
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 210,000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 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 320,000円～470,000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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～270,000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00分 就業場所

月給

1人 232,700円～262,800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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 170,000円～230,000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 150,000円～190,000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

月給

1人 175,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,100円～147,200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 136,000円～136,000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
(2) 9時00分～13時00分
(3) 8時30分～17時30分

月給

3人 214,000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 27歳以下 (1) 9時40分～18時30分 就業場所
(2) 9時40分～16時30分

1,180人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-46745981

店舗販売・企画［秋田
市］

・弊社直営店にて取扱商品（食品）の販売および接客

＊秋田市及び近郊店舗の中で配属先を決定します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　ＮＨＣ　北日本本部
その他

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１　三井生命仙台本町ビル（アジュー

63人 022-215-5406

不問

5人 018-877-5387

不問
18人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-13668081

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-13578281

医療事務

○医療事務を担当していただきます。
・レセプト入力
・電話受付　・処方箋受付　・レジ操作
・調剤補助等（倉庫搬入、搬出・薬袋の名前書き等）
・清掃業務

＊白衣貸与

＊月１回か２回程度の外出用務あり

不問

日祝他 株式会社　東邦ドラッジスト
その他

秋田県潟上市昭和大久保虻川境１
－９

秋田県秋田市千秋久保田町６番１０
号

750人 018-833-0115

・基本的パソコン操作
の出来る方（ワード、
エクセル）必須
・秘書検定保有者尚
可。

750人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13681881

社会福祉士・社会
福祉主事任用・精
神保健福祉士・介
護支援専門員（ケ
アマネージャー）い
ずれかの資格必
須。
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

事務補助


〇事務補助業務

・医師の秘書業務全般
・スケジュール管理、文書作成、入力業務
・来客対応、電話応対
・その他付随する業務


不問

土日祝他 地方独立行政法人　秋田県立病院
機構　本部事務局毎　週

生活相談員

○ショートスティにおける利用者、その家族に対する生活面の
相談援助業務を担当していただきます。
・利用者の健康状態、生活環境、ご家族の状況を踏まえた個
別援助計画作成及び実施、評価等

＊利用者様の送迎業務あり。（社有車ＡＴ使用）

※昇給・賞与については、業績によりますが、賞与は夏季・冬
季の２回を予定しております。

他 株式会社　あきた福祉会　ショートス
テイむすびの郷毎　週
秋田県秋田市雄和田草川字本田２４
１－５７

21人 018-886-3000

21人 秋田県秋田市

秋田県秋田市川元小川町４－１８

0人 018-827-3557

14人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-13574581

＊社会福祉主事
＊社会福祉士又は
経験１年以上の介
護支援専門員でも
可。介護福祉士あ
れば尚可
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

33人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13612981

生活相談員兼介護職
員

○理学療法士によるリハビリ特化の短時間ディサービス（定
員１０名）において下記の業務に従事していただきます。
【仕事の内容】
・利用調整、利用相談、居宅訪問
・関係機関との連絡調整・給付管理
・リハビリ補助
・送迎業務　（１ＢＯＸ、または軽自動車使用）
・その他付随する業務
※平成３０年９月から２つ目の施設として開業予定

土日他 株式会社　Ｏｎｅ’ｓ　Ｌｉｆｅ
毎　週

栄養士

○入所児童及び職員（約５０人分）の給食全般の管理指導業
務に従事していただきます。
・献立作り
・食材の発注など
・パソコン使用（ワード・エクセル）

栄養士

他 社会福祉法人　感恩講　児童保育院
毎　週

秋田県秋田市寺内神屋敷２－１

33人 018-845-0483

パソコン入力程度
栄養士の経験あれ
ば尚可

22人 018-873-7213

不問
90人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13683181

雇用・労災・健康・厚生
06010-15446981

看護師または准看護師

○利用者様の看護業務全般および介護業務補助（若干の食
事　介助　等）を担当していただきます。

・利用者様のバイタルチェック
・利用者様の服薬の管理　等



看護師または准看
護師

他 来楽　株式会社　ショートステイ美し
き郷（うましきさと）その他
秋田県秋田市金足小泉字潟向３９番
地１

毎　週
山形県山形市北町１丁目３－１８

2人 023-684-5553

不問
6人 秋田県秋田市

420人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-46846881

保健師

＊健診計画策定

＊事業所訪問指導（巡回健康相談）

＊保健事業全般



※応募の際はハローワークから紹介状の交付を受けて下さ
い

保健師資格
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 フィデア健康保険組合

（派）土木施工管理［秋
田市］

大手建設会社での土木施工管理
・土木工事における安全管理
・ＥＸＣＥＬ、ＷＯＲＤでの各種書類作成
・ＣＡＤを使用しての簡易図面修正
・各業者との連絡、指示等

＊業界未経験の方も大歓迎

不問

土日祝他 株式会社　セレクティ　仙台本社
毎　週

宮城県仙台市青葉区二日町３－１０
グランシャリオ６階

1人 022-398-8556

不問

平成30年7月6日発行（平成30年7月5日受付分)　Ｎｏ．１

4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

幹部候補

・従業員のシフト管理
・売上、仕入れ、発注の管理
・お得意先様との交渉
・配達、集金、在庫管理

※応募希望者は、紹介状・履歴書を郵送願います。
　追って、面接日時等をご連絡いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　三中井
その他

岩手県奥州市江刺豊田町２丁目１－
３３

6人 0197-31-2280

パソコン（エクセル・
ワード）の基本操作
ができること

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03060- 4256681

℡ 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 140,400円～140,400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) 9時00分～16時30分 就業場所
(2) 9時30分～18時00分
(3)10時00分～19時30分

月給

2人 184,700円～238,400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 38歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

2人 179,700円～233,400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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 181,500円～258,000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30分～17時15分 就業場所

月給

1人 220,000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 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 200,000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
(2) 6時30分～15時30分
(3) 9時45分～19時00分

月給

1人 144,300円～203,600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) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

月給

3人 170,000円～300,000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～19時00分 就業場所

月給

2人 137,616円～215,000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～19時00分 就業場所

月給

3人 137,616円～156,616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～19時00分 就業場所

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30分～14時30分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

450人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-13616881

給食業務（調理員）
「ショートステイだんだ
ん」

○施設内で仕込み、盛り付け、配膳、調理などの給食業務
　全般に従事していただきます。

＊身につけた技術は一生活用できます。

＊日々、月々による労働時間差はありません。
　安定しています。

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

5人 018-834-1141

不問

16人 0234-25-6171

不問
16人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

06030- 6344081

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

06030- 6343181

美容師アシスタント（ＥＡ
ＲＴＨ秋田店）

・美容業務全般
（スタイリス補助）
・店内清掃
・リーフ配布

不問

他 株式会社ｆａＭ
毎　週

山形県酒田市松原南１－５

毎　週
山形県酒田市松原南１－５

16人 0234-25-6171

不問
16人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
06030- 6342281

アイデザイナー（ＥＡＲＴ
Ｈ秋田店）

・美容室でのまつげエクステの施術
・お客様のカウンセリング及び施術
・店内商品販売
・受付業務

美容師免許

他 株式会社ｆａＭ

美容師スタイリスト（ＥＡ
ＲＴＨ秋田店）

・美容業務全般
（カット、シャンプー、カラー等）
・店内清掃
・リーフ配布

美容師免許

他 株式会社ｆａＭ
毎　週

山形県酒田市松原南１－５

16人 0234-25-6171

スタイリスト経験

22人 018-873-7213

不問
90人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13682281

雇用・労災・健康・厚生
05010-13580681

介護職員

○入居者の介護全般
・食事、入浴、排泄等の身体介護
・送迎業務もあります（社用車／ＡＴ車）

＊短期入所施設：入居者３０名
＊介護スタッフ１３人で対応しています（夜勤は２人体制）

＊実務研修が充実しておりますので、未経験者の方も安心し
　て働くことができます。

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
ホームヘルパー２級
又は介護職員初任者
研修ある方尚可

他 来楽　株式会社　ショートステイ美し
き郷（うましきさと）その他
秋田県秋田市金足小泉字潟向３９番
地１

その他
秋田県秋田市浜田字元中村２８０－
２９

67人 018-828-1100

不問
130人 秋田県秋田市

200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13680781

介護員

○お年寄りの機能レベルに応じたきめ細かいサービス提供を
　行ないながらお年寄りの話しに耳を傾け、日々笑顔で送っ
　ていただけるように日常の介護、レクリエーションなどを
　通じて、家庭復帰へ向けて援助していただきます。

＊９０人を介護員３０人位で対応。
＊夜勤月３～４回あり、介護員３名、看護師１名、宿直１名
＊未経験の方、歓迎します。
＊マンツーマンの丁寧な指導有。

介護福祉士あれば
尚可
普通自動車免許
（通勤用）

他 社会福祉法人　新成会　介護老人保
健施設　友愛の郷

反響営業

※カエルのＣＭでお馴染みの『日昭アルミ工業』です。
・カーポート・サンルーム・二重サッシ・アミ戸等、お家に取り
付ける商品の現地調査・採寸・販売を行う仕事です。
・広告を見てご連絡いただいたお家に伺い、希望商品を販売
する内容ですので、飛込み訪問の営業は一切ありません。
・欲しい方への営業のため未経験でも難しくなく、完了後には
お客様に喜んでいただける、やりがいのある仕事です。
※営業範囲は秋田県全域となります。
※活動は社有車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 日昭アルミ工業　株式会社　秋田支
店毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目６－１４

3人 018-874-9700

不問

12人 018-847-4170

不問
190人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13675181

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13200-12130181

エリア営業「秋田支店」

○一般家庭既存のお得意様に対して、点検の際等にガス機
器を中心とした日用生活用品等のご提案をしていただきま
す。
・見積書等の作成（ＰＣ使用）
＊営業エリアは主に、秋田市周辺地域
＊移動には社用車を使用します。
＊未経験の方には同行し丁寧に指導致します。

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）
販売２種、液化石油
ガス設備士の資格が
あれば優遇

日祝他 イワタニ東北株式会社　秋田支店
隔　週

秋田市寺内字後城３２２－２

その他
東京都府中市若松町１－３８－１

15人 042-369-6218

不問
8,446人 秋田県秋田市

8,446人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13200-12080481

販売及び店舗運営、管
理業務
／秋田市・大館市

◇販売及び店舗運営、店舗管理業務

・接客、販売及び商品等の管理業務
・直営店舗での店舗管理、運営業務
・スタッフのマネジメント

＊将来の店長候補として、各業務を担当して頂きます。
　入社後、［登録販売者］資格取得支援制度あり

不問

他 株式会社　サンドラッグ

販売及び店舗運営、管
理業務
（登録販売者）／秋田・
大館

◇販売及び店舗運営、店舗管理業務（登録販売者）

・接客、販売及び商品等の管理業務
・直営店舗での店舗管理、運営業務
・スタッフのマネジメント

＊将来の店長候補として、各業務を担当して頂きます。
　入社後、社内研修実施あり

登録販売者資格の
ある方

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

15人 042-369-6218

不問

不問
559人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-13575481

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

7人 018-834-1141

4ページ中 2ページ

平成30年7月6日発行（平成30年7月5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

接客・販売業務（キャッ
スル・デリカ）

○ホテル１Ｆ「キャッスル・デリカ」の接客・販売業務
・パンや惣菜の販売・接客
・パンの袋詰め
・商品の包装　等

＊雇用期間：本人の勤務状況等により１年毎の更新あり



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 133,000円～142,000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 34歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)12時00分～21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)10時30分～20時00分 就業場所

月給

2人 170,000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 不問 (1) 8時00分～18時00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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 160,000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

時給（月額換算）

1人 166,320円～166,320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 18歳以上 (1)16時00分～ 0時00分 就業場所
(2)17時00分～ 1時00分
(3) 9時00分～17時00分

月給

2人 157,000円～257,000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～18時00分 就業場所

月給

3人 200,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 207,000円～299,000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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

7人 018-845-7762

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13577881

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13630481

メンテナンス業務

○消防用設備等の保守点検又は補修工事等に従事していただきま
す。
・自動火災報知機、消火器、屋内消火栓等の消防用設備等の定期
点検及び改修工事
・契約先のホテル、学校、工場等の施設で消防用設備等の外観、機
能について点検をし、不備事項がある場合その補修工事もする時が
ある。
・点検後はそのデータを整理して消防署に提出し、作業は２名以上
で行う。
・エリアは秋田県内全域
　（社有車ＡＴライトバン使用）

不問

日祝他 有限会社　太陽電気工業
隔　週

秋田県秋田市飯島新町２丁目１１番
１０号

隔　週
秋田県秋田市河辺大張野字道ノ下１
９８

12人 018-881-1511

不問
14人 秋田県秋田市

30人 秋田県男鹿市

雇用・労災・健康・厚生
05011-  936781

建設足場架設作業員
（社職）

○新築やリフォームなど、地域の方々の快適な暮らしを構築
する為に不可欠な「足場」を架ける、やりがいのあるお仕事で
す。
・具体的には・・・工事現場での足場組立・解体などを行って
いただき、それに伴う資材の積み下ろし・運搬作業をお任せし
ます。
＊難しいことは一切なし！体を動かすのが好きな方、大歓迎
です。
＊入社後は先輩社員があなたをイチから指導しますので、未
経験や経験が浅い方でも安心して働くことができます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社　トーイ

重機オペレーター・土木
作業員

○建設機械のオペレーター、及び一般土木工事の作業全般
　です。

※工事現場は、男鹿市、秋田市、南秋地域が中心です。
※経験、資格あれば尚可ですが、未経験者は入社後に資格
を
　取得してもらいます。

●Ａターン希望の方、応募歓迎します●


普通自動車運転免
許
（建設機械、資格あ
れば尚可）

日他 株式会社　板橋組
隔　週

秋田県男鹿市払戸字大樋２０１番地
３

27人 0185-46-2827

不問

018-827-3719

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13645681

中型自動車免許
（ＡＴ限定不可・８ｔ
限定不可）
大型免許あれば尚
可
リフト免許あれば尚
可

平成30年8月1日～平
成31年4月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-13679981

中・長距離運転手

○東北地方への一般貨物の配達業務に従事していただきま
す。
・扱う商品は様々で、手積みの物やリフトを使用する物も
　あります。
・日報業務。

＊作業着支給。

＊休日の希望は考慮します。

日祝他 有限会社　カラーズ
その他

秋田県秋田市御所野湯本５丁目１－
１３

8人

毎　週
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

不問
3人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13584781

文章の校閲・校正【秋
田市】

○文章内容の校閲業務

・編集補助、原稿の点検
　文章の誤りや不備を調べ、書いてある内容の事実関係まで
チェックするお仕事です。

不問

他 株式会社　さきがけプラスＡ

高圧ガス充填作業

・高圧ガス（酸素・窒素・アルゴン・炭酸）の充填
・高圧ガス容器の耐圧検査
・その他、付随する業務 不問

日祝他 秋酸工業　株式会社
その他

秋田県秋田市楢山登町１番２０号

5人 018-833-8766

不問

3人 018-824-2651

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13662581

雇用・労災・健康・厚生
05010-13672781

自動車板金塗装

○自動車の板金塗装業務に従事していただきます。
・自動車の板金、塗装、磨き、洗車
・納車、引き取り等

※初心者の方には丁寧に指導いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　赤羽ボデー
その他

秋田市八橋大畑１丁目７－２９

毎　週
秋田県秋田市飯島字砂田３３－１２

2人 090-6623-7997

不問
2人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13674281

林業作業員

・立木伐採、集材、搬出作業
・山林の刈払い作業
・植林、立木造林作業
・林道の整地　ほか
＊主な現場は、能代市、五城目町、男鹿市、大仙市です。
（社用車使用）
＊直行、直帰も可能です。
＊県外出張していただく場合あります。（１～３ヶ月程度）
＊重機オペレーター資格ある方、優遇します。

・普通自動車免許
ＡＴ限定可
（重機オペレーター
資格者優遇）

他 株式会社　石井住宅企画

ストレッチトレーナー

○平成２９年７月開業の北東北初のストレッチ専門店の
　スタッフの募集です。
・ストレッチトレーナー業務全般

※採用後、１ヶ月～２か月講習を受講していただきます。（勤
務時間外で１日１時間程度実施。就業前後については要相
談。）
＊ストレッチは、マッサージとは違い、固くなった筋肉を
　伸ばし元の状態にすることで、凝りや痛みの出にくい身体
　に改善していくというものです。

不問

月他 フォローウインド　株式会社
毎　週

秋田県秋田市泉北４丁目２－１０　道
田ビル３階

3人 018-874-8319

不問

不問
510人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13588081

不問

他 株式会社　ホテル・アルファーワン秋
田毎　週
秋田県秋田市中通４丁目１６－１

10人 018-836-5800

平成30年7月6日発行（平成30年7月5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

フロントスタッフ（日勤）

○フロントでの業務を担当していただきます。
・主にチェックイン、チェックアウトなどの接客応対、
　インターネット、電話からの予約受付。

※元気よく頑張っていただける方をお待ちしております。
　現在活躍しているスタッフの多くがホテル未経験者です。
　どうぞご安心してご応募下さい。

℡ 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（月額換算）

1人 209,040円～209,040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30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 132,866円～132,866円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～12時00分6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03040- 3379381

倉庫内作業（秋田）

◎当社倉庫内において、主に下記の業務に従事していただき
ます。
・倉庫内ピッキング作業（常温・冷凍・冷蔵）
・冷凍・冷蔵庫内作業（２～３時間程度）あり

＊取扱い商品：医療用食品、医療用冷凍食品、業務用食材
等
＊取り扱う製品は最大で２０ｋｇ位ですが、常時ではありま
　せん。


不問

日祝他 株式会社　小田島アクティ
その他

岩手県花巻市東町１番５号

16人 0198-21-1036

不問

不問
70人 秋田県秋田市

137人 秋田県秋田市

平成30年7月16日～平
成30年8月31日 雇用・労災

05010-13570081

不問

土日祝 パーソルテンプスタッフカメイ　株式
会社　秋田オフィス毎　週
秋田県秋田市中通４丁目５－６　秋
銀・明治安田ビル７Ｆ

3人 018-884-7300

4ページ中 4ページ

平成30年7月6日発行（平成30年7月5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

自販機補充【短期】

・秋田市近郊をルートで巡回して自販機に飲料を補充する
・自販機周辺の清掃
・トラックへの荷積み

※トラック運転は派遣先社員が行います。

ハロートレーニング（求職者支援訓練）募集締切迫る！

★パソコンも学べる介護職員初任者研修科★

訓練期間 平成３０年７月２５日～１０月２４日

訓練実施場所 ママファミ介護教室（秋田市御所野）

★就職に役立つ事務基礎科★

訓練期間 平成３０年７月２６日～１１月２２日

訓練実施場所 トラパンツコンテンツスクール本校（秋田市旭北栄町）

★Ｗｅｂクリエイター養成（夜間）科★

訓練期間 平成３０年８月８日～平成３１年２月７日

訓練実施場所 トラパンツコンテンツスクール竿燈大通り校（秋田市大町）

受講をご希望の方は、いずれも７月６日（金）までに住所を管轄するハローワークに申込みが必要です。

　　　　●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 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 64歳以下 (1)14時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 910円～910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 770円～770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45分～13時15分 就業場所
(2)13時15分～17時15分

時給

1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 就業場所

時給

1人 750円～750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)20時00分～ 7時00分 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 就業場所

時給

1人 750円～800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) 6時00分～12時15分 就業場所
(2)14時00分～19時30分

時給

3人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15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

雇用期間の定めあり 18歳以上 就業場所

150人 06-6368-1020

不問
38,673人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

27060-24758081

平成30年8月1日～平
成31年3月31日 労災

05010-13678681

キッチン・ホールスタッ
フ
（スシロー秋田茨島店）

（キッチンのお仕事）
　・お寿司の調理、調理補助
　・食器の洗浄　・厨房の清掃　など
（ホールのお仕事）
　・お客様を席へご案内  ・注文のお伺い、お会計
　・テーブルの片づけ
※アルバイト未経験の方でも大歓迎です。
※スシローでは幅広い年齢層のスタッフが活躍中！
　みんなで声を掛け合いながら、協力して
　お仕事をしています。

不問

他 株式会社　あきんどスシロー
その他

吹田市江坂町１－２２－２

毎　週
秋田県秋田市下北手宝川種ケ崎８１
番地１７

17人 018-889-7001

調理経験者
17人 秋田県秋田市

450人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-13573981

調理員

○給食（昼食のみ）の調理業務を担当していただきます。
・調理（下処理から盛り付けまで）
・食器、調理器具の洗浄
・厨房及び食堂の清掃
・その他付随する業務

＊５０食程度を２名で調理します。
＊契約更新は、本人の勤務状況等を考慮し決定します。

不問

土日祝 社会福祉法人　緑光福祉会　就労継
続支援Ｂ型　緑光苑

給食業務「ショートステ
イだんだん」

○施設内で仕込み、盛り付け、調理、配膳、お茶出しなどの
給食業務全般に従事していただきます。

＊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
安心してご応募ください。
＊契約更新は、勤務状況等を考慮し１年毎となります。

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

5人 018-834-1141

不問

3人 018-824-0440

美容師経験（シャン
プー、ワインディン
グのできる方）

3人 秋田県秋田市

労災
05010-13673881

雇用・労災
05010-13579181

美容補助

○訪問美容（移動美容室）にて、パーマ、カット等を行って
　いただきます。
・美容サービス全般（カット・パーマ・カラー等）

＊訪問美容に興味のある方を希望します。
＊就業時間は会社のシフト制になります。
＊秋田市内の介護施設及び在宅中心。社用車有。

美容師免許
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 有限会社あきら企画
毎　週

秋田県秋田市新屋松美ガ丘南町１４
－２０

毎　週
秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
８１－１

7人 018-873-6040

不問
20人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13572681

セルフガソリンスタンド
給油管理業務（夜間）

○セルフガソリンスタンドにおいて、夜間のスタンドの管理
　業務を行っていただきます。
・モニター管理
・ゴミの収集　等

＊車の移動等をお願いする場合あり

＊交替制で週２～３日程度の勤務となります。

乙種第四類危険物
免許  普通自動車
免許（ＡＴ限定不
可）　いずれも必須

他 株式会社　佐孝石油

お肉、お惣菜の対面販
売

○お肉や、お惣菜の対面販売に従事していただきます。
・計り売り業務　・レジ業務
・簡単な調理（揚げ物の調理等）
・その他、付随する業務

＊立ち仕事になります。
＊作業着貸与いたします。
＊１日３～８時間で週６日以内の勤務
＊土・日・祝日勤務できる方

不問

月他 肉のろくふく
その他

秋田県秋田市御野場新町３丁目４番
５号

3人 018-893-4299

不問

8人 018-827-5101

不問
20,000人 秋田県秋田市

労災
05010-13583481

平成30年8月1日～平
成31年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-13671481

ベビー・キッズファッショ
ン　衣料品販売（アルバ
イト）

〇ベビー・キッズファッション衣料品や用品の販売業務に従事
していただきます。
・レジでの会計作業が中心になります。
・商品の陳列、商品整理　　　　　　　　　　　　　
・接客、清掃（床のモップ掛けなど）


＊しまむらグループのチェーンストアです。

不問

他 バースデイ仁井田店
毎　週

秋田県秋田市仁井田新田１－３－１
５

毎　週
秋田県秋田市山王３丁目２－１

11人 018-863-1212

パソコン入力程度
（特別なスキルは
必要ありません）

2,208人 秋田県秋田市

2,334人 秋田県秋田市
平成30年8月1日～平
成30年10月24日 雇用・労災・健康・厚生

05010-13576781

銀行本部業務（リテー
ル業務センター）

○銀行本部業務（個人ローン書類作成事務）
・個人ローン関連の書類作成やファイリングなど

＊勤務時間、勤務日数とも相談に応じます。

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

不問

土日祝 株式会社　秋田銀行

事務系スタッフ（学生支
援・就職課）

所属先：学生支援・就職課
・体育会行事運営補助業務
・体育会所属団体運営補助業務
・体育系団体活動支援補助業務
・東北地区大学体育大会主管業務運営補助

上記事業に関する事務補助業務を担当します。

※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

パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ等）
が出来ること。

不問
68人 秋田県秋田市

労災
05010-13676081

幼稚園教諭免許

土日祝他 学校法人加賀谷学園　将軍野幼稚
園毎　週
秋田県秋田市将軍野青山町１１－１
８

18人 018-845-6724

平成30年7月6日発行（平成30年7月5日受付分)　Ｎｏ．１

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

幼稚園教諭

○幼稚園での預り保育業務に従事して頂きます。
・満３才～５才児の預り保育。

＊平日：１４：００～１７：００
＊長期休業日及び代休日等
　１０：００～１７：００の間でシフト制（５時間程度）

℡ 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 763円～763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45分～15時45分 就業場所

時給

2人 820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)14時00分～17時00分 就業場所
12ヶ月

雇用・労災
05010-13677381

洗浄及び清掃作業

○法要料理等、会食後の食器洗浄と店舗内の清掃をお願い
します。

＊１日３時間以上、週３日以上勤務可能な方を募集します

＊就業時間及び日数は相談に応じます

＊契約は１年毎の更新予定です

不問

他 合同会社　シダシックス
毎　週

秋田市楢山南中町６－１６

6人 018-832-2767

不問

不問
505人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05011-  938281

フォークリフト技能
資格
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　アマノ
その他

秋田県男鹿市船越字内子８９番地

160人 0185-22-6300

2ページ中 2ページ

平成30年7月6日発行（平成30年7月5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

荷受・配達（御所野店）

○荷物の受け取り
・入荷商品の受け取り、受け付け
・倉庫内での商品管理
・お客様が買い物した商品の配達
　（軽トラ、ワゴン車などを運転）
※雇用期間は雇入れの日から３ヶ月、その後は６ヶ月毎の
　更新となります。
※原則、シフトによる勤務となりますが、勤務時間、休日に
　ついては相談に応じます。
○社員登用制度あり○

　　　　●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

ハロートレーニング（求職者支援訓練）募集締切迫る！

★パソコンも学べる介護職員初任者研修科★
訓練期間 平成３０年７月２５日～１０月２４日

訓練実施場所 ママファミ介護教室（秋田市御所野）

★就職に役立つ事務基礎科★

訓練期間 平成３０年７月２６日～１１月２２日

訓練実施場所 トラパンツコンテンツスクール本校（秋田市旭北栄町）

★Ｗｅｂクリエイター養成（夜間）科★

訓練期間 平成３０年８月８日～平成３１年２月７日

訓練実施場所 トラパンツコンテンツスクール竿燈大通り校（秋田市大町）

受講をご希望の方は、いずれも７月６日（金）までに住所を管轄するハローワークに申込
みが必要です。


