
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 230,000円～354,000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 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 169,000円～313,500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

1人 182,163円～182,163円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 29歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 220,000円～273,000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 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

4人 215,000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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)16時30分～ 8時30分

月給

2人 195,000円～283,200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 不問 (1) 8時50分～17時10分 就業場所
(2)16時30分～ 9時30分

月給

2人 189,119円～189,119円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 29歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

2人 172,000円～232,500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50分～17時10分 就業場所
(2)16時30分～ 9時30分

月給

1人 185,140円～185,140円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 29歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 190,000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00分～18時00分 就業場所

9人 018-889-8211

認知症介護実践者研
修修了者尚可
（未経験の方は、入
社後に受講できます）

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13011881

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-13027481

介護支援専門員

○グループホーム利用者（９名）へ介護計画作成・運用・管理
を行っていただきます。
・食事、入浴、排泄等の身体介護と調理、洗濯等の日常生活
の援助
＊簡単な調理ができる方尚可

＊介護スタッフ３～４名で担当

＊退職する前任者から引き継ぎがあります。

・介護支援専門員

他 グループホームうららか（有限会社ケ
アランドあきた）その他
秋田県秋田市御所野元町４丁目２－
３

毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

349人 018-831-2011

349人 秋田県秋田市

診療放射線技師の
資格を有する方
または平成３０年度
中に実施される診
療放射線技師国家
試験で診療放射線
技師の資格取得見
込みの方

470人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13007381

診療放射線技師

○健（検）診・検査事業に係る診療放射線技師の職務

＊採用は平成３１年４月１日からとなります。
＊詳細は当法人ホームページからご確認ください。


土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団

准看護師

○施設入所者（１５０名）への看護業務に従事していただきま
す。
・一般棟７５名・認知症専門棟７５名
（１５名程度で看護業務を担当します）

※夜勤は月４回程度です。
　　（夜勤勤務できない方はご相談ください。）
※主に利用者のバイタルチェック等を行います。

准看護師

他 医療法人　久盛会（介護老人保健施
設　三楽園）その他
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

130人 018-857-3101

不問

018-831-2011

349人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-13026581

看護師の資格を有
する方 または平成
３０年度中に実施さ
れる看護師の国家
試験で看護師の資
格取得見込みの方

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13000581

看護師

○健（検）診・検査事業に係る看護師の職務

＊採用は平成３１年４月１日からとなります。
＊詳細は当法人ホームページからご確認ください。



土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

349人

その他
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

130人 018-857-3101

不問
470人 秋田県秋田市

60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-12965381

看護師

○施設入所者（１５０名）への看護業務に従事していただきま
す。
・一般棟７５名、認知症専門棟７５名
（１５名程度で看護業務を担当します）

※夜勤は月４回程度です。
　　（夜勤勤務できない方はご相談ください。）
※主に利用者のバイタルチェック等を行います。

看護師

他 医療法人　久盛会（介護老人保健施
設　三楽園）

看護師

○外来・入院における病院での看護業務
（ベット数　７０床あり）

＊２交替制／月３～４回の夜勤あり。
　常勤で夜勤勤務出来る方。

＊基本給は、経験・資格等により考慮いたします。

＊６０歳以上の方も応募可能です。

看護師免許

他 医療法人　小泉病院
その他

秋田県秋田市中通４丁目１－２８

60人 018-833-6371

不問

31人 022-348-2273

不問
19,700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-44287881

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-13028781

看護職員（デイサービ
ス）［秋田茨島営業所／
秋田市］

・デイサービスを利用されるお客様に対する入浴前後のバイ
タルチェック、服薬管理、健康管理業務全般
・各種記録、等
・機能訓練時の補助業務、他スタッフと連携してのケア業務
全般等

＊チームでのお仕事ですので、未経験の方・ブランクの長い
方でも大歓迎です。
＊お客様は１日２０名程度（定員３４名）

普通自動車免許（ＡＴ
可・ペーパードライ
バー不可）
正看護師または准看
護師

他 株式会社　ツクイ　東北圏
その他

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８
－２

毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

349人 018-831-2011

不問
349人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13040-77565181

環境検査技術職

○環境検査に係る環境計量士、簡易専用水道検査員、浄化
槽検査員の職務
＊採用は平成３１年４月１日からとなります。
＊詳細は当法人ホームページからご確認ください。
【環境計量士・簡易専用水道検査員・浄化槽検査員のいずれ
かの資格を有する方は環境検査技術職の正社員として採用
します。資格を有しない採用予定者は、浄化槽の資格を取得
するまでは一般事務職の給与（大卒１６８，９５７円）　とし、資
格取得後に環境検査技術職の格付となります】

上記の学歴または環
境計量士・簡易専用
水道検査員・浄化槽
検査員のいずれかの
資格を有する方

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団

システムエンジニア／
秋田市

各種クライアントからの要望を受け業務アプリケーションの開
発を行います。
要件定義－プログラミング－テストまで幅広い開発を行いま
す。
経験・未経験は問いません。未経験者については研修期間を
設けていますので、安心して就業していただけます。
東京・名古屋・秋田・鶴岡の開発拠点を結んで開発業務を実
施します。

不問

土日祝他 マイサリークリエイション　有限会社
毎　週

東京都品川区大井１－１１－１
大井西銀座ビル

2人 03-3771-3771

システム開発の基
本的な知識をお持
ちの方

平成30年7月3日発行（平成30年7月2日受付分)　Ｎｏ．１

5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

（派）電気設計［潟上市
］

通信製品のシーケンス設計（開発・改造・変更など）、ラダー
図面作成業務をお任せ致します。

※ご質問等ございましたら、お気軽にお問合せください

不問

土日祝他 株式会社イグニスブレイン
毎　週

宮城県仙台市泉区高森２－１－４０
２１世紀プラザ研究センター３Ｆ

0人 022-302-7204

シーケンス設計経
験

16人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
04010-44605881

℡ 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 230,000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 39歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 138,180円～138,180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）

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

日給（月額換算）

2人 132,258円～132,258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 134,232円～134,232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

1人 150,000円～220,000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40分～17時00分 就業場所

月給

1人 165,000円～175,000円
就業場所

正社員以外 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

2人 160,000円～240,000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

月給

1人 258,500円～258,500円
就業場所

正社員以外 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～17時30分 就業場所
(2)13時30分～22時00分
(3)22時00分～ 6時30分

月給

2人 160,000円～330,000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 59歳以下 (1) 9時00分～21時00分 就業場所

月給

1人 170,000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)10時00分～19時00分 就業場所8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-12975981

オートバイ販売・修理

○秋田市内２店舗での外車・国内オートバイ販売および修理
業務に従事していただきます。
・車検整備および修理、部品発注
・オートバイの販売および用品販売
・イベント企画
・メーカー講習会への参加

＊オートバイに興味のある方、整備経験は問いません。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（二輪免許保持者
優遇）

他 有限会社　佐藤モーターサイクル
その他

秋田県秋田市桜１丁目１３－６

4人 018-836-0787

不問

10人 03-5281-0371

不問
606人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-81016581

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13010-81228481

ガソリンスタンド給油ス
タッフ及び店長候補／
秋田市

・給油補助
・簡単な商品（カーケア用品）販売

・普通自動車免許
（ＡＴ可）
・危険物乙種第四
類（店長候補は必
須）

他 マルネン　株式会社
その他

東京都千代田区神田駿河台二丁目
２番地　御茶ノ水杏雲ビル９階

毎　週
東京都千代田区二番町８番地８

20人 03-6238-3742

不問
8,562人 秋田県秋田市

22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13060481

〔契約〕店舗運営スタッ
フ／秋田市

接客、清掃、商品の発注、従業員の採用から教育、経費の
コントロールまで幅広い業務に携わって頂きます。
セブン－イレブン直営店舗にて店舗の運営を学びます。
将来的に、店舗経営者として独立を目指していただくことも可
能です。

不問

他 株式会社　セブン－イレブン・ジャパ
ン

物流関連業務


　○物流関連業務などを担当していただきます。

　・製品の梱包
　・製品の搬入出
　・在庫管理
　・製品の簡単な組み立て作業　
　・データ入出力業務
　・環境整備

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　エステーエスプロジェクト
毎　週

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０－１０

8人 018-874-9316

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

5人 018-874-8511

経理事務経験（必
須）
パソコン操作出来
る方

5人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-13066381

雇用・労災・健康・厚生
05010-13052481

経理・総務・一般事務
≪急募≫

○経理、総務を中心とした事務の仕事を担当していただきま
す。
・電話応対
・総務事務関連
・伝票起票および入力
・銀行用務（マイカー使用）
・その他　付随する業務

普通自動車免許
簿記３級以上（資格
機関は不問）

水日祝他 株式会社　セカンドライフ
毎　週

秋田県秋田市旭北栄町１－４２

その他
秋田市外旭川字三千刈１２６－１

7人 018-862-6636

不問
10人 秋田県秋田市

35,000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

05010-13063281

フロントスタッフ

・各ディーラー、一般顧客の事故修理車あるいは一般修理車
の引取り及び納車
・顧客管理の事務作業等
・その他付随する業務
＊お客様に笑顔と安心を提供するお仕事です。
＊顧客と接する機会が多いので明朗、闊達な方、特に自動
車業界に携わった方を優遇いたします。
＊初心者であっても実績により資格営業手当の支給制度が
あります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　センカ

一般事務補助

○次のような一般事務補助業務に従事していただきます。
【仕事内容詳細】
・一般事務補助
・文書整理（受付、発送、仕分け、整理）
・パソコン操作（一太郎、ワード、エクセル等）
・電話、来客の取りつぎ応対
・来客等への給茶業務
・その他、付随する業務

不問

土日祝他 秋田県健康福祉部保健・疾病対策課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

20人 018-860-1311

パソコン操作が可
能な方（一太郎、
ワード、エクセル
等）

45人 018-860-3312

パソコン操作（初級
程度）可能な方

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

05010-13034981

～平成30年8月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-13062881

一般事務補助（臨時）
○一般事務補助員として勤務していただきます。
【仕事内容詳細】
・事務補助、書類整理、来客応対
・その他付随する業務

＊パソコンで書類作成もあり、パソコン操作（初級程度）可能
な方



不問

土日祝他 秋田県秋田地域振興局総務企画部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番２号

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

17人 秋田県秋田市
平成30年8月1日～平
成30年11月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010-13037781

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。
・お客様からの受付（事故・故障）やロードサービスの提供
・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

分譲に係る補助的業務

○次のような補助的業務に従事していただきます。

・南ヶ丘ニュータウンの案内所で来訪者や電話の対応
・購入希望者等の現地案内等
・同地内の維持管理（刈払機による除草作業等）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 秋田県建設部建築住宅課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

2人 018-860-2561

不問

不問
1,541人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-80555181

不問

日祝 株式会社　エフティグループ
その他

東京都中央区日本橋蛎殻町２－１３
－６　ユニゾ水天宮ビル（常和水天宮

17人 03-5847-2777
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平成30年7月3日発行（平成30年7月2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

セールスアドバイザー
／秋田
（在籍出向）

入社後は研修もあるので、未経験でも安心してスタート可能
です。
法人各社に対し、国策により今後伸びてくると予想される今
注目のＬＥＤ照明等のエコ事業をメインに、オフィスに欠かせ
ない「通信機器やＯＡ機器」等の提案営業を行います。すべて
の企業がお客様になる可能性を秘めており、地域に密着して
のお仕事です。



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 151,000円～220,000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40分～17時20分 就業場所
(2) 8時40分～16時40分

月給

1人 200,000円～260,000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 140,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 133,672円～133,672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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 147,000円～147,000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) 8時20分～17時20分 就業場所

月給

2人 153,000円～265,000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）

2人 126,741円～146,055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45分～17時00分 就業場所
(2)16時30分～ 9時00分
(3) 9時45分～18時00分

月給

2人 125,000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 不問 (1) 9時00分～18時30分 就業場所
(2) 9時00分～12時30分
(3) 9時00分～16時30分

月給

1人 200,000円～224,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時00分～20時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
(3)10時00分～18時00分

月給

2人 180,000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 18歳以上 就業場所

9人 018-836-3739

不問
36人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-12990381

雇用・労災・健康・厚生
27010-46399381

調理員（駅前本店）（横
町店）

○居酒屋での調理業務に従事していただきます。
・秋田の郷土料理（海鮮・地鶏等）を中心とした調理業務
・食材の仕込み、調理、盛付
・食器洗浄（主に食器洗浄機使用）
・食材の在庫管理、発注
・ホールの接客業務補助も行う場合あり

＊各店のスタッフで協力しながら業務を行います。

不問

他 酒楽亭　うみひこ
その他

秋田県秋田市千秋久保田町２－５８

毎　週
大阪府大阪市天王寺区味原町１３－
１１－２　味原トータルライフ４Ｆ

6人 06-4400-8991

不問
161人 秋田県秋田市

17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-12980181

エステティシャン（秋田
市）

お客様へのエステコース（ボディ・フェイシャル）
の施術やサロン内業務全般。

お客様への接客や電話応対はもちろん
理想に近づけるようなエステコースやホームケアの
アドバイスなどのサービスを提供いただきます。

売上ノルマなし


不問

日他 株式会社　ＡＩＬＥ

歯科助手

○歯科助手業務に従事していただきます。
・診療補助、器具洗浄、消毒、管理
・診療準備
・その他、付随する業務
＊制服貸与
＊就業時間は以下によります。
　（１）は通常・第１・第３木曜
　（２）は第２・第４土曜日　（第１・第３土曜は休み）
　（３）は第２・第４木曜日

不問

日祝他 医療法人　ケーディーシィー　カネウ
チ歯科医院その他
秋田県秋田市広面字谷地沖４－３

12人 018-832-8249

不問

27人 018-833-2535

不問
27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13053781

05010-13042981

看護補助者

○病棟の看護補助業務全般を担当していただきます。
（現在、３５人の入院患者さんがいます）
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助

＊当直（２人）が月３～４回有ります。
＊就業時間（１）は平日、（２）は当直、（３）は遅番
　　　　　　　

不問

他 医療法人　飯川病院
その他

秋田県秋田市中通６丁目１－２１

毎　週
秋田県秋田市下北手松崎字家ノ前２
１５番地６

0人 018-838-5602

不問
0人 秋田県秋田市

292人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13074381

介護職員

○訪問介護業務に従事していただきます。
・ご利用者のお宅に訪問し、食事介助・入浴介助・排せつ介
助等の身体介護や調理・掃除・買い物等の生活援助のサー
ビスを行います。

・就業場所からお客様宅へ訪問し、直帰となります。自家用
車を使用していただきます（ガソリン代支給）


ヘルパー２級以上ま
たは介護職員初任者
研修以上
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

日他 合同会社　いこい

介護職員（資格不要）

・利用者１日平均４０人のデイサービスセンターでの介護業
務。
・送迎介助、リハビリ介助、入浴介助、食事介助等の業務
・常勤１２名、パート４名体制
・社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 医療法人　正観会　御野場病院
毎　週

秋田県秋田市御野場２丁目１４－１

47人 018-839-6141

不問

23人 018-867-7507

不問
61人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13059681

雇用・労災・健康・厚生
05010-13057081

デイサービス介護職員
【契約社員】

＊業務はデイサービスでの介護業務
＊食事・トイレ・入浴・移乗介助、起床・就寝介助等
＊軽体操、レクリエーション、見守り巡回等
＊感染予防等の清掃はじめ衛生環境を整備

＊未経験者は試用期間中に介護業務全般を指導いたしま
す。


ヘルパー２級程度希
望（資格なしでも可）
介護福祉士優遇
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

土日 有限会社　クリーンマジック
毎　週

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
１１

毎　週
秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
１１

23人 018-867-7507

不問
61人 秋田県秋田市

180人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13036481

デイサービス介護職員
【正社員】

＊業務はデイサービスでの介護業務
＊食事・トイレ・入浴・移乗介助、起床・就寝介助等
＊軽体操、レクリエーション、見守り巡回等
＊感染予防等の清掃はじめ衛生環境を整備

＊未経験者は試用期間中に介護業務全般を指導いたしま
す。


ヘルパー２級程度希
望（資格なしでも可）
介護福祉士優遇
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

土日 有限会社　クリーンマジック

環境衛生用品の営業、
顧客管理、納品回収業
務

・ダスキン商品の営業、レンタル業務
・新規顧客開拓
・お客様への商品納品、回収、販売、集金
・パソコンを使用しての事務処理業務
・その他、付随する業務

＊社用車使用（ＡＴ車）

普通自動車一種免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 清三屋商事　株式会社　ダスキン新
国道支店毎　週
秋田県秋田市八橋新川向１１－６

17人 018-888-3131

不問

・パソコン入力できる方
・営業経験者尚可
・包材、雑貨、食品卸、
文具等のセールス経験
者尚可

42人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-12978781

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　桑原
隔　週

秋田県秋田市卸町４丁目７番９号

18人 018-863-1818

平成30年7月3日発行（平成30年7月2日受付分)　Ｎｏ．３
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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

営業

（１）ルートセールス
（２）新規開拓
（３）配送
（４）集金
（５）出庫
（６）品揃え
（７）注文書の発行（自社独自ソフトへパソコン入力するだけ
の作業）以上の業務に従事します。
＊社用車は２ｔトラックとワゴンタイプ

℡ 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）

1人 130,200円～156,240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) 5時00分～14時00分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

月給

1人 160,000円～196,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1)10時00分～21時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 111,360円～111,360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) 6時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 246,911円～348,700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 39歳以下 就業場所

月給

1人 200,500円～266,800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 61歳以下 (1) 5時00分～14時00分 就業場所
(2) 6時00分～15時00分
(3) 7時00分～16時00分

月給

1人 170,500円～236,800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 61歳以下 (1) 5時00分～14時00分 就業場所
(2) 6時00分～15時00分
(3) 7時00分～16時00分

月給

1人 200,500円～266,800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～61歳 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～ 9時00分

月給

1人 170,500円～236,800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～61歳 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～ 9時00分

月給

3人 142,000円～172,000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 18歳～64歳 就業場所

月給

1人 178,500円～178,500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 18歳以上 (1) 7時55分～16時05分 就業場所
(2)15時55分～ 0時05分
(3)23時55分～ 8時05分

月給

2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

雇用・労災・健康・厚生
05010-13055281

その他
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

7人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

7,840人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010-80919281

警備員（秋田ステーショ
ンビル）

○施設警備業務全般に従事していただきます。
・建物内外防犯　・防災巡回業務
・建物開閉館業務　
・防災盤、監視カメラモニター監視業務
・拾得物管理業務
・搬出入及び出入管理業務


＊責任者候補の募集です。

不問

他 株式会社　友愛ビルサービス

ドーミーイン秋田／フロ
ントスタッフ／エリア限
定

当社直営ビジネスホテルフロント運営業務全般

・接客対応（チェックイン、チェックアウト、インフォメーション、
精算など）
・予約業務（予約受付／販売設定など）
・各種データー処理、パソコン入力
・館内設備／客室点検
・夜鳴きそばサービス（調理、接客、片付け）
・レストランヘルプ（ホール、洗い場など）

不問

他 株式会社　共立メンテナンス
その他

東京都千代田区外神田２丁目１８－
８

20人 03-5295-7793

不問

20人 03-5295-7793

不問
7,840人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010-80731881

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010-81487681

ドーミーイン秋田／フロ
ントスタッフ

当社直営ビジネスホテルフロント運営業務全般

・接客対応（チェックイン、チェックアウト、
　インフォメー　ション、精算など）
・予約業務（予約受付／販売設定など）
・各種データー処理、パソコン入力
・館内設備／客室点検
・夜鳴きそばサービス（調理、接客、片付け）
・レストランヘルプ（ホール、洗い場など）

不問

他 株式会社　共立メンテナンス
その他

東京都千代田区外神田２丁目１８－
８

その他
東京都千代田区外神田２丁目１８－
８

20人 03-5295-7793

不問
7,840人 秋田県秋田市

7,840人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010-80589281

ドーミーイン秋田／レス
トランスタッフ／エリア
限定

当社直営ビジネスホテルレストラン運営業務全般
・接客対応（ホールサービス）
・配膳
・調理・発注
・その他関連業務

不問

他 株式会社　共立メンテナンス

ドーミーイン秋田／レス
トランスタッフ

当社直営ビジネスホテルレストラン運営業務全般
・接客対応（ホールサービス）・配膳
・調理・発注
・その他関連業務

不問

他 株式会社　共立メンテナンス
その他

東京都千代田区外神田２丁目１８－
８

20人 03-5295-7793

不問

25人 022-266-5802

不問
9,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-44528281

雇用・労災・健康・厚生
05010-13093481

店舗一般職［居酒屋
寧／秋田泉店］

多種多様な創作和食をお召し上がりいただく居酒屋『寧々家』
です。
接客を中心にお願いします。


＊入社式、研修（経営理念、衛生講習、制度説明等）がござ
　いますので、飲食業未経験でも応募可能です。
＊店長資格研修などもありますので、キャリアアッププランも
明確です。

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部
その他

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

毎　週
秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目１
－２－５０

2人 018-852-5558

不問
25人 秋田県南秋田郡五城目町

350人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13056181

調理員

・介護施設（小規模多機能型居宅介護）「ハッピーライフ
あんど」にて調理業務を行います。
・朝・夕１２名分を１名で対応
・昼食２５名分を１名で対応

・買い物等で外出用務あり（自家用車使用の場合あり）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 有限会社　ハッピーライフ

学生寮調理師（ノース
アジア大学）

○ノースアジア大学学生寮での勤務
・調理業務全般
・食材の仕込み、調理、盛り付け
・使用調理器具等の洗浄
・食材の発注
・その他、調理に関する業務全般


調理師免許取得者

他 株式会社　友愛ビルサービス
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

調理経験者

不問
450人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-12988881

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル
その他

秋田県秋田市中通１丁目３番５号

6人 018-834-1141

5ページ中 4ページ

平成30年7月3日発行（平成30年7月2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

給食業務（ほくと）

○施設内で仕込み・盛り付け・配膳・下膳・お茶出しなどの
　給食業務全般を担当します。

＊専属スタッフが丁寧にサポートしますので、未経験者でも
安心して応募ください。

＊契約更新は、勤務状況等を考慮し１年ごととなります。

製造オペレーター

・亜鉛製錬設備の運転、監視ならびにメンテナンス
・分析サンプル採取、簡易分析
・職場改善活動、改善提案（報奨制度あり）
＊入社１年目は、集合教育や配属先教育を経て、基本的な部分から
より専門的な部分までの教育（机上・実地）を行います。入社２年目
以降は現場改善のリーダーや安全当番者などを経験しながら成長し
ていきます。
＊最終製品である亜鉛は、一般家庭あたり、約２０ｋｇ程度使われて
おり、私たちの暮らしの様々な部分で役立っています。【ユースエー
ル認定企業】
【グッドキャリア企業アワードイノベーション賞受賞企業】

不問

他 秋田製錬　株式会社
その他

秋田市飯島字古道下川端２１７－９

201人 018-846-1121

不問
201人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13051581

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

雇用・労災・健康・厚生
05020- 3273681

毎　週
秋田県能代市万町２－２０　ＴＫビル
２階

8人 0185-52-0007

不問
80人 秋田県南秋田郡五城目町



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

4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 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～202,500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 45歳以下 (1) 7時30分～17時00分 就業場所

月給

2人 190,000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

日給（月額換算）

2人 169,400円～242,000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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

5人 180,000円～280,000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 50歳以下 (1) 8時00分～17時00分 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

月給

3人 140,000円～140,000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 21歳以下 (1) 8時25分～16時55分 就業場所
(2) 8時20分～17時00分
(3) 8時20分～16時55分

5ページ中 5ページ

平成30年7月3日発行（平成30年7月2日受付分)　Ｎｏ．５

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

タンクローリー運転手

○大型タンクローリーにて秋田県内全域、山形県北地区に
　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。

大型免許・牽引・危
険物丙種以上必須

日他 株式会社　ヨウコー　御所野営業所
その他

秋田県秋田市御所野湯本２丁目１－
１１

40人 018-839-7667

不問
215人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13035581

環境センター作業員

○環境センター内での重機類の運転および場内施設での作
業　に従事していただきます。
・廃棄物の選別
・重機類の運転（ローダー、バックホー等）
・重機を運転しての車両への積み込み

※作業着支給します。

日祝他 ユナイテッド計画　株式会社
その他

秋田県潟上市昭和豊川槻木字槻１３
－１

13人 018-877-3027

71人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13039281

鳶工事

○建築工事現場での足場組立、解体作業に従事していただ
きます
・大手ハウスメーカーと協力関係にあり、主に住宅足場架設
　がメインです。
・他に、建築工事の手元作業もあります。
・冬場は除雪作業もあります。

＊現場は秋田県内全域。集合してからの移動となります。


日他 株式会社　佐藤工業
その他

秋田県秋田市新藤田字高梨台２－５

11人 018-893-5570

16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13047281

鳶工事（見習い）

○建築工事現場での足場組立、解体作業の見習いとして従
事　していただきます。
・大手ハウスメーカーと協力関係にあり、主に住宅足場架設
　がメインです。
・他に、建築工事の手元作業もあります。
・冬季は除雪作業もあります。

＊現場は秋田県内全域。集合してからの移動となります。


日他 株式会社　佐藤工業
その他

秋田県秋田市新藤田字高梨台２－５

11人 018-893-5570

16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13046881

ＪＲ信号・通信工事見習
い【秋田営業所】（正社
員）

○ＪＲ信号工事の配線。
○ＪＲ信号工事の内線・外線施工管理。
○信号機の取り換え、ケーブル敷設工事。
○列車の見張り。
＊夜間作業、出張可能な方。
＊秋田県全域の作業になります。
＊現場が遠い場合は宿泊が伴います。

◆経験者優遇

普通自動車一種免
許（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社伸栄実業
その他

鶴岡市温海字温福１２－４

16人 0235-43-3309

不問
39人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
06040- 5406081

シロアリ等の害虫駆除
等／秋田支店

●シロアリ駆除・防除施工
●その他の防虫・消毒加工
　　　　　　　　　　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達、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

秋田県秋田市東通仲町１２番１７号

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
307人 秋田県秋田市

平成30年10月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-13030181

雇用・労災・健康・厚生
13010-80877581

技術サービス係

・ＪＲ車両基地にて秋田新幹線こまちや在来線等の鉄道車両
のメンテナンス
・車両検査、修繕
・車両センター構内での車両誘導、信号扱い等の構内作業
（車両の運転は除く）

不問

他

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）およ
び車両系（整地）…
必須

＊大型・大型特殊
免許あれば手当支
給

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
【必須】

玉掛け、車両系・大
型特殊あれば優遇
します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
＊必須

玉掛け、車両系・大
型特殊あれば優遇
します。

146人 018-833-4529

不問
526人 秋田県秋田市

ＪＲ秋田鉄道サービス　株式会社
その他

℡ 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．　７月　３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】
　２．　７月　５日　北日本運輸㈱【中型運転手（4ｔ）、運行管理補助、大型運転手】
　３．　７月１０日　ヤマト運輸㈱【荷受作業（イオンモール秋田）】
　４．　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】
　５．　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

　　　　●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　３日　布亀㈱マザーケア秋田デリバリーセンター【明治の宅配のサンプル配りと受付】
　　２．　７月　４日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　３．　７月　５日　大同生命保険㈱【法人営業・アフターサービス】
　　４．　７月　９日　㈱和敬園　ショートステイ御所野の森　【介護職】
　　５．　７月１１日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　６．　７月１３日　大同生命保険㈱【法人営業・アフターサービス】
　　７．　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】
　　８．　７月１８日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　９．　７月１９日　㈱幸栄ハウスサービス【営業】
　１０．　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】

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

2人 1,500円～1,500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 就業場所

時給

2人 1,700円～2,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

2人 1,300円～1,300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 1,000円～2,000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 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～16時00分

日給（時給換算）

1人 833円～833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～16時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 780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) 9時00分～17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)10時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 1,000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 950円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所

平成30年7月3日発行（平成30年7月2日受付分)　Ｎｏ．１
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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

看護師【パート職員】

○施設入所者（１５０床）への看護業務
　（１５名程度で看護業務を担当します）


※主に利用者のバイタルチェックなどを行います


看護師免許

他 医療法人　久盛会（介護老人保健施
設　三楽園）毎　週
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

130人 018-857-3101

不問
470人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-13023381

看護師または准看護師
【日曜日のみ】

○いなみ小児科ファミリークリニックでの看護業務全般を担当
していただきます。
・診療の介助
・採血、注射　等

＊制服貸与します。
＊日曜日のみの勤務ですが、勤務日数については相談に応
じ　ます。


看護師または准看
護師

月火水木金土祝 医療法人　ソレイユ　いなみ小児科
ファミリークリニック毎　週
秋田市保戸野中町１－４５

15人 018-893-3955

不問
15人 秋田県秋田市

労災
05010-13089181

准看護師【パート職員】

○施設入所者（１５０床）への看護業務
　（１５名程度で看護業務を担当します）


※主に利用者のバイタルチェックなどを行います




准看護師免許

他 医療法人　久盛会（介護老人保健施
設　三楽園）毎　週
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

130人 018-857-3101

不問
470人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-13022081

介護支援専門員（パー
ト）

○グループホーム利用者への介護計画作成・運用・管理を
行っていただきます。
・食事、入浴、排泄等の身体介護と調理、洗濯等の日常生活
の援助
＊調理が出来る方尚可
＊介護スタッフ３～４名で担当
＊勤務日数、曜日、勤務時間４～８時間で相談に応じます
＊週１２時間くらいからゆっくり働きたい方尚可
＊退職する前任者から引き継ぎがあります。

・介護支援専門員

他 グループホームうららか（有限会社ケ
アランドあきた）毎　週
秋田県秋田市御所野元町４丁目２－
３

9人 018-889-8211

不問
9人 秋田県秋田市

労災
05010-13015381

一般事務

事務所内で事務作業をお願いします。
・パソコンを使用しての経理業務。専用ソフトへの入力作
業。
・手書きの帳簿をＰＣへ入力する作業
・電話対応
・来客対応
・銀行等への外出用務（社用の軽自動車ＡＴを使用）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日 シンワ
毎　週

秋田県秋田市仁井田蕗見町８－２１

1人 018-838-7776
・パソコン操作
（ワード、エクセル）
必須
・経理の経験あれ
ば尚可

1人 秋田県秋田市

労災
05010-13033681

一般事務

○官公庁へ提出する書類の作成をしていただきます。
・主に建設業関係、車庫証明の申請等
・パソコンはワード、エクセル、専用ソフトを使用
・来客応対、電話応対
・各種書類のお届け（お届け先は官公庁、建設業・カーディー
ラー等の事業所様）もあります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 行政書士金子事務所
毎　週

秋田県秋田市山王六丁目１－２６

2人 018-863-6467

パソコン操作（ワー
ド・エクセル入力程
度）

2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13084581

研究補助（大気・水圏
実験室）

○本学　生物環境科学科　大気・水圏実験室での研究補助
業務に従事していただきます。　　　　　　　　　　　　
　
・分析補助、調査補助、資料整理、調査の準備など

＊専門知識については担当教員が指導します。


不問

土日祝他 秋田県立大学事務局
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字街道端
西２４１－４３８

195人 018-872-1500

パソコン操作（ワー
ド・エクセル等）

469人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-12984981

事務（不動産業務）

○アパート賃貸管理に関する業務
○家賃管理、請求業務

＊パソコン操作（エクセル）
＊電話対応

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田大学生活協同組合
毎　週

秋田県秋田市手形山崎町１２－１４

11人 018-884-7550

ＰＣ基本操作（エク
セル）

121人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-13065081

医療事務

・訪問看護ステーションでの医療介護事務に従事していただ
きます。
・日報のチェック、実績入力
・介護、医療請求（専用ソフトを使用）
・その他付随する業務

不問

土日祝 株式会社　メディカルリーフ
（訪問看護ステーション　すみれ）毎　週
秋田県秋田市保戸野千代田町１３－
４１　アイリフォームビル２Ｂ号室

7人 018-853-5575

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13031081

銀行窓口業務（牛島支
店）

○銀行窓口業務
・窓口での預金受払業務
・振込、税金納付の受付業務
・諸届の受付業務　等　

＊月１５日の勤務です。

＊当初は６ヶ月契約。以後契約更新となった場合は６ヶ月。
その後に契約を更新する場合は１年毎です。

不問

土日祝他 株式会社　秋田銀行
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目２－１

19人 018-863-1212
銀行窓口業務経験
者
（金融機関窓口業
務経験者応募可）

2,208人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010-13097181

℡ 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

2人 800円～1,200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 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

2人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 820円～820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 (1) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)12時00分～20時00分

時給

1人 770円～1,200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～21時00分 就業場所

時給

1人 750円～750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 18歳以上 (1)11時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～23時00分

時給

3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 59歳以下 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3)11時00分～20時00分

時給

1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 (1) 5時00分～14時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

時給

1人 750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～14時00分 就業場所

時給

2人 750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)10時00分～19時00分 就業場所

時給

1人 750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～14時00分 就業場所

4ページ中 2ページ

平成30年7月3日発行（平成30年7月2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

経理補助・庶務

〇経理事務を主に担当していただきます。
・経理ソフト（ＴＫＣ会計）へのデータ入力
・出納業務
・データ書類の作成、管理
・労務関連の補助的業務
・電話応対
・その他、庶務的事務、付随する業務

＊社用車（ＡＴ車）使用 労災

05010-13058381

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
日商簿記２級以上
優遇

土日祝他 株式会社　エステーエスプロジェクト
毎　週

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０－１０

8人 018-874-9316

2人 0234-21-1888

不問

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）
実務経験３年以上
あればなお可

22人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　横浜ファーマシー

受付（樋の下店）

◎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
その他

山形県酒田市浜田１丁目７－２０

不問
742人 秋田県秋田市

2,750人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
06030- 6161981

レジスタッフ（秋田広面
店）

○スーパードラッグアサヒ秋田中央店のレジスタッフ。主な業
務はレジ業務・お客様対応です。他、店内の簡単な清掃・品
出し作業があります。

＊未経験者も大歓迎。基本を一からお教えします。
＊学生応募可（時間・日数は応相談）


有限会社　本山物産（トピコ内）
毎　週

秋田県秋田市中通７丁目１－２　トピ
コ２Ｆ

毎　週
青森県弘前市大字末広２丁目２－１
０

21人 0172-55-6089

雇用・労災・健康・厚生
05010-13029881

12ヶ月
雇用・労災

02030- 7139481

販売員

○商品の販売
・きりたんぽ、稲庭うどん、生もろこし等、秋田を代表する
　食品の販売
○商品の補充・陳列
・身体を使って動きまわります。体力のある方希望。
＊就業時間（１）（２）の交替勤務です。
　詳細は面接時に説明します。

＊勤務状況により、５年以内に正社員登用する可能性あり

不問

他

10人 03-5281-0371

不問

6人 018-832-7512

不問
6人 秋田県秋田市

不問

他 新幸商事　有限会社

ガソリンスタンド給油ス
タッフ／秋田市

・給油補助
・簡単な商品（カーケア用品）販売

不問

他 マルネン　株式会社
毎　週

東京都千代田区神田駿河台二丁目
２番地　御茶ノ水杏雲ビル９階

不問
19人 秋田県秋田市

606人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
13010-81284981

パチンコ景品交換担当
【秋田市】

◆パチンコ店外部の景品買取交換業務に従事します
※月２０日程度（１２０時間程度）の勤務です
　月額の賃金は月９万円程度となります　

※試用期間３ヶ月間（その間、賃金等同条件）
※備考欄の応募方法を参照下さい

株式会社　ヴァーベナ
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３－８－１６
プラテアＭ１０２号

その他
秋田県大館市字部垂町２３－２

3人 0186-43-5670

雇用・労災
05010-13081381

平成30年9月20日～
雇用・労災・健康・厚生

05030- 3271581

訪問介護員

○「シニアパンション秋田・土崎」及び「シニアパンション秋田
土崎港南」（サービス付高齢者専用賃貸住宅）内における訪
問介護業務、日常生活に関わる介護。
・食事、入浴、排泄介助、掃除、買物代行、移動、移乗など
＊外出時自家用車使用（ガソリン代支給）
＊資格はあるが介護の仕事の経験がない方、浅い方でも安
心して働くことができます。
＊スタッフ同士協力しあい明るい雰囲気です。
【勤務態度・社内評価によっては正社員登用の可能性あり】

介護職員初任者研
修以上（旧ヘル
パー２級）
普通自動車免許

他

130人 018-857-3101

不問

15人 018-874-7726

不問
50人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　新星食品

調理職員（パート）

・施設入所者（１５０人）
・通所利用者昼食（約４０人）
・職員食（約３０人）

＊上記食事の調理、配膳、下膳等全般の作業を１５名のロー
テーションで担当します。

※資格がなくても応募可

不問

他 医療法人　久盛会（介護老人保健施
設　三楽園）毎　週
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

不問
29人 秋田県秋田市

470人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-12999081

給食の調理≪本道の
街≫

○介護施設での給食の調理・後片付け等の業務に従事して
いただきます。
・昼食５０人分を３人で調理していただきます。


株式会社　新星食品
毎　週

秋田県秋田市八橋本町２丁目５－２
８

毎　週
秋田県秋田市八橋本町２丁目５－２
８

5人 018-866-2990

雇用・労災・健康・厚生
05010-13070881

雇用・労災・健康・厚生
05010-13069581

給食の調理（パート、大
平荘）

○介護施設での給食の調理・後片付け等の業務に従事して
いただきます。

・昼食、夕食各１００人分を２人～３人で調理していただきま
す。

不問

他

毎　週
秋田県秋田市八橋本町２丁目５－２
８

5人 018-866-2990

不問

5人 018-866-2990

不問
29人 秋田県秋田市

29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13072181

給食の調理（パート、大
平荘）

○介護施設での給食の調理・後片付け等の業務に従事して
いただきます。

・昼食各１００人分を２人～３人で調理していただきます。

不問

他 株式会社　新星食品



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) 6時30分～17時30分 就業場所

時給

5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 18歳以上 就業場所

時給

2人 1,000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 18歳以上 (1) 8時00分～16時30分 就業場所
(2)16時00分～ 0時30分

時給

2人 1,000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 18歳以上 (1) 8時00分～16時30分 就業場所
(2)16時00分～ 0時30分

時給

2人 1,000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 18歳以上 (1) 8時00分～16時30分 就業場所
(2)16時00分～ 0時30分

時給

2人 1,000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 18歳以上 (1) 8時00分～16時30分 就業場所
(2)16時00分～ 0時30分

時給

1人 920円～920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)10時15分～17時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,300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～17時00分 就業場所

時給

2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 不問 (1) 6時30分～11時00分 就業場所
(2) 7時00分～12時00分
(3)10時00分～14時00分

時給

1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) 9時00分～15時00分 就業場所

平成30年7月3日発行（平成30年7月2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

調理員

・介護施設（小規模多機能型居宅介護）「ハッピーライフ
あんど」にて調理業務を行います。
・朝・夕１２名分を１名で対応
・昼食２５名分を１名で対応

・買い物等で外出用務あり（自家用車使用の場合あり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　ハッピーライフ
毎　週

秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目１
－２－５０

2人 018-852-5558

不問
25人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災
05010-13090681

ホールサービス

○居酒屋においてのホールサービス
　・料理、ドリンクなどをお客様に笑顔でわかりやすく提供する
責任ある仕事です。

　＊週３、４日程度の仕事です。
　　勤務日数、勤務日、時間等については相談のうえ決定し
ます。

　＊１～２ヵ月研修期間、この間時給８００円

不問

他 酒楽亭　うみひこ
その他

秋田県秋田市千秋久保田町２－５８

9人 018-836-3739

不問
36人 秋田県秋田市

労災
05010-12991681

パチンコ店・ホール・カ
ウンタースタッフ／追分
店

・パチンコ店カウンターホールでの接客作業
（長時間の立ち仕事）
・ＰＯＰの作成（ＰＣを使った簡単なＰＯＰ作成）
・入れ替え作業および出玉の運搬


※研修期間は入社日から１２５～２５０時間

不問

他 株式会社　マルハン
毎　週

東京都千代田区丸の内１－１１－１
パシフィックセンチュリープレイス丸の

30人 03-5221-7974

不問
13,000人 秋田県秋田市

2ヶ月
労災

13010-80917781

外旭川店／パチンコ
店・ホール・カウンター
スタッフ

・パチンコ店カウンターホールでの接客作業（長時間の立ち仕
事）
・ＰＯＰの作成（ＰＣを使った簡単なＰＯＰ作成）
・入れ替え作業および出玉の運搬

※土曜ｏｒ日曜日出勤できる方優遇。

※研修期間は入社日から１２５～２５０時間

不問

他 株式会社　マルハン
毎　週

東京都千代田区丸の内１－１１－１
パシフィックセンチュリープレイス丸の

30人 03-5221-7974

不問
13,000人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災

13010-81268581

茨島店／パチンコ店・
ホール・カウンタース
タッフ

・パチンコ店カウンターホールでの接客作業（長時間の立ち仕
事）
・ＰＯＰの作成（ＰＣを使った簡単なＰＯＰ作成）
・入れ替え作業および出玉の運搬

※土曜ｏｒ日曜日出勤できる方優遇。

※研修期間は入社日から１２５～２５０時間

不問

他 株式会社　マルハン
毎　週

東京都千代田区丸の内１－１１－１
パシフィックセンチュリープレイス丸の

30人 03-5221-7974

不問
13,000人 秋田県秋田市

2ヶ月
労災

13010-81562881

臨海店／パチンコ店・
ホール・カウンタース
タッフ

・パチンコ店カウンターホールでの接客作業
（長時間の立ち仕事）
・ＰＯＰの作成（ＰＣを使った簡単なＰＯＰ作成）
・入れ替え作業および出玉の運搬

※研修期間は入社日から１２５～２５０時間

不問

他 株式会社　マルハン
毎　週

東京都千代田区丸の内１－１１－１
パシフィックセンチュリープレイス丸の

30人 03-5221-7974

不問
13,000人 秋田県秋田市

2ヶ月
労災

13010-81707281

労務系スタッフ

所属先：バイオサイエンス教育・研究サポートセンター（動物
実験部門）

・動物飼育室・機材の清掃業務
・動物の飼育管理補助業務
・事務業務（ＰＣを使った作業等）
・受付業務

※採用後、配置換等により変更の可能性があります。

不問

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

不問
2,334人 秋田県秋田市

平成30年9月10日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-13086781

防除作業（～８月末ま
で）

・農家から依頼を受けた水田への農薬散布
・散布依頼の取りまとめ、散布準備、実施のチェック

＊７月は５日程度、８月は１０日程度のお仕事です。

＊４人のチーム作業になりますのでコミュニケーション能力が
問われます。散布作業期間中は朝食・昼食を提供し、作業服
も貸与しています。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 農事組合法人　四ツ小屋スカイサー
ビス毎　週
秋田県秋田市四ツ小屋字御野場４２
６番地２号

0人 018-829-1244

産業用無人ヘリコ
プター操縦資格あ
れば尚可

0人 秋田県秋田市
～平成30年8月31日

05010-13032381

接客スタッフ（Ｔ－ｃｏｍｆ
ｏｒｔクレアシオン）

○ベーカリーとカフェの複合店舗Ｔ－ｃｏｍｆｏｒｔでのパンの製
造補助を行っていただきます。
・接客販売　　　　　　　　・商品の包装
・パンやケーキの陳列　　　・パンやケーキの製造補助
・レジ会計業務（レジ閉めもあります）
・掃除等もあります。

＊ユニフォーム貸与

不問

他 株式会社　たけや製パン
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－６０

28人 018-864-3117

不問
775人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13083981

ドライバー（パート）

○クリーニング品の集配業務に従事していただきます。

・工場と店舗間の集配業務


＊社用車、マニュアル車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝 株式会社　粂川クリーニング工場
な　し

秋田県秋田市飯島道東１丁目８－１
４

32人 018-846-2652

不問
53人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13079781

℡ 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

10人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 760円～760円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所
(2) 8時00分～15時00分
(3) 8時00分～15時30分

時給

1人 790円～790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

4ページ中 4ページ

平成30年7月3日発行（平成30年7月2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

客室メンテナンス「秋田
ビューホテル」

○ホテル客室内の清掃、ベッドメイク全般
・ベッドメイク、洗面台、バス、トイレ等全般清掃
　（１人で１室担当）
・掃除機掛け、拭き上げ等

（就業時間は希望対応します）

不問

他 株式会社　友愛ビルサービス
その他

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

25人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

労災
05010-13041681

清掃員（アルス）

○「おしゃれかんアルス」のビル内の清掃
　（女子トイレの清掃を含みます）
・自動清掃機を使用することがあります。
　（未経験の方でも操作できます）　　　　　　　　　　　
＊就業時間（１）～（３）のシフト制。
＊１ヶ月１３０時間程度の勤務です。　　　　　　

＊長く勤務していただける方歓迎いたします。　　　　　　
＊契約は年度毎の更新予定です。

不問

他 ＪＲ秋田鉄道サービス　株式会社
毎　週

秋田県秋田市東通仲町１２番１７号

12人 018-833-4529

不問
500人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-13071281

ベッドメイク（ホテルメト
ロポリタン秋田）

○客室の清掃業務を担当していただきます。
・シーツ交換、ベッドメイク
・客室の清掃（バス、トイレ含）等
　
＊就業時間は、予約状況により４～６時間のシフト勤務です

＊制服貸与します。

＊雇用期間は、年度毎の更新となります。

不問

他 ＪＲ秋田鉄道サービス　株式会社

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-13073081

その他
秋田県秋田市東通仲町１２番１７号

20人 018-833-4529

不問
500人 秋田県秋田市

　　　　●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　３日　布亀㈱マザーケア秋田デリバリーセンター【明治の宅配のサンプル配りと受付】
　　２．　７月　４日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　３．　７月　５日　大同生命保険㈱【法人営業・アフターサービス】
　　４．　７月　９日　㈱和敬園　ショートステイ御所野の森　【介護職】
　　５．　７月１１日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　６．　７月１３日　大同生命保険㈱【法人営業・アフターサービス】
　　７．　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】
　　８．　７月１８日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　９．　７月１９日　㈱幸栄ハウスサービス【営業】
　１０．　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】

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　３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】
　２．　７月　５日　北日本運輸㈱【中型運転手（4ｔ）、運行管理補助、大型運転手】
　３．　７月１０日　ヤマト運輸㈱【荷受作業（イオンモール秋田）】
　４．　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】
　５．　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


