
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 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 385,000円～447,000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 211,500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 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所
(2)16時00分～ 9時30分

月給

1人 182,600円～247,400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 200,000円～250,000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) 8時15分～18時15分 就業場所
(2) 8時15分～12時15分

月給

1人 186,000円～235,000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15分 就業場所
(2)16時00分～ 9時30分

月給

1人 193,000円～241,500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30分～17時05分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 193,000円～241,500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30分～17時05分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 183,000円～216,500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30分～17時05分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 150,000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)13時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分

雇用・労災・健康・厚生
05010-13422281

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
保育士、児童指導
員、または児童福
祉業で２年以上の
実務経験者

指導員（あおぞらキッズ
放課後等デイサービ
ス）

○放課後等デイサービスとは、発達に心配があったり障がい
　を持つ子ども達の学童のような施設です。
・就学児（小１～高３）の見守り、学習や体育活動の補助、送
迎（学校、施設、自宅）等を行っていただきます。
＊社有車使用（軽・ワンボックス）

【就業時間】
　平日：１３時～１８時（休憩なし）
　長期休み、土、祝：９時～１７時（休憩６０分）

日他 株式会社　メンタルサポート
その他

秋田県秋田市広面字板橋添２６－６

6人 018-874-9049

30人 秋田県秋田市

秋田県秋田市仁井田本町３－１２－
３２

7人 018-893-4466

72人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13356681

社会福祉士又は社
会福祉主事任用資
格
又は介護支援専門
員（実務経験１年以
上）
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

72人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13375581

生活相談員【土崎】（デ
イサービス）

○機能訓練専門デイサービス（半日型）の生活相談員として
次の業務を担当していただきます。
・利用契約、担当者会議
・ケアマネージャーさんとの連絡、調整
・送迎（ＡＴワゴン車使用）
・その他付随する業務

【詳しくはこちらをご覧ください】
ｈｔｔｐ：／／ｋｉｔａｅｒｏｏｍ．ｃｏｍ／ｒｅｃｒｕｉｔ／

日祝他 株式会社　プライムハウス
その他

機能訓練指導員【土
崎】（デイサービス）

○機能訓練専門デイサービス（半日型）の機能訓練指導員として次
の業務を担当していただきます。
・機能訓練のメニュー作成
・マッサージ、ストレッチ
・送迎（ＡＴワゴン車使用）
・その他付随する業務
＊利用する方が明るく自立した生活を送れるよう、リハビリやストレッ
チなどを通じて支援していきます。
【詳しくはこちらをご覧ください】ｈｔｔｐ：／／ｋｉｔａｅｒｏｏｍ．ｃｏｍ／ｒｅｃｒｕ
ｉｔ／

柔道整復師または
理学療法士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　プライムハウス
その他

秋田県秋田市仁井田本町３－１２－
３２

7人 018-893-4466

不問

8人 018-893-4466

不問
72人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13353181

雇用・労災・健康・厚生
05010-13363381

機能訓練指導員【山
王】（デイサービス）

○機能訓練専門デイサービス（半日型）の機能訓練指導員として次
の業務を担当していただきます。
・機能訓練のメニュー作成
・マッサージ、ストレッチ
・送迎（ＡＴワゴン車使用）
・その他付随する業務
＊利用する方が明るく自立した生活を送れるよう、リハビリやストレッ
チなどを通じて支援していきます。
【詳しくはこちらをご覧ください】ｈｔｔｐ：／／ｋｉｔａｅｒｏｏｍ．ｃｏｍ／ｒｅｃｒｕ
ｉｔ／

柔道整復師または
理学療法士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　プライムハウス
その他

秋田県秋田市仁井田本町３－１２－
３２

毎　週
秋田県秋田市豊岩小山字中山２１６
－２７

70人 018-888-8201

５年以上の看護師
業務経験者
＊ブランクのある方
歓迎します。

87人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13389081

准看護師

○介護老人保健施設における入所者（１００名）の看護業務
を担当していただきます。
・利用者のバイタルチェック
・健康状態の把握
・医師との連絡調整
＊キャリアアップのための各種研修を実施しています。
＊準看護師（看護師、パートさん含む）は１３人体制。
＊夜勤体制：看護師１名、介護員４名の５名体制


准看護師

他 社会福祉法人　豊生会　ふれ愛の里

看護業務

○医院における検査補助等看護業務全般に従事していただ
きます。
・電子カルテを使用しています。

＊応診は行っておりません。
＊外来業務のみです。

看護師又は、准看
護士

日祝他 くらみつ内科クリニック
その他

秋田県秋田市山王５丁目１０－２８

6人 018-867-7411

不問

45人 018-803-9011

不問
167人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13379281

雇用・労災・健康・厚生
05010-13362081

看護職員（ショートステ
イあきた中央）

○ショートステイ利用者の生活全般における看護業務に従事
　していただきます。
・バイタルチェック
・投薬の確認
・体調管理　等
・その他、付随する業務
＊利用者増加に伴う募集です。
＊丁寧な指導と援助（プリセプター制度）で学ぶことが出来ま
す。

看護師免許　又は
准看護師

他 社会福祉法人　秋田中央福祉会　ケ
アプラザあきた中央その他
秋田県秋田市外旭川字三千刈１１４
－１

毎　週
秋田県秋田市豊岩小山字中山２１６
－２７

70人 018-888-8201

５年以上の看護師
業務経験者
＊ブランクの方　歓
迎します

87人 秋田県秋田市

194人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
23040-12197281

看護師

○介護老人保健施設における入所者（１００名）の看護業務
を担当していただきます。
・利用者のバイタルチェック
・健康状態の把握
・医師との連絡調整
＊キャリアアップのための各種研修を実施しています。
＊看護師（准看護師、パートさん含む）は１３人体制。
＊夜勤体制：看護師１名、介護員４名の５名体制


看護師

他 社会福祉法人　豊生会　ふれ愛の里

東日本高速道路点検
業務（土木）／秋田市
（請）

主に高速道路に付随する土木構造物（橋梁・トンネル・のり
面・標識等）の目視点検や打音点検、又それらの成果や現場
写真をＰＣへ入力、データ整理等を行っていただきます。

＊Ｅｘｃｅｌ操作必須


◇ハローワークの紹介状が必要です。

２級土木施工管理
技士
普通自動車運転免
許（ＡＴ可）

土日祝他 株式会社　パートナーズ
毎　週

愛知県豊橋市三ノ輪町字本興寺４１
番地の１　ＣＲＥＳＴ．１第一丸中ビル

1人 0532-39-9900

必須：Ｅｘｃｅｌ操作

ＡｕｔｏＣＡＤ操作尚
可
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

電子機器部品の研究
開発補助業務

○電子機器部品等の研究開発に係る実験、計測、解析、分
析処理等の業務に従事していただきます。

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

パソコン（エクセル・
ワード）
電気に係る基礎知
識

100人 秋田県秋田市
～平成30年8月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-13369881

℡ 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 174,710円～186,760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) 6時30分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)12時00分～22時00分

月給

1人 137,300円～157,800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 就業場所

月給

1人 137,300円～157,800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 就業場所

月給

1人 130,000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～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 137,000円～153,000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30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 132,804円～132,804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

2人 123,000円～131,200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

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640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

時給（月額換算）

1人 149,600円～149,600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30分～18時30分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

2人 158,000円～192,000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) 8時45分～18時45分 就業場所
(2)10時30分～20時00分
(3)11時45分～21時15分

時給（月額換算）

1人 149,600円～149,600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 不問 就業場所550人 秋田県秋田市
2ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
28020-16317881

ビースリー秋田店／婦
人服販売スタッフ募集

ストレッチパンツ専門ブランド
「Ｂ－Ｔｈｒｅｅ（ビースリー）」での販売業務全般。　　　
直営ショップは全国に２５０店舗以上あり、お客様は２０代～６
０代まで、幅広い年齢層の女性。
　
ファッション性だけではなく、はき心地・機能にこだわった「魔
法のパンツ」はＴＶ・雑誌にも多数紹介されています。

不問

他 株式会社　Ｈ＆Ｂ．ＥＡＳＴ
毎　週

兵庫県神戸市中央区坂口通７丁目２
番１７号

5人 078-221-1593

不問

9人 025-223-0909

不問
400人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

15010-25936181

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-13417381

アパレル販売スタッフ
／秋田市／ａｒｎｏｌｄ　ｐａ
ｌｍｅｒ

アーノルドパーマータイムレス　イオンモール秋田店
アーノルドパーマータイムレスは“ＨＡＰＰＹ　ＬＩＦＥ”をコンセプトに、元
気で遊び心のあるＲｅｌａｘしたカジュアルを「メンズ・レディス・キッズ・
雑貨」トータルで提案するライフスタイルブランドです。
店舗での接客、販売業務全般。ディスプレイなどの売場作り、売上管
理なども一緒に行ってもらいます。ａｒｎｏｌｄ　ｐａｌｍｅｒが好きな方、
ファッション、オシャレが好きな方、接客が好きな方、チームワークを
大切にできる方、未経験でも大歓迎！業界初挑戦でも意欲のある方
は歓迎します。勤務開始日等、お気軽にお問合せ下さい。

不問

他 株式会社　クラッシュアンドカンパ
ニーその他
新潟市中央区古町通６番町９８８番
地

その他
秋田県秋田市山王３丁目３－９

4人 018-864-0701

不問
200人 秋田県秋田市

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

05010-13367481

販売員（店長候補）「秋
田オーパ」

・ランジェリー、ルームウェア等を扱うブランド直営店での接客
販売。
・発注、品出し、ディスプレイ、ＰＯＰ作成等売場と商品の管
理。

＊店長候補（正社員）としての採用となります。
＊転勤はありません。地元でずっと働きたい方、長く続けたい
方大歓迎。
＊人の喜ぶ顔を見ること、コミュニケーションを取ることが好き
な方にピッタリなお仕事です。

不問

他 株式会社　モリタ

生産管理業務

○生産管理業務に従事していただきます。
・部品管理
・その他補助業務 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

0人 018-883-1101

不問

3人 018-835-4276

不問
97,091人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13396181

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-13414281

医療事務（秋田市南
部）

○病院での医療事務業務に従事していただきます。
・窓口業務
・患者対応
・電話対応
・会計入力
・患者登録
・書類の預かり
・金銭の授受


（財）日本医療教育
財団主催試験合格
者　＊資格のない
方、相談可

土日祝 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

毎　週
秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
２２２－１

945人 018-829-5000

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌが出
来る方（必須）

945人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13428581

医師事務作業補助者

○事務業務に従事していただきます。
・各診療科の診療業務に関わる入力業務
・各種医療文書等の作成　等
※平成３０年８月１日からの雇用開始です。

　　≪申込締切　平成３０年７月１８日（水）≫

＊雇用期間は、３ヶ月の試用期間終了後から１２ヶ月更新と
なります。

不問

土日祝他 秋田赤十字病院

事務

○法律事務所での事務業務です。
・パソコン（エクセル、ワード、一太郎）による入力及び
　文書作成
・来客の対応及び電話連絡
・裁判所他官公庁への書類の届けなどの外出用務
＊外出にはマイカーを利用していただきます。
　（ガソリン代は別途支給）
＊就業時間帯は多少の範囲で相談に応じます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）マイ
カー持ち込み可能
な方

土日祝他 弁護士法人　廣嶋法律事務所
毎　週

秋田市山王７丁目７－１

8人 018-863-7215

パソコン操作可能な
方　・エクセル：簡単
な作表レベルで可　・
ワード、一太郎：文書
作成レベルで可

1人 018-874-9780

パソコン（ワード・エ
クセル）の入力、編
集作業ができること

1人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13448881

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-13368781

イベント製作アシスタン
ト

・取引先（行政関係・広告代理店等）を訪問し、イベント製作の
打合せ
・会場設営及びイベント運営管理
・資材等の運搬業務あり（ＭＴ車運転）

＊活動エリアは、秋田市内を中心に、県内・東北各県。
＊経験がなくても、アシスタント的な役割で実績を積むことが
できるよう指導します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝 ワイズ　株式会社
毎　週

秋田県秋田市楢山太田町３－４７

その他
秋田県秋田市新屋表町８－１９

27人 018-828-3049

不問
85人 秋田県秋田市

85人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-13365981

保育士（臨時）グリーン
ローズ保育園

＊０歳～２歳児の保育業務
（５０名の乳幼児を２０名の保育士で担当しています）
・日常の清掃等あり

＊保育児、定員増加による募集
＊就業時間：交替制
　面接時、相談に応じます。
＊契約更新は、園長と面談のうえ決定します。


保育士

日祝他 社会福祉法人　グリーンローズ

保育士（臨時）グリーン
ローズてがた保育園

＊０歳～５歳児の保育業務
（７０名の乳幼児の保育業務となります）


＊就業時間：交替制
　面接時、相談に応じます。
＊契約更新は、園長と面談のうえ決定します。（１年更新）


保育士

日祝他 社会福祉法人　グリーンローズ
毎　週

秋田県秋田市新屋表町８－１９

27人 018-828-3049

不問

不問
45人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-13342781

保育士免許または
児童指導員任用資
格のいずれか

他 社会福祉法人　みその　聖園天使園
毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町１－５８

45人 018-823-2696
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平成30年7月5日発行（平成30年7月4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

保育士または児童指導
員

○児童養護施設で２歳児～１８歳までの生活全般を担当しま
　す。

＊就業時間（１）～（４）のローテーションによる。
　夜勤月４～５回位

＊契約期間の更新あり（年度毎の更新）




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 158,500円～165,000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15分～17時15分 就業場所
(2) 8時15分～12時00分

月給

3人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 173,000円～203,500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30分～17時05分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 173,000円～203,500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30分～17時05分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 173,000円～203,500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30分～17時05分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

2人 158,000円～208,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

時給（月額換算）

1人 132,000円～176,000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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

2人 140,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 7時00分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～20時00分
(3)13時00分～22時00分

月給

3人 193,500円～193,500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 18歳以上 (1) 8時10分～16時40分 就業場所
(2)12時00分～20時15分
(3)16時20分～ 0時15分

月給

1人 175,000円～175,000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20分 就業場所

47人 018-889-8225

不問
68人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13433381

雇用・労災・健康・厚生
05010-13405881

機械加工員

○金属加工機械（マシニングセンター）を使用して、半導体な
どの小物部品の加工作業に従事していただきます。

＊制服貸与

不問

日祝他 タルイシ機工　株式会社　製造部
その他

秋田県秋田市御所野湯本１丁目２－
２

その他
秋田県秋田市広面字板橋添３１１

32人 018-884-0717

不問
80人 秋田県秋田市

120人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13397081

ホール・カウンタース
タッフ（広面店）

○ホールおよび景品カウンターにおける接客業務を担当しま
　す。
・玉箱の上げ下ろし
・玉の交換作業
・店内アナウンス　等
＊未経験者へは丁寧に指導いたします。
＊制服貸与
＊通勤手当は２キロ以上に支給。
＊実働６時間４５分

不問

他 株式会社　ＭＱ６

接客サービス係≪急募
≫

○温泉旅館内においての接客サービス業務全般に従事して
い　ただきます。
・接客サービス
・宴会場セッティング
・料理提供
・客室清掃　その他付帯業務
＊会場セッティングなどで、重い物を運ぶ作業あります。
＊就業時間（１）～（３）のシフト制
　（３）は休憩６０分

不問

他 株式会社　秋田温泉さとみ
その他

秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

120人 018-833-7171

不問

34人 018-878-9877

レストラン調理業務
経験者（和食・洋
食・中華料理不問、
経験年数不問）

63人 秋田県潟上市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-13344281

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13392481

調理師

○なっぱ・はうす（レストラン）の厨房にて、レストランおよび宴
会の料理、厨房業務全般を担当していただきます。
・食材の仕込み、調理、盛り付け、食器洗い

※お客様に対して明るく積極的な対応が求められます。

※制服は当社にて準備します。


不問

他 天王グリーンランド　株式会社
その他

秋田県潟上市天王字江川上谷地１０
９－２

毎　週
秋田県秋田市御所野下堤２丁目１－
７－１

26人 018-892-7880

不問
26人 秋田県秋田市

72人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13373681

介護職（ショートステイ
ななかまどの街）

○ショートステイにおける高齢者の介護一般を担当していただきま
す。
　入浴介助、食事介助、トイレ介助、レクリエーション等
・利用者４０名に対し、スタッフ１３名でのシフト制で介護を行っていま
す。
＊未経験の方には、マンツーマンで１ヶ月間丁寧に指導いたします
ので安心です。
＊介護業務を専門に行っていただきますので、送迎や清掃はありま
せん。
＊キャリアアップ制度導入。

不問

他 有限会社　エリアサポート秋田

介護職員【土崎】（デイ
サービス）

○機能訓練専門デイサービス（半日型）の介護職員として、次の業
務を担当していただきます。
・機能訓練の補助　・送迎（ＡＴワゴン車使用）
・その他付随する業務
＊午前・午後の半日型デイサービスですので、食事・入浴・排せつの
介助等はありません。
＊利用する方が明るく自立した生活を送れるよう、リハビリやストレッ
チなどを通じて支援していきます。
【詳しくはこちらをご覧ください】ｈｔｔｐ：／／ｋｉｔａｅｒｏｏｍ．ｃｏｍ／ｒｅｃｒｕ
ｉｔ／

介護福祉士（特記
事項参照）
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　プライムハウス
その他

秋田県秋田市仁井田本町３－１２－
３２

7人 018-893-4466

不問

8人 018-893-4466

不問
72人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13354081

雇用・労災・健康・厚生
05010-13349981

介護職員【山王】（デイ
サービス）

○機能訓練専門デイサービス（半日型）の介護職員として、次の業
務を担当していただきます。
・機能訓練の補助　・送迎（ＡＴワゴン車使用）
・その他付随する業務
＊午前・午後の半日型デイサービスですので、食事・入浴・排せつの
介助等はありません。
＊利用する方が明るく自立した生活を送れるよう、リハビリやストレッ
チなどを通じて支援していきます。
【詳しくはこちらをご覧ください】ｈｔｔｐ：／／ｋｉｔａｅｒｏｏｍ．ｃｏｍ／ｒｅｃｒｕ
ｉｔ／

介護福祉士（特記
事項参照）
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　プライムハウス
その他

秋田県秋田市仁井田本町３－１２－
３２

その他
秋田県秋田市仁井田本町３－１２－
３２

9人 018-893-4466

不問
72人 秋田県秋田市

0人 秋田県秋田市

労災・健康・厚生
05010-13370181

介護職員【広面】（デイ
サービス）

○機能訓練専門デイサービス（半日型）の介護職員として、次の業
務を担当していただきます。
・機能訓練の補助　・送迎（ＡＴワゴン車使用）
・その他付随する業務
＊午前・午後の半日型デイサービスですので、食事・入浴・排せつの
介助等はありません。
＊利用する方が明るく自立した生活を送れるよう、リハビリやストレッ
チなどを通じて支援していきます。
【詳しくはこちらをご覧ください】ｈｔｔｐ：／／ｋｉｔａｅｒｏｏｍ．ｃｏｍ／ｒｅｃｒｕ
ｉｔ／

介護福祉士（特記
事項参照）
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　プライムハウス

放送受信料の契約ス
タッフ

・お客様データに基づいて、指定するエリア内で、個人宅や事
業所等を１軒１軒訪問し、放送受信料の契約変更や住所・支
払の変更手続き等を行っていただきます。
・仕事に慣れるまでは、社員全員で同じ地域を訪問します。
・訪問エリアは秋田市内です。移動には社有車（ＡＴ車）を使
用する場合もありますが、免許がなくても徒歩圏内での業務
や同乗による訪問などで対応します。


不問

他 有限会社　杉山物産
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目８番１１号

0人 018-832-7518

不問

不問
22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13361181

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 富士製粉産業　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１番６２号

22人 018-828-5701

平成30年7月5日発行（平成30年7月4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

○そば粉、もろこし粉、小麦粉、その他の食品の販売業務に
従事していただきます。
・営業先は、東北６県の製麺業者（蕎麦が主）、製菓業者とな
ります。
・既存の取引先へのルートセールスが主となりますが、新規
開拓も行います。
・地域によっては日帰り出張から２泊の出張もあります。

＊活動は社有車使用

℡ 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

3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30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 141,040円～141,040円
就業場所

有期雇用派遣 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)13時00分～22時00分

時給（月額換算）

2人 120,400円～120,400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) 7時00分～15時15分 就業場所
(2)13時45分～22時00分

日給（月額換算）

1人 147,000円～147,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

時給（月額換算）

10人 136,960円～136,960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

時給（月額換算）

3人 147,840円～147,840円
就業場所

有期雇用派遣 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00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 2時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

時給（月額換算）

3人 118,560円～118,560円
就業場所

有期雇用派遣 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～17時00分 就業場所
(2)16時45分～ 1時30分

時給（月額換算）

3人 166,750円～166,750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20分 就業場所
(2)16時00分～ 0時20分
(3) 0時00分～ 8時20分

日給（月額換算）

3人 136,120円～136,120円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

日給（月額換算）

2人 136,120円～136,120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) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

日給（月額換算）

5人 136,120円～136,120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

平成30年8月1日～平
成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-13371081

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

不問
90人 秋田県秋田市

1,300人 秋田県秋田市
平成30年7月16日～平
成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 3768581

セラミック酸素センサ製
造業務
（４勤２休勤務）

○セラミック酸素センサの組立に関する業務に従事していた
だきます。
・製品の組立
・加工作業
・製品の検査作業
・払出し業務　等
・その他、付随する業務

（マシンオペレーター、顕微鏡検査など）

不問

他 有限会社　アキタドリームサービス

電子部品の製造【秋田
市】

＊ＬＥＤチップの選別、加工、検査
＊半導体基板の電気特性評価
　（機械操作）

※派遣期間：Ｈ３０年７月１６日～Ｈ３０年９月３０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。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３２年２月１日です。

不問

他 株式会社ジャパンクリエイト　大仙営
業所その他
秋田県大仙市朝日町１９－３
　　　　　　ヴァンティアンビル２Ｆ

0人 0187-66-4477

不問

1人 018-893-5805

不問
30人 秋田県南秋田郡八郎潟町

平成30年8月1日～平
成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-13447781

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05011-  932681

電子部品の組立及び
検査【八郎潟】

○コネクタの組立作業及び検査作業に従事していただきます
・顕微鏡、目視での組立検査業務
・その他、付随する業務

＊主に立ち仕事となります。
＊制服、靴は貸与いたします。
＊初心者の方にも作業内容は指導いたします。
＊工場未経験者の方も大歓迎です。

不問

日祝 株式会社　テイケイコーポレーション
その他

秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

その他
秋田県男鹿市船越字内子３４６

0人 0185-35-3257

不問
60人 秋田県南秋田郡五城目町

1,300人 秋田県潟上市
平成30年7月16日～平
成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 3774681

モーター部品製造工
「五城目町」【日勤】

○モーター部品に関する製造工
・機械オペレーター
・加工、検査等

※一週間程度で一般的な作業は覚えられます。
※雇用期間は基本的に更新されます。（２ヶ月更新）
※今回の派遣が未更新の場合、自社又は他の派遣先で雇用
が　継続されます。

不問

日 株式会社　武藤電子工業

食品製造【潟上市】

○コンビニエンスストア向けのお弁当、おにぎり、寿司
　パン、惣菜、サラダ、デザートの製造をしていただき
　ます。
※未経験の方でも、丁寧に指導致しますので、安心して
　お問い合わせ下さい。
※派遣期間：Ｈ３０年７月１６日～Ｈ３０年９月３０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。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３０年１０月１日です。

不問

他 株式会社ジャパンクリエイト　大仙営
業所その他
秋田県大仙市朝日町１９－３
　　　　　　ヴァンティアンビル２Ｆ

0人 0187-66-4477

不問

54人 0185-45-2215

不問
54人 秋田県南秋田郡大潟村

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05011-  933981

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- 3780181

精米作業員

○玄米を白米にする精米などの作業です。
・白米の袋詰め
・米の配達など

　社用車（軽・普通、ＡＴ車）を運転します。

※雇用期間は、６ヶ月ごとの更新です。
※秋の繁忙期は、勤務シフトの変更があります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　大潟村カントリーエレベー
ター公社その他
秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目６
０番地

その他
秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県潟上市

30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

05010-13444981

製造工【潟上市昭和】

＊医療用ゴム・プラスチック製品の製造
＊目視外観検査・梱包作業になります。

＊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１１月３０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

製造

【主な仕事の内容】
○中子鋳物製品の基になるもので、砂型の製造機械のオペ
レータ、点検業務を担当していただきます。
・上記のほか、バリ取り作業、仕上げ作業、梱包作業、メンテ
ナンス作業があります。

不問

日他 株式会社　テイケイコーポレーション
その他

秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

4人 018-893-5805

不問

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13439881

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 松栄金属　株式会社　秋田営業所・
工場その他
秋田市豊岩小山字狐森３２１（豊岩工
業団地内）

13人 018-828-3181

5ページ中 4ページ

平成30年7月5日発行（平成30年7月4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

金属加工

○ステンレス、アルミ、鉄板など、金属の加工
（切断、曲げ、溶接、検査）を機械を使って作業します。

＊機械操作、手先の器用なかた歓迎。
＊未経験者でも指導します。
＊製品の運搬に社用車を使用します。（２トントラック）

セラミック酸素センサ製
造業務
（交替勤務）

○セラミック酸素センサの組立に関する業務に従事していた
だきます。
・製品の組立
・加工作業
・製品の検査作業
・払出し業務　等
・その他、付随する業務

（マシンオペレーター、顕微鏡検査など）

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

不問
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

05010-13372381

セラミック酸素センサ製
造業務
（日勤）

○セラミック酸素センサの組立に関する業務に従事していた
だきます。
・製品の組立
・加工作業
・製品の検査作業
・払出し業務　等
・その他、付随する業務

（マシンオペレーター、顕微鏡検査など）

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス

平成30年8月1日～平
成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-13374981

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

不問
90人 秋田県秋田市



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）

2人 131,200円～131,200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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640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）

3人 144,160円～152,640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) 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 129,920円～129,920円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (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 131,200円～131,200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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

月給

1人 143,000円～212,000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 45歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 171,500円～201,875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45分～17時30分 就業場所

月給

1人 200,000円～268,000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）

2人 142,200円～142,200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 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時30分
(3)10時00分～18時30分

5ページ中 5ページ

平成30年7月5日発行（平成30年7月4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

電子部品製造・検査
「御所野」セラミック酸素
センサ

○セラミック酸素センサの組立に関する業務に従事していた
だきます。
・製品の組立
・加工作業
・製品の検査作業
＊初心者の方にも丁寧に指導いたします。
＊工場未経験者の方も歓迎します。
＊公共交通機関の便が悪いため、自家用車での通勤をお勧
めしています。

不問

土日祝他 株式会社　テイケイコーポレーション
毎　週

秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

12人 018-893-5805

不問
30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

05010-13446481

電子部品の組立業務

○プリント基板の組立業務
・検査業務
・アミューズメント関連の組立作業です。 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

0人 018-883-1101

不問
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

05010-13364681

電子部品の組立業務

○プリント基板に電子部品を取り付ける実装機械及び
　検査機械のオペレーター業務

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

0人 018-883-1101

不問
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

05010-13366581

電子部品製造及び検
査「御所野」（４勤２休）

○フレキシブルプリント基板製造に関する業務を担当して
　いただきます。
・製品へのガイド板貼りつけ、製品受け取り、補強板貼り、プ
レス、梱包などの作業
・顕微鏡および拡大鏡を使用しての検査


※初心者の方にも丁寧に指導いたします。
※工場未経験者の方も歓迎します。

不問

他 株式会社　テイケイコーポレーション
その他

秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

12人 018-893-5805

不問
30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

05010-13441081

電子部品製造及び検
査「御所野」

○フレキシブルプリント基板製造の検査・加工、梱包に
　関する業務に従事していただきます。　

※初心者の方にも丁寧に指導いたします。
※工場未経験者の方も歓迎します。

不問

土日祝他 株式会社　テイケイコーポレーション
毎　週

秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

12人 018-893-5805

不問
30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

05010-13445581

各種機器の設置・修理
及びメンテナンス（秋田
市）

○自動販売機、各種ディスペンサー器材の設置・修理・点検
業務等に従事します。

★経験のない方にはベテランスタッフが親切丁寧に教えます
ので、安心して働いていただけます。
【機械修理等に興味のある方歓迎】

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　システック
その他

北海道江別市工栄町８番地の１

5人 011-381-6000

不問
139人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 01232- 1585881

技術サービススタッフ

○コロナ石油給湯機、暖房機、エアコンなどの修理、取付、ア
フターサービス、他を行っていただきます。

＊現場は秋田県全域で社用車を使用します。
＊お客様の依頼を受けてからの業務になります。
＊未経験者の方にも丁寧に指導致します。

※「石油機器技術管理士」、「第２種電気工事士」等免許
　取得できます（費用当社負担）。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 コロナセントラルサービス　株式会社
秋田営業所その他
秋田県秋田市外旭川字三千刈１０９
－１

11人 018-864-5219

不問
207人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13413881

２ｔ車運転及び荷役作
業【急募】

○自動車整備工場、ディーラー等への部品配送業務
・手積み、手おろしあり
・配送範囲は秋田県内です。

中型免許（８ｔ限定
可）以上

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

トラック運転実務経
験

135人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13407181

ピッキング作業員

○倉庫内作業を担当していただきます。
・農機部品のピッキング作業
・注文の伝票に応じて伝票のバーコードをスキャン、自動ラッ
クから出てきた品物を必要個数取り出す作業
・箱に入れ所定場所に整理する作業
・その他付帯する倉庫内作業
・７人体制（チェックは複数で行う）

＊１日立ち作業です。

普通自動車免許
（通勤用）
フォークリフト技能
講習修了者

土日祝他 全農物流　株式会社　秋田支店

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-13340581

毎　週
秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
２８

7人 018-845-2144

不問
769人 秋田県秋田市

℡ 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　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

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。



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 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 60歳以上 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,233円～1,233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 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～15時15分 就業場所
(2)11時00分～17時45分

時給

1人 1,000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
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 1,800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 900円～1,100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～12時15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) 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) 8時30分～16時30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

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時15分～17時15分 就業場所

54人 018-835-4276

不問
95,094人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-13434681

平成30年10月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-13458181

病院医療事務（秋田市
南部）

○医療機関での医療事務業務に従事していただきます。
・受付
・患者対応
・電話対応
・入力業務


＊雇用期間は年度毎の更新予定です。

（財）日本医療教育
財団主催試験合格
者＊資格のない方
はご相談ください。

土日祝 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

5人 018-877-7110

ワード、エクセルの
操作ができる方

354人 秋田県潟上市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・財形
05010-13360281

一般事務補助

・一般事務補助（データ入力、書類整理、施設利用申請受付
整理など）
・来客等の対応、電話対応
・施設利用者の送迎

　新規事業　（健康増進事業）
　平成３０年１０月オープン予定

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）　

月日祝 医療法人　正和会

フロント業務全般

○フロント業務全般に従事していただきます。
・主に社有の代車（ＡＴ）を使用して顧客の車の引取りや納車
及び洗車
・接客や電話応対
・その他、付随する業務

＊顧客範囲は秋田市内中心となります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　長谷部鈑金
その他

秋田県秋田市外旭川八柳３－１４－
５４

6人 018-868-0284

不問

5人 018-847-1688

不問
5人 秋田県秋田市

平成30年7月23日～平
成31年3月31日 労災

05010-13452981

労災
05010-13450381

事務・受付・通販業務

○受付、会計、電話応対等、事務関連業務
○パソコンでの入力業務等（書類発行やワード、エクセル等
　による原稿作成、集計、表計算等）
○ペット用品の販売、通販業務全般

＊その他、付随する業務

＊採用日については、応相談（平成３０年７月２３日以降）

不問

木日祝他 ウェルネス小林動物病院（有限会社
リブラ）その他
秋田県秋田市将軍野向山７－７

毎　週
秋田県秋田市中通１丁目２－３　リ
バーサイド秋田ビル４Ｆ

204人 018-887-5439

不問
250人 秋田県南秋田郡大潟村

829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

05010-13438781

家庭教師（大潟村）

○中学生の家庭教師をしていただきます。
・テキストを使用しての指導になります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊就業曜日は、ご相談ください。
＊経験者は優遇します。
＊就業場所の詳細は、お問い合わせの際ご説明します。
＊面接場所は相談に応じます。（現地での面接も可能です）

不問

他 有限会社　興創　コーソー秋田

保育士（４．５Ｈ）

○乳幼児の保育
・児童の保育に関すること
・児童の保育に関する書類の作成
・保育環境の整備及び保育室の管理
・児童の安全と健康の管理
・その他、保育園運営に関し園長が必要と認める業務

＊雇用期間：業務内容により年度毎の更新あり


・保育士資格（必
須）
・幼稚園教諭免許
あれば尚可　

日祝他 潟上市役所
隔　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

31人 018-853-5301

不問

31人 018-853-5301

不問
829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

05010-13437481

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-13376481

保育士（７Ｈ）

○乳幼児の保育
・児童の保育に関すること
・児童の保育に関する書類の作成
・保育環境の整備及び保育室の管理
・児童の安全と健康の管理
・その他、保育園運営に関し園長が必要と認める業務

＊雇用期間：業務内容により年度毎の更新あり


・保育士資格（必
須）
・幼稚園教諭免許
あれば尚可　

日祝他 潟上市役所
隔　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

その他
秋田県秋田市新屋表町８－１９

27人 018-828-3049

不問
85人 秋田県秋田市

350人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010-13440181

保育士（パート・臨時）
グリーンローズ保育園

＊０歳～２歳児の保育業務
（５０名の乳幼児を２０名の保育士で担当しています）
・日常の清掃等あり

＊保育児、定員増加による募集
＊就業時間：交替制
　面接時、相談に応じます。
＊契約更新は、園長と面談のうえ決定します。


保育士

日祝他 社会福祉法人　グリーンローズ

臨床検査技師／非常
勤（中央健診センター）

○検診車による巡回健診及びセンター内での検診業務
・尿検査、心電図検査、採血　等

＊健診の日程により、勤務時間が変動しますが、
　１日平均６時間程度の勤務となります。

＊早朝出発の検診あり。
＊出勤日、勤務日数については相談に応じます。

臨床検査技師

土日祝他 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

87人 018-831-2011

不問

不問
秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13398381

普通自動車運転免
許（通勤用）
看護師または准看
護師

日祝他 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

26人 018-833-7171

平成30年7月5日発行（平成30年7月4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

看護師（福祉事業部）
≪急募≫

○旅館施設を利用した通所介護事業（デイサービス）の
　看護・介護業務に従事していただきます。
（看護業務）
・利用者のバイタルチェック、健康管理
・緊急時の対応
（介護補助）
・レクリエーションの補助
＊１日当たりの平均利用者３８名、スタッフ１４名体制
＊制服貸与

℡ 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 850円～1,050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

2人 750円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～22時00分 就業場所

時給

2人 750円～850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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

時給

2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 就業場所

時給

2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) 9時00分～15時00分 就業場所
(2)15時00分～20時30分

時給

2人 800円～850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 就業場所

時給

5人 900円～900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 18歳以上 就業場所

時給

5人 850円～850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 18歳以上 就業場所

時給

3人 900円～1,300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) 8時10分～16時40分 就業場所
(2)12時00分～20時15分
(3)16時20分～ 0時15分

時給

1人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～64歳 (1) 7時00分～15時45分 就業場所
(2)14時15分～23時00分
(3)16時00分～21時00分

時給

2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)17時30分～21時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分

354人 秋田県潟上市
平成30年10月1日～平
成31年3月31日 労災

05010-13457281

屋内施設管理人

・施設利用申請受付業務
・施設管理業務（電話・窓口対応、見回り）
・施錠管理業務

　新規事業　（健康増進事業）
　平成３０年１０月オープン予定

不問

月他 医療法人　正和会
毎　週

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

5人 018-877-7110

不問

5人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13352281

雇用・労災
05010-13402581

駐車場管理人

ホテルの立体駐車場管理業務全般
・駐車場の入出庫管理
・緊急時対応（車輌、物損事故、機器類の異常等に係る報
告）安全確認等
・その他、付随する業務全般

不問

他 株式会社　友愛ビルサービス
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

毎　週
秋田県秋田市広面字板橋添３１１

32人 018-884-0717

不問
80人 秋田県秋田市

1,200人 秋田県秋田市
4ヶ月

雇用・労災
05010-13465281

ホール・カウンタース
タッフまたはコーヒース
タッフ（広面）

○ホールおよび景品カウンターにおける接客業務を担当しま
す。
・玉箱の上げ下ろし
・玉の交換作業
・店内アナウンス　等
＊コーヒースタッフも同時募集（時間給９００円～）
＊未経験者へは丁寧に指導いたします。
＊制服貸与
＊通勤手当は１キロ以上に支給。
＊実働６時間４５分

不問

他 株式会社　ＭＱ６

ホール接客・調理補助
「秋田長屋酒場」《パー
ト》

○店舗での接客・調理補助等を担当していただきます。
［主な仕事内容］
　・仕込み、調理、盛り付け補助
　・ドリンクや料理の提供
　・食器の片付け、清掃等　その他、付随する業務
「秋田の郷土料理・地酒のお店。大きなナマハゲが目印！」
＊平成３０年４月　グランドオープンしたばかりの新しい
　お店です。地元のお客様から観光のお客様まで、秋田の
　魅力を存分に楽しんでもらうお店です。

不問

他 株式会社　ドリームリンク
その他

秋田県秋田市山王２丁目９－１

22人 018-863-9999

不問

16人 018-863-9999

不問
1,200人 秋田県秋田市

4ヶ月
雇用・労災

05010-13464881

雇用・労災
03010-16751181

ホール接客・調理補助
「秋田番屋酒場」≪
パート≫

○店舗での接客・調理補助等を担当していただきます。
［主な仕事内容］
　・仕込み、調理、盛り付け補助
　・ドリンクや料理の提供
　・食器の片付け、清掃等　その他、付随する業務
「なまはげの里、男鹿の魅力を発信する
　　　　　　　　　　　　　　　　アンテナ居酒屋です」

　＊経験者、未経験者ともに大歓迎です！！

不問

他 株式会社　ドリームリンク
その他

秋田県秋田市山王２丁目９－１

毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目１－２３　ク
リエイトビル地下

4人 019-656-6956

不問
11人 秋田県秋田市

62人 秋田県潟上市
12ヶ月

雇用・労災
05010-13343881

店舗スタッフ（秋田市）

当店において下記業務を行っていただきます。
・お客様へのお飲み物や軽食の提供（簡単な調理あり）
・レジ精算業務
・動物のお世話（お掃除など）
＊落ちついたログハウスのお店です。
　ふくろうや色々な動物とお客様にたくさんふれあい楽しんで
頂くお仕事です。
＊動物が大好きな方大歓迎！

不問

他 ふくろうカフェ　Ｒｉｃｋｙ

調理補助（天王温泉くら
ら）

○天王温泉「くらら」の厨房にて、レストランおよび宴会で
　の調理・厨房業務を担当していただきます。
・食材の仕込み、盛付、食器洗い、清掃等
＊雇用期間：１年毎の雇用契約更新
＊就業時間：シフト交替制
（１）は平日が多い。（２）は土日祝が多い。宴会の状況で時間
の変動があります。勤務実数及び勤務時間は相談乗ります。
＊勤務日数は週４～５日程度

不問

他 天王グリーンランド　株式会社
その他

秋田県潟上市天王字江川上谷地１０
９－２

34人 018-878-9877

不問

50人 018-862-4525

不問
340人 秋田県秋田市

～平成31年3月25日
労災

05010-13431181

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-13391581

仕上工（本社工場パー
ト）

○当社で扱う各種製品の仕上げ作業等を担当します。
・リネン品の仕上げ作業（機械にリネン品を投入します）
・ガウン等のたたみ作業など
・その他、付随する業務

不問

木日 秋田基準寝具　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋字イサノ６－１

毎　週
秋田県秋田市御所野下堤２丁目１－
７－１

26人 018-892-7880

不問
26人 秋田県秋田市

10,000人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010-13411481

介護職（ショートステイ
ななかまどの街）

○ショートステイにおける高齢者の介護一般を担当していた
だきます。
　入浴介助、食事介助、トイレ介助、レクリエーション等
・利用者４０名に対し、スタッフ１３名でのシフト制で介護を
行っています。

＊未経験者歓迎、指導いたします。
＊正社員登用制度あり。

不問

他 有限会社　エリアサポート秋田

ハンバーガーの製造及
び販売

○ハンバーガーの製造販売業務に就いていただきます。
【その他の仕事】
・接客、オーダー、レジ業務
・店内清掃等
・その他付随する業務

＊制服の貸与あり
＊「土・日・祝」勤務可能な方歓迎

不問

他 株式会社　ロッテリア　秋田土崎イオ
ン店毎　週
秋田県秋田市土崎港南２丁目３－４
１　イオン土崎港店１Ｆ

12人 018-845-3582

不問

不問
400人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

15010-25934881

不問

他 株式会社　クラッシュアンドカンパ
ニーその他
新潟市中央区古町通６番町９８８番
地

9人 025-223-0909

4ページ中 2ページ
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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

アパレル販売スタッフ
／秋田市／ａｒｎｏｌｄ　ｐａ
ｌｍｅｒ

アーノルドパーマータイムレス　イオンモール秋田店
アーノルドパーマータイムレスは“ＨＡＰＰＹ　ＬＩＦＥ”をコンセプトに、元
気で遊び心のあるＲｅｌａｘしたカジュアルを「メンズ・レディス・キッズ・
雑貨」トータルで提案するライフスタイルブランドです。
店舗での接客、販売業務全般。ディスプレイなどの売場作り、売上管
理なども一緒に行ってもらいます。ａｒｎｏｌｄ　ｐａｌｍｅｒが好きな方、
ファッション、オシャレが好きな方、接客が好きな方、チームワークを
大切にできる方、未経験でも大歓迎！業界初挑戦でも意欲のある方
は歓迎します。勤務開始日等、お気軽にお問合せ下さい。



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～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 (1)22時10分～ 0時10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) 7時30分～16時00分 就業場所
(2) 7時30分～14時00分
(3)16時00分～21時45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) 7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

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時30分～16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
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～15時30分 就業場所
(2) 8時00分～14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 不問 (1) 9時00分～14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30分～15時00分 就業場所

時給

1人 752円～752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～16時00分 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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～ 9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

雇用期間の定めあり 不問 (1)18時00分～22時00分 就業場所

12人 018-845-3582

不問
10,000人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010-13451681

労災
05010-13406281

清掃員

○ハンバーガー店にて、開店前後の清掃と片付けに従事して
いただきます。
・店内の拭き掃除、掃き掃除
・洗い物（手洗い）
・ゴミ収集
・その他付随する業務

＊制服貸与あり
＊土日祝に勤務可能な方歓迎

不問

他 株式会社　ロッテリア　秋田土崎イオ
ン店毎　週
秋田県秋田市土崎港南２丁目３－４
１　イオン土崎港店１Ｆ

毎　週
秋田県秋田市広面字板橋添３１１

32人 018-884-0717

不問
80人 秋田県秋田市

828人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-13383581

清掃スタッフ

○ホール全般の清掃作業に従事していただきます。
・業務用掃除機やモップを使用しての床掃除
・男女トイレの掃除
・喫煙場所に設置された灰皿の掃除

不問

他 株式会社　ＭＱ６

施設担当（パート職員）

○総務課に所属し、施設担当の業務に従事していただきま
す。
・敷地内の樹木管理及び草刈
・病院入口等の交通整理
・駐車場及び駐車場管理機の管理
・病院敷地内清掃等の環境整備


不問

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

828人 018-823-4171

不問

350人 018-823-1251

不問
350人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13351881

雇用・労災
05010-13350781

客室メンテナンス「秋田
ビューホテル」

○客室内の清掃業務に従事していただきます。
　（業務内容）　　　　　　　　
・ベッドメイク　　　・浴室、トイレ
・洗面台清掃　　　・掃除機掛け　等　
・その他、付随する業務

＊就業時間は若干変動あり
＊採用時に健診・研修あります。
＊制服は貸与いたします。

不問

他 株式会社　友愛ビルサービス
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

350人 018-823-1251

不問
350人 秋田県秋田市

725人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13348681

客室メンテナンス「ダイ
ワロイネットホテル」

○客室内の清掃業務全般を担当していただきます。
・ベッドメイク、風呂・トイレ・洗面台の清掃、室内の掃除
　機掛け等　
・スタッフ３０人体制で、ワンルームを１人で作業します。
・その他付随する業務

＊制服貸与
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

不問

他 株式会社　友愛ビルサービス

清掃スタッフ「高清水寿
光園」

○介護施設内の日常清掃業務全般に従事して頂きます。
・廊下、階段、事務室、居室、浴室、男女トイレ等全般を
　担当します。
（モップ掛け・掃除機等で、掃く・拭く作業です。）

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

6人 018-823-1251

不問

10人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13347381

雇用・労災・健康・厚生
05010-13346081

清掃スタッフ（緑ケ丘病
院）

○病院内の日常業務全般を担当していただきます。
【仕事内容詳細】
・廊下、病室、診察室、トイレ等の日常清掃全般
　（電気掃除機およびモップ等の作業全般。女子トイレの清掃
もあります。）

＊制服は貸与します。

不問

日祝 株式会社　友愛ビルサービス
な　し

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

その他
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

13人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

725人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-13345181

清掃スタッフ「秋田アル
ヴェ」

○「拠点センター秋田アルヴェ」館内の日常清掃業務全般に
従事していただきます。
・共用部、事務所、廊下、階段、トイレ等全般を担当します
（モップ掛け・掃除機等で、掃く・拭く作業です。）

不問

他 株式会社　友愛ビルサービス

フロアメンテナンス「エリ
アなかいち」

○「エリアなかいち」施設の日常清掃業務全般に従事して
　いただきます。
・にぎわい交流館・美術館等
・館内共用部、専用部の日常清掃全般を担当します
（駐車場内等、掃く・拭く・ごみ処理作業です。）

＊トイレ清掃（男女とも）あり

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

20人 018-823-1251

不問

不問
36人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-13341481

不問

他 株式会社　トリニティ
な　し

秋田県秋田市土崎港西３丁目１１－
１３

15人 018-846-2878

平成30年7月5日発行（平成30年7月4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

清掃スタッフ「ミロックス
泉店」

○パチンコ店でのホール内清掃全般
・ホール内床、遊戯台、トイレなど　　　　　
　
＊１２ヶ月毎の契約更新
＊就業時間は２２：１０～０：１０までの間の２時間です。

℡ 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 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) 8時30分～11時30分 就業場所

時給

2人 740円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～14時30分 就業場所

時給

1人 740円～743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

雇用期間の定めなし 不問 (1)17時00分～22時00分 就業場所

時給

1人 738円～738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)11時00分～16時00分 就業場所
(2)11時30分～14時30分

12人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-13436581

洗い場及びレジ業務
（ティールーム陶）

○「ティールーム陶」にて洗い場やレジ業務を担当していただ
きます。
・手洗い作業による食器の洗浄
・レジ業務

＊就業時間や日数等は相談に応じます。

＊学生アルバイト可

不問

他 株式会社　境田商事
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目１－２１　サ
カイダビル３Ｆ

3人 018-834-3604

不問

120人 018-833-7171

不問
秋田県秋田市

労災
05010-13395281

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-13456881

雑務

○各客室の布団敷き
　満室の場合で２０人分ほどです。
　２人一組での作業になります。
（足腰に負担をきたします）

○お客様がお部屋で飲み終えた茶盆の交換

○宴会場の片付け（お膳や食器下げ）等、洗い物等

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
秋田県秋田市泉釜ノ町２２番１３号

4人 018-869-9505

不問
160人 秋田県秋田市

160人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010-13455781

清掃スタッフ（公共体育
施設）

○施設内の清掃および各作業に従事していただきます。
（仕事内容詳細）
・フロア、トイレ等の清掃
・ごみの回収
・その他、付随する業務

＊研修がありますので、未経験の方でも応募いただけます。

＊制服貸与いたします。


不問

他 株式会社　トップス

清掃スタッフ（ＳＤフィッ
トネス）

○店舗内の清掃業務に従事していただきます。
（仕事内容詳細）
・フロア、トイレ、風呂等の清掃
・ゴミの回収作業
・その他付随する業務

＊研修がありますので、未経験の方もご応募いただけます。
＊制服貸与
＊月、水、木、金の週４日勤務です。

不問

火土日 株式会社　トップス
毎　週

秋田県秋田市泉釜ノ町２２番１３号

1人 018-869-9505

不問

不問
354人 秋田県潟上市

平成30年10月1日～平
成31年3月31日 労災

05010-13454481

不問

月他 医療法人　正和会
な　し

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

5人 018-877-7110
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軽作業員（清掃など）

・施設の清掃作業
・廃棄物回収
・除草作業

　
新規事業　（健康増進事業）
　平成３０年１０月オープン予定

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。


