
【仕事内容詳細】 
・サービス付高齢者向け住宅の入居者の夜間帯の安否確認
や 家族、連携事業者との連絡調整など。 
 
 
＊月１０日程度の勤務となります。 
＊入居者９名　職員１名で対応。
 

介護職員初任者研
修またはホームヘ
ルパー２級以上
 
　

他 有限会社　ｔｏ　ｂｅ
その他

秋田県秋田市新屋比内町１３番１号
１階

5人 018-828-8170

不問

35人 018-887-5221

35人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可） 
＊ヘルパー２級（ま
たは介護職員初任
者研修）以上の資
格あれ ば尚可

その他
秋田県秋田市下北手桜字新桜谷地
８５番地

雇用・労災・健康・厚生
05010-10720381

雇用・労災・健康・厚生
05010-10719281

介護職員（正社員）≪
急募≫

・デイサービス利用者（３５名）に対しての、食事、入浴、排泄
等の介助及び送迎業務（ＡＴ車使用）スタッフ１２名 
・グループホーム入所者（９名）の食事、入浴、排泄等の 
　介護業務。スタッフ９名 
＊就業時間（１）～（４）交替制／就業場所によって異なる 
＊夜勤勤務（３）は月４～５回あり（６～７名体制） 
＊未経験の方、歓迎します。 
＊マンツーマンでの丁寧な指導をいたします。 
※勤務体制の改善による〈急募〉です。 

他 株式会社　秋田介護支援センター

その他
秋田県秋田市下北手桜字新桜谷地
８５番地

35人 018-887-5221

不問
35人 秋田県秋田市

1,123人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
12080-12247581

介護職員（正社員以
外）≪急募≫

・デイサービス利用者（３５名）に対しての、食事、入浴、排泄
等の介助及び送迎業務（ＡＴ車使用）スタッフ１２名 
・グループホーム入所者（９名）の食事、入浴、排泄等の 
　介護業務。スタッフ９名 
＊就業時間（１）～（４）交替制／就業場所によって異なる 
＊夜勤勤務（３）は月４～５回あり（６～７名体制） 
＊未経験の方、歓迎します。 
＊マンツーマンでの丁寧な指導をいたします。 
※勤務体制の改善による〈急募〉です。 

普通自動車免許
（ＡＴ限定可） 

他 株式会社　秋田介護支援センター

営業職（秋田店）

転勤なし！地域に根差した営業活動！ 
◆ゼネコンや建設機械レンタル、官公庁等の法人のお客様
へ ユニットハウスのレンタル、販売。 
◆ユニットハウス展示場売場にて、個人事業主のお客様へ 
　オフィス等にご利用いただくユニットハウスを販売。 
◆仕事の多くは来場者、代理店、既存顧客への対応です
が、 
　法人向けの新規開拓営業も行っていただきます。 
※応募の際は、必ずハローワークで 
　紹介状の交付を受けて下さい。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可能） 

土日祝他 三協フロンテア　株式会社 
　毎　週
千葉県柏市新十余二５

3人 04-7133-3361

不問

1人 018-838-1980

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10697181

雇用・労災・健康・厚生
05010-10707481

営業及び設計

○公園施設等の遊具の営業及び企画・設計をお願いしま
す。 
 
・県内市町村の公園担当課、保育園・幼稚園・小学校等への 
　遊具施設担当課への営業 
・企画・設計（商品のイメージ案の作成）・提案　等 
・設置遊具のアフターフォローなどその他付随する業務 
 
※仕事に慣れるまでは先輩社員が同行し指導します。 
 

普通自動車免許
（ＡＴ不可）

日祝 有限会社　サンブリッチ東北　秋田
営業所その他
秋田県秋田市茨島７丁目１２－１８

その他
秋田県潟上市飯田川飯塚妙見９番

14人 018-853-9510

不問
68人 秋田県潟上市

500人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13080-43948481

ルート営業（本社）

○主に自動車販売店を訪問し、輸出用の中古タイヤ、バッテ
リー、非鉄金属を交渉の上、買い取りし、回収及び運搬業務
に従事していただきます。 
＊営業範囲は、県内中心とし県外もあります。 
＊社用車（ＭＴ車）使用 
＊慣れるまで概ね１か月は先輩社員が同行し指導致しま
す。 
 
○仕分け、整理、コンテナへの積込み作業もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可） 
（中型・大型自動車
免許あれば尚可）

日祝他 株式会社　高橋商事

女性用ヘアウィッグの
販売／西武秋田店

女性用ヘアウィッグの接客・販売 
 
お客様のご要望に沿い、ウィッグを提案、販売、加工する 
仕事です。 
 
ブランクある方歓迎 
社内研修制度あります。

美容師資格

他 株式会社　ハイネット
その他

東京都新宿区大久保２－３－４ 
出光新宿ビル５階

2人 03-3202-8110

不問

不問
401人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10731581

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　マルダイ
その他

秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６
号

401人 018-835-6111

3ページ中 2ページ
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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

店舗での販売業務

○生鮮各部門（鮮魚、精肉、青果、惣菜）のいずれかで商品
の製造から販売までを担当します。また、部門責任者の補助
業務も担当していただき、将来の幹部候補を目指していただ
きます。 
 
　・作業場での加工、調理（惣菜） 
　・商品のパック詰め、包装、品出し、陳列、補充 
　・仕入、発注等 
　・繁忙時のレジ業務の手伝い 
　・所属部門の従業員の勤怠管理等 



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（月額換算）

1人 129,000円～154,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

時給（月額換算）

1人 140,696円～140,696円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)19時00分～ 4時00分 就業場所

月給

10人 150,000円～250,000円
就業場所

正社員 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30分～17時30分

時給（月額換算）

1人 140,696円～140,696円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)20時00分～ 5時00分 就業場所

時給（月額換算）

4人 140,696円～140,696円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)19時00分～ 4時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 125,664円～125,664円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 130,000円～130,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

月給

1人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 201,600円～403,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 176,920円～209,920円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 185,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

ヤード内作業員（本社）

○仕分け、整理、コンテナへの積込み作業 
○タイヤ、バッテリーのばらし及び組み立て作業 
○車両系建設機械の操作 
○その他業務 
 
＊経験はなくても仕事は丁寧に教えます。 
＊体力のいる仕事です。

中型自動車免許
（８ｔ限定可・ＡＴ限
定不可） 
（車両系建設機械
（整地・解体用）免
許フオークリフト、
小型　移動式ク
レーン、玉掛け）あ
ればなお可

日祝他 株式会社　高橋商事
その他

秋田県潟上市飯田川飯塚妙見９番

14人 018-853-9510

68人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10708781

40人 080-5068-0078

不問
150,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10714981

雇用・労災・健康・厚生
05010-10700281

セールスドライバー【フ
ルタイム・キャリア社
員】

＊宅急便の集荷、配達、営業。 
＊車両での宅配（２ｔ車使用） 
※作業範囲は秋田市内です。（広面方面） 
※雇用契約は１年毎の更新となります。 
 
【キャリア社員制度】 
　・正社員（マネージ社員＝終身雇用、月給制）登用制度有 
　・年に１～２回登用試験が有ります。 
※２年後見極め時点で、正社員登用。

・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定不
可） 
＊中型自動車運転
免許優遇します

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田広面支
店　秋田東通センター毎　週
秋田県秋田市東通４丁目５番１２号

その他
秋田県秋田市雄和田草川字本田１４
９番地４

6人 018-893-4512

不問
6人 秋田県秋田市

307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-63717681

築炉及び焼却炉工事
における 
現場作業員

○焼却炉の補修等の業務に従事していただきます。 
・補修工事などの現場作業 
・炉内清掃 
＊足場を組む作業の中で、補助的な作業を行っていただくこ
ともあります 
＊現場への移動は基本的には会社に集合し、社用車で向か
いますが、直行することもあります。　 
　県外の現場があった際は、宿舎は会社で用意します。 
＊高所作業あり。 

普通自動車免許
（ＡＴ限定可） 

他 秋田プラント　株式会社

住宅メンテナンス工事
／秋田支店

●住宅の基礎の補強・補修工事 
●内外装のリフォーム・塗装・防湿工事 
●防水・断熱・シロアリ駆除工事など 
業界Ｎｏ．１の給与を目指しており、努力すればするほど昇給
することができます。上記の業務以外にも、ハウスメーカー・
工務店を通じての敷地調査、地盤調査、地盤改良、床暖房、
瑕疵担保取次、防水・断熱・シロアリ駆除・リフォーム工事等
を行っております。これら業務全般を手伝っていただくことも
あります。 
＊経験のない業務でも、丁寧に指導・教育いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ピコイ
その他

東京都千代田区神田東松下町１７ 
フリージアグループ本社ビル５Ｆ

5人 03-6635-1833

不問

11人 018-846-0133

４ｔトラック運転経験
者

90人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10694781

～平成30年7月20日
雇用・労災・健康・厚生

05010-10711081

運転手

○三和シヤッター工業（株）の専属として、東北一円の各営 
　業所へのシャッター製品を搬入 
・重量１５ｋｇ～２０ｋｇの製品を扱う 
・手積み、手降ろしでの積み込みは複数人で作業 
 
＊４ｔトラックにて搬入（運転は１名） 
＊秋田県内全域および山形・宮城・新潟・岩手 

中型自動車運転免
許（８ｔ限定可・ＡＴ
限定不可） 
＊フォークリフトあ
れば尚可

土日祝 静岡三和梱包運輸株式会社　秋田
営業所毎　週
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１７－５

毎　週
秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

3人 018-893-5805

不問
30人 秋田県潟上市

1,100人 秋田県潟上市
2ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-10734881

電子機器の組立「潟上
市天王」

○電子機器の組立業務に従事して頂きます。 
・卓上にて電子機器の組立、検査（立ち作業です） 
　それほど細かい作業ではありません。 
 
＊初心者の方にも丁寧に指導致します。 
 
＊工場未経験者の方も大歓迎です。 

不問

土日祝 株式会社　テイケイコーポレーション

商品の盛付

・コンビニ「ローソン」の弁当や寿司などの製造をしておりま
す。 
・主に弁当・寿司の盛付作業をしていただきます。 
・立ち作業ですが、温度管理された室内での作業です。　 
 

不問

他 株式会社　フレッシュダイナ－　秋田
工場毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

200人 018-855-5101

不問

200人 018-855-5101

不問
1,100人 秋田県潟上市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10732481

雇用・労災・健康・厚生
05010-10696281

商品の仕分

・コンビニ「ローソン」の弁当やおにぎりなどの製造をしており
ます。 
・出来上がった商品を店舗ごとに仕分ける作業をしていただ
きます。 
・立ち作業です。一部重量物を運ぶ作業もあります。

不問

他 株式会社　フレッシュダイナ－　秋田
工場毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

毎　週
秋田県南秋田郡大潟村字西４－８８

110人 0185-45-3001

不問
120人 秋田県南秋田郡大潟村

1,100人 秋田県潟上市
2ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-10730981

農業兼製造

○農作業等　水稲およびタマネギ栽培等の育苗、移植、防除 
収穫等に関わる機械等の作業全般及び栽培管理等業務 
○アレルギー食品工場：米粉を使った平めん、マカロニ、 
アレルギー対応レトルト食品（非常食）、パウダー（米粉） 
等の製造 
○グルテンフリー工場：グルテンフリーパスタ、パスタソー 
ス・カレー等のレトルト食品の製造 
○発芽玄米工場：発芽玄米の製造・加工 
○精米工場：精米及び製品の荷造り 
※あまり体力を必要としないお仕事で、男女問わず活躍している職
場です。

不問

土日祝他 株式会社　大潟村あきたこまち生産
者協会

炊飯業務

○コンビニ「ローソン」の弁当やおにぎりなどを製造して 
います。 
・白飯や炊込みご飯などの炊飯業務をしていただきます。 
・大型機械による自動炊飯ですが、具材入れや飯ほぐし作業 
などがあります。 
・一部重量物を運ぶ作業があります。

不問

他 株式会社　フレッシュダイナ－　秋田
工場毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

200人 018-855-5101

不問

不問
330人 秋田県秋田市

～平成31年3月15日
雇用・労災・健康・厚生

05010-10726881

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　山二
その他

秋田県秋田市中通２丁目２－３２

8人 018-833-6611

平成30年5月25日発行（平成30年5月24日受付分)　Ｎｏ．３

3ページ中 3ページ

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
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レンタカー店スタッフ
（秋田千秋店）

○レンタカーの車両納車又は引取りをする仕事です。 
・店舗では常に出入りしている車両をお客様に即座に提供出 
　来る様、車両を洗車したり室内清掃をしていただきます。 
・その他業務（電話応対、カウンター業務、車両移動）につ 
　いても、周りのスタッフが指導しますので、初心者の方で 
　もやりやすい仕事です。 

℡ 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。



●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】
２． ５月２８日 サンワ重搬㈱ 【大型乗務員（秋田県内）】
３． 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】
４． ５月３０日 秋田県身体障害者更生訓練センター 【支援員】
５． ５月３１日 ㈱和敬園 ショートステイ御所野の森 【介護職】
６． 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】
７． ６月 ４日 ㈱和敬園【介護職】
８． 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

●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 ！

開催日時：平成３０年５月３０日（水） １０：００～１０：３０
開催場所：ハローワーク秋田 ２階会議室

参加企業：有限会社 やさしい手秋田
就業場所：本店（川尻総社町）、ももさだ店（新屋表町）、ポートセンター（将軍野東１丁目）
募集職種：訪問介護員（フルタイム）、ホームヘルパー（パート）

※参加希望者は９：５０までに直接会場へお入りください。
※希望者は、説明会終了後別会場での個別面談もできます。

会社説明会のご案内


