
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 210,000円～264,800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30分～17時30分 就業場所

月給

1人 190,000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30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

12人 143,212円～150,750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50分～17時20分 就業場所

時給（月額換算）

12人 137,700円～137,700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45分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 152,403円～152,403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45分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

月給

1人 140,000円～150,000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) 7時00分～15時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)13時30分～21時30分

月給

2人 145,900円～220,000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 35歳以下 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)11時00分～20時00分

時給（月額換算）

2人 128,115円～153,738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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)11時00分～20時00分

月給

1人 165,000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 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

20人 018-847-4550

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10913081

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10881181

ネットショップ運営ス
タッフ

○ネットショップに関するお仕事をメインに従事していただき
ます。 
・メール、電話、受注管理 
・商品の出品 
・ホームページ更新 
・伝票作成、入力、出荷指示 
・倉庫にて荷受け、梱包作業手伝い（繁忙期） 
 
＊状況に応じて店舗のお手伝いをしていただく場合あり。 

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社　小西タイヤ
その他

秋田市土崎港西二丁目１２－６７

その他
秋田県秋田市大町３丁目３－１１　ミ
タビル内

33人 018-864-1120

不問
33人 秋田県秋田市

33人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10880281

ガソリンスタンドスタッフ
（契約社員）

○ガソリンスタンドでの業務全般に従事して頂きます。 
・給油サービス、洗車やカーケア商品販売業務 
・灯油、軽油の配送 
　指導いたしますので未経験者でも応募可能です。 
・その他ＳＳ事務 
＊御野場ＳＳ、広面ＳＳ、飯島ＳＳ、河辺ＳＳの 
　上記４店舗のいずれかでの勤務となります。 
＊就業時間は（１）～（３）のほか変動する場合あり。 

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
危険物第４類（乙
種または丙種）

他 株式会社　木村スタンド

ガソリンスタンドスタッフ
（正社員）

○ガソリンスタンドでの業務全般に従事して頂きます。 
・給油サービス、洗車やカーケア商品販売業務 
・灯油、軽油の配送 
・その他ＳＳ事務 
 
＊御野場ＳＳ、広面ＳＳ、飯島ＳＳ、河辺ＳＳの 
　上記４店舗のいずれかでの勤務となります。 
 
＊就業時間は（１）～（３）のほか変動する場合あり。 
 

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
危険物取扱者（乙
四類）尚可 

他 株式会社　木村スタンド
その他

秋田県秋田市大町３丁目３－１１　ミ
タビル内

33人 018-864-1120

不問

16人 018-869-7666

不問
60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10893681

雇用・労災・健康・厚生
05010-10875381

バリスタ・調理補助

○ナガハマコーヒーのカフェの中でサーブや接客をする業務
です。 
・カウンター内でドリンクを作成するバリスタ業務もあります。 
・キッチンへ盛付けのフォローに入るケースもあります。 
・レジ会計業務 
 
 
 
 

不問

他 ナガハマコーヒー　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字小谷地１１０
－１

隔　週
秋田県秋田市大町１丁目５－３０

6人 018-862-7352

不問
6人 秋田県秋田市

1,500人 秋田県秋田市
平成30年6月18日～平
成30年7月31日 雇用・労災

05010-10891081

商品管理、配送

＊商品の荷受け、品出し 
・商品の配送 
・社用車使用（ＡＴ車） 
・配送範囲は、主に秋田市内中心となります。 
・３０Ｋｇ前後の粉や砂糖等の積み降ろしがありますので、あ
る程度体力を要します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　光和物産

一般事務及び来客対
応（秋田市八橋）

○一般事務及び来客対応に従事していただきます。 
・商品の発注、請求書、納品書の作成 
・作成書類の整理 
・電話、来客対応 
・その他、付随する事務業務 
 
＊産休代替 
＊派遣期間（予定）　～平成３１年６月３０日 
　期間終了後も同就業場所にて雇用継続の予定

不問

土日祝他 マンパワーグループ　株式会社　秋
田支店毎　週
秋田県秋田市中通２丁目３番８号
秋田アトリオンビル１１Ｆ

0人 018-831-1069

不問

4人 018-887-5170

仕事の内容欄　参
照

2,168人 秋田県秋田市
平成30年7月2日～平
成30年9月1日 雇用・労災

05010-10877981

平成30年7月1日～平
成30年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10898881

テレマーケティング【非
営業】（秋田市）

○大手通信会社での電話オペレータのお仕事です 
・お客様からの申し込み内容を元に光サービスや関連サービスの申
し込み内容の確認、商品説明、勧奨 
・電話加入権等に係わる申し込み受け付け、問い合わせ対応 
・業務システムへの入力　など 
＊必要な経験等 
　電話応対の経験  （コールセンター、事務、営業、販売など） 
　ＰＣ：マウスとキーボード入力 
　エクセル：上書き保存やセル入力 
　電話で会話しながらのＰＣ入力

不問

土日祝 株式会社　リクルートスタッフィング
秋田オフィス毎　週
秋田県秋田市中通２丁目３番８号
アトリオンビル９階

毎　週
秋田県秋田市中通４丁目５－６　秋
銀・明治安田ビル７Ｆ

3人 018-884-7300

パソコン入力、電
話応対

60人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10904181

お客様対応業務（秋田
市）

・法人、個人からのお申込み問い合わせ受付業務 
・電話に対する回線サービス・付加サービス等の商品説明 
勧奨。 
・申込内容の確認業務 
・システムへの登録業務 
・クレーム対応

不問

土日祝 パーソルテンプスタッフカメイ　株式
会社　秋田オフィス

機能訓練指導員

○半日型デイサービスにおいて、機能訓練指導員としての 
　業務についていただきます。 
・利用者一人ひとりに合わせた機能訓練プログラムの作成計 
　画をしていただきます。 
 
＊利用者１８名の予定（午前１８名／午後１８名） 
 
 

理学療法士 
 

土日他 合同会社　ケアライフゆり
毎　週

秋田県秋田市牛島東７丁目２９－１２

9人 018-853-6916

不問

平成30年5月30日発行（平成30年5月29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

外壁工事現場管理・営
業

・現場は、秋田県内各地。 
・主に外壁施工の現場管理兼営業 
 
＊社用車（ＡＴ車）（ＭＴ）両方使用 
＊１．５ｔ～２．０ｔトラック使用の場合有り 

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝 株式会社　秋田ビルテック
その他

秋田市土崎港穀保町１３０－１

17人 018-880-5366
ＰＣ使用（エクセ
ル・メール・ネット） 
施工管理技士資格
（仕上げ）あれば優
遇

23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10911281

℡ 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

1人 185,000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 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 170,000円～300,000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

1人 130,000円～170,000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) 6時00分～15時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)12時30分～21時30分

月給

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

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給（月額換算）

1人 128,497円～128,497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 就業場所

日給（月額換算）

2人 138,000円～138,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～16時30分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

日給（月額換算）

1人 184,000円～253,000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00分 就業場所

月給

1人 135,000円～207,000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 18歳～40歳 (1) 7時00分～15時15分 就業場所
(2)15時00分～23時15分
(3)23時00分～ 7時15分

日給（月額換算）

2人 278,400円～324,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 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

時給（月額換算）

3人 146,880円～172,800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) 9時30分～18時30分 就業場所

日給（月額換算）

2人 147,000円～315,000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) 8時00分～17時30分 就業場所1人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-10908981

建築塗装工（未経験者
可）

○一般建築塗装工事全般に従事していただきます。 
・屋根、外壁 
・各種吹付工事 
・シーリング 　　・テナント 　　・エイジング塗装 
・各種リフォーム工事 
＊現場は主に秋田市内中心ですが、年に数回、単発で県外
もあります。 
＊現場へは社有車で乗合で向かいます。 
＊未経験者の方にも丁寧に指導します。

秋田市仁井田二ツ屋２－１９－９

1人 018-839-8294

介護職員初任者研
修又はホームヘル
パー２級以上 
普通自動車免許
（ＡＴ可） 
介護福祉士優遇

介護福祉士（介護
職員実務者研修修
了者可） 
普通自動車免許
（自家用車使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可） 
チェーンソー資格
者 
＊車両系建設機械
等資格があれば尚
可

不問

24人 018-847-4550

不問
24人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可） 
一級塗装技能士資
格あれば優遇

日祝他 株式会社　ｃｏｌｏｕｒ　ｗｏｒｋｓ　ｓｈｉｍａ
その他

～平成30年12月25日
雇用・労災・健康・厚生

05010-10909581

～平成30年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-10887481

ピットスタッフ

・タイヤ交換作業 
（タイヤ交換、バランス調整、脱着等） 
・商品荷受、片付け 
・倉庫整理 
・商品梱包、発送手伝い 
・配達（社用車使用） 
・その他、タイヤホイールに関する業務

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可） 
フォークリフト免許
あれば尚可

他 有限会社　小西タイヤ
毎　週

秋田市土崎港西二丁目１２－６７

その他
潟上市天王字蒲沼１３７－１４４

2人 018-878-7228

不問
2人 秋田県潟上市

190人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10914381

機械据付・修理の補助
業務　　（アルバイト）

○県内各農協のライスセンター、カントリーエレベーターの機
械据付・修理の補助業務を担当していただきます。 
 
＊就業地までは社有車で移動します。 
＊状況によっては、青森県内への出張もあります。 
＊２人以上での作業になります。据付・修理に関して指導い
たします。 
 
＊工具を使い分ける知識が必要です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可） 
溶接関係・玉掛資
格あれば尚可

日祝 有限会社秋田機設

プラスチック成形作業
者

○プラスチック成形作業を担当していただきます。 
・射出成形機や、自動機械のオペレーター業務及び生産工
程（材料供給・仕分け等）に係る作業 
 
＊他の部署での作業の特性を理解するために、研修制度が
あ ります。

不問

他 フカイ工業　株式会社　秋田工場
その他

秋田県潟上市天王字上江川４７－１
６１２

116人 018-878-6188

不問

8人 018-852-5568

8人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-10906381

平成30年7月5日～平
成30年8月26日 労災

05010-10907681

伐木造材手

○作業現場にて、伐木（伐採）・造材・搬出作業等の林業 
　作業に従事します。 
・チェーンソーを使用した作業あり 
＊現場は県北部が多い（県外もあり） 
＊会社に集合し、社用車で現場へ移動します。 
＊遠方の現場の場合は早朝集合もあり（７時００分頃） 
＊県外出張時は宿泊代会社負担 
＊車両系建設機械等の資格がない方には、入社後に取得し
て いただきます。 

日他 有限会社　エフ・ジー
隔　週

秋田県南秋田郡五城目町高崎字田
中２８７

その他
秋田県秋田市浜田字境川

3人 018-828-3759

不問
3人 秋田県秋田市

354人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10890181

海水浴場組合本部業
務

○海水浴場の本部業務に従事していただきます。 
【主な仕事内容】 
・駐車料金の徴収　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
・駐車場内の交通整理　　　　　　　　　　　　　　　　 
・清掃（浜、トイレ等）　　　　　　　　　　　　　　　 
・監視業務 
・その他 
※雇い入れは７月５日を予定していますが、海開きの都合に
より７月５日以降になる場合もあります。

不問

他 桂浜海水浴場組合

保育補助

○保育補助業務を行っていただきます。 
・対象児童は０、１、２歳児、定員１９名です 
・子供の預かり、ともに遊ぶ、見守り 
・排泄補助、おむつ交換、食事補助、午睡のうながし 
・環境構成、整備手伝い、室内清掃 
・給食（１回平均１３食程度を１人で行います） 
・保育士１０名（うちパート３名）保育補助３名体制 
 

不問

他 医療法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

13人 018-877-7110

不問

29人 018-866-0888

120人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-10919781

雇用・労災・健康・厚生
05010-10900481

サービス提供責任者
（たんぽぽ飯島）

○訪問介護サービスのコーディネート業務 
・訪問介護計画書の作成 
・お客様やご家族等及び担当ヘルパーとの連絡調整 
・サービス担当者会議への出席 
○訪問介護業務（身体介護・生活援助） 
＊訪問範囲：主に秋田市内 
＊外出用務には自家用車使用（ガソリン手当別途支給） 
＊正社員登用の可能性あり

他 株式会社　レヴァレンス
その他

秋田県秋田市寺内イサノ１０１番地
アルファコート１Ｆ

その他
秋田県秋田市新屋比内町１３番１号
１階

12人 018-828-8170

31人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10876681

介護職「まめでらハウ
ス」

○小規模多機能型居宅介護（通い、宿泊、訪問）サービスの 
　提供でご利用者様の生活全般（食事、排泄、入浴等）にお 
　ける介護業務 
　＊定員２５名スタッフ６名体制 
　＊施設内での介護業務が主ですが、訪問の場合もあり 
　（社用車使用）詳細は面談で説明します 
　１６：００～９：００（月６回程度） 
＊原則利用者８名、職員１名で対応 

他 有限会社　ｔｏ　ｂｅ

営業

○展示場や内覧会へ来場して頂いたお客様への対応を通じて 
　注文住宅受注の為の営業活動を行います。 
・お引き渡し後も定期的に顧客訪問します。 
・提案書作成、売り上げデータ入力等（ＰＣ使用） 
＊活動範囲は、秋田市内及び近隣市町村 
＊社用車使用 
（マイカーを使用した場合にはガソリン代を支給） 
＊未経験者の場合は先輩社員がサポートします。 
＊飛び込み営業はありません。 
＊携帯電話と制服は貸与します（無料）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可） 

水他 高田住宅工業　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市八橋大沼町１５－１０

10人 018-896-7773

不問

不問
83人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 06020- 3555281

普通自動車免許
（営業車両：ＭＴ，Ａ
Ｔ両方あり）

日祝他 株式会社　冷凍技術工業所
隔　週

山形県南陽市三間通３８３－１

6人 0238-43-5211

3ページ中 2ページ

平成30年5月30日発行（平成30年5月29日受付分)　Ｎｏ．２
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

営業職『秋田県秋田
市』

＊スーパー、小売店等への冷蔵、冷凍設備の営業をおこ
なっていただきます。 
　秋田県内の得意先への営業が中心となります。 
※資格・経験は問いません。採用後、長く働いて下さる方を 
　希望します。 
※連絡のうえ「履歴書・紹介状・職務経歴書」を事前に 
　本社（山形県南陽市）へ送付願います。 
　書類選考後、通過者へ面接日時を通知致します。 
（書類選考に有する目安期間：書類到着後１週間程度）



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

1人 347,500円～407,700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

月給

1人 170,000円～180,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 165,000円～175,000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) 9時00分～17時20分 就業場所

月給

2人 198,000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 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～185,000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30分～17時30分 就業場所

月給

1人 135,000円～145,000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 38歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～180,000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30分～17時30分 就業場所

月給

1人 189,670円～243,530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 33歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 151,200円～151,200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00分～17時00分 就業場所
平成30年6月18日～平
成30年8月20日 雇用・労災・健康・厚生

02030- 5789981

いずれかの資格を
有していること　・
管工事施工管理技
士・技術士法（機械
総合技術管理，上
下水道）・職業能力
開発促進法（空調
設備，給排水衛生
設備，配管）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可） 
電気工事士、電話
工事士資格有れば
尚可 

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）及
び車両系建設機械
（グレーダー）（重
機関係資格及び土
木施工１級又は２
級保有者優遇）

毎　週
青森県弘前市大字外崎２丁目７－３
１

1人 0172-26-2679

不問
200人 秋田県秋田市

2,700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-36227481

ピッキング（アイスの仕
分・秋田市）

ピッキング（冷凍庫内でのアイスの仕分け作業） 
 
派遣期間：平成３０年６月１８日～平成３０年８月２０日までで
すが、以降は２ヵ月更新となります。 
雇用期間：派遣期間と同じになります。

不問

他 株式会社　オールクリア

飲料のルート営業職
（自販機）［秋田市］

サントリーの飲料自動販売機等を定期的に巡回訪問し、商
品補充・納品・売上金回収・自販機の管理・清掃・空缶回収
のほか、設置先様への提案活動等をして頂きます。 
 
自分のアイデアと工夫次第で売上を伸ばせる、やりがいある
仕事です。 
 
＊新規開拓営業ではありません。 
＊２ｔ（または３ｔ）車両を使用します。 

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日他 サントリービバレッジサービス　株式
会社　東北営業本部毎　週
宮城県仙台市泉区明石南３丁目２－
１

21人 022-773-6565

不問

6人 018-872-2400

不問
8人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10910881

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10892381

配送及び工場内作業

○配送及び工場内作業業務に従事して頂きます。 
【配送業務】 
・お得意先様へのダンボール等梱包資材の配送 
・１０ｋｇ～２５ｋｇ位の重量物を扱います。 
・配送範囲は、秋田市、南秋地区を中心に県内全域 
・２ｔトラックを使用 
○工場内作業 
・段ボール製造に係る作業　 
・その他、付随する業務

普通自動車免許Ａ
Ｔ限定不可 
フォークリフト免許
あれば尚可

他 有限会社　エーシーピー
毎　週

秋田県潟上市天王字棒沼台３００番
４

その他
秋田県秋田市外旭川字小谷地１１０
－１

16人 018-869-7666

不問
60人 秋田県秋田市

50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10897781

定期納品業務

○契約している事業所様へコーヒーを納品する業務です。 
 
＊お客様とコミュニケーションを取り、明るく前向きに仕事 
　が出来る方、大歓迎です。 
＊納品範囲は秋田市中心ですが、南秋、男鹿、雄和方面も
あ ります。 
＊社用車使用（ＡＴ限定可） 
＊引き継ぎ研修期間がありますので、安心して取り組めます 
＊ノルマはありません。 

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 ナガハマコーヒー　株式会社

作業員

○レンタル用土留材管理業務に従事していただきます。 
・パネルの洗浄、点検、軽修理、溶接 
・フォークリフトでの入出庫 
・その他、付随する業務
 
 
 

不問

日祝他 サンワ重搬　株式会社
その他

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地２５
９－２

38人 018-816-0790

不問

15人 018-878-3626

15人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10888781

雇用・労災・健康・厚生
03010-13382481

グレーダーオペレー
ター及び舗装作業員

○グレーダーオペレーター及び舗装作業員として土木作業
全般の業務に従事していただきます。 
・グレーダーによる整地　等 
・道路、駐車場の舗装 
・側溝の入替 
・下水道復旧　等 
 
＊主に現場は秋田市内です。 
＊作業着貸与。 

日他 有限会社　京谷土建
その他

秋田県潟上市天王字江川１８－２

その他
岩手県盛岡市永井１－１３－１

5人 019-638-5190

不問
102人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市
平成30年6月1日～平
成30年6月30日 労災

05010-10870781

家電製品等の設置及
び取付工事（秋田営業
所）

＊家電量販店・家電メーカー・ハウスメーカーの依頼に応じ
て一般家庭で使用する電化製品（エアコン、アンテナ、ＦＦス
トーブ、照明、温水便座等）の取り付け工事が主になります。 
 
＊基本的には社員２人１組で業務を行います。 
＊一般家庭の訪問が主になります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　アイヴィック

ケーブルテレビ工事、
一般電気工事（冷暖房
機、アンテナ等）

○光ケーブル工事、テレビ等の調整をします。 
・暖房機等の場合は設置工事をします。 
・インターネット、エアコン工事、その他修理工事。 
・一般電気工事（一般住宅の配線工事等） 
 
＊現場は秋田県内、社用車（ＭＴ、ＡＴ）で移動します。 
＊高所作業あり（高所作業車運転あり） 
＊雇用期間終了後も希望があれば応相談 
 
　

他 有限会社　ファミリーデンカあさひ
その他

秋田市牛島東６丁目２－２１

3人 018-835-4686

14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05060- 2952181

日他 株式会社　上輝エンジニアリング
その他

秋田県横手市大雄精兵村６６－１

5人 0182-23-5863

平成30年5月30日発行（平成30年5月29日受付分)　Ｎｏ．３
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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

配管工・鉄工（有資格
者のみ）

○契約先の現場及び工場で主に配管作業及び建築資材の
溶　　接・組立作業全般を行う業務です。 
 
 
※東北管内の出張（月１回程度）あり。

℡ 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２階大会議室において、下記日程の１０：００～１０：３０で開催します。

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。

１． ５月３０日 ㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
２． ６月 ６日 ㈱プレステージインターナショナル【ｺｰﾙｾﾝﾀｰｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、管理者候補、保育士等】

『会社説明会』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 ！

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３０日 秋田県身体障害者更生訓練センター 【支援員】
２． ５月３１日 ㈱和敬園 ショートステイ御所野の森 【介護職】
３． 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】
４． ６月 ４日 ㈱和敬園 ショートステイ御所野の森 【介護職】
５． ６月 ６日 あいおいニッセイ同和損保㈱【営業職】
６． ６月 ７日 三菱マテリアル電子化成㈱【開発・製造補助、ﾌﾟﾗﾝﾄ運転業務、製造業務】
７． ６月 ８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】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内


