
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

年俸（月額換算）

1人 250,000円～333,333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 170,000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 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

年俸（月額換算）

1人 250,000円～333,333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 185,000円～200,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

5人 137,700円～149,940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）

5人 142,500円～142,500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）

15人 154,800円～189,200円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 9時00分～23時00分 就業場所
(2) 7時00分～23時00分

月給

1人 140,000円～150,000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 120,000円～170,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 185,000円～200,000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

電気工事施工管理
実務経験者 
ＣＡＤの操作容易
な方

28人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10811581

１級電気工事施工
管理技士 （１種電
気工事士優遇） 普
通自動車免許（ＡＴ
限定可）

日祝他 株式会社　ヌノタニ
その他

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地２５
３－４

19人 018-847-5515
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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

電気工事施工管理及
び電気設備設計

○店舗・住宅等の建築工事における電気工事及び施工管理
業　務並びに電気設備の設計、積算に従事していただきま
す。 
・書類作成　 
・図面作成　 
・積算業務 
・設計関連業務 
・その他付随する業務 
 
＊社用車を使用します（ＡＴ限定可）。 

内装設計デザイン

○主にＣＡＤ（ＶｅｃｔｏｒＷｏｒｋｓ）を使用しての店舗・住宅等の
デザインと図面の作成を行っていただきます。 
・積算 
・その他付随する業務 

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝 ＳＡＮＤ株式会社
毎　週

秋田県秋田市八橋本町１丁目１－３
６　２Ｆ

3人 018-827-7073

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10801681

管工事施工管理技士

○店舗・住宅等の建築工事における、給排水・衛生設備の 
　工事および施工管理 
 
＊施主のＣＡＤ図面を基に積算しますので、ＣＡＤの操作でき
る方を希望します。 
＊現場は秋田県内が主となります。 
＊現場へは社用車を使用します。 
　（バン・軽トラック、ＡＴ・ＭＴあり）

１級管工事施工管理
技士　又は　２級管工
事施工管理技士 
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

日祝他 株式会社　ヌノタニ
その他

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地２５
３－４

20人 018-847-5515

管工事施工管理実
務経験者 
ＣＡＤの操作出来
る方

28人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10808181

業務員

○講座やセミナーの実施・確認、講師との連絡調整、講師業
務、結果のとりまとめ等担当 
 
＊就業場所での業務のほか、単身での県内出張がありま
す。　専用車または私用車を使用。

使用ソフト（Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ，ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ及び一太郎等）、パ
ソコン操作が堪能な方
※求職者の就職支援業務の経験があれば尚可。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 公益財団法人　秋田県ふるさと定住
機構毎　週
秋田県秋田市御所野地蔵田３丁目１
－１　秋田テルサ３Ｆ

16人 018-826-1731

22人 秋田県秋田市
平成30年6月18日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10774781

テレオペレーター

○派遣先にて下記業務をお願いします。 
・大手通信業でのテレオペレーター 
・お客様からのお申し込み等に基づき、電話発信、電話受信
による商品説明、申込内容の確認、受付業務、業務システム
への登録業務をお願いします。 
・複数名での同時スタートで研修もしっかりしています。

不問

土日祝 アデコ　株式会社　秋田支社
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目５－６　秋
銀明治安田ビル４階

0人 018-884-7855

パソコン入力できる
方

2,500人 秋田県秋田市
平成30年7月1日～平
成30年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10753081

事務用機器操作及び
電話対応（秋田市）

派遣先事業所において、下記業務を行っていただきます。 
・お客様等からのお申し込みに基づき回線サービス・付加
サービス等の商品説明・　勧奨、お問合せ応対。 
・オーダ内容、応対結果等の業務システムへの登録、内容確
認等。 
・その他上記付随する業務。 
 
★研修があるので初めての方でも安心です。

不問

土日祝他 株式会社　パソナ　パソナ・盛岡
毎　週

岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９－１
マリオス　１３階

13人 019-621-5088

電話応対、ＰＣ基
本操作や入力がで
きる方

3,000人 秋田県秋田市
平成30年7月1日～平
成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

03010-13265381

受付スタッフ＜お問い
合わせ対応＞

○国産自動車会社のコンタクトセンターでのお仕事です。 
・研修後にお客様との電話応対・専用システムでのレポート
作成を行います。 
・デスクワークのお仕事です。 
・未経験者から始めるスタッフ多数。 
・長期雇用予定。 
・勤務時間帯、休日、入社日はご相談に応じます。 
・セールス・勧誘・ノルマはございません。

不問

他 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

16人 秋田県秋田市
平成30年6月1日～平
成30年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10781481

一般事務

○経理、総務業務全般を担当して頂きます。 
・主に請求書の発行 
・給与の計算 
・各種社会保険等の手続き 
・年末調整業務 
・電話対応等雑務 
・銀行用務、他（社用車使用・ＡＴ車） 

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　トップス
毎　週

秋田県秋田市泉釜ノ町２２番１３号

10人 018-869-9505

不問
165人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10777181

現場管理事務

 
・現場管理事務（現場書類、安全書類の作成） 
・総務事務（電話応対、来客対応等） 
 
＊１年ごとの契約更新（基準日５／１６） 

普通自動車免許以
上（ＡＴ限定可） 

土日祝他 秋田ニチレキ　株式会社　秋田営業
所毎　週
秋田県秋田市四ツ小屋字古川敷１４
－３

20人 018-839-9171

パソコン経験者
51人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10785181

一般事務

○建設業協会事務局にて建設業労働災害防止を中心とした 
事務を担当していただきます。 
・講習等の受講票入力、修了証の発行 
・受講料の収納、講習講師の補助 
・パソコン入力作業（ワード、エクセル） 
・電話・来客応対 
・その他付随する補助業務 

不問

土日祝他 一般社団法人　秋田県建設業協会
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目３－１０

10人 018-823-5495

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10798581

℡ 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（月額換算）

5人 159,936円～159,936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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 129,500円～199,140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00分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 120,000円～120,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

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

日給（月額換算）

1人 120,000円～120,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時45分 就業場所

月給

1人 120,000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00分～17時00分 就業場所

月給

3人 150,000円～230,000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 34歳以下 (1)10時30分～19時30分 就業場所

時給（月額換算）

3人 148,736円～161,280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)10時30分～19時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 225,680円～225,680円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 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
(3)11時00分～20時00分

月給

2人 223,236円～303,880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00分～17時30分 就業場所

月給

1人 165,000円～215,000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00分 就業場所

月給

1人 148,000円～163,000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)17時00分～ 9時00分
(3) 7時00分～16時00分
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平成30年5月28日発行（平成30年5月25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

一般事務（紹介予定派
遣）

○派遣先にて下記業務をお願いします。 
・自動車保険金の支払いに関するデータ入力 
・必要書類の発送準備 
・保険金支払いに関わる電話応対 
・業者への請求書送付の連絡 
・その他、部内サポート業務 
 
＊６ヶ月の派遣期間終了後、契約社員へ登用平成30年6月11日～平

成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生
05010-10803581

不問

土日祝他 アデコ　株式会社　秋田支社
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目５－６　秋
銀明治安田ビル４階

50人 018-884-7855

24人 018-862-5555

不問

不問
2,500人 秋田県秋田市

不問

火他 秋田市役所

店舗一般事務（臨海本
店）

○一般事務及びお客様対応業務に従事します。 
（仕事の内容詳細） 
・入出金処理　等出納業務 
・来客、電話対応 
・庶務業務（消耗品などの管理など） 
・お客様の車検整備等のフォロー（ハガキ発送など） 
・その他付随する業務 
 
＊銀行などへの外出用務あり（マイカー使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月他 ネッツトヨタ秋田　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４９

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市

244人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10819681

一般事務補助（臨時職
員）新屋ガラス工房

○一般事務補助業務に従事していただきます。 
［主な仕事内容］ 
・施設案内、販売業務（レジ操作）、窓口対応、電話対応等 
・パソコンを使用してのデータ入力 
・その他、付随する業務 
 
＊仕事内容は慣れるまで教えます。 
 
＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり（最長２年）

秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

18人 018-866-2012

平成30年6月1日～平
成30年11月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010-10755681

平成30年6月1日～平
成30年11月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010-10754381

一般事務補助　（臨時
職員）　【子ども未来セ
ンター】

○一般事務補助業務に従事していただきます。 
［主な仕事内容］ 
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等 
・パソコンを使用してのデータ入力 
・その他、付随する業務 
 
＊仕事内容は慣れるまで教えます。 
 
＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり（最長２年）

不問

土日祝他

5人 018-853-8647

経理事務経験者

1,540人 018-866-2012

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市

不問

他 ＫＩＮＳＹＯＤＯ　秋田店　（株式会社
金正堂本店）

経理事務

○経理事務全般に従事していただきます。 
・給与等、会計処理 
・パソコン入力業務、書類作成等 
・外出業務（自家用車使用、ガソリン代支給） 
・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可） 

土日祝他 株式会社　オルテクス
毎　週

秋田県秋田市泉北１丁目１８－２７

不問
35人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10792281

ブライダルリング・
ウォッチアドバイザー
（正社員）

・秋田初登場、憧れの有名ブライダルジュエリー・ウォッチを
扱います。 
・当社の想いに共感できる男性＆女性を募集しています。 
・お客様を温かく祝福し、お客様の気持ちに寄り添うことを当
社では大切にしています。 
 
・土日祝日勤務できる方 
・２０１８年１月にオープンしたばかりの新しいお店です。

ＫＩＮＳＹＯＤＯ　秋田店　（株式会社
金正堂本店）その他
秋田県秋田市茨島４丁目３－２５

その他
秋田県秋田市茨島４丁目３－２５

4人 018-838-4510

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10780581

雇用・労災・健康・厚生
05010-10779381

ブライダルリング・
ウォッチアドバイザー
（正社員以外）

・秋田初登場、憧れの有名ブライダルジュエリー・ウォッチを
扱います。 
・当社の想いに共感できる男性＆女性を募集しています。 
・お客様を温かく祝福し、お客様の気持ちに寄り添うことを当
社では大切にしています。 
 
・未経験者歓迎 
・土日祝日勤務できる方 
・２０１８年１月にオープンしたばかりの新しいお店です。

不問

他

10人 022-261-6621

不問

4人 018-838-4510

不問
35人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

月他 ネッツトヨタ秋田　株式会社

紹介予定派遣／販売
職（セールスアドバイ
ザー）［秋田市］

家電量販店にて、ａｕスマートフォンをはじめとした 
ＫＤＤＩ商材の提案・販売等をお願いします。 
【具体的には】・家電量販店（携帯コーナー）での接客 
・スマートフォンやタブレットの販売 
・インターネット関連サービスの提案 
・サービス内容や料金プランの説明 
・新規や機種変更の契約事務 
・専用端末での登録　および　報告業務など 
【事前知識不要】研修と資格制度でキャリアＵＰできます。 
 ＊６ヶ月の派遣期間終了後、契約社員として紹介予定

不問

他 株式会社　アイヴィジット　東北支店
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目３－
１０　仙台本町ビル７階

自動車販売経験者
（新卒の方は経験
不問）

245人 秋田県秋田市

2,400人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
04010-35659381

営業スタッフ（秋田市内
７店舗）

○自動車の販売業務に就いていただきます。 
・新車および中古車の販売、自動車付帯商品の販売 
・来客応対 
・車検、点検、イベントなどの誘致、ＤＭ発送、電話連絡 
　など 
・新車の納車準備、洗車など 
 
＊飛び込みは一切ありません。 
＊担当するお客様ゼロからのスタートはありません。

株式会社　粂川クリーニング工場
その他

秋田県秋田市飯島道東１丁目８－１
４

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４９

24人 018-862-5555

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10751281

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10804481

営業（デリバリースタッ
フ）

○営業（デリバリースタッフ）に従事していただきます。 
・一般家庭、商店など既存固定客への定期訪問（クリーニン
グ品の回収、配達） 
・新規お客様の開拓 
・お客様の管理 
・その他、付随する業務 
 
※秋田市内、男鹿、南秋地区を地域ごとに分けて担当しま
す。 

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他

その他
秋田県秋田市新屋朝日町１３－２５

28人 018-893-4137

不問

32人 018-846-2652

不問
53人 秋田県秋田市

56人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10790781

介護職員（拓稜ハウス
土崎南）

○介護業務（館内のみ）に従事していただきます。 
・シーツや服の交換、食事の世話、排泄の世話、入浴の補助
等の生活介助、レクリエーション、掃除等 
・その他、付随する業務 
 
＊入居者定員３７名 
＊未経験の方、丁寧な指導いたします。 
 
＊制服は貸与します。 

・介護職員初任者
研修（旧ヘルパー
２級）以上

他 株式会社　シンワ



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 170,000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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

3人 130,000円～180,000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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)13時00分～22時00分

月給

1人 140,000円～180,000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00分 就業場所

月給

1人 180,000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 18歳以上 就業場所

月給

1人 160,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給（月額換算）

1人 184,800円～184,800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 18歳以上 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 4時00分

月給

1人 138,000円～230,000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

時給（月額換算）

2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)10時00分～19時00分 就業場所

時給（月額換算）

2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）

3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 18歳以上 (1)13時00分～22時00分 就業場所

平成30年5月28日発行（平成30年5月25日受付分)　Ｎｏ．３

4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

求人番号

デイサービス介護職員

○認知症型ＤＳにて、次の業務に従事していただきます。 
 
・食事や入浴・レクなど、ＤＳで行われる介護全般を含め、認
知症の方への柔軟な対応。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
・利用者の送迎業務もあります。（軽・ＡＴ車） 
 
 

介護福祉士 
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可） 

他 合同会社　びりーぶ
その他

秋用県秋田市茨島４丁目３－３６　秋
田アスレチッククラブ内

0人 018-893-3317

不問
26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10794081

介護員

○ショートステイ内での介護業務全般を担当していただきま 
す。 
・入浴、食事、排泄等の生活介助 
・利用者の送迎（ＡＴ車） 
・病院への付き添い 
・その他付随する業務 
 
＊就業時間（４）夜勤は月５回程度あり 
＊職業訓練修了の方の応募も歓迎します。 

他 株式会社　ケアハウス　Ｓｈｉｎ　ショー
トステイ東通その他
秋田県秋田市東通観音前１－２

19人 018-874-9080

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10827681

工場内作業員（正社
員）

○工場内における各種業務に従事していただきます。 
 
・業務用洗濯機、乾燥機の操作、製品の出し入れや台車で 
　運ぶ作業等。 
（玄関マット、モップ、リネン品、おしぼり等）

不問

日他 株式会社　北日本リースキン
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１番
地１１

48人 018-863-8283

不問
53人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10752181

ホール係（我楽）正社
員

○和食店『我楽』でのホール業務全般に従事していただきま
す。 
・お客様のご案内、オーダー取り、料理配膳、片付け、レジ会
計、その他付随する業務 
 
＊土日祝は必ず勤務になります。 
 
＊接客の好きな方で未経験の方歓迎いたします。

不問

月他 株式会社　春夏秋冬
その他

秋田県秋田市中通２丁目１－５　我
楽ビル２Ｆ

9人 018-874-8208

不問
32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10776281

接客スタッフ

○レストランの接客、ホールサービスに係わる業務全般を 
　担当します。 
・接客、オーダー受付、配膳、片付け 
・レジ、会計業務 
・店内清掃、その他、付随する業務 
・配達など 
 

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 有限会社　戸田苑
毎　週

秋田県潟上市天王字江川谷地７４－
７４

25人 018-878-3750

不問
25人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05011-  699181

機械オペレーター

・大型印刷機の操作 
（印刷紙、版をセットし、ボタンを押すと印刷が開始。その後、
出来上がりを確認） 
 
・機械のメンテナンスや部品交換など 
 
※派遣終了後、無期雇用の可能性あり

不問

他 株式会社　さきがけプラスＡ
その他

秋田県秋田市山王臨海町１－１ 
秋田魁新報社ビル　２Ｆ

0人 018-838-0350

パソコン入力程度
3人 秋田県秋田市

平成30年7月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10820481

鉄工作業員 
金属加工・溶接等

○切る、曲げる、組み立てる、鉄、ステンレス、他金属に 
　関わる様々な加工作業に従事していただきます。 
・現場での加工、据付作業もあります。 
・その他付随する作業 
 
 
 

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　川村鉄工所
隔　週

秋田県南秋田郡五城目町高崎字雀
舘下川原１２８－２

2人 018-852-4741

不問
2人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-10821781

商品の盛付（１０時～１
９時）

○コンビニ「ローソン」の弁当やおにぎりなどを製造しておりま
す。 
・主におにぎりの製造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
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

05010-10767881

商品の盛付（２０時～５
時）

○コンビニ「ローソン」の弁当やおにぎりなどを製造しておりま
す。 
・主におにぎりの製造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
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ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10769181

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10768281

商品の盛付（１３時～２
２時）

○コンビニ「ローソン」の弁当や調理パンなどを製造しており
ます。 
・主に調理パンの盛付けを担当していただきます。 
・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

＊普通自動運転免
許（ＡＴ限定可） 
＊ヘルパー２級・
介護職員初任者研
修以上尚可
※資格なしの方も
歓迎します。

200人

毎　週

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

毎　週

018-855-5101

不問
1,100人 秋田県潟上市

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

℡ 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（月額換算）

4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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

月給

1人 140,000円～160,000円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
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

月給

2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 40歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

2人 170,000円～224,000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00分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時40分～17時00分 就業場所

月給

2人 135,000円～280,000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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～250,000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 142,000円～142,000円
就業場所

正社員以外 TEL
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

4ページ中 4ページ

平成30年5月28日発行（平成30年5月25日受付分)　Ｎｏ．４
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

商品の盛付（７時～１６
時、　８時～１７時）

・○コンビニ「ローソン」の弁当や調理パンなどを製造しており
ます。 
・主に調理パンの盛付を担当していただきます。 
・立ち作業ですが、温度管理された室内での作業です。　 
 

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10771981

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

6人 0185-52-0007

不問

不問
1,100人 秋田県潟上市

・普通自動車免許
（ＡＴ限定不可） 

日祝他 株式会社　パルモトゥエンティーワン

自動車配線部品（ワイ
ヤーハーネス）製造

◆自動車用組電線製造会社でのお仕事です。
◎自動車用配線部品（ワイヤーハーネス）の製造のお仕事で
す。
◇未経験の方も大歓迎です。
※面接時にはハローワークの紹介状と履歴書を持参してくだ
さい。

不問

土日他 株式会社　ＫＡＣテクノ　能代事業所
毎　週

秋田県能代市万町２－２０　ＴＫビル
２階

不問
10人 秋田県秋田市

77人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05020- 2494881

自動車整備

○自動車整備全般に従事していただきます。 
・個人所有の乗用車や、リースの営業車が主 
　大型トラック、ローダー、除雪車も取り扱ってます 
・事故、故障に伴う修理や定期点検、車検に伴う整備 
・作業内容の記録、説明 
・洗車 
・その他、付随する業務

ネッツトヨタ秋田　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４９

隔　週
秋田県秋田市泉北２丁目３－３５

10人 018-862-0021

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10814881

雇用・労災・健康・厚生
05010-10747681

サービススタッフ【整備
士】　（秋田市内５店
舗）

○自動車販売店においてサービススタッフ（整備士）として 
　勤務していただきます。 
・自動車の整備、点検、車検 
・来店されたお客様への対応 
・新車の納車整備（営業スタッフとペアを組んで） 
・その他付随する業務

国家整備士資格
（２級以上） 
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

月他

30人 018-862-5807

不問

24人 018-862-5555

不問
245人 秋田県秋田市

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可） 
＊電気工事士二種

土日他 有限会社　鎌田電機工業

社長車の運転手

○当社の社長車の運転業務に従事していただきます。 
 
・社長の出退社の送迎 
 
・お取引先企業への訪問時の送迎 
 
・その他、勧誘資材の整理等の雑務 
＊試用する車はクラウンの予定です。 
＊更新した場合には１年後毎の契約を予定。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田共立　株式会社
毎　週

秋田県秋田市大町２丁目４－４４秋
田第一ビル２階

不問
4人 秋田県潟上市

40人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-10743281

一般電気工事

○主に一般住宅、ビル等の配線、配管工事に従事していた
だきます。 
 
＊現場は秋田市内が中心となります。 
＊現場へは社有車使用 
 
※原則、有資格者の募集ですが、資格のない方でも電気関
係に興味のある方は相談に応じます。 
 

株式会社　ヌノタニ
その他

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地２５
３－４

毎　週
潟上市天王字蒲沼７０－１

4人 018-878-3102

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10810981

雇用・労災・健康・厚生
05010-10773481

電気工事施工

○店舗・住宅等の建築工事における電気配線工事等 
 
＊繁忙期においては残業が重なる場合があります。 
（及ぶ深夜） 
＊幹線引込工事等の作業も発生する場合があります。 
 

１種電気工事士以
上 

日祝他

その他
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東
カンビル２Ｆ

6人 018-823-1251

不問

19人 018-847-5515

電気工事施工実務
経験５年以上 

28人 秋田県秋田市

725人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10809081

現場管理及び清掃ス
タッフ（第二事業管理
部第一管理課）

○ビル館内の管理業務全般及び清掃スタッフの業務に従事
していただきます。 
・日常、定期清掃管理 
・清掃業務事務処理全般 
・日常清掃品質点検業務 
・資機材管理（発注、在庫管理） 
・ごみ処理管理（日常ごみ、臨時粗大ごみ対応） 

不問

土日祝他 株式会社　友愛ビルサービス

●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


