
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 250,000円～400,000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 64歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

2人 150,000円～200,000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30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 147,600円～180,400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) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

13人 147,600円～180,400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) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 115,947円～115,947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 156,000円～176,000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) 7時50分～16時00分 就業場所
(2) 8時20分～16時30分
(3) 8時50分～17時00分

時給（月額換算）

2人 101,640円～141,240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 18歳以上 (1)14時00分～23時00分 就業場所
(2) 5時00分～14時00分
(3)13時00分～20時00分

時給（月額換算）

1人 118,580円～132,770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)13時10分～21時40分 就業場所
(2) 5時00分～13時30分
(3) 9時10分～17時10分

月給

1人 160,000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)10時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分

月給

3人 180,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 就業場所

エクセル操作可能な
方
住宅設計、施工管理
等経験者であれば尚
可

157人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
02020-12488781

一級建築士または二
級建築士（取得見込
の方もご相談下さい）
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

水他 株式会社　ハシモトホーム
その他

青森県八戸市類家四丁目５－２

20人 0178-71-1700

平成30年8月14日発行（平成30年8月13日受付分)　Ｎｏ．１

3ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

建築技術スタッフ【秋田
市】
（現場管理・ＣＡＤ入力
等）

新築木造住宅建築に関する業務
１．ＣＡＤ入力や建築確認申請
２．お客様との打ち合わせ
３．プラン作成、見積もり
リフォーム及びメンテナンス業務
建売住宅の設計業務、現場管理業務
お客様の要望に沿ったマイホームの実現をお手伝いをする
仕事です。
※働き方改革推進のための募集です。

一般事務（嘱託職員）

○事務局内の業務補助（一般事務）に従事していただきます

＊本人の実務経験、能力（英語力等）により配属部署を決定
します。

＊英語力は必須ではありません。

日本語での業務遂
行が可能であるこ
と
パソコン操作がで
きること

土日祝他 公立大学法人　国際教養大学
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１９
３－２

138人 018-886-5900

不問
138人 秋田県秋田市

平成30年10月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16008381

確認・事務業務【期間
限定】

○火災保険に関する契約及び解約書類のチェック等の事務
作業、お問い合わせ確認

＊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。
＊セールス・勧誘・ノルマはございません。
＊土日祝休の人気のお仕事です。
＊２か月更新で最長で平成３１年４月３０日までとなります。

不問

土日祝 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
平成30年12月1日～平
成31年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16037881

解約受付・事務業務
【土日祝休】

○火災保険の解約受付や、書類管理、入力、チェック等の事
務業務

＊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。
＊セールス・勧誘・ノルマはございません。
＊２か月更新で最長平成３１年４月３０日までの予定です
が、延長の可能性もあります。

不問

土日祝 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
平成30年11月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16038281

医師事務作業補助（メ
ディカルクラーク）

○病院内で医師の事務補助作業を行っていただきます。
＊雇用期間：６ヶ月毎の更新あり

不問

土日祝 秋田県厚生農業協同組合連合会
湖東厚生病院毎　週
南秋田郡八郎潟町川崎字貝保９８－
１

132人 018-875-2100

不問
4,901人 秋田県南秋田郡八郎潟町

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16027581

税理士業務補助

〇税理士の補助業務に従事していただきます。
・仕分け入力、現金出納簿データ等を専用ソフトへ入力
　（弥生、勘定奉行及びミロク情報サービスソフトへ入力）
・エクセルやワードを使っての表計算
・各種書類整理
・顧問先訪問での伝票整理（月１～２回程度）及び官公庁へ
の書類提出（ＡＴ社有車使用）
・電話応対、来客対応
＊税理士資格取得を目指している方大歓迎

日商簿記２級以上
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社宇佐見経営
隔　週

秋田市中通５丁目６－３３

9人 018-832-8045

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16009681

駅構内コンビニエンス
ストア従業員（ＪＲ秋田
駅ぽぽろーど）

ＪＲ秋田駅新幹線改札前コンビニエンスストア『ニューデイズ
秋田ぽぽろーど』におけるレジ応対、商品管理、店舗清掃等
の販売業務。その他、上記業務に付随する業務及び指示さ
れた業務を行っていただきます。

不問

他 株式会社　ＪＲ東日本リテールネット
盛岡支店その他
岩手県盛岡市盛岡駅前北通５番３３
号

16人 019-653-3206

不問
265人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-20094981

駅構内コンビニエンス
ストア従業員（ＪＲ秋田
駅中央口）

ＪＲ秋田駅新幹線改札脇コンビニエンスストア『ニューデイズ
秋田中央口』におけるレジ応対、商品管理、店舗清掃等の販
売業務。その他、上記業務に付随する業務及び指示された
業務を行っていただきます。

不問

他 株式会社　ＪＲ東日本リテールネット
盛岡支店その他
岩手県盛岡市盛岡駅前北通５番３３
号

6人 019-653-3206

不問
265人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-20096481

自動車整備のフロント

・車検や点検の期日が近いお客様に対し、電話等でご案内を
していただくのが主な仕事です。
・来店されたお客様の応対もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ可）

日他 株式会社　ガレージＫＥＮ
その他

秋田県秋田市新屋元町４－３３

8人 018-874-9744

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15997881

ショップスタッフ（ａｕ
ショップ仁井田・シフト
制）

◆ａｕ携帯電話の店頭でのお客様対応
　（商品・サービス・料金プランのご案内・契約・
　　アフターフォロー）
◆インターネットの申し込み受付等
◆店頭のディスプレイ・ポップ作成
◆タブレットやスマホカバー等の携帯電話関連商品の販売
※ａｕ商品に興味のある方、人と接するのが好きな方歓迎
◇新人・社内研修等、研修制度が充実しているので
　未経験の方でも安心してご応募下さい。

普通自動車運転免
許（Ａｔ限定可）

他 モバイルコミュニケーションズ　株式
会社毎　週
岩手県盛岡市盛岡駅前北通１－１０
橋市盛岡ビル２階

6人 019-626-1200

不問
73人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010-20143881

℡ 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 180,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 就業場所

月給

2人 250,000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 35歳以下 就業場所

月給

1人 175,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分

月給

1人 180,000円～240,000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 30歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 166,900円～168,500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) 6時00分～15時05分 就業場所
(2) 9時45分～19時00分

月給

2人 200,000円～250,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)18時00分～ 1時00分 就業場所

月給

2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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1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 64歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

3人 180,000円～250,000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

5人 220,000円～350,000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 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 197,600円～261,820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

3ページ中 2ページ

平成30年8月14日発行（平成30年8月13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

ショップスタッフ（ａｕ
ショップ御所野・シフト
制）

◆ａｕ携帯電話の店頭でのお客様対応
　（商品・サービス・料金プランのご案内・契約・
　　アフターフォロー）
◆インターネットの申し込み受付等
◆店頭のディスプレイ・ポップ作成
◆タブレットやスマホカバー等の携帯電話関連商品の販売
※ａｕ商品に興味のある方、人と接するのが好きな方歓迎
◇新人・社内研修等、研修制度が充実しているので
　未経験の方でも安心してご応募下さい。

普通自動車運転免
許（Ａｔ限定可）

他 モバイルコミュニケーションズ　株式
会社毎　週
岩手県盛岡市盛岡駅前北通１－１０
橋市盛岡ビル２階

6人 019-626-1200

不問
73人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010-20144281

モバイル店舗管理者
（秋田市）＊急募＊

私たちが展開する携帯ショップ「モバイルステーション」で、店
舗の従業員の管理、売上の管理等、店舗運営全般を管理者
としてお任せいたします。まずは、ＯＪＴ研修や社内研修を通
じて業務内容を把握して下さい。その後は店長会議にも参加
し、スキルアップをしながら次のステップに進んで頂きます。
経験者大募集。また仕事を通じて、携帯キャリアの公式資格
の取得が可能です。
★オープニングスタッフ★

不問

他 株式会社　エクストリンク
その他

大阪府大阪市北区曾根崎２－３－５


2人 06-6362-1371

不問
200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
27020-55201481

ルート営業

○既存の取引先の建設会社への鋼材、土木資材の販売業
務を担当していただきます。

＊営業範囲は秋田県全域となります。
＊新規開拓業務はありません。
＊移動は社有車（ＡＴ車）使用。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 秋田田中鋼建　株式会社
その他

秋田市保戸野千代田町７－３

4人 018-863-4100

不問
6人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-16016381

営業

・スーパー、食品加工場、ホテル、飲食店、福祉施設、農家
などへのパッケージの営業
・パッケージの企画・デザインの提案。
・営業範囲　秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市
　
社用車使用（ＭＴ、ＡＴ車　両方使用）


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　かねひろ
その他

秋田県秋田市外旭川字三千刈１４７
－１

21人 018-862-6481

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15995481

調理員

○施設において入所者・通所者の調理業務に従事していた
だきます。
・食事の調理、盛り付け
・食器類の片づけ
・その他、付随する業務
＊昼食　８０～９０食を５～６人で行います。
　朝・夕食　７０～８０食を朝食は２～３人、夕食は３人で行い
ます。

＊資格のない方は入社後取得していただきます。

不問

他 社会福祉法人　新成会　介護老人保
健施設　友愛の郷毎　週
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

雇用・労災・健康・厚生
05010-16010481

ホールスタッフ【幹部候
補】≪急募≫

○ホール内での接客等の業務全般に従事していただきます。
・ホール内にてお客様のテーブルへのご案内、料金システム
等のご説明、オーダー受け。
・注文された料理、ドリンクの給配膳
・キッチンでの簡単な料理、および洗い物
・ショータイム中の照明器具の操作
・買い出しで社用車（ＡＴ車）の運転することもあり。
＊最大４０席の店内を５名のホールスタッフで対応します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ可）

他 株式会社ニューワールド
な　し

秋田県秋田市大町５丁目１－３　八
番館ビル４階

11人 018-863-6166

不問
11人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16007081

工場作業員

・当社プレカット工場での木材加工作業になります。
・木材加工
・機械操作
・材料の現場配送
・その他付随業務


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
玉掛け、フォークリ
フト等資格あれば
尚可

水祝他 株式会社　美研ウッド
その他

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０－８

13人 018-881-1120

不問
13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16035481

メンテナンススタッフ【秋
田市】

・木造住宅の点検及び補修作業を行っていただきます。
（予約済みのお客様を訪問し、アフターサービスを行いま
す。）

＊社有車（ＡＴ）を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ハシモトホーム
その他

青森県八戸市類家四丁目５－２

20人 0178-71-1700
住宅の施工につい
て経験、知識があ
る方
（大工の経験者優
遇）

157人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
02020-12486581

一般作業員

○ケーブル防護配管、特殊マンホール設置作業で、電線・電
話線等を保護するための作業を担当していただきます。
・電線・電話線ケーブル等を地中化し、街の外観を整備する
仕事で、電線類や電柱がなくなることにより。景観は見違える
ほどスッキリ美しくなります。青空も広がり、自然と調和した環
境作りに貢献できます。

＊社有車（ＭＴ車）使用
＊作業服貸与


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　宮田電設工業　秋田営業
所その他
秋田県秋田市添川字飛鳥田２７－３

3人 018-878-9326

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16011781

電気工事士

・ケーブル引き込み工事（幹線）
・解体工事に伴う電気配線の撤去
・住宅足場作業、
・高所作業あり
＊県外出張の場合あり
＊社用車使用

電気工事士一種又
は二種（必須）
施工管理技士の資
格あれば尚可

日他 株式会社　ＷＡＫＡＢＡ　秋田営業所
その他

秋田県秋田市泉南３丁目２０－１９－
Ａ

電気工事の実務経
験者

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16004881

その他
秋田県秋田市太平中関字寺中７

17人 018-889-7008

6人 018-800-6972

＊普通自動車運転
免許（ＡＴ限定不
可）は必須

　１・２級土木施工
管理技士は優遇
　中型・大型自動
車・重機免許は優
遇

18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16023081

土木建設作業員及び
大型ダンプ運転手

○秋田市内及び近郊の道路、河川等の工事における土木建
設作業、ダンプ運転（４ｔ車、１０ｔ車）、重機等のオペレーター
作業に従事します。
・現場管理
・その他付随する業務

＊中型・大型自動車・重機免許のない方は土木建設作業員
と
して従事していただきます。免許保持者優遇。
＊県外への出張はありません。

日祝他 有限会社　ＴＡＧＵＣＨＩコーポレーショ
ン



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 163,000円～190,000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 163,000円～190,000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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 160,000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)10時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分

平成30年8月14日発行（平成30年8月13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

販売配送業務職（秋田
市）

２ｔトラックを使用した配送業務及び営業所内の商品管理。
商品は工事現場で使用する道路安全用品や土木資材等にな
り、配送先は得意先や工事現場の配達となります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝 株式会社　カンエツ
隔　週

新潟市北区濁川１００２－２

18人 025-258-3911

不問
181人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
15010-31453481

レンタル配送業務職
（秋田市）

２ｔトラックを使用した配送業務及び営業所内の商品管理。
商品は工事現場で使用する道路安全用品や土木資材等にな
り、配送先は得意先や工事現場の配達となります。
商品の入出庫における作業等倉庫管理も行っていただきま
す

※６０歳以上の方も歓迎いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝 株式会社　カンエツ
隔　週

新潟市北区濁川１００２－２

18人 025-258-3911

不問
181人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
15010-31455881

自動車掃除

○販売前の中古車の掃除を行っていただきます。
・車の内装、外装の掃除
・現在、自動車掃除は２名で行っております。仕事内容は初
歩から教えます。

普通自動車免許
（ＡＴ可）

日他 株式会社　ガレージＫＥＮ

雇用・労災・健康・厚生
05010-15998281

その他
秋田県秋田市新屋元町４－３３

8人 018-874-9744

不問
8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．　８月１７日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　　２．　８月２０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　３．　８月２１日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　４．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　５．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　　６．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　７．　８月２７日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　　８．　８月２８日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　９．　８月２９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　１０．　８月３０日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　１１．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



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 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)10時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15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 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～1,080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

4人 750円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)14時00分～19時00分
(3)17時00分～22時00分

時給

4人 750円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)14時00分～19時00分
(3)17時00分～22時00分

時給

3人 750円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)14時00分～19時00分
(3)17時00分～22時00分

時給

4人 750円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)14時00分～19時00分
(3)17時00分～22時00分

33人 018-874-7160

不問
159人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-16006181

6ヶ月
雇用・労災

05010-16001581

店舗スタッフ【広面店】

〇店舗スタッフとしての業務に従事していただきます。
・レジでの接客
・本棚などの整理整頓
・本などの商品出し
・店内の簡単な清掃など

＊初心者の方でも丁寧に指導しますので、安心してご応募く
ださい。
＊労働時間については相談に応じます。

不問

他 株式会社　ＷＡＰ
その他

秋田県秋田市新屋比内町１７－３

その他
秋田県秋田市新屋比内町１７－３

26人 018-874-7160

不問
159人 秋田県秋田市

159人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-16000981

店舗スタッフ【川尻店】

〇店舗スタッフとしての業務に従事していただきます。
・レジでの接客
・本棚などの整理整頓
・本などの商品出し
・店内の簡単な清掃など
＊初心者の方でも丁寧に指導しますので、安心してご応募く
ださい。
＊労働時間については相談に応じます。

不問

他 株式会社　ＷＡＰ

店舗スタッフ【中野店】

〇店舗スタッフとしての業務に従事していただきます。
・レジでの接客
・本棚などの整理整頓
・本などの商品出し
・店内の簡単な清掃など
＊初心者の方でも丁寧に指導しますので、安心してご応募く
ださい。
＊労働時間については相談に応じます。

不問

他 株式会社　ＷＡＰ
その他

秋田県秋田市新屋比内町１７－３

25人 018-874-7160

不問

25人 018-874-7160

不問
159人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-15999181

雇用・労災
05010-16019581

店舗スタッフ【仁井田
店】

〇店舗スタッフとしての業務に従事していただきます。
・レジでの接客
・本棚などの整理整頓
・本などの商品出し
・店内の簡単な清掃など

＊初心者の方でも丁寧に指導しますので、安心してご応募く
ださい。
＊労働時間については相談に応じます。

不問

他 株式会社　ＷＡＰ
その他

秋田県秋田市新屋比内町１７－３

毎　週
秋田県南秋田郡五城目町上樋口字
熊野堂下４９ー１

7人 018-879-8331

不問
600人 秋田県南秋田郡五城目町

8人 秋田県秋田市

労災
05010-15996781

セルフガソリンスタンド
業務全般

○お客様への機械操作、タイヤ販売、案内、清掃等の業務全
般に従事していただきます。

・月１２０時間程度の勤務または１５０～１７０時間程度の
勤務（お問い合わせください）

＊勤務時間については相談に応じます。
・土日勤務のできる方（交替で休みあり）
＊イオンスーパーセンター五城目店の敷地内にあるセルフス
タンドでの勤務です。

不問

他 メガペトロ　株式会社　ペトラス五城
目店

中古車販売（パート）


○主に中古車販売業務

・内装や外装の掃除
・車検のための陸運局までの車の運転業務もあります

＊土、日勤務できる方希望します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ不可）

他 株式会社　ガレージＫＥＮ
毎　週

秋田県秋田市新屋元町４－３３

8人 018-874-9744

不問

4人 047-304-7381

不問
64人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

12020- 8384481

平成30年9月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16015081

靴の販売スタッフ（リー
ガルシューズ秋田店）

○リーガルシューズでの接客販売
　（レジ、靴のサイズ出し、フィッティング等）や
　清掃、品出しのお手伝いをお願いします。


＊未経験でもＯＫです。

不問

他 東北リーガルシューズ　株式会社
毎　週

千葉県浦安市日の出２丁目１－８

毎　週
秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

1,400人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16036781

事務系スタッフ（学務
課）

学務課において事務系スタッフとして次のような業務に従事し
ていただきます。

・「がん専門医療人材養成プラン」にかかわる講義や実習など
の準備、事務局の運営に関する業務

不問

土日祝 秋田大学医学部総務課

事務職

○事務職として従事していただきます。
・書類管理
・データ入力
・電話対応
・請求書・納品書作成
・簡単な経理
　出納簿作成　等

＊銀行用務（私用車使用／ガソリン代別途支給）

普通自動車免許

土日祝他 有限会社　ナガタ商店
毎　週

秋田県秋田市手形字中谷地６７－１
－２１

7人 018-827-5475

事務経験者
パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

不問
13人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-16030081

不問

水土日祝他 株式会社　美研ウッド
毎　週

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０－８

1人 018-881-1120

平成30年8月14日発行（平成30年8月13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

受付事務

○受付事務に従事していただきます。

・リフォーム相談等の受付（来客や電話の対応）
・ＰＣ操作（エクセル、ワード）による事務作業

＊リフォームに興味のある方歓迎です。

℡ 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 810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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～ 7時59分
(3)18時00分～ 8時00分

時給

1人 760円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～12時00分 就業場所

雇用・労災
05010-16017681

和菓子製造補助

○和菓子の製造補助の業務に従事していただきます。
・原料の計量作業、機械器具の洗浄などから始まり、慣れて
くると、実際の生菓子や焼き菓子作りにも従事していただき
ます。

＊技術を身につけることができます。お菓子作りに興味があ
る方・好きな方を希望します。
＊白衣貸与

不問

日他 株式会社　塚本商店　旭南高砂堂
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目１８－２５

19人 018-823-4021

不問

不問
40人 秋田県秋田市

28人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-16003781

不問

他 日本海警備保障　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋イサノ２丁目１４
－３

40人 018-865-0213

2ページ中 2ページ

平成30年8月14日発行（平成30年8月13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

警備員（施設警備）

○施設警備の業務です。
・建物の出入管理及び巡回等
・検品業務
・警備日誌の作成等
＊警備は常時２～３名体制です。
＊丁寧な接客、機敏な対応の出来る方を希望
＊土日祝日の勤務出来る方を希望
＊初心者の方は、先輩社員が丁寧に指導いたしますので、安心して
ご応募ください。
＊制服は貸与します。

　　　　●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．　８月１７日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　　２．　８月２０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　３．　８月２１日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　４．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　５．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　　６．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　７．　８月２７日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　　８．　８月２８日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　９．　８月２９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　１０．　８月３０日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　１１．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



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 186,600円～261,800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

2人 220,000円～260,000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

月給

2人 152,000円～217,000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 122,400円～122,400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 236,240円～440,640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

月給

1人 236,240円～440,640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

月給

1人 160,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)11時30分～20時30分

月給

1人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)11時30分～20時30分

月給

1人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)11時30分～20時30分

月給

1人 140,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

看護業務経験３年
以上

169人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16049381

・看護師
・普通自動車運転
免許（ＡＴ／ＭＴ）

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

5人 018-803-9011

平成30年8月15日発行（平成30年8月14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（訪問看護いず
み）

○訪問看護業務（秋田市内）
・訪問看護と付随する事務処理　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊訪問看護未経験の場合、慣れるまで同行訪問します。

＊社用車台数に限りがあるため、マイカーを使用することが
　あります。（業務使用のガソリン代別途支給）

看護師・准看護師（一
般職）
看護師（管理職）

○訪問看護ステーション笑咲
・訪問看護ステーションからご利用者様の自宅または入居施設を訪
問し、ケアプランやご利用者様の主治医の指示に基づく処理・対応
をします。
○看護小規模多機能型居宅介護事業所「笑咲」での看護業務及び
全体の管理業務に従事していただきます。
・ご利用者様の住宅へ訪問しケアプランや主治医の指示に基づく処
理対応をします。
〇サービス付き高齢者向住宅笑咲における看護業務
※業務には、マイカーを使用する場合あり

看護師免許・准看
護師
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　インフィニート笑咲
その他

秋田県秋田市添川字地ノ内９７－４４

45人 018-807-0132

不問
45人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16052781

人事担当

【人事部での採用業務や労務管理業務のお仕事です】
・新卒採用、中途採用の企画運営、試験対応、説明会対応
・社会保険、雇用保険等の加入及び喪失手続き
・各種人事証明書の発行
・人事面談の対応　など　
社外での業務もあります。（社有車ＡＴ車使用）
業務の都合によっては土日の勤務日もあります。（振替休日で対応）
柔軟性をもって臨機応変にご対応できる方を求めております
【働き方改革関連企業】秋田県男女イキイキ職場宣言事業所

不問

土日祝 株式会社　プレステージ・インターナ
ショナル　秋田ＢＰＯキャンパス毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２
西部工業団地内

1,404人 018-888-9120

パソコンの実務経
験（エクセル、ワー
ド）必須

2,576人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16047181

窓口販売・一般事務・
データ入力

・窓口販売。記録簿、作業服、オイル等の販売に伴うレジ入
力。
・売上等のＰＣデータ入力
・電話、来客応対
・銀行等への外出用務（社用車を使用）

自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田県自動車整備商工組合
毎　週

秋田県秋田市八橋大畑２丁目１２－
６３

6人 018-823-6546

パソコン操作（エク
セル等）

6人 秋田県秋田市
平成30年8月30日～平
成31年3月20日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16053881

総合職（空調衛生設備
技術者／未経験可）
［秋田・横手・大仙

建設現場における空調・衛生設備施工管理補助業務に従事
して頂きます。
（業者の段取り、作業員への指示、品質管理、工程管理、
　安全管理、打ち合わせ他）
＊未経験の方には丁寧に基本から教育させて頂きます。
＊未経験やブランクのある方も歓迎致します。
＊随時、各地域にて面接や会社説明会を行っております。
　予約や今後のスケジュール等はお気軽にご連絡ください。
＊就業場所は応相談させて頂きます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　メイジン
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
８　第１日本オフィスビル７階

87人 022-224-6841

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-55160681

総合職（土木技術者／
未経験可）［秋田・横
手・大仙］

建設現場における土木施工管理補助業務に従事して頂きま
す
（業者の段取り、作業員への指示、品質管理、工程管理、
　安全管理、打ち合わせ他）

＊未経験の方には丁寧に基本から教育させて頂きます。
＊未経験やブランクのある方も歓迎致します。
＊随時、各地域にて面接や会社説明会を行っております。
　予約や今後のスケジュール等はお気軽にご連絡ください。
＊就業場所は応相談させて頂きます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　メイジン
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
８　第１日本オフィスビル７階

87人 022-224-6841

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-55178681

アクセサリー雑貨販売
「ジュノ秋田店」アルス２
Ｆ

◆アクセサリー雑貨の販売及び商品管理などの業務に従事
します

※経験・能力などを考慮し、賃金の月額を決定します
※試用期間；３ヶ月間有ります（その間、賃金等同一条件）
※備考欄の応募方法を参照下さい
　≪急　募≫

不問

他 株式会社　インテレクション
その他

秋田県大館市字桂城１３

3人 090-2913-5009

不問
23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05030- 4151581

アクセサリー雑貨販売
管理職候補「ジュノ秋田
店」アルス２Ｆ

◆アクセサリー雑貨の販売及び商品管理などの業務に従事
します

※経験・能力などを考慮し、賃金の月額を決定します
※試用期間；３ヶ月間有ります（その間、賃金等同一条件）
※備考欄の応募方法を参照下さい

＊管理職候補としての募集です
　　　　≪急　　　募≫

不問

他 株式会社　インテレクション
その他

秋田県大館市字桂城１３

3人 090-2913-5009

不問
23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05030- 4152481

婦人服販売（管理職候
補）『ロぺピクニック秋
田店』

◆婦人服の販売および商品管理などの業務に従事していた
だ　きます

※経験・能力などを考慮し、賃金の月額を決定します
※試用期間；３ヶ月間あります（その間、賃金等同一条件）
※備考欄の応募方法をご参照ください

＊管理職候補としての募集です
　　　　≪急　　　募≫

不問

他 株式会社　インテレクション
その他

秋田県大館市字桂城１３

5人 090-2913-5009

不問
28人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05030- 4154881

中古車販売

〇中古自動車販売業務に従事していただきます。
・電話応対
・来店されたお客様の接客応対
・洗車
・店舗管理　等

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

月 有限会社　パキザ商事　秋田支店
その他

秋田県秋田市飯島穀丁１５－１０

0人 018-816-0588

不問
13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16043481

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

秋田市茨島１丁目１２－１６
◎ 紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんので、詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせ

ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承 くだ

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 190,000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)10時15分～19時15分 就業場所

月給

5人 120,000円～180,000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00分 就業場所

月給

5人 140,000円～220,000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) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 145,000円～175,000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00分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分

月給

1人 150,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

月給

1人 150,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

月給

1人 125,000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 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

1人 161,000円～272,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 162,750円～162,750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～16時30分 就業場所

月給

1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 18歳以上 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 195,500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00分～17時00分 就業場所

3ページ中 2ページ

平成30年8月15日発行（平成30年8月14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

【急募】ブライダルジュ
エリーコーディネーター
（秋田市）

＊ブライダルジュエリーのコンサルティング販売＊
　ご来店されたお客様のご希望を伺い、セレクトオーダース
　タイルで『世界にたった一つ』の婚約・結婚指輪をご提案
　、販売していただきます。
＊ルート営業＊
　提携している結婚式場等に定期的に訪問します。
＊店舗管理業務＊
　店舗運営のための簡単な事務作業をします。

不問

火水他 プリモ・ジャパン　株式会社
毎　週

東京都中央区銀座３丁目１５番地１０
号　菱進銀座イーストミラービル６階

3人 03-6226-6262

不問
762人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010- 1209382

営業

・生命保険、損害保険の商品販売
・顧客へのアフターサービス訪問
・契約に伴う各種資料（見積り等）作成

＊マイカーを使用していただきます（ガソリン代は通勤手当に
含まれます）。

普通自動車運転免
許

土日祝 合同会社　グッドラン
毎　週

秋田県秋田市御所野湯本２丁目１－
２秋田物流センター御所野Ａ－２

12人 018-853-1218

金融機関又は生命
保険営業経験（年
数問わず）

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16044781

介護員

〇各施設における介護業務に従事していただきます。
＊仕事の内容は配属先施設により異なりますが、一例として
下記の業務があります。面接にて詳細を説明いたします。
・入浴介護
・食事介助
・排泄介助
・レクレーション補助
・送迎業務（社用ＡＴ車使用）
・訪問介護　社用車または自家用車使用（ガソリン代支給）

他 有限会社　インフィニート笑咲

その他
秋田県秋田市茨島４丁目１１－３９

その他
秋田県秋田市添川字地ノ内９７－４４

45人 018-807-0132

45人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16045881

雇用・労災・健康・厚生
05010-16050581

美容師（アシスタント）

○美容業務
・スタイリストの補助業務
・パーマ、ヘアカラー等
・フェイシャルエステ／他業務に慣れてきたらお願いします
＊アジュバン化粧品取扱店
＊就業時間：（１）火・水・木・金・土
　　　　　　（２）日・祝日
＊試用期間３ヶ月（同条件）
＊Ａターン（Ｕ・Ｉ・Ｊターン）希望者歓迎

月他 有限会社　トリプルウィン　ＨＡＩＲ　ＬＡ
Ｂ　ＲＩＱ

2人 018-866-2990

不問

7人 018-823-1244

15人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　新星食品

給食の調理≪ゆうわの
里≫

○介護施設「ショートステイゆうわの里」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。
・朝食、夕食２４人分を１人で調理、昼食３４人分程度を
　２人で調理していただきます。

不問

他 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

不問
26人 秋田県秋田市

26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16057381

給食の調理【資格無】
≪御所野の森≫

○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。
・朝食、夕食３０人分を１人で調理、昼食３０人分を２人で調理
していただきます。

有限会社　インフィニート笑咲
その他

秋田県秋田市添川字地ノ内９７－４４

毎　週
秋田県秋田市八橋本町２丁目５－２
８

3人 018-866-2990

雇用・労災・健康・厚生
05010-16055181

雇用・労災・健康・厚生
05010-16058681

調理員

○下記の施設利用者の調理業務全般を担当していただきます。
・食事の調理（栄養士が作成した献立に基づき調理をします）
・配膳及び片付け　等
看護小規模多機能型居宅介護事業所「笑咲」
※１８名分を１～２人で調理
サービス付高齢者向住宅「笑咲」
※２６名分を２～３人で調理
シェアハウス「いこいの家」
※８名分を１人で調理

不問

他

2人 03-5442-2167

不問

45人 018-807-0132

不問
45人 秋田県秋田市

不問

土日祝 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

在籍出向／海上コンテ
ナ荷役機器・車輌の保
守点検整備／秋田

１．コンテナターミナル内における荷役機器・車輌の保守
　　点検整備および修理
２．ターミナル外施設における機器等の保守点検整備およ
　　び修理

＊高所作業有り
＊業務上必要な外部研修、資格取得費用は全額会社負担

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 ジャパンメンテナンスアンドリペア　株
式会社毎　週
東京都港区三田１－４－２８　
三田国際ビル１階

不問
14,000人 秋田県秋田市

39人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13040-96583781

薬剤等の成分分析【秋
田市】

○秋田市内の派遣先において、粉末や薬剤の成分分析（成
分測定）やＰＣ作業など

＊座り仕事です。
＊５～１０ｋｇの重量物を持つことがあります。
＊その他、付随する作業あり。

株式会社　シーリング・タカ
その他

秋田県秋田市将軍野向山９－２２

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

雇用・労災・健康・厚生
05010-16068581

平成30年8月20日～平
成30年10月14日 雇用・労災

05010-16062281

防水工作業員

・主に県内の建設現場（ビル、住宅他）において躯体の取り合
いや、目地の防水工事をコーキングガン（器具）を使用し作業
する仕事です。
・足場の上での作業になります。高所作業もあります。
・高所へ機材を手作業で運搬する作業もあります。
・現場は主に県内ですが、稀に県外もあります。（宿泊の場
合の費用は会社負担）
・現場へは、会社に出勤後まとまって向かいます。
＊社有車（ＡＴ車）あり。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他

不問

5人 018-857-2386

不問
5人 秋田県秋田市

日祝他 株式会社　鈴鉦組
その他

秋田市飯島新町二丁目５－４８

10人 018-846-1815

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護福祉士・介護
実務者研修受講・
介護職員初任者研
修受講のいずれか
必須

美容師免許
＊通信教育を受け
ながら美容師免許
を取得する意欲の
ある方であれば、
免許がなくても可能
です。

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16069481

土木作業員

○民間および公共の一般土木工事に従事していただきます。
・下水道工事、道路工事
・宅地造成工事、安全施設工事
・２ｔ～４ｔダンプトラック及び平トラック運転
（土や土砂、資材等の運搬）
・現場エリアは秋田市中心ですが、市外もあります。



普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
（重機資格あれば
優遇）（中型自動車
尚可）



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 136,425円～136,425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30分～16時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 135,000円～135,000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) 7時30分～16時30分

時給（月額換算）

1人 141,080円～141,080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)12時00分～20時30分 就業場所

平成30年8月15日発行（平成30年8月14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

クリーンスタッフ（（株）Ｓ
ＵＭＣＯ　ＪＳＱ事業部）

○（株）ＳＵＭＣＯ　ＪＳＱ事業部内の洗濯業務全般に従事
していただきます。
・各建物から洗濯物の回収
・洗濯作業
・洗濯終了後に各場所へ戻す

【６０代の方も応募可能です】

不問

他 大洋ビル管理　株式会社
毎　週

秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

3人 018-865-0601

不問
312人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16059981

クリーンスタッフ（山王
地区）

○館内の清掃に従事していただきます。
・トイレ、廊下、階段、喫煙所、食堂、事務所等の掃き拭き
・消耗品の補充（トイレットペーパー等）
・定期ワックス清掃補佐

＊制服貸与します。

＊未経験者入社時研修とその他研修があります。

不問

他 大洋ビル管理　株式会社
隔　週

秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

4人 018-865-0601

不問
312人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16060781

食器洗浄係（秋田厚生
医療センター）

○「秋田厚生医療センター」で食器洗浄係に従事していただ
きます。
・食器の洗浄及び収納
・調理器具等の洗浄及び調理室の清掃
・配膳車による配膳、下膳　等

不問

他 株式会社　光風舎

雇用・労災・健康・厚生
05010-16070281

毎　週
秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

22人 018-823-4116

不問
390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．　８月１７日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　　２．　８月２０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　３．　８月２１日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　４．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　５．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　　６．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　７．　８月２７日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　　８．　８月２８日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　９．　８月２９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　１０．　８月３０日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　１１．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

●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！

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                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．　９月　３日　ヤマト運輸㈱【荷受作業、軽作業】
　　２．　９月　４日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【デイサービス・ショートステイ介護職員　他】
　

『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

1人 1,100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 就業場所

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 750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 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1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

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)11時30分～20時30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)12時00分～18時00分 就業場所
(2)14時10分～20時10分

時給

5人 1,000円～1,300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 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

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 800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 雇用・労災

05010-16056081

その他
秋田県秋田市添川字地ノ内９７－４４

45人 018-807-0132

不問
45人 秋田県秋田市

44,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010-20160281

調理員

○下記の施設利用者の調理業務全般を担当していただきます。
・食事の調理（栄養士が作成した献立に基づき調理をします）
・配膳及び片付け　等
看護小規模多機能型居宅介護事業所「笑咲」
※１８名分を１～２人で調理
サービス付高齢者向住宅「笑咲」
※２６名分を２～３人で調理
シェアハウス「いこいの家」
※８名分を１人で調理

不問

他 有限会社　インフィニート笑咲

仕込（秋田市）

請負先事業所において、責任者の指示のもと
入院患者様への食事提供業務
仕込み作業及びその他付随する業務

＊入院患者数：４００名程度

＊雇用について
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

不問

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

30人 019-629-2384

不問

秋田県秋田市添川字地ノ内９７－４４

45人 018-807-0132

45人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16051481

18,791人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
21020-10707881

介護員

〇各施設における介護業務に従事していただきます。
＊仕事の内容は配属先施設により異なりますが、一例として
下記の業務があります。面接にて詳細を説明いたします。
・入浴介護
・食事介助
・排泄介助
・レクレーション補助
・送迎業務（社用ＡＴ車使用）
・訪問介護　社用車または自家用車使用（ガソリン代支給）

他 有限会社　インフィニート笑咲
その他

販売員（Ｓｅｒｉａ生活良
品　秋田サンフェスタ
店）

店舗での接客、商品陳列、レジ業務など
　未経験でも安心！　　
　　お店で働いた経験がなかったり、ブランクのある方でも大
丈夫！　　
　　初めての方でも働きやすい仕組みが整っています。　
　　働く時間が選べる！　　
　「週に１日」や「１日２時間」といった短時間でもＯＫ！　　
　　学生や子育て中の方でも気軽に働くことができます。　
　　キャリアアップ可能！

不問

他 株式会社　セリア
毎　週

岐阜県大垣市外渕２丁目３８番地

12人 0584-89-8858

不問

5人 090-2913-5009

不問
28人 秋田県秋田市

雇用・労災
05030- 4155281

労災
05030- 4153781

婦人服販売「ロぺピク
ニック秋田店」アルス２
Ｆ

◆婦人服販売および商品管理などの業務に従事していただ
きます

※経験・能力などを考慮し、時給額を決定します
※試用期間；３ヶ月間あります（その間、賃金等同一条件）
※勤務日数は週３日以上から相談に応じます
※勤務時間は１日６時間以上から相談に応じます
※備考欄の応募方法をご参照ください
　　≪　急　募　≫

不問

他 株式会社　インテレクション
その他

秋田県大館市字桂城１３

その他
秋田県大館市字桂城１３

3人 090-2913-5009

不問
23人 秋田県秋田市

1,543人 秋田県秋田市
～平成30年9月30日

雇用・労災
05010-16048081

アクセサリー雑貨販売
「ジュノ秋田店」アルス２
Ｆ

◆アクセサリー雑貨の販売及び商品管理などの業務に従事
します

※経験・能力などを考慮し、時給額を決定します
※試用期間；３ヶ月間有ります（その間、賃金等同一条件）
※就業時間は相談に応じます
※備考欄の応募方法を参照下さい
　≪急　募≫

不問

他 株式会社　インテレクション

普通銀行業務（中央市
場支店）

○銀行業務全般、その他内部業務、外訪
・一定期間経過後に必要な資格を取得していただきながら、
窓口業務や外訪をしていただきます。


＊当初は平成３０年９月３０日までの契約
　（以後６ヶ月毎の契約更新です）

不問

土日祝他 株式会社　北都銀行
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目１－４１

6人 018-833-4211

不問

30人 019-629-2384

パソコン基礎知識
44,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-20159481

12ヶ月
雇用・労災

05010-16061881

事務（秋田市）

請負先事業所において、責任者の指示のもと患者様への食
事提供に係る下記の業務を行っていただきます。
・栄養科内事務全般

＊入院患者数：４００名程度

＊雇用について
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

不問

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

秋田県秋田市卸町１丁目３－２　秋ト
協ビル２Ｆ

15人 018-853-5005

ワード・エクセル操
作可能な方

15人 秋田県秋田市

秋田県秋田市

労災
05010-16054281

事務兼労務コンサル
ティング補助

○事務
・社会保険・労働保険手続き（電子申請）
・給与計算（クラウドソフト）・助成金申請
○労務コンサルティング補助
・労務相談対応補助・賃金制度の構築
・助成金に関するアドバイス
＊丁寧に研修を行いますので、未経験でも安心です。
＊人とコミュニケーションをとるのが好きな方、新しい方法を考えて提
案するのが好きな方は適任です。
＊当社ＨＰより、仕事の様子をご覧いただけます。
◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 中小企業活性化サポート
毎　週

○訪問看護業務「笑咲」
・訪問看護ステーションからご利用者様の自宅または入居施設を訪
問し、ケアプランやご利用者様の主治医の指示に基づく処理・対応
をします。
○看護小規模多機能型居宅介護事業所「笑咲」での看護業務およ
び全体の管理業務に従事していただきます。
・ご利用者様の住宅へ訪問しケアプランや主治医の指示の基づく処
理、対応します。
〇サービス付き高齢者向住宅笑咲における看護業務
※業務には、マイカーを使用する場合あり。

看護師免許・准看
護師免許
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　インフィニート笑咲
毎　週

秋田県秋田市添川字地ノ内９７－４４

45人 018-807-0132

不問
45人

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護福祉士・介護
実務者研修受講・
介護職員初任者研
修受講のいずれか
必須

平成30年8月15日発行（平成30年8月14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

看護師・准看護師

℡ 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 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 不問 (1)18時30分～20時30分 就業場所
不問

44,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
03010-20161181

不問

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

30人 019-629-2384

2ページ中 2ページ

平成30年8月15日発行（平成30年8月14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

夜洗浄（秋田市）

請負先事業所において、責任者の指示のもと、洗浄業務、清
掃業務及びその他の付随する業務を行っていただきます。

＊入院患者数：４００名程度

＊雇用について
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

　　　　●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．　８月１７日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　　２．　８月２０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　３．　８月２１日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　４．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　５．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　　６．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　７．　８月２７日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　　８．　８月２８日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　９．　８月２９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　１０．　８月３０日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　１１．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

●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！

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                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．　９月　３日　ヤマト運輸㈱【荷受作業、軽作業】
　　２．　９月　４日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【デイサービス・ショートステイ介護職員　他】
　

『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
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

℡ 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
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



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間
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

℡ 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
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



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間
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

℡ 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
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



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間
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

℡ 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、応募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。
◎ 応募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
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



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 180,000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) 8時30分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

時給（月額換算）

2人 151,200円～151,200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15分 就業場所

月給

1人 160,000円～162,000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 44歳以下 (1) 6時00分～20時15分 就業場所
(2) 7時15分～21時00分
(3) 6時00分～13時45分

月給

1人 183,000円～233,000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) 9時30分～19時00分 就業場所
(2)10時30分～20時00分

時給（月額換算）

1人 193,600円～211,200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)10時00分～19時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

日給（月額換算）

1人 133,250円～133,250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

1人 200,000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 不問 (1)10時00分～18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

1人 145,000円～150,000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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-16078781

＊介護福祉士又は
介護職員初任者研
修修了者（ヘル
パー２級）
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（看護師、准看護師
資格保有者歓迎）

その他
秋田県秋田市新屋北浜町２０－６

5人 018-865-7622

不問
10人 秋田県秋田市

307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010- 1560482

清掃員【本社】

○清掃員として従事していただきます。
・入退居に伴うアパート、賃貸等の清掃
・建物新築改修に伴う引渡清掃
・定期清掃（事務所、店舗等）

＊夜間作業あり（店舗）
＊自動床洗浄機ポリッシャー等使用
＊移動には社有車使用
＊正社員への転換の可能性あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社　快晴リフレッシュ

ウレタン防水工事等／
秋田支店

学校や市役所の屋上・開放廊下・階段・運動場・ベランダ・バ
ルコニーなどへのウレタン塗膜防水工事
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査、地盤調査、地盤改良、床暖房、
瑕疵担保取次、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
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

10人 027-323-4487

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
10020-15132581

平成30年9月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16086481

美容業（秋田県秋田
市）

婚礼美容（ヘアー、メイク、着付）
一般美容（カット、カラーパーマ等）
エステ（フェイシャル、ボディー） 美容師免許

火他 株式会社　ル・ラピス
毎　週

群馬県高崎市柳川町７０　高崎グラ
ンビューホテル内　３Ｆ

毎　週
秋田県潟上市飯田川下虻川字八ツ
口７０

20人 018-877-2677

28人 秋田県潟上市

300人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
04010-55386181

訪問介護員（ホームヘ
ルパー）

○在宅で介護を必要とする方を対象に訪問し、介護サービス
を提供していただきます。
・食事準備や掃除、買い物等の生活援助、入浴、食事、排泄
介助等の身体介護業務に従事していただきます。
＊移動は原則、社用車使用しますが、マイカー使用の場合は
ガソリン代支給：２０円／Ｋｍ
　
働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言事
業所

土日祝 社会福祉法人潟上市社会福祉協議
会

（請）案内・受付スタッフ
［秋田市卸町］

仙台市内の家電量販店にて、ソフトバンク関連のインターネッ
ト回線やスマートフォンの案内や受付をおこなって頂くお仕事
です。

＊初めての方でも事前に研修があり、専任の担当がフォロー
をしますのでご安心下さい。


＊３ヶ月毎契約更新

不問

他 株式会社　ヒト・コミュニケーションズ
東北支社毎　週
宮城県仙台市青葉区中央４丁目１０
－３　仙台キャピタルタワー２階

1人 022-721-9777

不問

3人 03-3478-5273

不問
3,700人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13070-78300181

雇用・労災・健康・厚生
03010-20190981

婦人服の販売（秋田西
武ミッシェルクラン）

パリのミッシェルクランのファーストラインにクラン氏のインス
ピレーションを提案したブランド『ミッシェルクラン』のお洋服を
販売するお仕事です。 不問

他 イトキン株式会社
その他

東京都渋谷区千駄ヶ谷３－１－１

その他
岩手県盛岡市中央通３丁目１番２号
盛岡第一生命ビル　２Ｆ

29人 019-625-0111

不問
8,600人 秋田県秋田市

11人 秋田県秋田市
平成30年9月18日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16092981

航空保安検査員／マイ
カー通勤可（秋田空港）

◆飛行機に搭乗されるお客様の手荷物検査や金属探知機で
のボディチェックを主体とした業務です。５名１組のチーム制
でローテーションしながら勤務します。
※１８～４０歳代を中心に活躍中。
　未経験者でも時間をかけて安心して教育を行います。
　自宅通勤可（マイカー通勤可能・駐車場あり）

不問

他 株式会社　セノン　みちのく支社

一般事務

　○職業能力開発法に基づく国家検定試験及び職業訓練
　（講習）に関する業務

　・電話、来客応対
　・書類作成
　・受検票の発行　等
　・公用車での外出用務あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田県職業能力開発協会
毎　週

秋田県秋田市向浜１丁目２－１

11人 018-866-7844

パソコン操作（ワー
ド、エクセル、一太
郎）
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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

看護師または准看護師
（急募）

○一般の外来診療において看護業務全般を行っていただき
ます。
・診療介助
・採血、注射
・消化器科の検査（内視鏡、超音波検査）の準備、介助

＊パートタイム希望者の方もご相談に応じます

看護師または准看
護師

日祝他 遠山医院
その他

秋田県秋田市横森５丁目２１－１８

5人 018-833-6000

看護師または准看
護師の実務経験３
年以上

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16090381

℡ 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．　８月１７日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　　２．　８月２０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　３．　８月２１日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　４．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　５．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　　６．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　７．　８月２７日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　　８．　８月２８日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　９．　８月２９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　１０．　８月３０日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　１１．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

●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！

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                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．　９月　３日　ヤマト運輸㈱【荷受作業、軽作業】
　　２．　９月　４日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【デイサービス・ショートステイ介護職員　他】
　

『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

1人 1,000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) 8時30分～12時30分 就業場所
(2)14時00分～18時00分

日給（時給換算）

1人 755円～771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)17時15分～21時15分 就業場所
(2) 8時30分～21時15分

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)17時00分～20時00分 就業場所

時給

3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 就業場所

時給

1人 740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)17時30分～21時30分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分
(3)13時30分～17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 (1) 9時00分～12時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,125円～1,125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～18時00分 就業場所

時給

3人 850円～850円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 7時00分～11時00分
(3)12時00分～16時00分

14,000人 秋田県秋田市
平成30年8月20日～平
成30年10月14日 雇用・労災

05010-16085581

米を炊く釜の洗浄作業
【秋田市】

〇秋田市内の食品工場において、米を炊く釜を洗う作業をし
ていただきます。

※釜は重さがあり、力仕事になります。

※その他、付随する作業あり。

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問

20人 03-5408-9277

不問
300人 岩手県盛岡市

6ヶ月
労災

13040-96788281

～平成31年2月28日
労災

07010-12554981

改装スタッフ（岩手エリ
ア）

当社エリア担当スタッフからの指示により、大手量販店（スー
パー・ホームセンター・ドラックストア等）にてパンソニック商品
（電池・電球・ＬＥＤ）の売場の改装（棚替え等）を行います。
主に新店舗で１日作業になり、直行直帰となります。
入社後、ＯＪＴ研修ありますので、未経験の方でも安心して応
募下さい。

普通自動車免許

土日祝他 株式会社　ティジェイオペレーション
センター毎　週
東京都港区西新橋３－２５－３３　Ｎ
Ｐ御成門ビル１階

その他
福島県福島市太平寺字堰ノ上５８

39人 024-545-2215

不問
1,550人 秋田県秋田市

530人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-16080181

商品補充担当（ダイ
ユーエイト秋田寺内店）

・ホームセンターの商品補充担当
・入荷商品の補充、陳列

（水・木・金・土の週４日勤務）

不問

月火日 株式会社ダイユーエイト

施設受付事務および販
売スタッフ（道の駅あき
た港）

Ａ「道の駅あきた港」における遅番業務（施設巡回・受付事
務・電話対応・会計業務等）
　＊ポートタワーセリオンもしくはセリオンプラザ
Ｂ「道の駅あきた港」における販売補助・商品補充・片付け業
務　等々に従事していただきます
　＊セリオンリスタが中心
Ａの就業時間は（１）が中心、Ｂの就業時間は（２）
か（３）もしくは（２）（３）の連続勤務の場合あり
＊雇用期間は年度毎の更新となります

不問

他 株式会社　秋田東北ダイケン
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目２－３２　山
二ビル５階

30人 018-832-0401

不問

10人 027-323-4487

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
10020-15135881

6ヶ月
労災

05010-16082381

美容業（秋田県秋田
市）

婚礼美容（ヘアーメイク、着付）
一般美容（カット、カラー、パーマ等）
エステ（ボディー、フェイシャル） 不問

他 株式会社　ル・ラピス
毎　週

群馬県高崎市柳川町７０　高崎グラ
ンビューホテル内　３Ｆ

毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ８５番地

4人 018-864-6106

不問
5,000人 秋田県秋田市

26人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010-16071181

靴、関連商品の接客販
売

○靴および関連商品の接客販売業務全般に従事していただ
きます。
・接客、販売、レジ操作、商品管理　等

＊土日祝日勤務可能な方を希望します。
＊指導いたしますので未経験の方の応募も歓迎いたします。
＊荷物の運搬もあり体力が必要です。
＊制服貸与します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 東京靴流通センター　新国道店

日直業務

・窓口受付、使用料徴収、物品貸出、施設内巡回

＊就業時間（１）火～金曜日（休憩なし）
　　　　　（２）土・日・祝祭日

＊就業時間（１）（２）を３人でのシフト制（１ヶ月単位の変形労
働時間制）週２０時間未満での勤務（雇用保険適用外）

不問

月他 秋田県スポーツ科学センター
その他

秋田県秋田市八橋運動公園１－５

26人 018-864-7911

不問

看護師または准看
護師の実務経験３
年以上

5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16091681

看護師または准看
護師

日祝他 遠山医院
その他

秋田県秋田市横森５丁目２１－１８

5人 018-833-6000
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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

看護師または准看護師
（急募）

○一般の外来診療において看護業務全般を行っていただき
ます。
・診療介助
・採血、注射
・消化器科の検査（内視鏡、超音波検査）の準備、介助

℡ 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．　８月１７日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　　２．　８月２０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　３．　８月２１日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　４．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　５．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　　６．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　７．　８月２７日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　　８．　８月２８日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　９．　８月２９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　１０．　８月３０日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　１１．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

●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！

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                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．　９月　３日　ヤマト運輸㈱【荷受作業、軽作業】
　　２．　９月　４日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【デイサービス・ショートステイ介護職員　他】
　

『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

月給

1人 226,750円～256,750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～234,000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

月給

2人 130,000円～250,000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00分 就業場所

月給

3人 144,800円～205,000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30分～17時15分 就業場所
(2)16時30分～ 9時00分

日給（月額換算）

1人 151,200円～151,200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00分～17時00分 就業場所

月給

2人 135,000円～135,000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 就業場所

月給

2人 147,283円～193,252円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分

時給（月額換算）

1人 137,600円～154,800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 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

時給（月額換算）

1人 137,600円～154,800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 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

月給

1人 164,000円～164,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

不問
314人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16119181

看護師　または　准
看護師

他 株式会社　虹の街　やすらぎの郷
その他

秋田県秋田市泉中央５丁目１－１６

45人 018-838-4500

平成30年8月17日発行（平成30年8月16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

看護師・准看護師
（ショートスティ）

○ショートスティご利用のお客様の看護業務全般に従事して
頂きます。（利用者定員２８名です）
・バイタルチェック
・服薬確認
・医療機関との連携報告等
・お客様に対し質の高いサービスが提供できるよう会社全体
　で様々な研修に力を入れております。


看護師

○施設利用者及び職員の健康管理を行います。
・定期健康診断、体重測定、血圧測定
・通院の付添い（社用車使用）や内服管理等
・嘱託医や関係医療機関、利用者と家族等へ医務に関する連絡調
整。
・医薬品、医療設備の管理保管
・衛生品の受払い
・感染予防のための情報収集と所内研修の実施
・リハビリテーションマネジメントの計画と実践
（理学療法士との連絡調整）

看護師
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　秋田県身体障害者
福祉協会　障害者支援施設　秋田その他
秋田県秋田市下北手柳館字前田面
１３４

37人 018-831-8010

パソコン操作（ワード・エ
クセル程度）※病院・福
祉施設等の勤務経験あ
ればなお良いが、未経
験者でも応募可。

48人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16128081

生活支援員

◯平成２９年１１月１日に開設した生活介護事業所で、
　通所利用者様の支援をしていただきます。

・食事、入浴、排泄等の生活介護サービスの提供。
・利用定員は３０名です。



不問

日祝他 社会福祉法人　友遊会
その他

秋田県秋田市飯島道東１丁目５－１

7人 018-887-7222

不問
128人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16112681

生活支援員

○障害者支援施設で施設入所支援、生活介護を行っています
・施設入所・生活介護においては、利用者の身辺介護、身体的支
援、創作活動や機能回復訓練の支援を行います。
・利用者に関わる手続きの支援や支援記録（支援システムへの入
力）をします。
・利用者の送迎支援や行事企画等を行います。
※夜勤勤務あり（月４～５回）
※パソコン操作
※高齢者または障害者の支援経験あればなお良いが、未経験者
でも応募可。

他 社会福祉法人　秋田県身体障害者
福祉協会　障害者支援施設　秋田その他
秋田県秋田市下北手柳館字前田面
１３４

37人 018-831-8010

48人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-16127181

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
介護職員初任者研
修（またはホームヘ
ルパー２級）必須
介護福祉士、社会
福祉士、実務者研
修あれば尚可

一般事務

○事務一般業務に従事していただきます。
・経費伝票等の整理
・専用パソコンでの給与計算
・電話応対、来客対応
・事務所内の清掃
・外出用務（官公庁への書類の提出）
＊正社員登用制度有
＊社用車（ＡＴ車・ＭＴ車あり）使用又は自家用車（ガソリン代
支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 太平林産　株式会社
毎　週

秋田県秋田市楢山南新町下丁５３－
５

5人 018-835-7081

パソコン操作の可
能な方
事務経験者尚可

5人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-16095781

総務・経理事務

○事務所内で主に総務・経理事務業務全般に従事していた
だきます。
・電話受付　   ・給与計算
・備品管理、発注
・銀行用務、社会保険関係、求人関係　
・その他、総務関係に付随する業務
＊土・日・祝日勤務可能な方
＊雇用期間：本人の勤務状況等により６ヶ月毎の更新あり
＊運転免許ある場合は外出用務あり、社用ＡＴ車使用

不問

他 株式会社　二十二　天然温泉　ホテ
ルこまちその他
秋田県秋田市卸町１－２－３

50人 018-865-0001

不問
172人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16123481

一般事務

農業保険法に基づき、農家・組合員に対し当組合で行う農作
物、家畜、果樹、畑作物、園芸施設、建物、農機具共済事業
及び収入保険の加入推進と、その引受、共済金の支払いに
関する業務を担当する。


＊平成２９年６月１日、秋田広域農業共済組合と仙北農業共
　済組合が合併し、秋田県農業共済組合を設立。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田県農業共済組合
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目４－５０

171人 018-825-7311

不問
171人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16097281

レンタカー店スタッフ
（秋田空港店）

○レンタカーの車両納車又は引取りをする仕事です。
・店舗では常に出入りしている車両をお客様に即座に提供出
　来る様、車両を洗車したり室内清掃をしていただきます。
・その他業務（電話応対、カウンター業務、秋田空港～店舗
間の送迎等）についても、周りのスタッフが指導いたしますの
で、初心者の方でもやりやすい仕事です。

＊働き方改革関連認定企業【秋田県男女イキイキ職場宣言
事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　山二
その他

秋田県秋田市中通２丁目２－３２

7人 018-833-6611

不問
360人 秋田県秋田市

～平成31年3月15日
雇用・労災・健康・厚生

05010-16115481

レンタカー店スタッフ
（秋田新国道店）

○レンタカーの車両納車又は引取りをする仕事です。
・店舗では常に出入りしている車両をお客様に即座に提供出
　来る様、車両を洗車したり室内清掃をしていただきます。
・その他業務（電話応対、カウンター業務、車両移動）につ
　いても、周りのスタッフが指導しますので、初心者の方で
　もやりやすい仕事です。

＊働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　山二
その他

秋田県秋田市中通２丁目２－３２

8人 018-833-6611

不問
360人 秋田県秋田市

～平成31年3月15日
雇用・労災・健康・厚生

05010-16116781

鋳物の組立

【仕事の内容】
・水道部品の組立作業に従事して頂きます。
・製品の種類はいくつかありますが、作業内容は同じです。

＊未経験の方でも十分な指導を行います。

＊作業服、安全靴等　仕事に必要な物は会社から支給致し
ま　す。

不問

日祝他 北光金属工業　株式会社
その他

秋田市向浜１丁目７－１

178人 018-863-0004

不問
212人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16106981

℡ 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 243,400円～287,800円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 8時45分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

2人 172,800円～237,600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

月給

1人 140,000円～170,000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 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～12時00分

2ページ中 2ページ

平成30年8月17日発行（平成30年8月16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

修理・メンテナンス

医療機器（滅菌器・洗浄器）の修理や保守点検等のメンテナ
ンス業務

普通自動車運転免
許

土日祝 サクラ精機　株式会社
毎　週

東京都中央区新川１－２５－１２　新
川フロンティアビル

1人 03-3553-8021

不問
430人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010- 2341082

塗装工及び足場工事
工

○塗装、足場工事を中心とした建設現場での作業です。
・作業内容によって、指定場所への現地集合となることも
　あります。
・現場での昇り降り、重量物の運搬などに体力が必要です。



普通自動車運転免
許（通勤用）

日他 細川塗装
毎　週

秋田県南秋田郡井川町北川尻字下
田面八十刈６９－１２

2人 018-874-8973

不問
2人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災
05011- 1106581

配達員（本店・クリクラ）

○クレヨンしんちゃんでおなじみのクリクラ（ミネラルウォー
ター）の定期配達です。
・一般家庭や事業所への配達です
・１本の容量は１２リットルです

＊社有車を使用します（軽ワゴン車、ハイエース）
＊秋田市内が中心ですが、由利本荘市等もあります
＊１日３０件程度の配達です

普通自動車免許
ＡＴ限定可

日祝他 株式会社　サンシーアイ
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央６丁目１０
番１０号

23人 018-845-0422

雇用・労災・健康・厚生
05010-16126281

不問
52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．　８月１７日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　　２．　８月２０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　３．　８月２１日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　４．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　５．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　　６．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　７．　８月２７日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　　８．　８月２８日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　９．　８月２９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　１０．　８月３０日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　１１．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

●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！

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                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．　９月　３日　ヤマト運輸㈱【荷受作業、軽作業】
　　２．　９月　４日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【デイサービス・ショートステイ介護職員　他】
　

『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

1人 1,300円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～12時45分 就業場所

時給

1人 1,000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)13時30分～17時30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

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～19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

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～21時00分 就業場所
(2)16時00分～20時00分
(3)15時00分～19時00分

時給

3人 850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)13時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 870円～870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00分～12時30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
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時30分～19時00分 就業場所
(2) 6時00分～14時00分

時給

1人 780円～870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～14時00分 就業場所
(2)14時00分～20時00分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～12時30分 就業場所
(2) 5時00分～ 9時45分

時給

2人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所
(2)12時00分～16時00分

50人 018-865-0001

不問
172人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-16120681

6ヶ月
労災

04010-55632481

施設業務【５時間勤務】

〇主に客室の布団を敷く仕事を担当していただきます。

・和室一部屋につき５～８組の布団を敷く
・他に、タオルや館内着をたたむ作業など、付随する作業が
あります。

不問

他 株式会社　二十二　天然温泉　ホテ
ルこまちその他
秋田県秋田市卸町１－２－３

毎　週
宮城県仙台市太白区柳生１丁目１１
－８　仙光ビル３階

9人 022-306-3241

不問
17,000人 秋田県秋田市

8,000人 秋田県秋田市
～平成31年8月31日

労災
04010-55625781

（請）調理補助［秋田
市］

有料老人ホーム厨房での勤務
入居者の方へ朝昼夕８０食程のお食事提供のお仕事です。
調理、盛り付け、配膳、洗浄、仕込みなど家事の延長のよう
な作業内容です。
シフト制の勤務体制なので平日休みも取りやすく、自分の時
間も確保できます。
＊交通費全額支給　　　＊マイカー通勤可
＊各種保険完備　　　　＊制服支給あり
＊食事手当あり

不問

他 株式会社　ＬＥＯＣ　東北支社

（請）調理補助及び洗
浄［秋田市］

就業場所において食事の盛り付け、配膳、食器洗浄、後片付
け、清掃等の業務。


＊１年毎の契約更新（９／１基準日）

不問

他 日本ゼネラルフード　株式会社　東北
営業所毎　週
宮城県仙台市宮城野区榴岡１丁目６
－３７　ＴＭ仙台ビル３階

6人 022-385-6601

不問

3人 018-888-1333

給食業務経験者
12,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16124781

6ヶ月
雇用・労災

05010-16093581

調理員（ショートステイ
牛島
）

○ショートステイ施設における調理作業全般を担当していた
だきます。
・検収、下処理、調理、盛り付け、洗浄、下膳等
・その他、付随する業務

＊４０食程度／１回

＊就業時間（１）または（２）どちらか一方だけでも可。

調理師免許または
栄養士免許

他 株式会社　メフォス　北東北事業部
秋田支店その他
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバースビル６Ｆ

その他
秋田県秋田市飯島西袋１丁目１番１
号

876人 018-880-3000

不問
5,138人 秋田県秋田市

128人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-16113981

調理員（パート）

・野菜を切ったり、洗ったりする調理補助作業
・食器洗浄、配膳、下膳。
・時間のかぶりがありますが、常時１５～１８人で対応してい
ます。

＊雇用期間は６ヶ月毎の契約更新　

※勤務時間についてご相談可能です。

不問

他 秋田厚生医療センター

介護職員（特別養護老
人ホーム飯島）

○ユニット型の特別養護老人ホームです。
・定員は８０名で、１ユニット１０名の対応になります。

・高齢者、認知症高齢者の介護業務を行っていただきます。
・入浴介助（１日１０名前後の対応）が中心です。



ヘルパー２級（介護
職員初任者研修）
以上（介護福祉士
あれば尚可）

他 社会福祉法人　友遊会
毎　週

秋田県秋田市飯島道東１丁目５－１

45人 018-887-7222

不問

50人 018-865-0001

不問
172人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-16122581

12ヶ月
雇用・労災

05010-16121981

事務所内受付【４時間
勤務】

○事務所内で受付業務全般に従事します。
・電話予約、宴会受付、宿泊確認　他

＊土・日・祝日の勤務可能な方

＊雇用期間：本人の勤務状況等により６ヶ月毎の契約更新

不問

他 株式会社　二十二　天然温泉　ホテ
ルこまちその他
秋田県秋田市卸町１－２－３

その他
秋田県秋田市卸町１－２－３

50人 018-865-0001

不問
172人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-16114581

総務補助【４時間勤務】

〇事務所内で主に総務補助業務全般に従事していただきま
す。
・総務補助
・書類・備品の保管・管理
・電話予約受付、宴会受付、宿泊確認　他

＊土・日・祝日勤務可能な方

＊雇用期間：１年毎の契約更新

不問

他 株式会社　二十二　天然温泉　ホテ
ルこまち

保育

○保育補助を行っていただきます。
　対象年齢は０～２歳児です。
 保育士免許（必須）

土日祝他 小規模保育事業所　もりのらくえん
毎　週

秋田県秋田市桜３丁目９－３

8人 090-4631-1960

不問

看護師業務又は准
看護師業務３年以
上

10人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-16110081

看護師又は准看護
師

日祝他 三浦整形外科医院
な　し

秋田県秋田市中通６丁目１－２４

10人 018-834-1441

平成30年8月17日発行（平成30年8月16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

看護師・准看護師（整
形外科診療所）

○整形外科診療所における外来看護業務等に従事していた
だきます。
・具体的には、患者様の誘導、診察、処置及びレントゲン撮影
の介助、リハビリテーションの介助や採血、注射等になりま
す。

＊整形外科での勤務経験と電子カルテ使用経験があれば尚
可です。
＊白衣貸与いたします。

℡ 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

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15分～ 9時45分 就業場所
(2)16時15分～17時45分

時給

3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)17時00分～22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) 8時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 760円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

3人 022-385-6601

不問
8,000人 秋田県秋田市

～平成31年8月31日
労災

04010-55624481

雇用・労災
05010-16107581

（請）食器洗浄及び清
掃［秋田市］

就業場所において、食器洗浄、後片付け、清掃等の業務。



＊年度毎契約更新（基準日９月１日）

不問

土日祝他 日本ゼネラルフード　株式会社　東北
営業所毎　週
宮城県仙台市宮城野区榴岡１丁目６
－３７　ＴＭ仙台ビル３階

隔　週
秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

2人 018-865-0601

不問
312人 秋田県秋田市

51,339人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
13130-26500481

クリーンスタッフ「東北
電力　（株）秋田電力セ
ンター」

・館内（事務所、廊下、食堂、トイレ等）の清掃（掃き、拭き、掃
除機がけ）
・ごみ回収（各ごみ箱から回収し、集積所に集める）
・床面ワックス清掃、機械操作（ポリッシャー等）

＊制服貸与
＊未経験者入社時研修とその他の研修あります

【６０代の方も応募可能です】

不問

日祝他 大洋ビル管理　株式会社

軽四セールスドライ
バー職（秋田営業所）
秋田市（長期）

＊軽自動車（会社所有）で小口荷物を配達して頂くお仕事で
す。



普通自動車運転免
許以上（ＡＴ限定
可）

他 佐川急便株式会社
その他

東京都江東区新砂２－１－１７

133人 0120-789-635

不問

不問
180人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010-16125881

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
（大型免許あれば
なお可）

日他 社会福祉法人　いずみ会
毎　週

秋田県秋田市泉菅野２丁目１７－１１

81人 018-896-5880

2ページ中 2ページ

平成30年8月17日発行（平成30年8月16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

運転員（ウェルビューい
ずみ）

○「ウェルビューいずみ共生デイサービスセンター」での
　利用者の送迎業務を担当して頂きます。
・ワゴン車又は乗用車（ＡＴ・ＭＴあり）を使用

＊就業時間は１日３時間、（１）（２）両方の勤務です。
＊３人でシフトを組んでの勤務となります。

　　　　●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．　８月１７日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　　２．　８月２０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　３．　８月２１日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　４．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　５．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　　６．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　７．　８月２７日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　　８．　８月２８日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　９．　８月２９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　１０．　８月３０日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　１１．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



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 200,000円～369,500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30分～17時30分 就業場所

月給

2人 200,000円～369,500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30分～17時15分 就業場所

月給

2人 190,000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～20時30分 就業場所
(2) 8時30分～13時30分
(3)15時30分～20時30分

月給

2人 190,000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～20時30分 就業場所
(2) 8時30分～13時30分
(3)15時30分～20時30分

月給

1人 200,000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 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

4人 149,000円～180,000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 177,600円～177,600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45分～17時45分 就業場所

時給（月額換算）

1人 124,184円～124,184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～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

時給（月額換算）

1人 134,784円～134,784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 59歳以下 就業場所

時給（月額換算）

1人 147,560円～147,560円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時40分～18時40分 就業場所
(2)11時10分～20時10分

装置、設備等の電
気制御設計実務経
験

150人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-55802881

不問

土日祝他 東日本スターワークス　株式会社　仙
台テクニカルセンター毎　週
宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－
３　仙台マークワンビル１９階

1人 022-726-5633

平成30年8月20日発行（平成30年8月17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

（派）電気制御設計［秋
田市］

機械部品製造装置の電気制御設計業務をご担当頂きます。

会社説明会を毎週月曜・水曜・金曜、何れも弊社各事業所に
て、１４時・１７時・１９時より開催しております。
※完全予約制につき、希望日前日１８時までご連絡下さい。
※説明会参加が応募条件ではありません。

（派）解析・評価［潟上
市］

半導体製造装置の機能解析・評価業務をご担当頂きます。

会社説明会を毎週月曜・水曜・金曜、何れも弊社各事業所に
て、１４時・１７時・１９時より開催しております。
※完全予約制につき、希望日前日１８時までご連絡下さい。
※説明会参加が応募条件ではありません。

不問

土日祝他 東日本スターワークス　株式会社　仙
台テクニカルセンター毎　週
宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－
３　仙台マークワンビル１９階

1人 022-726-5633

設備機械、装置等
の解析評価実務経
験

150人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
04010-55809581

歯科衛生士（ふただ歯
科クリニック）

○歯科衛生士業務及び関連業務に従事していただきます。
・保険指導、予防処置、診療補助、メンテナンス担当
　インプラントアシスタント業務
・電話応対、データ入力
・その他付随する業務
・往診補助（担当制）
＊ユニホーム貸与、サンダル購入費補助あり。
＊経験の浅い方にも丁寧に指導いたします。
＊資格取得のためのセミナー参加費補助、取得後の手当支給
　など、キャリアアップの支援体制が充実しております。

歯科衛生士免許

日祝他 医療法人社団　宝樹会
その他

秋田県潟上市天王字二田２１９－１２
２

16人 018-870-6482

不問
61人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16151181

歯科衛生士（城東歯科
クリニック）

○歯科衛生士業務及び関連業務に従事していただきます。
・保健指導、予防処置、診療補助、メンテナンス担当
　インプラントアシスタント業務）
・電話応対、データ入力
・往診補助（担当制）
・その他付随する業務
＊予防措置・ホワイトニング専任スタッフも募集
＊ユニホーム貸与、サンダル購入補助あり。
＊経験の浅い方にも丁寧に指導いたします。

歯科衛生士免許

日祝他 医療法人社団　宝樹会
その他

秋田県潟上市天王字二田２１９－１２
２

22人 018-870-6482

不問
76人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16155981

総合職≪急募≫

○支店運営に関する業務全般

・商品の配送、回収
（ルートにより訪問事業所は決まっています）
・会社や一般家庭などのクリーニング
・業務管理など
・運営管理など

＊社用車（軽ワンボックス・ＡＴ車）使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　最上屋
毎　週

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－２４

19人 018-845-4970

不問
105人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16154681

家財保険受付業務（９
時～１８時）

〇賃貸物件に入居する際の家財保険の受付業務
・保険代理店で加入手続きされた内容の、システム入力等の
事務処理の他、代理店からの問い合わせに対応する業務な
ど
＊ほとんどの方が未経験からのスタートです。
　しっかりとした研修制度でサポートしています。

◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆
＊働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所

不問

日祝他 株式会社　プレステージ・インターナ
ショナル　秋田ＢＰＯキャンパス毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２
西部工業団地内

1,404人 018-888-9120

基本的なパソコン
操作（文字入力程
度）

2,576人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16134281

≪急募≫経理事務（秋
田市）

派遣先事業所において下記の業務を行っていただきます。
・Ｗｅｂ制・広告デザイン会社での小口管理や経費処理などの
経理システムを使用した経理事務のお仕事です。

＊産休代替のため最長でもＨ３１年３月上旬までの期間限定
となります。

不問

土日祝他 株式会社　パソナ　パソナ・盛岡
毎　週

岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９－１
マリオス　１３階

0人 019-621-5088

経理実務経験
Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ基本
操作

8,692人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～平
成30年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

03010-20285681

経理事務員

○一般事務及び会計事務業務に従事していただきます。
・主にパソコンによる入力、出力作業（エクセル・ワード）
・売上、経費管理、伝票処理　等
・電話、来客応対
・その他付随する業務

不問

日祝他 株式会社　スカイランドリー（ホワイト
急便）その他
秋田県秋田市寺内字イサノ１９－１

4人 018-862-3639

パソコン操作の出
来る方（エクセル・
ワード）
（経理経験者尚可）

50人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-16164981

受付フルタイム（泉南２
丁目店）

○直営店でのクリーニング受け渡し業務に従事していただき
ます。
・商品整理
・受付商品へのタグ付け
・仕上り品の顧客ごとの整理
・店内の装飾
・その他付随する業務

【９月下旬オープン予定】

不問

他 株式会社　スカイランドリー（ホワイト
急便）毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ１９－１

0人 018-862-3639

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16161081

接客・販売

○レディースファッションの接客、販売に従事していただきま
す。
・勤務時の洋服は自由です（洋服の支給や購入はありませ
ん）

不問

他 株式会社　さきがけプラスＡ
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

接客経験
3人 秋田県秋田市

平成30年9月21日～平
成30年12月20日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16139981

℡ 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 160,000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 不問 (1) 9時45分～19時00分 就業場所

月給

1人 160,000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 不問 (1) 9時45分～19時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～220,000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～17時30分 就業場所

月給

5人 203,000円～315,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

2人 191,500円～371,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 134,750円～143,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時30分～15時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

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

3人 150,000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 不問 (1) 7時10分～16時10分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

時給（月額換算）

1人 130,200円～147,560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

月給

1人 140,120円～220,080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 18歳以上 就業場所

時給（月額換算）

1人 172,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

4ページ中 2ページ

平成30年8月20日発行（平成30年8月17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

ショップスタッフ：ソフト
バンク土崎港、ワイモ
バイル土崎港

＊ソフトバンク店舗におけるショップスタッフ
・ケータイ電話などの販売
・アフターサービス業務
・お客様接客業務
・商品管理業務


雇用・労災・健康・厚生
05010-16136081

不問

他 株式会社エス・ティー・シー
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町家ノ下３
７－１

5人 018-880-0188

5人 018-880-0188

不問

不問
21人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　秋田味商

ショップスタッフ：ソフト
バンク新国道

＊ソフトバンク店舗におけるショップスタッフ
・ケータイ電話などの販売
・アフターサービス業務
・お客様接客業務
・商品管理業務

不問

他 株式会社エス・ティー・シー
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町家ノ下３
７－１

営業経験（業種問
わず）パソコン操作
（ワード、エクセル、
Ｅメール）

18人 秋田県潟上市

21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16137381

営業（比内地鶏加工品
の販売営業）

○卸売業者、お土産店等への営業全般を担当していただき
ます。
　主に県内の取引先への営業、新規開拓となります。県外の
営業や出張もあります。（展示会等での出店、販売業務含む）

＊その他付随する業務として、商品の納品業務（平均１５ｋｇ
～２０ｋｇ程度）もあります。

＊営業活動には社有車を使用します。

株式会社　常盤メディカルサービス
秋田営業所その他
秋田県秋田市寺内油田２丁目６－１
８

その他
秋田県潟上市天王字江川２１－２

18人 018-870-6200

雇用・労災・健康・厚生
05010-16173581

平成30年9月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-16147981

営業職（秋田営業所）

○既存お客様を中心としたルート営業に従事していただきま
す。
・一般用医薬品、サプリメント、化粧品等を扱います

※研修期間２ヶ月程度あり。社内研修（商品研修）
　　　　拡張同行研修、入れ替え同行研修

＊社用車（ＡＴ）での活動となります。
＊研修期間あり（２ヶ月）
＊主に秋田県中心部が営業エリアとなります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他

018-862-5511

7人 018-880-5930

不問
361人 秋田県秋田市

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）必須
・電気または管工
事施工管理技士、
冷凍空調機器施工
技能士、昇降機検
査資格者、自家発
電設備専門技術者
等の資格　＊一部
のみでも可

不問

他 株式会社Ａ・Ｓ・Ｆショートステイいちご

営業（電気機器品）

・空調機器、昇降機、自家発電設備、受配電機器（トランス、ブレー
カー、コンデンサー等）、ＦＡ機器、省エネ支援
機器（デマンド監視機器、エネルギー計測ユニット等）、電
子通信機器、ＪＲ関連の電機機器品及び試験装置、その他電
機機器品を顧客に技術提案し、販売営業を行います。
＊販売先は電気設備業者、電気材料取扱業者、建設会社、提
携先工場など　　　＊移動は社用車使用
＊働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所
仕事の内容欄に記載の製品（メーカー問わず）の取扱い、電気設計・
プログラミング、設備設計、公共事業の営業経験　＊一部のみの経
験でも可

土日祝 菱明三菱電機機器販売　株式会社
毎　週

秋田県秋田市旭北寺町１－２

53人

不問
21人 秋田県秋田市

55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16179081

介護職員

○ユニット型ショートステイにおける介護業務全般に従事しま
す。
・食事、入浴、排泄介助等
＊夜勤は月４～６回程度、入居定員は２１名です。
＊夜勤の回数及び夜勤ができない方も相談に応じます。
＊１ユニット１０名程度
＊夜勤専従の方の応募も相談可

社会福祉法人　新成会　介護老人保
健施設　友愛の郷その他
秋田県秋田市浜田字元中村２８０－
２９

その他
秋田県秋田市牛島東７丁目８－３７

21人 018-893-3003

雇用・労災・健康・厚生
05010-16175781

雇用・労災・健康・厚生
05010-16157481

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。

不問

他

20人 018-845-4575

不問

67人 018-828-1100

不問
130人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル

介護職員「介護付有料
老人ホーム遥か」

○介護付有料老人ホーム「遥か」の介護職員として入居者
（定員４０名）への介護業務全般に従事していただきます。
【主な仕事内容】
・入浴、食事・排泄等の介助
・その他付随する業務
・外出用務で自家用車使用の場合あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　はまなす会
その他

秋田県秋田市土崎港中央３丁目４－
４０

不問
450人 秋田県秋田市

114人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16219381

給食業務「中通アネック
ス」

○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年毎となります。
＊働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所

日本ビューホテル株式会社　秋田
ビューホテルその他
秋田県秋田市中通２丁目６－１

その他
秋田県秋田市中通１丁目３番５号

3人 018-834-1141

～平成31年3月15日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16143181

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16130581

レストランサービスス
タッフ

○当ホテルレストランのサービス係を担当して頂きます。
・オーダー受付
・お客様の接客案内
・料理の配膳、片づけ　等

※働き方改革関連認定企業　男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他

毎　週
秋田県南秋田郡大潟村字東３丁目２
番地の４

0人 0185-45-3602

不問

280人 018-832-0038

不問
1,600人 秋田県秋田市

0人 秋田県南秋田郡大潟村
～平成30年11月30日

05010-16195081

農作業補助

○稲作を中心とした農作業の補助を行っていただきます。
・稲の管理や稲刈り作業になります
・トラック等の運転があります

＊雇用開始日は９月中旬を予定しています。
　ご相談に応じます。

＊雇用終了日は天候等の状況により、若干変動する場合が
あります

準中型自動車免許
以上　ＡＴ限定不可

他 有限会社　中本農場



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）

3人 128,057円～128,057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)13時00分～22時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 140,041円～140,041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)19時00分～ 4時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 128,057円～128,057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00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 128,057円～128,057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00分～16時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 140,041円～140,041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)19時00分～ 4時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 128,057円～128,057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

時給（月額換算）

2人 140,041円～140,041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)20時00分～ 5時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 128,057円～128,057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 191,500円～371,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 180,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

平成30年8月20日発行（平成30年8月17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

商品の盛付（１３：００～
２２：００）

○「ローソン」の弁当や調理パンなどを製造しております。

・主に調理パンの盛付を担当していただきます。
・立ち作業ですが、温度管理された室内での作業です。　


不問

他 株式会社　フレッシュダイナー　秋田
工場毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

200人 018-855-5101

不問
950人 秋田県潟上市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16198981

商品の盛付（１９：００～
４：００）

○「ローソン」の弁当や調理パンなどを製造しております。

・主に弁当の盛付を担当していただきます。
・立ち作業ですが、温度管理された室内での作業です。　


不問

他 株式会社　フレッシュダイナー　秋田
工場毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

200人 018-855-5101

不問
950人 秋田県潟上市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16199581

商品の盛付（８：００～１
７：００）

○「ローソン」の弁当や調理パンなどを製造しております。

・主に弁当の盛付を担当していただきます。
・立ち作業ですが、温度管理された室内での作業です。　


不問

他 株式会社　フレッシュダイナー　秋田
工場毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

200人 018-855-5101

不問
950人 秋田県潟上市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16200081

商品の盛付（７：００～１
６：００）

○「ローソン」の弁当や調理パンなどを製造しております。

・主に調理パンの盛付を担当していただきます。
・立ち作業ですが、温度管理された室内での作業です。　


不問

他 株式会社　フレッシュダイナー　秋田
工場毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

200人 018-855-5101

不問
950人 秋田県潟上市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16201381

炊飯業務（１９：００～４：
００）

○「ローソン」の弁当やおにぎりなどの製造をしております

・主に炊飯に係わる業務を担当していただきます。
・大型炊飯設備を用いて、スケジュールに沿って各種ご飯を
製造します。


不問

他 株式会社　フレッシュダイナー　秋田
工場毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

200人 018-855-5101

不問
950人 秋田県潟上市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16202681

炊飯業務（９：００～１８：
００）

○「ローソン」の弁当やおにぎりなどの製造をしております

・主に炊飯に係わる業務を担当していただきます。
・大型炊飯設備を用いて、スケジュールに沿って各種ご飯を
製造します。　


不問

他 株式会社　フレッシュダイナー　秋田
工場毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

200人 018-855-5101

不問
950人 秋田県潟上市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16204581

加熱調理業務（２０：００
～５：００）

○「ローソン」の弁当や調理パンの製造をしております。

・主に加熱調理を担当していただきます。
・専用機器を使い、煮る・炒める・揚げる・焼くなどの作業とな
ります。　


不問

他 株式会社　フレッシュダイナー　秋田
工場毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

200人 018-855-5101

不問
950人 秋田県潟上市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16205481

加熱調理業務（８：３０
～１７：３０）

〇「ローソン」の弁当や調理パンの製造をしております。

・主に加熱調理を担当していただきます。
・専用機器を使い、煮る・炒める・揚げる・焼くなどの作業とな
ります。

不問

他 株式会社　フレッシュダイナー　秋田
工場毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

200人 018-855-5101

不問

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）必須
・電気工事施工管
理技士、電気工事
士等の資格あれば
尚可

950人 秋田県潟上市
2ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-16207881

施工、保守、工事エン
ジニア

・自家発電設備、防災無線、監視カメラ、小荷物専用昇降機
など、電機機械設備の施工、施工管理、保守業務を担当して
いただきます。
＊移動は社用車使用
＊働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所

電気機械設備の施工、施工管理、保守等の経験
＊一部のみの経験でも可

土日祝 菱明三菱電機機器販売　株式会社
毎　週

秋田県秋田市旭北寺町１－２

53人 018-862-5511

55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16180981

自動車塗装工

○自動車の塗装業務全般
・普通車、軽自動車を中心とした、自動車の塗装作業に従事
　していただきます。
・使用器具の洗浄　等
・その他、付随する業務もあり

＊経験者は優遇いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　秋田自動車興業
その他

秋田県秋田市泉北４丁目５－１０

12人 018-862-8500

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16140781

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

秋田市茨島１丁目１２－１６
◎ 紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんので、詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせ

ください。
◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。
◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 その際はあしからずご了承 くだ

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 161,000円～217,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 180,000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 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～15時00分

時給（月額換算）

1人 153,360円～204,480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) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

4ページ中 4ページ

平成30年8月20日発行（平成30年8月17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

運転手及び作業員

○塵芥車を使用し、秋田市から委託を受けた家庭から排出さ
れるゴミの定期収集運搬業務を行う。
・上記の車両運転及び作業

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日 企業組合　秋田北部清掃興業
毎　週

秋田市土崎港西２丁目１０－２０

25人 018-845-4405

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16192881

作業員（工事事業所）

○エクステリア、基礎工事、ガーデニング、造園工事の業務
に従事していただきます。

・住宅、アパート等のエクステリア、基礎工事
・ガーデニング、造園工事　　　　　　各１名の募集です。

＊現場は主に秋田市内。当社の資材置き場に集合し、現場
に　向かうことになります。
＊社用車（トラック：ＭＴ車他）を運転する場合がありま
　す。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ケーワイズ
その他

秋田県秋田市土崎港北７丁目４－１
６

8人 018-845-7877

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16146681

灯油配送従業員

○灯油の宅配作業に従事していただきます。

・定期宅配、電話依頼などにより給油を行います。
・秋田市内を中心に４人程度で担当エリアを決めて配達しま
すが、他の従業員の休みをカバーすることもあります。
・４Ｋタンクローリーを運転し１人で業務を行います。
・代金の収受を現金で行う場合もあります。

準中型運転免許以
上
危険物取扱者　乙
種４類　または　丙
種

他 シナネン石油　株式会社　セルヴィス
秋田

平成30年9月16日～平
成31年3月15日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16141881

その他
秋田県秋田市八橋大畑１－３－４６

14人 018-823-5065

不問
98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．　８月２０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　２．　８月２１日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　３．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　４．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　　５．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　６．　８月２７日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　　７．　８月２８日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　８．　８月２９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　９．　８月３０日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　１０．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



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 1,000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 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～12時30分 就業場所

時給

1人 760円～760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

1人 780円～790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 59歳以下 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)14時00分～19時00分

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～21時30分 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時40分～18時40分 就業場所
(2)11時10分～20時10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
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時30分～15時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

時給

1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) 9時00分～15時30分 就業場所

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所

2人 018-888-1333

不問
16,000人 秋田県南秋田郡大潟村

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16149481

雇用・労災
05010-16165581

調理員（大潟保育園）

○調理全般・食事提供業務に従事していただきます。

・検収、仕込み、調理、盛り付け、配膳、下膳、
　洗浄、清掃全般等

＊昼食（１００名～１６０名分）を４人体制で行います。

栄養士又は調理師

日祝他 株式会社　メフォス　北東北事業部
秋田支店毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバースビル６Ｆ

毎　週
秋田市柳田字竹生１５１－４

18人 018-831-5999

不問
18人 秋田県秋田市

21人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16158781

クリーニング補助（仕上
げ）

○クリーニング業務の簡単な補助作業
・アイロン掛け
・プレス作業　等
・納品準備（注文者毎の仕分等）
＊就業時間は相談に応じます。
＊長く働いていただける方、体力に自信のある方歓迎
　いたします！

＊６０歳以上の方の応募歓迎いたします。

不問

日他 クリーンライフ舎

介護職員

〇ユニット型ショートステイにおける介護業務全般に従事しま
す。
・食事、入浴、排泄介助など
＊夜勤は４～５回／月程度
＊夜勤ができない方の相談可
＊入居定員は２１名（１ユニット１０名程度）
＊初心者の方でも丁寧に指導しますので、お気軽にご相談く
ださい。

不問

他 株式会社Ａ・Ｓ・Ｆショートステイいちご
その他

秋田県秋田市牛島東７丁目８－３７

21人 018-893-3003

不問

7人 018-827-3927

不問
14人 秋田県秋田市

労災
05010-16142281

平成30年9月21日～平
成30年12月20日 雇用・労災

05010-16135181

販売・調理補助

○「鶏笑　秋田八橋店」での、からあげの販売・調理補助全般
を担当していただきます。
・接客、受付、レジ
・調理補助
・洗い場
・仕込み
・清掃　等

不問

他 コウメイハウス　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋朝日町１３－２２

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

接客経験
3人 秋田県秋田市

1,000人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-16162381

接客・販売

○レディースファッションの接客、販売に従事していただき
ます。
・勤務時の洋服は自由です（洋服の支給や購入はありませ
ん）

不問

他 株式会社　さきがけプラスＡ

惣菜部門（山手台店）
１７：００～

○惣菜部門において揚げ物の製造と片付け等の業務に従事
していただきます。

＊土・日・祝日勤務可能な方（面接の際応相談）
＊週４日からの勤務可

不問

他 株式会社　ナイス
その他

秋田県秋田市新屋豊町３－４８

114人 018-862-2611

不問

0人 018-862-3639

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16160181

6ヶ月
雇用・労災

05010-16163681

受付パート（泉南２丁目
店）

○直営店でのクリーニング受け渡し業務に従事していただき
ます。
・商品整理
・受付商品へのタグ付け
・仕上り品の顧客ごとの整理
・店内の装飾
・その他付随する業務

【９月下旬オープン予定】

不問

他 株式会社　スカイランドリー（ホワイト
急便）毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ１９－１

その他
秋田県秋田市寺内字イサノ１９－１

4人 018-862-3639

パソコン操作の出
来る方（エクセル・
ワード）（経理事務
経験者尚可）

50人 秋田県秋田市

480人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-16133881

経理事務員

○会計事務を行います
・主にパソコンによる入力、出力作業（エクセル・ワード）
・売上、経費管理、伝票処理　等（ＦＸ会計ソフト使用）
・電話、来客応対
・その他付随する業務

不問

日祝他 株式会社　スカイランドリー（ホワイト
急便）

事務員（１日４時間）

○事務員として下記の業務に従事していただきます。　
・伝票入力等の事務作業
・その他付随する業務

＊１日４時間、週５日の勤務です。

＊働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所

不問

他 生活協同組合　コープあきた
毎　週

秋田県秋田市土崎港北６丁目１－３
０

24人 018-846-2515

不問

不問
76人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16152081

歯科衛生士免許

水日祝他 医療法人社団　宝樹会
その他

秋田県潟上市天王字二田２１９－１２
２

18人 018-870-6482
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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

歯科衛生士（ふただ歯
科クリニック）

○歯科衛生士業務及び関連業務に従事していただきます。
・保険指導、予防処置、診察補助、メンテナンス担当
・インプラントアシスタント業務
・電話応対、データ入力
・往診補助
・その他付随する業務

＊ユニホーム貸与、サンダル購入補助あり。
＊応募前の職場見学歓迎します。

℡ 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 900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 不問 (1) 5時30分～14時00分 就業場所

時給

3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 18歳以上 (1)17時00分～22時30分 就業場所

時給

4人 1,000円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 7時30分～16時30分 就業場所

時給

1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)13時15分～19時30分 就業場所

時給

3人 750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30分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～16時30分

時給

1人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～11時15分 就業場所

労災
05010-16171681

毎　週
秋田県秋田市中通４丁目１－２　秋
田スクエアビル３Ｆ

1人 018-801-0911

不問
5,200人 秋田県秋田市

5,200人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16167781

清掃業務「秋田障害者
職業センター」

○建物内の日常清掃業務全般に従事していただきます。
・トイレ、廊下　など

＊モップ、箒等を使用した作業で、ポリッシャー等の操作はあ
りません。

＊火曜日・金曜日の２日の勤務です。

不問

月水木土日祝他 キョウワプロテック　株式会社　秋田
事業所

清掃業務　「大森山動
物園」

○園内事務所、施設清掃業務全般に従事します。

・事務所、トイレ、共用部等　園内清掃です。
　（拭く、掃く等）

＊制服貸与します。

不問

他 キョウワプロテック　株式会社　秋田
事業所毎　週
秋田県秋田市中通４丁目１－２　秋
田スクエアビル３Ｆ

0人 018-801-0911

不問

18人 018-831-5999

不問
18人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16166481

1ヶ月
労災

05010-16145381

集配及びクリーニング
業務全般

○お得意様を回る集配業務
○クリーニング業務全般

＊集配業務がメインとなります。
　配達は秋田市内、社用車使用
＊２５キロ程度の荷物の運搬があります。
　体力に自信のある方を歓迎いたします！
＊６０歳以上の方の応募歓迎いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 クリーンライフ舎
毎　週

秋田市柳田字竹生１５１－４

毎　週
秋田県秋田市新屋松美ガ丘東町９
－３３

0人 090-4047-0699

不問
0人 秋田県秋田市

1,600人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-16144081

米の運送業務

○軽トラックに乗って、米の集荷・配送作業です。
・農家から農協までの配送業務
・秋田市内中心です。

＊９月２０日頃から１ヶ月程度の短期勤務。天候や作業状況
等によっては、期間が前後する場合があります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝 トップ運送

レストランサービス係

○当ホテルレストランのサービス係を担当していただきま
　す。
・オーダー受付
・お客様の接客案内
・料理の配膳、片づけ　等
＊６ヶ月毎の契約更新になります。
＊休日は相談に応じます。
※働き方改革関連認定企業　男女イキイキ職場宣言事業所
【土日勤務できる方　歓迎します】

不問

他 日本ビューホテル株式会社　秋田
ビューホテル毎　週
秋田県秋田市中通２丁目６－１

280人 018-832-0038

不問

不問
16,000人 秋田県南秋田郡八郎潟町

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16153381

不問

他 株式会社　メフォス北日本　北東北
事業部　秋田支店毎　週
秋田県秋田市大町３－３－１５　ユニ
バースビル６Ｆ

5人 018-888-1333

2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

調理員（ショートステイ
のぞみ）

○施設内での調理業務を担当していただきます。
・仕込み、調理、盛り付け
・配下膳・洗浄・清掃等
・その他、付随する業務

＊６０～７０食を２名で提供します。

　　　　●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．　８月２０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　２．　８月２１日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　３．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　４．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　　５．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　６．　８月２７日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　　７．　８月２８日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　８．　８月２９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　９．　８月３０日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　１０．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!


