
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 157,000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30分 就業場所

月給

1人 150,000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) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～18時30分

時給（月額換算）

1人 116,437円～131,962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00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 35歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 133,574円～133,574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

日給（月額換算）

1人 144,320円～144,320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

日給（月額換算）

1人 132,916円～132,916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

月給

2人 160,000円～210,000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 160,000円～230,000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00分 就業場所
(2)11時00分～19時30分

月給

1人 149,000円～185,000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) 9時30分～18時30分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

・普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
・入社後に消防設
備士資格取得して
いただきます
　【講習受講・試験
受講費用は会社負
担】

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13752781

他 有限会社　マルア防災設備
その他

秋田県秋田市広面字大袋５５－７

4人 018-835-6459
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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

消防用設備・点検及び
工事

・お客様（事業所）を訪問し消防設備の法定点検を行う
・建物の新築等にあたっては設備の取付工事なども行う
＊少人数の事業所ですので、業務全般を幅広く行っていただ
きますが、消防設備士資格取得については、費用を会社で負
担し、キャリアアップできるように支援します。
＊点検及び工事は基本的に２人一組で行いますので、未経
験でも大丈夫です。
＊業務には社有車（バンタイプ・ＭＴ車）を使用します。
＊訪問先は秋田県内全域で、１事業所につき年２回訪問しま
す。

児童指導員または保育
士（秋田市楢山）

児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所です。
○障害児の日中預かり（幼児、小学生）
【主な仕事内容】
・療育業務として、レクリエーション、制作、食事、トイレ等の補助、介
助業務に従事していただきます。
・自宅、学校等への送迎（運転）業務
＊社有車（ＡＴ車／ワゴン車・普通車・軽自動車）を使用していただき
ます。
＊送迎の範囲は秋田市内となります。１～６名の障害児の送迎で
す。

普通自動車免許
（ＡＴ車限定可）
保育士、児童指導
員の資格

日他 株式会社　こうせい　あきた児童デイ
サービスセンターその他
秋田県秋田市楢山川口境１３－８

8人 018-893-6795
児童福祉施設、障
害福祉サービス等
での勤務経験があ
れば資格がなくても
可

24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13775981

事務員（本部）

〇明和会本部の事務員として、以下の仕事を担当していただ
きます。
・主にエクセルデータへの入力業務
・文書の整理（電子保存・ファイル整理等）
・配布物の仕分け
・その他付随する業務あり

※６か月毎の契約更新

不問

土日祝 社会医療法人　明和会
毎　週

秋田県秋田市南通みその町３－１５

25人 018-834-6461

不問
1,601人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-13726981

一般事務員

○一般事務業務に従事していただきます。
・顧客データ入力、帳簿記入、商品発送
・売上処理、伝票整理、電話応対
・その他事務全般

＊制服貸与
＊銀行への外出用務あり（自家用車使用）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 東和レジスターシステム　株式会社
秋田営業所その他
秋田県秋田市山王沼田町３番２３号

4人 018-896-0103

パソコン使用できる
方（入力程度）

18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13686681

一般事務補助

○一般事務補助業務に従事していただきます。
・パソコン操作、入力、資料作成
・電話応対、来客の取り次ぎ、湯茶準備
・各種システム入力
・その他、行政事務の補助

＊専用システム等の操作方法は指導します。

不問

土日祝他 秋田県建設部　建設政策課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番１号

21人 018-860-2411

パソコンの一般的
な操作

3,500人 秋田県秋田市
平成30年8月1日～平
成31年1月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-13713281

事務補助業務（生産管
理）

○当社派遣先において、事務補助業務に従事していただきま
す。
・ＰＣを用いたシステムへの入力作業
・各種帳票作成
・プリント回路製品に関わる生産管理業務
・その他、付随する業務

＊制服貸与

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

20人 018-883-1101

ＰＣ操作（エクセ
ル、ワード）

90人 秋田県秋田市
平成30年8月1日～平
成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-13716381

一般事務補助（臨時）

○事務補助業務に従事していただきます。
・書類整理
・来客対応、電話対応
・その他、付随する業務

＊パソコン操作あり

＊雇用期間：勤務状況により更新の可能性あり
　　　　　（６か月毎の更新で最長２年間）

不問

土日祝 秋田県秋田地域振興局農林部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番２号

73人 018-860-3312

パソコン操作（初級
程度）

283人 秋田県秋田市
平成30年8月1日～平
成31年1月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-13728481

製作オペレーター及び
看板製作

○印刷会社やサイン業者（看板店など）に納入するシート材を
製作します。
・大型プリンター等を使いシートを出力します。
・お客様から送付された画像データーをコンピューターを使い
加工しデザインします。
・お得意先への提出書類等の届け出業務
・コンピューターはＭａｃやＷｉｎｄｏｗｓです。

＊外出時はＡＴ社有車使用

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　システムアート
隔　週

秋田県秋田市外旭川田中４３－３

8人 018-864-7514

パソコン操作（マック・
ウインドウズ）
フォトショップ・イラスト
レーター操作できる方

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13754281

和洋菓子の営業販売

○西武秋田店、全国有名百貨店において、和洋菓子の販売
業務に従事していただきます。
・品出し
・レジ業務
・商品管理
・清掃
・店舗人員管理業務
・百貨店との折衝
・その他付随する業務

不問

他 株式会社　ゆう幸
その他

秋田県秋田市御所野下堤３丁目２－
３

4人 018-827-5636

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13722181

パン販売員（ボナペ
ティ・パン工房ボーヌ）

○ボナペティ・パン工房ボーヌでのパンの販売および配達が
主な業務です。
・販売…レジ・包装等の接客、商品の陳列等　
・配達…秋田市内の販売店（２ヵ所）

○調理又はパン製造の補助をします。
○その他、付随する業務（清掃、洗浄など）　　　　

＊配達は社用車を使用します。（ＡＴ・バン）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　ボナペティ
その他

秋田県秋田市大町１丁目３－１７

8人 018-866-3583

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13727581

℡ 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 152,000円～152,000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)10時00分～19時00分 就業場所
(2)10時30分～19時30分
(3)11時00分～20時00分

月給

1人 230,000円～385,000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 180,000円～250,000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 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

月給

1人 172,500円～232,500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 172,500円～232,500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 160,000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) 7時10分～16時10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 145,000円～160,000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)16時00分～ 9時00分

時給（月額換算）

1人 172,000円～172,000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) 6時00分～14時00分 就業場所
(2) 6時00分～11時00分

月給

2人 164,000円～164,000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歳以上 (1) 7時00分～15時45分 就業場所
(2)15時30分～ 0時15分
(3)22時30分～ 7時15分

月給

1人 164,000円～164,000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 164,000円～164,000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歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)16時30分～ 1時15分
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平成30年7月9日発行（平成30年7月6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

美容スタッフ

○量販店、ドラッグストア、百貨店にて、お客様に化粧品のカ
ウンセリング並びに販売を行うお仕事です。

＊ノルマはありません
＊お店によって就業時間が変わります（シフト制）
＊シフトにより３～４店舗を担当します。
＊基本的に直行直帰です（ガソリン代支給）
＊採用後１週間程度、東京都で研修があります。
＊試用期間３ヶ月、１年間勤務後、正社員登用有り

～平成31年3月20日
雇用・労災・健康・厚生

05010-13692081

不問

他 コーセー化粧品販売　株式会社　北
東北支店　秋田オフィスその他
秋田県秋田市山王６丁目１－３

44人 018-823-6556

6人 018-866-1761

不問

不問
10,000人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 アフラック募集代理店　　ナカイ株式
会社　秋田支店

営業職

＊企業、官公庁に団体扱いがん保険、医療保険等の定期案
内
＊既存マーケットに対するアフターフォロー、メンテナン　
　ス、新商品の案内（研修、指導、育成も行います）
＊新規団体開拓
＊男女共に歓迎します！
＊保険経験者尚可
＊社用車使用（マイカー借上げも有ります）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 アフラック募集代理店　　ナカイ株式
会社　秋田支店毎　週
秋田県秋田市保戸野千代田町６－８
千代田ビル１Ｆ

不問
39人 秋田県秋田市

39人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13756081

契約者サービス員

○アフラックの募集代理店の業務です。

・県内の個別契約のお客様に、現在契約されている内容の
　確認や見直し、新商品のご案内、付随する諸手続きの　
　処理等、契約者サービス係のお仕事です。

株式会社　みづき
その他

秋田県秋田市外旭川字待合２８　秋
田市中央卸売市場内　花き棟２Ｆ

毎　週
秋田県秋田市保戸野千代田町６－８
千代田ビル１Ｆ

6人 018-866-1761

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13704881

雇用・労災・健康・厚生
05010-13757381

営業（秋田）

・秋田中央卸売市場内にて花卉仲卸業（切花、鉢物）の
　営業、管理等に携わっていただきます。

【就業場所】
秋田市外旭川　秋田中央卸売市場内

普通自動車免許（ＡＴ
限定可） 中型自動車
免許（４ｔ車まで運転し
ます）尚可  ＊入社後
中型免許取得可

日他

36人 018-869-5780
パソコン入力（エク
セル・ワード）可能
な方
＊花関係の業界経
験者優遇

18人 018-869-5780
パソコン入力（エク
セル・ワード）可能
な方
＊花関係の業界経
験者優遇

58人 秋田県秋田市

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　はまなす会　特別養
護老人ホーム　ぬくもり山王

営業

○花卉全般の営業及び配送の職務に従事していただきま
す。
・花屋量販店のバイヤーに対して新商品の提案を行います。
・営業範囲は東北６県で、年１～２回泊付きの出張があり
　ます。

普通自動車免許（ＡＴ
限定可） 中型自動車
免許（４ｔ車まで運転し
ます）尚可  ＊入社後
中型免許取得可

日他 株式会社　みづき
その他

秋田県秋田市外旭川字待合２８　秋
田市中央卸売市場内　花き棟２Ｆ

・職務経験者優遇
130人 秋田県秋田市

58人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13705281

介護職員

○特別養護老人ホームぬくもり山王の介護職員として
　入所者（定員５８名）への介護業務全般に従事していただき
ます。
・入浴、食事、排泄等の介助
・社用車使用
・その他、付随する業務


株式会社　グリーンリーフ
その他

秋田県秋田市雄和女米木字高麓沢
４５番地

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
番地の５９

33人 018-824-7000

雇用・労災・健康・厚生
05010-13764081

平成31年8月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-13721281

介護職員（資格不要）

○デイサービスでの介護業務一般に従事していただきます。
・入浴介助、食事介助、送迎介助、リハビリ介助等
・介護保険外のお泊りがあるため、月３～４回程度の夜勤が
あります。

＊グループホームへの異動の可能性あり。


不問

他

4人 03-3431-9131

不問

20人 018-886-4126

不問
30人 秋田県秋田市

不問

日祝他 北光金属工業　株式会社

倉庫内作業（ドライアイ
スの加工作業）／秋田
市

・ドライアイスの加工、包装作業が主な業務です。
・フォークリフトでの入出庫を行っていただきます。
・会社の規定により、契約は「３ヶ月」単位となりますが、長期
勤務できる方を希望
・未経験の方には丁寧に教えますので安心して応募下さい。

＊普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）
＊フォークリフト運
転免許

日 エア・ウォーター炭酸加工　株式会社
その他

東京都港区新橋四丁目２１番３号新
橋東急ビル１０階

不問
220人 秋田県秋田市

150人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
13040-81798681

鋳物工

○溶解係
・電気オペレーター：電気炉溶湯管理及び一連の作業
・キュポラオペレーター：キュポラの操業及び一連の作業
○堰折り係
　鋳造製品の仕分け、回収作業
○シェル焼成係
　砂を金型に投入して焼き（機械作業）作業台に乗せ、形成する。
＊第二種電気工事士資格者の方は、電気工事業務もあります
＊作業服、安全靴、ヘルメット等仕事に必要な物は会社から支給し
ます。

北光金属工業　株式会社
その他

秋田市向浜１丁目７－１

その他
秋田市向浜１丁目７－１

188人 018-863-0004

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13690281

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13693381

組立・加工

○製品の組立業務
・製品を作業台に並べ、附属品（ゴム・ボルト）をセットし、カゴ
に並べて入れる。
○機械加工
・自動加工機に製品をセットし、取り出す作業　

＊作業服、安全靴、ヘルメット等仕事に必要な物は会社から
支給します。　　　　　


不問

日祝他

その他
秋田市向浜１丁目７－１

188人 018-863-0004

不問

188人 018-863-0004

不問
220人 秋田県秋田市

220人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13691181

仕上げ・組立・加工

○鋳物製品の機械仕上げの業務
・手作業ではなく、機械へセット、ボタン操作
○製品の組立業務
・製品を作業台に並べ、附属品（ゴム・ボルト）をセットし、カゴ
に並べて入れる。
○機械加工
・自動加工機に製品をセットし、取り出す作業　　　　　　
＊作業服、安全靴、ヘルメット等仕事に必要な物は会社から
支給します。

不問

日祝他 北光金属工業　株式会社



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 122,116円～122,116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) 0時00分～ 9時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 130,560円～130,560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 156,000円～241,000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 180,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 144,500円～189,500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

2人 139,000円～139,000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 21歳～59歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 133,000円～140,000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

日給（月額換算）

3人 217,000円～238,700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

4人 180,000円～300,000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 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

平成30年7月9日発行（平成30年7月6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

冷凍食品の調理（０：０
０～９：００）

○冷凍食品製造における原材料の下ごしらえ及び加熱（揚物
焼物）及び炊飯の作業を担当します。

＊立ち作業となります。
＊作業服は貸与します。
＊基本給に時間帯割増分（その他の手当等付記事項欄参
照）が加算されます。
＊６ケ月毎の更新の可能性あり


不問

土日祝 株式会社エフ・リンク・コーポレーショ
ン　秋田工場毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

不問
8,500人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-13768581

無線機の組立業務

○派遣先の事業所において無線機の組立業務に従事してい
ただきます。
・無線機の外枠の組立から完成までの各パーツを、現場担当
者からの指示を受けて、組立していく業務となります。　　　　


不問

土日祝他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

5人 018-883-1101

不問
90人 秋田県潟上市

平成30年8月1日～平
成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-13719581

技術部員

＊横手営業所において、自動車ガラス等に係る各種作業を
担当していただきます。

・自動車ガラスの交換取付等の補修作業
・カーフィルム貼り作業
・タイヤ、ホイール等のカー用品の販売　等
・社用車使用
＊丁寧に技術指導しますのでご安心ください。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　東北安全ガラス
その他

秋田県秋田市八橋新川向１２－３１

7人 018-863-2750

不問
71人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13710481

車両整備士

＊大型車両の車検、整備を中心とした仕事
・板金塗装。
・その他、車両に係わる業務。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　カーチェック伸洋
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－６４

5人 018-863-6564

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13753881

トラックドライバー

・新車・中古車の自走（直接運転する）による納車業務です
（県内・外問わず）。

・車両の引き取り、納車の際に公共交通機関を使用する場合
があります。

・荷物の積み下ろしはありません。

大型又は中型自動
車免許（準中型も
可）

日祝他 アジア陸送　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市寺内油田３丁目３－１
３

10人 018-846-5373

トラックの運転経験
者（年数問わず）

大型自動車運転免
許　必須
大特、車両系、玉
掛け、フォークリフ
ト他　尚可
（入社後習得可）

60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13711781

大型運転手・大型ドライ
バー

一般貨物自動車運送事業
　・大型車両（１０ｔ）による建設機械及び鉄鋼材の輸送

＊輸送地域は主に秋田県内ですが、場合によっては関東方
面もあります。

※業務拡大に伴う募集です。

他 鹿前運輸　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－１５

14人 018-888-3778

14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13751481

大型タンクローリー運
転手
【正社員】

○大型タンクローリーにて山形県内全域、秋田県南地区に
　石油製品を輸送する業務に従事していただきます。

＊大手石油元売の元請会社として安定した業務量があり、安
心して働いていただけます。
＊新入社員研修システムも充実。未経験者でも応募可。
＊入社後のサポートも充実。

大型自動車免許（１
種）【必須】
牽引免許１種【必須】
危険物取扱者（丙種）
以上【必須】

日他 株式会社　ヨウコー　酒田営業所
その他

酒田市北浜町１－３０

20人 0234-33-7781

不問
215人 山形県酒田市

雇用・労災・健康・厚生
06030- 6376881

フォークリフト運転手

○工場倉庫内において、主に石膏ボードをフォークリフトに
よりトラックへ積込み、及びトラックからの卸し作業をしていた
だきます。

＊制服貸与

＊手当を含め月２１０，０００円以上になります。

フォークリフト

日祝他 秋田運送　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字水口１５５－
１

46人 018-824-1081

フォークリフト運転
経験のある方

135人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13748081

重機オペレーター

・アスファルトフィニッシャーのアジャスター
・ローラーの運転、転圧
・グレーダーで路盤整正が出来る方

＊現場は秋田市を中心として秋田県内各地です。１月２月は
宮城県へ出張することがあります。

＊住込可

・中型自動車運転免
許　以上
・大型特殊
・車両系建設機械運
転技能講習（各種）

日他 有限会社　宝田工業
その他

秋田県秋田市御所野堤台１丁目５番
１－８号

13人 018-838-1781

経験者に限る
13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13707081

住宅用足場組立工

○仮設工事現場・足場施工等における各種作業に従事して
いただきます。
・足場組立、払い
・資材整備　等
・トラック（２ｔ車）の運転

＊年間を通し屋外作業、重量物の運搬、高所作業があります
＊現場は主に秋田県内
＊未経験者には丁寧に指導いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
（足場組立作業主
任等の資格所有者
優遇）

日祝他 有限会社　総合企画
その他

秋田県秋田市仁井田字大野３７３－
１

4人 018-889-9222

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13706181

℡ 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

日給（月額換算）

1人 138,320円～321,100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

日給（月額換算）

3人 162,750円～184,450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 160,100円～170,600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

2人 136,500円～136,500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

4ページ中 4ページ

平成30年7月9日発行（平成30年7月6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

外壁工

○主に秋田市内における一般住宅の外壁工事を担当してい
ただきます。その他、県内・外でのサッカー場等のスポーツ施
設の人工芝工事もあります。

＊現場へは社有車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 又吉工業
その他

秋田県秋田市新屋勝平台１７－２－
５

1人 018-865-1360

不問
1人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13774681

舗装作業員

○舗装工事全般に従事します。
・初めのうちはスコップで砕石をならし路盤作りをします。
舗装では合材をならしたり、スコップの仕事がほとんどです。
誰でもできる簡単な仕事から覚えていただきます。
○慣れてきたらコテ、バーナーの使い方など教えます。
○前向きに仕事に取り組める方大歓迎です。
※プレート、ローラーなど必要な資格があれば講習会に参加
してもらい、免許を取得していただきます。
※住込可

中型自動車運転免
許

日他 有限会社　宝田工業
その他

秋田県秋田市御所野堤台１丁目５番
１－８号

13人 018-838-1781

不問
13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13709681

倉庫業務

○物流センターでの加工食品の荷役業務に従事していただ
きます。
・パソコン、ハンディターミナルでの簡単なデータ入力
・ピッキング、ストック作業

＊中には重いものもあります。

＊更新後は、１年毎の更新となります。

不問

日他 佐藤株式会社　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市御所野湯本４丁目１－
６

31人 018-889-9170

不問
342人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-13714181

ハウスクリーニングス
タッフ

・アパートの空室、新築住宅のクリーニング
・中古住宅のクリーニング
・店舗などのワックスがけ等の仕事です。

・主に秋田市内が現場となりますが、稀に市外もあります。
　（直行直帰も可能です）

＊社用車ＡＴを使用

普通自動車免許Ａ
Ｔ限定可

土日祝 有限会社　タキタクリーンサービス
毎　週

秋田県秋田市旭南３丁目６－３６

1人 018-823-4655

不問
1人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13725681

　　　　●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．　７月　９日　㈱和敬園　ショートステイ御所野の森　【介護職】
　　２．　７月１１日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　３．　７月１３日　大同生命保険㈱【法人営業・アフターサービス】
　　４．　７月１７日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田（介護施設）」【栄養士、介護職員】
　　５．　７月１８日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　６．　７月１９日　㈱幸栄ハウスサービス【営業】
　　７．　７月２０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、管理職候補　他】
　　８．　７月２３日　㈱和敬園　ショートステイ御所野の森　【介護職】
　　９．　７月２４日　㈱全建【大型ウイング乗務員、トレーラー乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
　１０．　７月２５日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内



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 2,000円～2,500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)18時00分～22時00分 就業場所

時給

2人 1,170円～1,250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

時給

3人 1,000円～1,800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 就業場所

時給

2人 950円～1,000円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時30分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分

時給

1人 850円～850円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～16時30分 就業場所

時給

3人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 850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 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

5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 就業場所

時給

3人 750円～850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

9人 082-420-0100

不問
16,000人 秋田県南秋田郡五城目町

6ヶ月
労災

34020- 9732381

労災
05010-13760781

販売（ダイソーイオン
スーパーセンター五城
目店）

店舗の運営に関わる、レジ接客・ご案内・品出し・商品整理な
どをスタッフ全員で協力して行います。
店舗毎に勤務時間の詳細が異なります。応募時にお問合せく
ださい。
就業場所：秋田県南秋田郡五城目町大川西野字田屋前１３８
イオンスーパーセンター五城目店内
　　　　　ダイソーイオンスーパーセンター五城目店
＊応募を希望される方は必ずハローワークの窓口で、紹介状
の交付を受けてください。

不問

他 株式会社　大創産業（ＤＡＩＳＯ／ダイ
ソー）毎　週
広島県東広島市西条吉行東１丁目４
番１４号

毎　週
秋田県南秋田郡大潟村中央１－５

34人 0185-45-2211

不問
118人 秋田県南秋田郡大潟村

131人 秋田県秋田市
～平成30年12月27日

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13688581

店員（レジ係・品出し
係・惣菜係等）

○「Ａコープおおがた」店舗で、
　・レジでのお客様対応業務。
　・店内での品出し業務。
　・惣菜部門での調理、包装業務。
　・その他付随する業務


不問

他 大潟村農業協同組合

作業補助【パート】

１．資料作成（エクセル等）
２．スキャニングデータの整理、登録作業

※基本的なパソコン操作ができる方であれば大丈夫です。作
業については指導いたします。

＊採用日については、相談のうえ決定します。

不問

土日祝 株式会社　ナカノアイシステム　秋田
支店毎　週
秋田県秋田市八橋本町５丁目８－３
１

13人 018-866-7115

不問

3人 018-833-8107

パソコン操作ので
きる方（基本的な操
作）

3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13772081

12ヶ月
雇用・労災

06030- 6370381

不動産営業事務

○主に電話でお問い合わせ頂いたお客様に対して、物件情
報などの説明を行って頂きます。
・現場への案内もあり
・契約書、重要事項説明書作成、パソコン入力
・物件所有者（家主）に契約金、契約書等の引き渡し
・電話、来客応対、その他付随する業務

＊外出用務は自家用車を使用します。（ガソリン代支給）
＊難しい仕事ではありません。丁寧に指導致します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　船越不動産
毎　週

秋田市横森３丁目２－１２

その他
山形県酒田市浜田１丁目７－２０

0人 0234-21-1888

不問
2,750人 秋田県秋田市

279人 秋田県秋田市
～平成30年11月30日

労災
05010-13755181

受付（イオンモール秋
田店）
２０１８年秋ごろオープ
ン

◎クリーニング店受付業務全般
・クリーニング品の受渡接客業務
・品物の点検確認
・店舗内ディスプレイ
・店内清掃及び整理整頓
・レジ操作等店舗管理

＊雇用期間は以下の１年毎の契約更新となります。
　・１月２１日～翌年１月２０日

不問

他 ロイヤルネットワーク株式会社

受付・案内

○ご来場されるお客様の受付及びご案内業務を行っていた
だきます。
・屋内、屋外（テントあり）両方のお仕事になります
・店舗清掃、設え、来客応対
・その他、付随する業務
＊土日祝に働ける方（月に１～３日程度）
＊明るく積極的に対応が出来る方
＊長期間働ける方
＊制服（上衣）あり

不問

他 株式会社　ドゥファイン　秋田支社
毎　週

秋田県秋田市山王２丁目１－６０　ア
イデックスビル４Ｆ

3人 018-867-0211

不問

4人 018-867-0211

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ操作
（データ入力、表の
作成・修正ができる
方）

280人 秋田県秋田市
～平成30年9月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010-13685381

労災
05010-13687981

総合受付・データ入力

○総合受付にて、お客様のお取次ぎ、案内を担当していただ
きます。

・来客応対
・電話応対
・パソコン操作（エクセル、ワード）

不問

土日祝他 株式会社　ドゥファイン　秋田支社
毎　週

秋田県秋田市山王２丁目１－６０　ア
イデックスビル４Ｆ

毎　週
秋田県秋田市将軍野南４丁目９‐２８

2人 018-880-6661

不問
14人 秋田県秋田市

5,138人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010-13765381

学習塾講師

・学習指導（個別）
・対象は主に小・中・高生
・塾主催や地域のイベントの補助（体育会や祭りなど）
・イベントの企画・立案・運営
・自立学習（通塾放題）コースの生徒のサポート

ホームページ
ｈｔｔｐ：／／ｒｉｓｅ．ｗｉｋｉ２．ｊｐ

不問

土日他 有限会社　古村石材商会

看護師（パート）

○看護業務全般に従事していただきます。
・外来、病棟等の配置については、相談の上決定します。

　＊基本は６ヶ月契約。更新予定あり。


　＊週の労働日数及び１日の労働時間については相談に
　　応じます。労働条件により加入保険が異なります。



看護師

他 秋田厚生医療センター
その他

秋田県秋田市飯島西袋１丁目１番１
号

876人 018-880-3000

不問

不問
8,446人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13200-12411281

薬剤師免許取得者

他 株式会社　サンドラッグ
その他

東京都府中市若松町１－３８－１

568人 042-369-6218

平成30年7月9日発行（平成30年7月6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

薬剤師／八橋大畑店

◇ドラッグストアでのＯＴＣ薬剤師業務
・他のドラッグストアには無い「１店舗２ライン制」に
　より、店舗運営業務から独立した立場でＯＴＣ薬剤師
　業務（ＯＴＣカウンセリング、医薬品管理業務など）を
　行うことが出来ます。
＊ＯＴＣカウンセリングに必要な知識教育や入社研修も
　毎月実施しますので、ＯＴＣ未経験者の方でも安心
　できる会社です。
＊就業日（休日）、就業時間はご相談下さい！

℡ 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 800円～850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30分～17時30分 就業場所

時給

2人 850円～915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

時給

1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 (1) 5時30分～ 9時30分 就業場所
(2)14時30分～19時30分

時給

2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) 6時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 850円～850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

2人 850円～850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 就業場所

時給

5人 900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) 0時00分～ 9時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分
(3) 9時00分～18時00分

時給

5人 900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) 0時00分～ 9時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分
(3) 9時00分～18時00分

時給

5人 900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) 0時00分～ 9時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分
(3) 9時00分～18時00分

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 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)18時00分～ 8時00分 就業場所

時給

1人 800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15人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13771181

葬祭スタッフ「秋田市民
葬祭」

＊当社は、高齢者へのサービスに特化した秋田県でも珍しい
葬祭部門と介護部門を持ち合わせています。
・葬儀の打ち合わせ、電話応対、施行、納棺等全般を行って
いただきます。
・社員に同行し、覚えていただきます。

不問

他 カインドスタイル　株式会社
毎　週

秋田県秋田市泉東町１０－２９

14人 018-853-1255

不問

14人 018-853-1255

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13769481

2ヶ月
労災

13040-81473181

葬祭スタッフ【夜間】（秋
田市民葬祭）

＊当社は、高齢者へのサービスに特化した秋田県でも珍しい
葬祭部門と介護部門を持ち合わせています。
・夜間の葬儀の電話待機及び発生した場合は搬送を行って
頂きます。
・ご遺体がある場所へ行き自宅や当社会館まで搬送し、枕飾
りまで実施します。
・慣れるまで社員に同行してもらいます。

不問

他 カインドスタイル　株式会社
毎　週

秋田県秋田市泉東町１０－２９

その他
東京都港区港南ニ丁目１８番１号　Ｊ
Ｒ品川イーストビル５階

20人 03-6833-5064

不問
5,000人 秋田県秋田市

5,000人 秋田県秋田市
2ヶ月

労災
13040-81467381

接客・調理／秋田市

牛丼のすき家でのスピーディーな接客、調理、清掃、金銭管
理、搬入（１ケース２０ｋｇ）など店舗に関わることすべて。接客
だけ、調理だけといった職種はございません。 不問

他 株式会社　北日本すき家

接客・調理／秋田市

牛丼のすき家でのスピーディーな接客、調理、清掃、金銭管
理、搬入（１ケース２０ｋｇ）など店舗に関わることすべて。接客
だけ、調理だけといった職種はございません。 不問

他 株式会社　北日本すき家
その他

東京都港区港南ニ丁目１８番１号　Ｊ
Ｒ品川イーストビル５階

20人 03-6833-5064

不問

20人 03-6833-5064

不問
5,000人 秋田県秋田市

2ヶ月
労災

13040-81465181

労災
05010-13759981

接客・調理／秋田市

牛丼のすき家でのスピーディーな接客、調理、清掃、金銭管
理、搬入（１ケース２０ｋｇ）など店舗に関わることすべて。接客
だけ、調理だけといった職種はございません。 不問

他 株式会社　北日本すき家
その他

東京都港区港南ニ丁目１８番１号　Ｊ
Ｒ品川イーストビル５階

毎　週
秋田県秋田市大町５丁目３－３８

12人 018-862-4432

不問
100人 秋田県秋田市

100人 秋田県秋田市

労災
05010-13758681

ホール接客業務（ＢＡＩＲ
Ｏ　ＣＡＦＥ）

○飲食店（カフェダイニング）での、ホール接客業務全般を担
当していただきます。
・座席案内、オーダー取り
・料理の提供、後片付け
・レジ業務
・その他付随する業務

＊就業時間、勤務日数等は相談に応じます。
＊週末のみの勤務、長時間の勤務も可能です。

不問

他 株式会社　マグネティック

ホール接客業務

○飲食店（和食全般）でのホール接客業務全般を担当してい
ただきます。
・座席案内、オーダー取り
・料理の提供、後片付け
・レジ業務
・その他付随する業務

＊就業時間及び勤務日数は相談に応じます。
＊週末のみの勤務、長時間の勤務も可能です。

不問

他 株式会社　マグネティック
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目３－３８

7人 018-862-4432

不問

140人 018-833-7171

不問
140人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13689481

12ヶ月
雇用・労災

05010-13773381

朝食会場接客サービス

○温泉旅館の朝食会場にて、バイキングですが、ごはんの盛
り付けやお客様の食べ終わった後の食器の片付け、料理の
補充確認など。

＊制服あり
＊朝食時間７：００～９：００までなので、６：００～の
１時間は会場の準備時間になります。
・９：００～１０：００まで休憩
・１０：００～１２：００まで洗い物など

不問

他 株式会社　秋田温泉さとみ
毎　週

秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

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
372人 秋田県潟上市

5,138人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010-13766681

調理員（パート）

○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、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

看護補助員（パート）

○病院内の各種業務に従事していただきます。
・病室環境の調整（ベッドメイク　等）
・医療器具、伝票等の搬送及び回収
・療養環境の補助
（患者さんの介助、おむつ交換、入浴介助）
・その他、上記に付随する業務
　＊雇用期間：６ヶ月毎の更新あり
　＊週の労働日数及び１日の労働時間については相談に
　　応じます。労働条件により加入保険が異なります。

不問

土日祝他 秋田厚生医療センター
毎　週

秋田県秋田市飯島西袋１丁目１番１
号

876人 018-880-3000

不問

介護経験者優遇
8人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010-13684081

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　大地
毎　週

秋田県潟上市天王字追分西２－１１
５

8人 018-893-6888

3ページ中 2ページ

平成30年7月9日発行（平成30年7月6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

介護職員（パート）

○「デイサービス真心」において、介護業務に従事していただ
きます。
・デイサービス（定員１３名）の介護業務
（食事・入浴・排泄介助、見守り　等）
・年間行事に伴う外出時の付添
・その他、デイサービスに付随する業務





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

3人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時30分 就業場所

時給

16人 760円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～14時30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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～13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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分

時給

2人 760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) 8時30分～12時00分 就業場所
(2)13時00分～17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

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時00分～16時00分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所
(2)15時00分～21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 18歳以上 (1) 2時15分～ 3時45分 就業場所25人 秋田県潟上市

労災
05011-  956081

新聞へのチラシ入れ・
区分けなど

○配達前の新聞へのチラシ入れと配達区域ごとに配達部
数、　及び配達種類を区分けする作業です。
・通常３人から４人体制、早朝１時間半の勤務です。

※内定の場合、最初に７日から１０日程度の訓練期間を設け
ます。（この間は時給７３８円、日中行います）　　　
※手先の器用な方を希望します。

不問

他 合資会社　天鹿新聞
毎　週

秋田県潟上市天王字蒲沼１３７番地
１１３

25人 018-872-2701

不問

31人 018-889-9170

不問
342人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-13712881

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-13767981

物流センター係員

○商品の出荷作業に従事していただきます。
・お得意先へ配達する商品をロケーション（倉庫内）から
　ハンディーターミナルを使用してピッキングする作業
　です。

＊扱う商品は即席めんや飲料等の加工食品です。

＊積み込み作業はありません。

＊更新後は、１年毎の更新となります。

不問

他 佐藤株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市御所野湯本４丁目１－
６

毎　週
秋田県秋田市手形山崎町１２－１４

11人 018-884-7550

不問
121人 秋田県秋田市

24,000人 秋田県潟上市
12ヶ月

雇用・労災
05010-13731381

アパート巡回清掃

○管理アパートの定期巡回清掃業務に従事していただきま
す
・共用通路の清掃
・建物周辺のゴミ処理、草取り
・窓、ドア等の拭き掃除
・アパートの除雪　等

＊６０歳以上の方の応募も歓迎します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田大学生活協同組合

クリーンクルー（潟上市
役所・日常清掃）

○４階建、庁舎の屋内外清掃スタッフの募集です。

・建物の共用部、専用部、トイレ清掃等　作業計画に基づく業
務

＊掃除機や長柄の道具を使用します


＊就業時間（１）（２）各１名の募集です。

不問

土日祝他 太平ビルサービス　株式会社　秋田
支店毎　週
秋田県秋田市山王６丁目１４番１２号

0人 018-874-7622

不問

0人 018-874-7622

不問
23,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-13730081

12ヶ月
労災

05010-13729781

クリーンクルー（秋田市
立勝平中学校）

○新規業務に伴い、清掃スタッフの募集です。
・校舎内のトイレ清掃業務です
・作業は週２日（月曜日と木曜日）

＊経験者、未経験者とも大歓迎


不問

火水金土日祝他 太平ビルサービス　株式会社　秋田
支店毎　週
秋田県秋田市山王６丁目１４番１２号

毎　週
秋田県秋田市山王６丁目１４番１２号

0人 018-874-7622

不問
23,000人 秋田県秋田市

530人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-13694681

クリーンクルー（秋田市
立旭南小学校）

○新規業務に伴い、清掃スタッフの募集です。
・校舎内の日常清掃業務です
・作業は週２日（火曜日と金曜日）

＊経験者、未経験者とも大歓迎


不問

月水木土日祝他 太平ビルサービス　株式会社　秋田
支店

客室清掃係（コンフォー
トホテル秋田）

○ホテル内客室清掃業務を担当していただきます。
・客室清掃
・ベッドメイク
・バスルーム内の清掃
・トイレ清掃等

＊実働４．５時間勤務です。

＊雇用期間は、年度毎の更新予定あります。

不問

他 株式会社　秋田東北ダイケン
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目２－３２　山
二ビル５階

15人 018-832-0401

不問

不問
8,500人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-13770281

不問

土日他 株式会社エフ・リンク・コーポレーショ
ン　秋田工場毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

平成30年7月9日発行（平成30年7月6日受付分)　Ｎｏ．３
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求人番号

冷凍食品製造作業（９：
００～１４：３０）

・冷凍食品製造におけるライン作業、トッピング、
・袋詰
・凍結作業
・その他付随する業務

＊製造ラインの作業で冷凍庫内での作業ではありません。

＊６ケ月毎の更新の可能性あり

℡ 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．　７月　９日　㈱和敬園　ショートステイ御所野の森　【介護職】
　　２．　７月１１日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　３．　７月１３日　大同生命保険㈱【法人営業・アフターサービス】
　　４．　７月１７日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田（介護施設）」【栄養士、介護職員】
　　５．　７月１８日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　６．　７月１９日　㈱幸栄ハウスサービス【営業】
　　７．　７月２０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、管理職候補　他】
　　８．　７月２３日　㈱和敬園　ショートステイ御所野の森　【介護職】
　　９．　７月２４日　㈱全建【大型ウイング乗務員、トレーラー乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
　１０．　７月２５日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【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！

　　　　　　　　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．　７月１０日　ヤマト運輸㈱【荷受作業（イオンモール秋田）】
　２．　７月１２日　㈱へいあん秋田【営業スタッフ、セレモニープランナー、フューネラルディレクター　他】
　３．　７月２６日　警備業者合同面接会　in　ハローワーク秋田（秋田市内警備業８社参加）【警備員】
　

『会社説明会』のご案内


