
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 220,000円～220,000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

2人 198,300円～221,300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 197,500円～197,500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 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 217,000円～217,000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45分～17時00分 就業場所

月給

1人 219,000円～280,000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 39歳以下 就業場所

日給（月額換算）

1人 131,600円～131,600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15分 就業場所

月給

1人 130,000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～18時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3) 8時30分～12時30分

月給

1人 170,000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 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 230,000円～280,000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 59歳以下 (1) 8時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 138,240円～138,240円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分

不問
50人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-13240081

正看護師
普通自動車免許

土日祝他 有限会社　在宅ケアセンター
毎　週

秋田県秋田市下北手松崎字前谷地
１４２－１

4人 018-887-3886

平成30年7月4日発行（平成30年7月3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

正看護師

○訪問看護ステーションにおいて看護業務に従事していただ
きます
・利用者宅へ訪問し健康管理およびかかりつけ医からの指示
による処置
・かかりつけ医との連携（報告、連絡、相談）
・記録の整備など

＊外出は自家用車使用（ガソリン代支給）

理学療法士（月額嘱託
職員）

○理学療法業務をしていただきます。

　
※年度毎の更新となります。

理学療法士

土日祝他 地方独立行政法人　市立秋田総合
病院毎　週
秋田県秋田市川元松丘町４－３０

768人 018-823-4171

不問
768人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-13231281

サブマネージャー（秋田
泉工場）【トライアル併
用求人】

○担当店舗・工場の管理業務
・売上の分析と確保
・販売促進企画業務
・スタッフの労務管理業務
・従業員教育
・店舗、工場での作業あり。

【トライアル雇用併用求人】

普通自動車免許

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

14人 0234-21-1888

不問
2,750人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
06030- 6285581

業務リーダー（高齢・障
害者雇用管理支援）

○高齢者及び障害者雇用を考えている事業所に関する相談
や　啓発活動（事例収集等を含む）、関係行事の運営に関す
る業務を担当していただきます。

＊企業訪問、関係行政機関との連絡調整などもあります。

＊外出用務時は社有車使用（ＡＴ車）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 独立行政法人　高齢・障害・求職者
雇用支援機構　秋田支部毎　週
秋田県潟上市天王字上北野４－１４
３

55人 018-873-3177

パソコン（Ｗ／Ｅ）の
使用経験のある方
＊管理職経験者歓
迎

6,571人 秋田県潟上市
平成30年8月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-13230881

【秋田県】バイク王コー
ルセンタースタッフ

バイク王のテレビＣＭや情報誌、またインターネットの広告を
ご覧になったお客様からのお問い合わせに対応します。その
際、車種や年式、お客様情報などを入力し、データベース化
したあと、各店舗へ配信。
その情報に沿ってバイクライフプランナーがお客様のご自宅
にお伺いします。バイクの売却先候補として当社に問い合わ
せをされるお客様の最初の窓口がインフォメーションセンター
です。
バイク王の案内役として、お客様に電話を通じてサービスを
提供します。

不問

他 株式会社　バイク王＆カンパニー
その他

東京都港区海岸３丁目９－１５　ＬＯ
ＯＰ－Ｘ１３階

50人 03-6803-8844

不問
852人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13040-77997481

事務補助

○事務補助業務に従事していただきます。
・文書管理（書類整理等）
・パソコン入力
・来客、電話応対等連絡用務
・来客者等への給茶業務
・その他、付随する業務

不問

土日祝他 秋田県産業技術センター
毎　週

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４－１
１

66人 018-862-3414

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

66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・労災・健康・厚生

05010-13228981

医療事務

○当医院での医療事務に従事していただきます。
・カルテ出し
・専用パソコンへの点数の打ち込み
・会計業務
・外来の受付
・電話応対　等

＊患者さんに対して、明るく親切な対応が求められます。

不問

日祝他 医療法人　長谷山会　長谷山内科医
院その他
秋田県秋田市中通三丁目３番４３号

6人 018-832-2248

医療事務経験（内
科での経験があれ
ば優遇致します）

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13243981

税理士補助業務

・お客様（関与先）の帳票の照合、チェック、帳簿作成、試算
表の作成及び指導（パソコン使用）
・決算業務全般、税務書類の作成（パソコン使用）
・その他税理士付随業務
・外出時は自家用車使用。別途ガソリン代支給。
＊自家用車持ち込み不可の場合は社用車（ＡＴ車）の使用も
可能。
パソコン操作（簡単な表計算ができれば可）
税理士事務所勤務経験者優遇

土日祝他 田路一高税理士事務所
毎　週

秋田県秋田市卸町四丁目３－１６

3人 018-867-1211

3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13177181

営業職（地域限定正社
員）［秋田市］

地域限定の「正社員」大募集
家から通える範囲での勤務です。

１００％反響営業です（飛び込みはありません）
お客様よりご依頼を受け見積に伺います。
商品を知って頂くため、現場実習、営業研修有
営業未経験の方も歓迎

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　サカイ引越センター　東北
推進課
宮城県仙台市宮城野区日の出町２
丁目１－４３

35人 022-385-6922

不問
5,379人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
07060- 3919081

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-45587181

販売員（ゴーナッツ秋田
店）

◆メンズ・レディースの幅広い年齢層に以合う衣料品及び雑
貨等の販売に従事していただきます。
・お客様に商品の案内・説明
・レジ操作、商品の袋詰め
・商品整理、管理、商品補充・陳列
・店舗内外の清掃など

不問

他

簿記資格取得者望
ましい
税理士試験科目合
格者（またはチャレ
ンジする方）歓迎
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

3人 0248-76-0333

不問
79人 秋田県秋田市

株式会社　ブービープランニング
その他

福島県須賀川市南町１３０

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。



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 174,685円～228,455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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 148,000円～183,000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) 9時30分～18時30分
(3)17時30分～ 9時30分

月給

2人 167,000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15分～16時15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 145,680円～209,400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30分～17時30分 就業場所
(2)10時15分～19時15分
(3)11時00分～20時00分

月給

1人 135,000円～155,000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00分～17時00分 就業場所
(2) 9時15分～18時15分
(3)16時30分～ 8時30分

日給（月額換算）

2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 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 45歳以下 就業場所

時給（月額換算）

2人 190,800円～190,800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) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)16時00分～ 0時00分
(3) 0時00分～ 8時00分

時給（月額換算）

2人 164,000円～164,000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) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

時給（月額換算）

2人 164,000円～164,000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

月給

1人 180,000円～270,000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
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平成30年7月4日発行（平成30年7月3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

ルートセールス営業

○既存のお客様を訪問し工場内用品（機械工具・工作機械）
　の説明、営業を行って頂きます。
・見積書、契約書をパソコンを使用して作成
＊エリアは北東北３県です。
＊基本的に１人での営業になりますが、慣れるまでは同行し
　先輩社員が指導しますので、未経験の方でも安心して応募
　して下さい。
＊営業には試用期間中は自分の車を使用してもらい、試用期
　間後は、会社の車を使用して営業して頂きます。
（いずれもガソリン代・高速代は全額支給）

普通自動車免許
（ＡＴ車限定可）

日祝他 株式会社　ユーテック
その他

秋田県秋田市新屋元町２１－９

6人 018-827-7728

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13173481

介護職員（ショートステ
イ）
【夜勤あり】

○ショートステイ（２０床）における介護業務全般を担当し
　ていただきます。
・食事の介助、入浴、排泄等のお世話
・イベント等の準備　等
＊制服支給
＊夜勤は１人体制です
＊入社後の研修はマンツーマンによる日勤業務２週間程度。
３ヶ月位から夜勤業務を実施します。
＊未経験者応募可

不問

他 湯の越の里　株式会社
毎　週

秋田県南秋田郡五城目町内川浅見
内字後田１２５－５

14人 018-854-2888

不問
43人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-13138381

介護職員（正社員）グ
ループホームオープニ
ングスタッフ

○グループホーム入居者様の介護業務全般

○その他
・レク等の準備、外出時の同行（皆で協力して実施します）
（ＡＴ社有車使用）

＊未経験者の方歓迎します。親切な指導体制があります。
※７月新規オープンのグループホームの
　オープニングスタッフの募集です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護福祉士取得者
優遇

他 株式会社　グリーンケアガーデン
その他

秋田県秋田市外旭川字堂ノ前１７４
－１

17人 018-869-7720

不問
17人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-13239781

雇用・労災・健康・厚生
05010-13185181

介護職員「和ごや家」

○通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスに必要な介護
　全般をしていただきます。
・利用者２９名
・介護スタッフ１５人体制

＊利用者の送迎
　社用車（ＡＴ車）小型車～ワゴン車などを使用します。

経験１年以上

他 有限会社　在宅ケアセンター

60人 018-833-6371

不問

15人 018-887-3886

50人 秋田県秋田市

２級ホームヘル
パー又は介護職初
級者又は実務者研
修又は介護福祉士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

その他
秋田県秋田市下北手松崎字前谷地
１４２－１

不問

土日祝他 秋田市教育委員会

看護補助者

○当病院療養病棟（４３床）での看護補助業務に従事してい
ただきます。
・食事の介助、患者の移送、身のまわりのお世話、
　入浴・排泄の介助、ベットメイキング
・その他、付随する業務
就業時間：（１）～（３）の交替制（月４回程度夜勤あり）
（３：夜勤）のみ休憩時間９０分

　※６０歳以上の方も応募可

不問

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

不問
3,496人 秋田県秋田市

60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13154381

給食調理員（嘱託職
員）

○学校の給食調理場で学校給食の準備、調理、および清掃
などの業務を行っていただきます。

○長期休業など学校給食がない日は、休日となります。

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
秋田県秋田市山王１丁目１－１

6人 018-888-5803

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-45425381

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-13201681

料理長候補［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。
調理を中心に、アルバイトの教育や衛生管理、オリジナルメ
ニューの開発など調理業務全般をお願いします。

＊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

900人 0187-63-7239

不問

25人 022-266-5802

不問
9,200人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所

製造工【秋田市茨島】

＊石英ルツボ（ガラス容器）の製造
　・溶融炉を使用しルツボを形成する業務

＊派遣期間：Ｈ３０年７月２０日～Ｈ３０年８月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３１年９月１１日です。

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所
その他

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

不問
23,000人 秋田県秋田市

23,000人 秋田県秋田市
平成30年7月20日～平
成30年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 3708381

製造工（交替制あり）
【秋田市御所野】

＊電子部品（セラミック酸素センサ）の製造

＊派遣期間：Ｈ３０年７月２５日～Ｈ３０年８月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３２年９月３０日です。

日総工産株式会社秋田事業所
毎　週

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

毎　週
秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

平成30年7月25日～平
成30年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 3707081

平成30年7月25日～平
成30年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 3706181

製造工【秋田市御所
野】

＊フレキシブルプリント基板の製造

＊派遣期間：Ｈ３０年７月２５日～Ｈ３０年８月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３２年１月１０日です。

普通自動車免許
（通勤用）

土日他

その他
秋田県秋田市土崎港北７丁目５－３
７

4人 018-874-7195

不問

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13129081

機械修理工

○機械修理工として従事していただきます。
・建設機械の修理、整備
・油圧ホースの修理、販売
・工場や現場での出張修理、整備

＊社用車（ハイエース）での通勤となります。
　社用車通勤が難しい方は、自家用車で通勤していただき、
　社用車に乗り換えて現場に向かっていただきます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　福井



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 202,500円～292,500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) 7時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 183,600円～216,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 143,650円～143,650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30分～15時30分 就業場所

月給

1人 190,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 130,240円～130,240円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)12時00分～21時00分 就業場所
(2)19時00分～ 4時00分

平成30年7月4日発行（平成30年7月3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

求人番号

建築塗装工

○主に建物（一般住宅等）などの外壁等の塗装作業に従事し
ていただきます。

・屋根や足場上での高所作業もあります。　
・作業場（就業場所）に出勤して、社用車にて現場に向かいま
す。
・社有車（ＭＴ）は軽トラック、１ｔ平トラックです。
～平成30年11月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010-13195381

普通自動車免許
（ＡＴ不可）

日祝他 株式会社　漆原
隔　週

秋田県秋田市外旭川八幡田１丁目８
－１１

1人 018-868-6626

4人 018-874-9344

不問

不問
1人 秋田県秋田市

不問

日 厚生ビル管理　株式会社

土木・解体作業員

○主に秋田市内及び大仙市大曲（年１～２回程度）の現場で
の土木・家屋等の解体作業
＊現場へは直行直帰
（マイカー使用：市外の場合は交通費支給）


＊アルバイト（短期）の勤務での応募も可能です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
（車両系建設機械
免許あれば尚可）

日他 栄建工業
その他

秋田県秋田市新屋朝日町２８番３号

不問
607人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13131581

清掃員（細谷病院）

○「細谷病院」での日常清掃業務です。
・男女トイレ清掃
・通路等のモップ掛け
・床の拭き、掃き等

＊勤務開始日は相談に応じます。

＊雇用期間は、年度毎の契約更新です。

協業組合秋田クリーン
毎　週

秋田県秋田市寺内字イサノ７６－１

な　し
秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

2人 018-823-4061

雇用・労災・健康・厚生
05010-13127281

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-13236981

作業員兼運転手助手

○秋田市より委託された家庭ごみなどの収集、運搬に係る作
業及び運転手の助手を担当します。

＊一定期間の研修後、運転業務もあります。

＊体力が必要なお仕事です。

＊使用する車両は最大で４ｔ車

中型自動車運転免
許（準中型以上）
＊運転する車両は
最大４ｔ車

土日他

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－６０

91人 018-864-3117

不問

20人 018-865-5385

中型車の運転業務
経験があり、過去３
年間無事故の方

20人 秋田県秋田市

768人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13209081

製品仕訳係

○パン・和洋菓子製品を店舗ごとにに配分する作業。
　（簡単なパソコン操作があります）
・ケースに入っている製品の数を計算する数える作業、
　製品の目視確認を行い、仕分け後は出荷口に運んでいきま
す。

＊正社員登用制度あり

不問

他 株式会社　たけや製パン

℡ 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　４日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　２．　７月　５日　大同生命保険㈱【法人営業・アフターサービス】
　　３．　７月　９日　㈱和敬園　ショートステイ御所野の森　【介護職】
　　４．　７月１１日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　５．　７月１３日　大同生命保険㈱【法人営業・アフターサービス】
　　６．　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】
　　７．　７月１８日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　８．　７月１９日　㈱幸栄ハウスサービス【営業】
　　９．　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　５日　北日本運輸㈱【中型運転手（4ｔ）、運行管理補助、大型運転手】
　２．　７月１０日　ヤマト運輸㈱【荷受作業（イオンモール秋田）】
　３．　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】
　４．　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



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 1,210円～1,480円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,300円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)12時00分～17時30分

時給

1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 (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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15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
企業全体

雇用期間の定めあり 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 781円～781円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～17時15分 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 64歳以下 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～13時15分 就業場所
(2)14時00分～19時00分
(3) 6時45分～ 8時45分

時給

1人 900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 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～18時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時30分～16時00分 就業場所

5人 018-869-7234

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13186081

労災
05010-13174781

理容師・美容師（パート）

＊理容・美容一般業務に就いていただきます。

【主な仕事内容】
・カット　　・パーマ　　・カラー
・ワインデイング　・縮毛矯正
・ブロー　等　
　店内清掃、雑務、その他付随する業務

※就業場所・就業時間・休日については相談に応じます。

理容師または美容
師免許

月他 株式会社　トインビ
毎　週

秋田県秋田市広面字谷地田８７番地
２号

毎　週
秋田県秋田市金足小泉字潟向８６－
１

24人 018-827-5619

不問
90人 秋田県秋田市

45人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13142881

生活援助

○サービス付高齢者賃貸住宅内において、
　高齢者の見守り、食事の配膳・下膳、話し相手等の生活援
　助他、掃除を行っていただきます。
＊利用者様は３０名前後
＊明るく人と接することが求められる仕事です。
＊家庭的なかかわりを大切にするケアを目指しております。
※就業時間は基本的に（１）・（２）です。
（３）（４）はその時間帯の方が都合の悪い場合にお願いする場
合があります。

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 企業組合　秋田福祉サービス　ふきの
とう金足

介護職員（ショートステ
イよこもりの丘）

○ショートスティ（３６床）の介護業務全般を担当していた
　だきます。
・食事の介助、入浴介助、排泄等のお世話
・それに付随する業務
　　　　　　　　　　　
＊介護職員は１３名体制

＊未経験者歓迎します、マンツーマンによる丁寧な指導が
　あります。


不問

他 株式会社　りんどうの里　ショートステ
イよこもりの丘毎　週
秋田県秋田市横森３丁目１１－５９

22人 018-838-0588

不問

12人 0198-26-1381

不問
10,890人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03040- 3347681

12ヶ月
雇用・労災

06030- 6292981

販売員（泉店）

・商品の発注
・品出し
・接客
・その他店舗営業に関わる付随する業務
※お客様からの質問にお答えしたり、商品の売り場をご案内す
ることもあります。レジ業務に入ることもあります。

不問

他 株式会社コメリ　東北地区本部
その他

岩手県花巻市空港南１丁目１番地

その他
山形県酒田市浜田１丁目７－２０

2人 0234-21-1888

不問
2,750人 秋田県秋田市

2,750人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
06030- 6284981

受付（イオン秋田中央
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

受付兼事務（秋田泉工
場）

◎クリーニング受付、工場事務
・クリーニング品の受け渡し接客業務、品物の点検、レジ操
作、店舗管理。
・各工場から集金された売上金の確認、入金作業。
・マネージャーのサポート、工場従業員の勤怠集計。

＊雇用期間は、以下の１年毎の更新となります。
　・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

14人 0234-21-1888

不問

53人 018-846-6773

パソコン（ワード、エ
クセル）

53人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13233081

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-13241381

一般事務

○一般事務に関する業務を担当していただきます。
【主な仕事の内容】
・請求書発行
・運行データ入力（パソコン使用、エクセル）
・電話応対（取り次ぎ）
・来客対応
・その他、付随する業務

＊増員のための募集です。

不問

土日祝他 奥羽運送　株式会社
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目１４－３
４

毎　週
秋田県秋田市下北手松崎字前谷地１
４２－１

4人 018-887-3886

不問
50人 秋田県秋田市

38人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13176281

正看護師

○訪問看護ステーションにおいて看護業務に従事していただき
ます
・利用者宅へ訪問し健康管理およびかかりつけ医からの指示
による処置
・かかりつけ医との連携（報告、連絡、相談）
・記録の整備など

＊外出は自家用車使用（ガソリン代支給）

正看護師
普通自動車免許

土日祝他 有限会社　在宅ケアセンター

看護職員（看護師また
は准看護師）

○介護施設での看護業務に従事していただきます。
（定員３０名　看護師２名体制）
・バイタルチェック　　・健康管理
・介助、見守補助
＊オンコール対応（週１回程度）あり
＊看護職員２名体制のため介護施設が初めての方でも安心して働く
ことができます。
＊介護施設ですので医療行為等は殆どありません。
＊職員間の連携も非常に良く、働きやすい職場です。
＊６０歳以上の方も大歓迎です。

看護師もしくは准看
護師

日他 ショートステイ千乃恵（有限会社　コリ
ウス）毎　週
秋田県秋田市四ツ小屋字城下当場２
５３－４

21人 018-853-1556

不問

950人 018-884-6010

不問
1,400人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-13134881

2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

医療系スタッフ（看護
師）

○当附属病院の看護業務を担当していただきます。

・配属先は採用後に決定します。
・ブランクがある方も応募可能です。

※勤務成績が良好な場合は任期を更新する場合があります。

看護師免許

その他
秋田県秋田市太平黒沢字大屋木４０

21人 018-838-3401

不問

平成30年7月4日発行（平成30年7月3日受付分)　Ｎｏ．１

他 秋田大学医学部総務課
毎　週

秋田県秋田市本道１－１－１

21人 秋田県秋田市
～平成30年7月31日

労災
05010-13157581

作業員（～７／３１）

・建物解体現場にて、飛散したゴミを片付ける仕事
・トラックで運搬した木くずの片付け
・水を散布してほこりの飛散を防ぐ
・ゴミをほうきで掃き集める。

不問

日祝他 有限会社　エム・アール・エス・コーポ
レーション

℡ 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 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 18歳以上 (1) 0時00分～ 5時30分 就業場所
(2)23時00分～ 5時30分

時給

2人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時30分～ 9時30分 就業場所
(2)16時15分～20時15分

時給

1人 1,000円～1,000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) 5時30分～11時00分 就業場所
(2) 5時30分～ 8時30分
(3) 8時30分～12時00分

時給

2人 800円～950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) 5時00分～10時30分 就業場所
(2) 6時00分～10時30分

時給

2人 800円～950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) 5時00分～10時30分 就業場所
(2) 6時00分～10時30分

時給

3人 740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50分 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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～13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～10時30分 就業場所
(2)16時30分～18時10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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～12時00分

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～15時30分 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 18歳以上 (1)16時00分～22時00分 就業場所
(2)16時30分～22時30分

時給

1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) 8時30分～16時00分 就業場所

12,970人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-13251981

遅番清掃温浴スタッフ

○ホテル内スーパー健康ランド「華のゆ」での清掃業務に従
　事していただきます。
・脱衣所、浴室、トイレ、廊下等の清掃業務
・整頓作業
・お客様の接客案内
・その他付随する業務

＊機械を使用しての清掃はありません。

不問

他 ルートインジャパン　株式会社　ルー
トイングランティア秋田　ＳＰＡ　ＲＥＳその他
秋田県秋田市中通５丁目２－１

108人 018-825-5411

不問

2人 018-823-4061

不問
607人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-13232181

雇用・労災・健康・厚生
05010-13184281

清掃員６．５Ｈ（細谷病
院）週３日

○「細谷病院」での日常清掃業務です。
・男女トイレ清掃
・通路等のモップ掛け
・床の拭き、掃き等
＊１日６．５時間、週３日の勤務です。

＊勤務開始日は相談に応じます。

＊雇用期間は、年度毎の契約更新です。

不問

日他 厚生ビル管理　株式会社
毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

毎　週
秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

5人 018-865-0601

不問
310人 秋田県秋田市

372人 秋田県南秋田郡井川町
12ヶ月

労災
05010-13132481

クリーンスタッフ（山王
地区）

○建物内の清掃（拭き、掃き、掃除機がけ）作業に従事してい
ただきます。

・ごみ収集
・トイレ清掃、
・大・小ホール、会議室清掃

＊制服貸与します。

不問

他 大洋ビル管理　株式会社

送迎運転手（通所リハ
ビリテーション）

○通所リハビリテーションの利用者に以下のサービスを提供
します。
・車に乗り降りする時の介助等

・利用者の送迎業務に従事していただきます。
（送迎はハイエースを運転）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 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

15人 018-877-6141

不問

12人 018-869-5015

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13128181

雇用・労災
05010-13133781

割卵および用具洗浄

○割卵・用具洗浄・卵の充填作業に従事していただきます。
・卵を卵黄、卵白に分ける
・手割り作業又は機械割りの監視（割れなかった卵の処置）
・使用後の用具を洗う
・液卵を必要グラム数の袋詰め
・その他、付随する業務

不問

日祝他 有限会社　玉一鶏卵
隔　週

秋田県秋田市外旭川字待合２８

毎　週
秋田県秋田市外旭川三千刈１７２－
１

14人 018-866-3201

不問
44人 秋田県潟上市

55人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13192281

水産物加工員（昭和工
場）

○水産物加工の工場にて以下の業務を担当いただきます。
・冷凍品の加工（魚の切り身を箱詰め、魚の衣つけ等）
・くじら肉のパック詰め
・備品等の洗浄作業　他
　
＊週の労働日数は４日になります。
＊立ち仕事になります。

不問

日祝他 株式会社　金森水産

ホール接客（唐橋茶屋）

○唐橋茶屋でのホール接客業務に従事していただきます
・ホテル宿泊客の朝食提供
・洗い物　等


＊勤務日数は相談に応じます。

不問

他 有限会社　あべ乃グループ
毎　週

秋田県秋田市仁井田目長田１丁目１
６－７－１０６

14人 018-893-4675

不問

14人 018-893-4675

調理補助経験者
55人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13193181

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-13187381

調理補助（唐橋茶屋）

○唐橋茶屋において調理補助業務に従事していただきます。
・食材の仕込み、調理の補助
・盛付、洗い物　等

＊勤務日数は相談に応じます。

不問

他 有限会社　あべ乃グループ
毎　週

秋田県秋田市仁井田目長田１丁目１
６－７－１０６

その他
秋田県秋田市南通みその町３番１５
号

819人 018-833-1122

不問
1,415人 秋田県秋田市

1,280人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13207281

調理助手（午前）

・調理助手
　主に病院給食の食器洗浄を担当します。
　（立ち仕事です。）
・洗浄機械を使用した食器の洗浄となります。
・食材下処理の手伝い、食事の盛り付け、食器類の準備、
　配膳下膳作業等　あり

※未経験者にも作業手順を教えます。

不問

他 社会医療法人　明和会　中通総合病
院

調理全般、仕込み

○大手企業の寮での調理全般を担当
・仕込み、調理、盛付、片付け、清掃
・料理の提供サービス

＊就業時間：（１）（２）其々１名の募集です。

不問

日祝他 エームサービスジャパン株式会社
プレステージ・インターナショナル事毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２
プレステージ・インターナショナル内

108人 018-825-5411

7人 018-828-0682

調理経験

不問
12,970人 秋田県秋田市

深夜清掃温浴スタッフ

○清掃スタッフとして、ホテル及び併設する日帰り温泉施設
　の清掃に従事していただきます。
・温泉に関する機械の操作
・整頓作業
・リネン庫の片付け・準備作業等
・その他付随する業務


12ヶ月
雇用・労災

05010-13252581

不問

他 ルートインジャパン　株式会社　ルー
トイングランティア秋田　ＳＰＡ　ＲＥＳその他
秋田県秋田市中通５丁目２－１

平成30年7月4日発行（平成30年7月3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

その他
秋田県秋田市太平黒沢字大屋木４０

21人 018-838-3401

不問

2ページ中 2ページ

21人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災

05010-13160081

作業員（１０／１～１２／
３１）

・建物解体現場にて、飛散したゴミを片付ける仕事
・トラックで運搬した木くずの片付け
・水を散布してほこりの飛散を防ぐ
・ゴミをほうきで掃き集める。

不問

日祝他 有限会社　エム・アール・エス・コーポ
レーション


