
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 210,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 184,000円～314,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

2人 190,000円～390,000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30分～18時30分 就業場所

月給

1人 150,000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) 8時45分～18時00分 就業場所
(2) 8時45分～12時30分

年俸（月額換算）

4人 185,848円～190,528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) 6時00分～14時00分 就業場所
(2) 8時00分～16時00分
(3)12時00分～20時00分

年俸（月額換算）

3人 185,848円～190,528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) 6時00分～14時00分 就業場所
(2) 8時00分～16時00分
(3)12時00分～20時00分

年俸（月額換算）

3人 185,848円～190,528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00分～14時00分 就業場所
(2) 8時00分～16時00分
(3)12時00分～20時00分

月給

2人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)13時00分～21時00分

月給

3人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～18時00分
(3)10時30分～18時30分

時給（月額換算）

1人 152,760円～152,760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

131人 018-825-8110


パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

10,292人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-15514081

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-15448781

地域放送番組の制作
業務スタッフ

○番組の制作補助業務を担当していただきます。
・地域放送番組の権利処理や編集業務
（スキルの向上に応じてより高次の番組制作に関る事も可）
・スタジオでの放送送出機器操作
・簡単な事務作業（郵便物仕分け、伝票審査補助　他）
＊いずれも職員と一緒に行います。
＊１年契約で更新の可能性あり（更新は最大で４回まで）
＊平成３０年９月１日（土）からの雇入を希望しますが、
　勤務開始日については、相談に応じます。

不問

土日祝他 日本放送協会　秋田放送局
毎　週

秋田県秋田市東通仲町４－２

毎　週
秋田県秋田市山王７丁目９－４２

180人 018-824-8533

180人 秋田県秋田市

ｍａｃ使用経験ある
方
ａｄｏｂｅ　フォトショッ
プ　イラストレー
ター　（必須）
アフターエフェクツ
使用できる方尚可

180人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-15449881

ＣＧグラフィック制作

○グラフィックソフトに関する専門的技術を活用して画像の編
集・加工
○表計算ソフトに関する専門的技術を活用してデータの入
力・演算処理
○商品・企画の広告に使用するためのデザインの設計
○テレビ番組送り出し業務
・その他付随する業務

＊雇用契約は半年更新となります。

土日他 株式会社　秋田放送

ＨＰ制作

○ＨＰ制作ソフトに関する専門的な技術を活用してＷＥＢペー
ジの作成、訂正、編集、加工等の業務を担当していただきま
す。

＊雇用契約は半年更新となります。

Ｅｘｃｅｌ／ｗｏｒｄ／ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ／Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ／ＩＩＩｖｓｔｒａｔｏｒ／
ＤｒｅａｍＷｅａｖｅｒ

ＨＴＭＬ／ＪａｖｏＳｃｒｉｐｔ／ＰＨＰ／ＸＨＴＭＬ等

不問

土日他 株式会社　秋田放送
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目９－４２

180人 018-824-8533

21人 018-839-7979

不問
87人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15510781

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-15509981

保育士

○保育士業務全般に従事していただきます。
・施設運営に関わる保育業務及び地域子育て支援事業業務
（乳児園園児定員　４５名）
・園児の身の回りの世話等

＊就業時間は、基本（１）～（３）ですが、他の就業時間もあり
ます。


保育士資格および
幼稚園教諭２種ま
たは１種

祝他 社会福祉法人　雄仁会　あおぞら乳
児園その他
秋田県秋田市御野場６丁目１２番８
号

その他
秋田県秋田市御野場６丁目１２番８
号

21人 018-839-7979

不問
87人 秋田県秋田市

88人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-15508681

保育士

○保育士業務全般に従事していただきます。
・施設運営に関わる保育業務及び地域子育て支援事業業務
（乳児園園児定員　４５名）
・園児の身の回りの世話等

＊就業時間は、基本（１）～（３）ですが、他の就業時間もあり
ます。
＊平成３１年４月１日　雇用開始
＊Ａターン（Ｕ、Ｉ、Ｊターン）歓迎

保育士資格および
幼稚園教諭２種ま
たは１種

祝他 社会福祉法人　雄仁会　あおぞら乳
児園

保育教諭

○保育教諭業務全般に従事していただきます。
・施設運営に関わる保育業務及び地域子育て支援事業業務
（こども園園児定員　１３５名）
・園児の身の回りの世話等

＊就業時間は、基本（１）～（３）ですが、他の就業時間もあり
ます。
＊平成３１年４月１日　雇用開始
＊Ａターン（Ｕ、Ｉ、Ｊターン）歓迎

保育士資格および
幼稚園教諭２種ま
たは１種

日祝他 社会福祉法人　雄仁会　あおぞら幼
保連携型認定こども園その他
秋田県秋田市仁井田字仲谷地２８４
番地

46人 018-839-5375

不問

40人 018-863-8787

実務経験２年以上
40人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15489581

雇用・労災・健康・厚生
05010-15512281

保育士

〇乳幼児・児童の保育業務

・院内において、来院される患者様や患者様のご家族の保育
を行っていただきます。

　

保育士

日祝他 医療法人　興仁会　あいば歯科医院
その他

秋田県秋田市茨島２丁目３－２

毎　週
秋田県秋田市中通３丁目３－１０　秋
田スカイプラザ６階

5人 018-874-7397

不問
5人 秋田県秋田市

11人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
02020-12128681

Ｗｅｂエンジニア

○月間１００万人以上がアクセスする自社のクラウドサービス
開発に従事していただきます。

＊変化の速い業界なので、常に新たな知識の習得が必要に
なります。　
＊未経験者の場合は、大学卒業程度の数的処理能力が必
要で　す。
＊詳細は、当社ホームページの採用情報をご覧ください。

不問

土日祝 フォームズ　株式会社

建設（現場管理）スタッ
フ【秋田県潟上市】

◇一般住宅の建築現場管理のスタッフとして従事していただ
きます。
・新築住宅、リフォーム住宅の建築現場にて、確認指示を
　行います。
　
※現場への移動は自家用車を使用。
　（マイカーを会社で借上げて使用し、別途車両手当を
　　支給）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可：自家用車業
務に使用）
※マイカー持込み可
能な方

日祝他 株式会社　秀和
その他

青森県八戸市城下三丁目１３－１６

6人 0178-47-0230

不問

平成30年8月7日発行（平成30年8月6日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

幹部候補

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

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

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　三中井
その他

岩手県奥州市江刺豊田町２丁目１－
３３

6人 0197-31-2280

パソコン（エクセル・
ワード）の基本操作
ができること

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03060- 4952481

℡ 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 148,500円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

時給（月額換算）

1人 130,200円～130,200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～16時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分

月給

1人 127,000円～132,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時20分 就業場所

月給

1人 157,000円～157,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

3人 131,200円～131,200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10分 就業場所

月給

1人 122,000円～122,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 129,000円～172,000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00分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)13時00分～22時00分

月給

1人 144,000円～184,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 129,000円～146,200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) 7時30分～16時30分 就業場所
(2) 9時30分～18時30分

月給

2人 180,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時15分～18時00分 就業場所
(2) 9時15分～17時00分

月給

1人 190,000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 30歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所64人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15464481

営業職

○営業職に従事していただきます。
・ＬＰガス：ガス機器、住宅設備機器等の販売・設置・点検
・灯油、バナジウム天然水、電気の販売

※お客様からの相談、要望を受け、最適な商品・サービスの
　提案・販売をします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 タプロス　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内後城３２２－３

24人 018-847-4252

パソコン操作

21人 018-880-1500

不問
290人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15507381

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15486381

営業（本社）
・自動車販売
・自動車関連商品の販売
・車検、法定点検の誘致
・洗車
・保険代理店業務
・お客様フォロー　等

グループ会社「秋田トヨペット（株）」へ出向の可能性あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

月他 トヨタカローラ秋田　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
３７

毎　週
秋田県潟上市天王字江川上谷地１０
９－２

17人 018-878-9877

ワード、エクセルの
出来る方

62人 秋田県潟上市

11人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
02020-12126081

販売・イベント係・受付
係

○農山漁村活性化施設「食彩館くらら」産直で地産地消の野菜・魚
介類・加工品を主に販売、レジ業務全般に従事していただきます。
・レジ業務（会計）
・出荷組合より納入された野菜、魚介類等の品出し、棚への陳列業
務
・季節ごとのイベント考案、及び促進業務（イベント係）
（野菜フェア、果物フェア、お米フェア、加工品フェアなど潟上市の特
性を生かした店内外イベント）
・開店の準備、閉店の片付け、店内清掃業務（店内全般）
・道の駅受付（潟上市、男鹿市などの観光案内）

不問

他 天王グリーンランド　株式会社

ショールーム受付及び
事務スタッフ【秋田県潟
上市】

◇ショールーム受付及び事務スタッフとして従事していただき
ます。
・来客者の対応、電話受付
・営業社員の資料作りのサポート等
・イベント時の受付対応やＤＭの印刷、発送など
・ポップ作成　　　・店内飾り付け
・その他業務に必要な書類の作成
※マイカー持込み可能な方（車両手当支給）
（外出の場合は、マイカーを使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　秀和
その他

青森県八戸市城下三丁目１３－１６

6人 0178-47-0230

不問

21人 018-878-9877

パソコン操作（ワー
ド、エクセルができ
る方）

62人 秋田県潟上市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-15487681

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15456481

経営管理職（営業、経
理・総務）

○営業課、総務課を統合した「経営管理課」における営業、総
務、経理業務全般を担当していただきます。
・宴会予約営業及び予約受付
・売り上げ管理、日報及び月報作成
・企画及びイベント考案
・宴会、レストラン推進業務
・その他付随する業務

・産直総合業務（仕入、販売）

不問

他 天王グリーンランド　株式会社
毎　週

秋田県潟上市天王字江川上谷地１０
９－２

毎　週
秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

32人 018-823-4116

パソコン基本操作
（エクセル・ワード）

384人 秋田県南秋田郡八郎潟町

248人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-15428681

受付・窓口会計業務
（湖東厚生病院）

○『湖東厚生病院』での受付、窓口会計業務に従事していた
　だきます。
・受診申込書受付、新患登録
・診療費請求書兼領収書に基づく現金収納、レジスター登録
及び領収書発行　等

＊勤務開始日は相談に応じます。

＊年度毎の雇用契約更新あります。

不問

土日祝 株式会社　光風舎

事務補助


　○当法人内所属課において、以下の業務を担当していただ
きます。
　　　　　　　　　　　　　　　
　　・受付業務
　　・データ整理（パソコン入力）
　　・その他付随する事務補助業務

不問

土日祝他 学校法人　ノースアジア大学
毎　週

秋田県秋田市下北手桜字守沢４６－
１

90人 018-836-3319

パソコン（ワード・エ
クセル）の出来る方

8人 03-6758-1343

2,250人 秋田県秋田市

ワード、エクセルの
基本的な入力操作
業界不問にて一般
事務を経験された
方
※金融・保険業界
での勤務経験者は
尚可

毎　週
東京都新宿区西新宿３－７－１　新
宿パークタワー

平成30年10月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

13080-65633281

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15437981

一般事務／秋田市

◆損害調査に関連する下記業務
　・データ入力
　・請求書関係書類受付・発送
　・電話対応
　・ファイリング
　・各種資料作成（ワード・エクセル等）

◆庶務、会計等

土日祝他 損害保険料率算出機構

毎　週
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１７－６

23人 018-845-6333

パソコン操作できる
人（入力程度）

2,800人 秋田県秋田市

1,096人 秋田県秋田市
～平成30年9月20日

雇用・労災・健康・厚生
04010-53395281

事務スタッフ

○メンテナンス課にて事務業務を担当していただきます。
・パソコンでのデータ入力業務
・電話応対等の一般事務業務（営業マン・工務店・お客様と
の工事日程調整など）

＊エクセル・ワード・専門ソフトを使用します。
＊電話対応ができる方希望

※正社員登用制度あり（勤続１年経過後）

不問

土日祝他 株式会社ＬＩＸＩＬトータルサービス　東
北支店　秋田営業所

一般事務［秋田市］

スーパー等でよく手に取られる肉や魚、寿司、弁当のトレー等
の受発注業務、
電話応対、簡単なＰＣ操作を行っていただきます。
※専門的な知識は必要ありません。

◆◆事業拡大に伴い、パートさん２名募集です！◆◆

※６か月毎契約更新（基準日：３／２１、９／２１）

不問

土日 株式会社　高速
毎　週

宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目４
－２０

27人 022-259-1611

不問

不問
248人 秋田県秋田市

36ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15429981

不問

土日祝他 学校法人　ノースアジア大学
毎　週

秋田県秋田市下北手桜字守沢４６－
１

200人 018-836-3319

4ページ中 2ページ

平成30年8月7日発行（平成30年8月6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

一般職事務職員

○学校事務全般
・総務、経理、学務、キャリアサポートなど

＊配属先により異なります。

＊一定期間勤務後、登用試験を経て総合職に登用される場
合もあります。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

1人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)16時00分～ 9時00分 就業場所

月給

1人 176,750円～206,750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

2人 176,000円～440,000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 就業場所

月給

1人 171,400円～171,400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30分 就業場所

月給

2人 162,000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 18歳以上 (1)10時30分～11時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 172,020円～172,020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)17時00分～ 8時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分

日給（月額換算）

5人 150,500円～161,250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) 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）

1人 134,890円～134,890円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 134,890円～134,890円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 134,890円～134,890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

018-881-3330

不問
110人 秋田県秋田市

秋田県農業試験場
毎　週

秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

研究補助員（生産環境
部）臨時職員

○屋外作業
　・ほ場での作物育成調査補助
　・土壌調査補助（ノートキーパー、用具・資料運搬等）

○屋内作業
　・試料の粉砕、秤量、分析
　・実験器具の洗浄

＊その他実験補助業務

不問

土日祝他

介護職員初任者研
修またはホームヘ
ルパー２級以上（必
須）
介護福祉士あれば
尚可
普通自動車免許

110人

毎　週

018-881-3330

不問
110人 秋田県秋田市

平成30年9月1日～平
成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05010-15433181

平成30年9月1日～平
成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05010-15432281

平成30年9月1日～平
成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05010-15430781

研究補助（臨時職員）
野菜花き部

・ほ場管理（作物の栽培管理）
　外での作業となります。
・資材の運搬や農作物洗浄
・現地（ほ場）調査の記録補助（パソコン使用）
・その他雑務


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田県農業試験場

秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

110人

毎　週
秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

110人 018-881-3330

不問
110人 秋田県秋田市

23人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-15438581

研究補助（野菜花き部）

○屋外・ハウス・温室作業
・キクの栽培管理（植付け、枝選定、肥料まき、草取り等）
・調査補助（ノートキーパーなど）

○屋内作業
・エクセルによるデータ入力など


【採用日は調整可能です】

不問

土日祝他 秋田県農業試験場

交通誘導警備員（秋田
市）

○道路工事現場での交通誘導警備に従事します。
・片側通行及び通行止め現場で一般車両や工事車両の誘導
を　行います。
・迂回路の誘導・説明他
＊現場への移動は自家用車使用（ガソリン代支給）
＊指導いたしますので未経験の方でも応募可能です。
＊雇用期間は１年更新

普通自動車免許
（通勤および業務
上必要：ＡＴ限定
可）

日祝他 有限会社　山川
その他

秋田県秋田市河辺諸井字福神５１番
地１

19人 018-882-5366

不問

8人 018-834-2783

不問
34人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15418081

雇用・労災・健康・厚生
05010-15436681

病院の守衛業務

１．中通総合病院及び中通リハビリテーション病院での夜間
　　（１７：００～８：３０）の守衛業務
２．中通リハビリテーション病院での日中（日曜・祝日の
　　８：３０～１７：００／２ヶ月に１回程度）の管理日直
　　補助業務
　　を担当していただきます。

＊夜間緊急受付、電話・外来者の対応、院内巡回　等
＊いずれも２人体制での勤務

不問

他 株式会社こぶし
その他

秋田県秋田市中通六丁目１番４７号

その他
秋田県秋田市東通仲町４－１

45人 018-889-1045

不問
8,441人 秋田県秋田市

160人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～平
成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-15465781

フロントスタッフ　
○ホテルフロント業務を担当していただきます。　　　　
・チェックインおよびチェックアウト（清算業務等）などの業務　
・接客対応全般　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・予約受付　等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊２５時間勤務（休憩２５５分）
　１勤３休（月７～８回勤務）
＊１～２カ月程度研修あり（同条件）

不問

他 東横イン秋田駅東口（株式会社　東
横イン）

調理員

〇第一ルンビニ園の給食調理、それに付随する業務に従事
していただきます。
・給食調理全般（１６０食程度）
・昼食の後片付け
・おやつの調理、片付け
・延長保育の軽食調理等（３０～４０食）
・その他の調理業務に付随する業務

４名体制で業務を行います。

調理師免許（必須）
　（栄養士免許あれ
ば尚可、栄養士免
許もある方が優先）

日他 社会福祉法人　秋田聖徳会
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目５－６

37人 018-862-3267

不問

14人 018-823-2522

不問
43人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15458881

雇用・労災・健康・厚生
05010-15478381

レーン内での寿司調
理、接客
厨房内での魚の仕込み

○「すノ家　寺内店」における、レーン内での寿司調理、接客、
厨房での仕込みの業務を行っていただきます。
・寿司調理、仕込み
・魚のおろし、切り付け、その他調理全般
・お客様の前で握りながらの接客。

不問

他 回転寿司　すノ家　寺内店
その他

秋田県秋田市寺内油田２丁目１－３
７

訪問介護員

○訪問介護のホームヘルパーとしての仕事に従事していただ
きます。
・身体介護および生活支援業務

＊自家用車等を使用しての訪問となります。
＊未経験者は、同行指導いたします。



日他 株式会社　虹の街　虹の街ヘルパー
ステーション秋田その他
秋田県秋田市牛島西１丁目１０－１６

16人 018-884-1152

314人 秋田県秋田市

不問
31人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15421481

介護職員初任者研
修またはホームヘ
ルパー２級以上


他 有限会社　ｔｏ　ｂｅ
その他

秋田県秋田市新屋比内町１３番１号

5人 018-828-8170

平成30年8月7日発行（平成30年8月6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

支援員（夜間専門）
「シェアハウス里庵」

○シェアハウス里庵において、夜間支援員業務に従事してい
　ただきます。
【仕事内容詳細】
・サービス付高齢者向け住宅の入居者の夜間帯の安否確認
や家族、連携事業者との連絡調整など。


＊月１０日程度の勤務となります。
＊入居者９名　職員１名で対応。

℡ 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 145,000円～196,000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

月給

1人 170,000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

3人 185,000円～285,000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30分 就業場所

日給（月額換算）

5人 185,600円～255,200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 190,000円～210,000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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)16時00分～ 1時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

月給

1人 142,000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 131,600円～131,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

018-860-3578
・パソコン基本操作
（ワード、エクセル）
（必須）　　・販売業
務経験　あれば尚
可

22人 秋田県秋田市

秋田県職員消費生活協同組合
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

・生協売店の商品仕入、販売、配送（台車で運べる範囲）他
一般事務補助等の業務全般
・年１回、全店職員会議あり（土曜日開催）
・年２回、商品棚卸作業あり（３月末、９月末）
・重量物の取扱（運搬他）あり。（家電、野菜、果物等）

＊雇用期間終了後は１年更新となります。
＊外出用務はほとんどありませんが、あった場合はマイカー
使用となります。（ガソリン代支給）

・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）

土日祝他

・管工事施工管理
技士（２級以上必
須）・配管技能士（２
級以　上必須）・普
通自動車免許（Ｍ
Ｔ・必須）　　　　
・機械器具設置工
事の技術者資格
（尚可）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
電気工事士（第１
種）
電機工事施工管理
技士（１級または２
級）

13人

018-832-8525

21人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15420581

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15480481

業務係

雇用・労災・健康・厚生
05010-15422781

電気設備工事及び電
気設備保守管理

○各種電気工事に従事していただきます。
・受、発、変電設備及び一般電気設備
・照明、動力、火災報知機、放送、電話等の工事
・電気計装設備の設計及び施工
・電気設備保守管理

＊社用車あり（軽バン、バン：ＭＴを使用）

＊電気工事の経験あれば尚可

日祝他 秋田電機建設　株式会社
その他

秋田県秋田市手形字山崎１１０－３

21人

その他
秋田県秋田市東通仲町２０－１６

12人 018-833-3957

不問
165人 秋田県秋田市

18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15450181

施設管理員（監視業
務）

○建物内空調設備や電気設備等の管理業務全般に従事し
てい　ただきます。
・モニターでの監視業務
・館内の巡回および戸締り等
・トンネル内の電気制御盤の点検
・事故等の緊急時の処置作業


＊制服貸与


不問

他 株式会社　エイビック

重機オペレータ・大型
運転手及び解体工

○一般住宅、ビル等建物の解体作業です。
・重機を使用して解体作業をします。
・解体した物を大型ダンプ、４ｔダンプを運転して配送します。

＊現場はほとんどが秋田市内です。

大型自動車運転免
許　又は　車両系
免許

日祝他 株式会社　北都建設工業
その他

秋田県秋田市浜田宮田沢１４３－１

18人 018-828-0260

経験者

20人 018-868-5528

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15417181

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15479681

空調技術者

○空調工事
・ビルや公共施設等の現場において、エアコンや空調設備等（室外
機含む）の設置作業を行います
・ダクト等の配管設置、電源工事、壁等への穴あけ作業あり
○メンテナンス
・空調設備のメンテナンス（保守点検や部品交換）
・メーカーへの部品注文
・お客からの不具合部分の聞き取り及び説明
＊経験は問いません、やる気のある方　　　　　　　　　
＊未経験者は助手をしながら基礎を覚えていただき、将来的には資
格取得を目指していただきます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 河村空調テクニカルズ　株式会社
隔　週

秋田県秋田市外旭川八柳３丁目８－
１８

機械器具設置工事

○機械器具設置工事の施工・管理

＊現場は県内全域、社用車（ＭＴ）使用


日祝他 秋田電機建設　株式会社
その他

秋田県秋田市手形字山崎１１０－３

21人 018-832-8525

21人 秋田県秋田市

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15435381

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　タムラボデー
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１７－１５

5人 018-838-4441

4ページ中 4ページ

平成30年8月7日発行（平成30年8月6日受付分)　Ｎｏ．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

自動車鈑金塗装工見
習い

○自動車板金塗装業務に従事していただきます。
【仕事内容詳細】
・自動車鈑金、塗装、修理に関する業務全般
・パネルの取り換えやフレームの修正、鈑金　等
・主に普通車が対象となります。

＊意欲のある方、未経験者の方歓迎

●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．　８月　８日　ヤマト運輸㈱【荷受作業（イオンモール秋田）】
　

『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 1,500円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時15分～ 9時15分 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～14時30分 就業場所

時給

5人 1,200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

月給（時給換算）

1人 1,070円～1,070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45分 就業場所
(2)10時00分～16時45分

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 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

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
(3)12時45分～21時45分

時給

3人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 900円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 900円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時00分～17時00分 就業場所

018-827-3557

11人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-15424281

＊介護福祉士
＊普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）
＊社会福祉主事資
格あれば尚可

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-15423881

介護職員（介護福祉
士）

○リハビリ特化型デイサービス（短時間・定員１２人）に
　おいて下記の業務に従事していただきます。
【仕事の内容】
・リハビリおよび介護予防運動での補助業務
（移動の介助、簡単な運動指導、記録の記入）
・介護全般
（但し、入浴・食事の介助はありません）
・送迎業務　（秋田市内　小型ＡＴ車使用）
・経験、知識は不要です
＊雇用期間は１年ごとの更新

土日他 株式会社　Ｏｎｅ’ｓ　Ｌｉｆｅ
毎　週

秋田県秋田市川元小川町４－１８

11人

秋田県秋田市川元小川町４－１８

0人 018-827-3557

11人 秋田県秋田市

＊介護福祉士
＊普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）
＊社会福祉主事資
格あれば尚可

775人 秋田県秋田市

労災
05010-15425181

介護職員（介護福祉
士）【新規開設】

【Ｈ３０．９．１　オープンによる募集です！！】
○リハビリ特化型デイサービス（短時間・定員１０人）に
　おいて下記の業務に従事していただきます。
【仕事の内容】
・リハビリおよび介護予防運動での補助業務
（移動の介助、簡単な運動指導、記録の記入）
・介護全般　（但し、入浴・食事の介助はありません）
・送迎業務　（秋田市内　小型ＡＴ車使用）
・経験、知識は不要です
＊雇用期間は１年ごとの更新

土日他 株式会社　Ｏｎｅ’ｓ　Ｌｉｆｅ
毎　週

接客スタッフ（木もれ陽
のテラス）

○Ｔ－ｃｏｍｆｏｒｔ内にある「木もれ陽のテラス」でのカフェ店員
です。
・注文とり、食事、ドリンク運び、食器類を洗う作業
・レジ操作

＊土日祝勤務可能な方
＊明るく元気な接客対応が求められます。
＊カフェユニホーム、キャップ貸与

不問

他 株式会社　たけや製パン
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－６０

28人 018-864-3117

不問

8人 029-858-0011

不問
1,300人 秋田県秋田市

3ヶ月
労災

08040-16432281

平成30年9月1日～平
成30年10月24日 雇用・労災・健康・厚生

05010-15431881

アパレル接客・販売／
イオンモール秋田店

必要なスキルは”やる気”と”笑顔”です！！

・来店されたお客様へのサービスのご提供
・清掃、品出し等お客様をお迎えする準備

その他やる気のある方にはレジ業務や売り場作りも
お任せします！！
やる気次第でステップアップできる職場環境です。

不問

他 株式会社　ライトオン
その他

茨城県つくば市吾妻１－１１－１

毎　週
秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ等）
が出来ること。

2,334人 秋田県秋田市

95人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15427381

事務系スタッフ（学生支
援・就職課）

所属先：学生支援・就職課
　
・体育会行事運営補助業務
・体育会所属団体運営補助業務
・体育系団体活動支援補助業務
・東北地区大学体育大会主管業務運営補助
上記事業に関する事務補助業務を担当します。
※採用後、配置換等により変更の可能性があります。

不問

土日祝他 国立大学法人　秋田大学

一般事務（ホール管理
事務）　【秋田】

○一般事務業務全般（ホール管理事務）に従事していただき
ます。
・電話応対、受発注、来客対応（案内、お茶出し）
・ホール葬儀案内、ホール清掃管理
・パソコンでの簡単な文書作成やデータ入力業務
・その他付随する業務

＊研修期間１ヶ月あり（試用期間２週間含む）
＊土・日・祭日に出勤できる方

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　こすもす秋田
毎　週

秋田県秋田市寺内字三千刈２３８－
１

95人 018-866-8666

・事務経験１年以上
・パソコンの基本操作
が出来る方（ワードで
の文書作成やエクセ
ルでの表作成等）

21人 018-860-1051

パソコン基本操作
（エクセル、ワード
等）可能な方

21人 秋田県秋田市
～平成31年8月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-15426081

労災
05010-15466881

共済事務

○共済組合・互助会の事務を担当していただきます。
・共済組合資格に関すること
・団体生命保険に関すること
・共済貸付に関すること
・年金の手続き及び問い合わせ等の対応
・パソコンを使用しての入力業務　等

＊上記事務のうち、採用後に担当する業務を決定します。

不問

土日祝 地方職員共済組合秋田県支部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１　秋
田県総務部人事課内

毎　週
秋田県秋田市東通仲町４－１　秋田
拠点センターアルヴェ６Ｆ

40人 018-836-0521

不問
2,000人 秋田県秋田市

87人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-15511881

指導者（小・中・高生へ
の個別指導）

○「能開の個別指導Ａｘｉｓ」各校において、
　小・中・高生への個別指導を担当していただきます。
・ご自身が指導できる科目を担当いただきます
・１コマ８０分です
＊就業場所は相談に応じます。
＊研修制度あります。
＊長期間勤務できる方を希望します。
＊Ｗワーク可能です。

不問

他 株式会社　ワオ・コーポレーション
能開センター秋田本部

保育士

○３歳未満児の保育業務全般を担当していただきます。
・保育施設に関わる保育業務および清掃等
・１クラス複数名で対応しております。

＊年度ごとの契約更新の可能性があります。



・保育士資格及び
幼稚園教諭教諭２
種免許

土日祝他 社会福祉法人　雄仁会　あおぞら乳
児園毎　週
秋田県秋田市御野場６丁目１２番８
号

7人 018-839-7979

不問

不問
316人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-15447481

看護師又は准看護
師

土日祝他 社会福祉法人　秋田県厚生協会　障
害者支援施設　雄高園毎　週
秋田県秋田市雄和戸賀沢字金山沢
８９－２９

60人 018-886-3256

平成30年8月7日発行（平成30年8月6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

看護員

○施設内での看護業務全般を担当していただきます。
（仕事内容詳細）
・障害者の健康管理（バイタルチェック、服薬介助等）
・その他付随する業務（採血、注射、各種処置等）

＊施設利用定員８０名、看護スタッフ７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～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 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)13時00分～17時00分

時給

2人 810円～930円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1)11時00分～19時00分 就業場所

時給

2人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)10時45分～14時45分 就業場所
(2)14時30分～18時00分
(3)10時45分～15時00分

時給

2人 780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) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

4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) 9時00分～14時30分 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 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～11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 不問 (1) 9時00分～11時00分 就業場所

時給

2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 18歳以上 (1) 7時00分～ 9時00分 就業場所
6ヶ月

労災
13110-18587481

毎　週
東京都荒川区西日暮里５－１５－７
ダイナム綜合投資ビル３階

20人 03-3802-8166

不問
6,600人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

労災
05010-15502781

清掃／ダイナム秋田御
所野店

パチンコ店内の清掃作業
・床清掃
・パチンコ台の拭きあげ
・ゴミ回収
・灰皿清掃
・トイレ清掃など
※お客様を気持ちよくお迎えできる清掃を心掛けていただき
ます。
※勤務日数・休日などはご相談ください。
【受付番号　３８７】

不問

他 株式会社　日本ヒュウマップ

清掃作業（日本メナード
化粧品株式会社　秋田
支店）

○事業所内の清掃業務を行っていただきます。
・モップや雑巾を使用して行う一般的な清掃です

＊週３日、曜日は相談に応じます（月～金曜日）

＊６０歳以上の方歓迎します

不問

土日祝他 有限会社　竹村商会
毎　週

秋田県秋田市将軍野南５丁目７－４

1人 018-845-7803

不問

1人 018-845-7803

不問
8人 秋田県秋田市

労災
05010-15497581

労災
05010-15472481

清掃作業（秋田信用金
庫割山支店）

○事業所内の清掃業務を行っていただきます。
・モップや雑巾を使用して行う一般的な清掃です

＊週２日、曜日は相談に応じます（月～金曜日）

＊６０歳以上の方歓迎します

不問

土日祝他 有限会社　竹村商会
毎　週

秋田県秋田市将軍野南５丁目７－４

毎　週
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

8,500人 秋田県秋田市
平成30年8月29日～平
成30年10月31日 雇用・労災

05010-15482881

自動車整備（パート）

○一般自動車点検・整備

・内装や外装の掃除
・オイル交換やタイヤ交換など
・お車の引き取り

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　ガレージＫＥＮ

冷凍食品のトッピング
（９：００～１４：３０）

○流れ作業による冷凍食品の袋詰め及びトッピング
・凍結作業
・立ち作業となります。
・作業服は貸与します。

＊冷凍庫内の作業はありません。

不問

土日祝 株式会社エフ・リンク・コーポレーショ
ン　秋田工場毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

不問

14人 018-823-2522

不問
43人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15457781

6ヶ月
労災

13110-18583381

ホールでの接客（９：００
～

・「すノ家　寺内店」におけるホール接客業務を行っていただき
ます。
・お客様の接客案内
・精算
・飲食の提供、片付け等
・その他、上記に関するホール業務全般
（混雑時に調理の補助をしていただくことがまれにあり）

不問

他 回転寿司　すノ家　寺内店
毎　週

秋田県秋田市寺内油田２丁目１－３
７

毎　週
東京都荒川区西日暮里５－１５－７
ダイナム綜合投資ビル３階

20人 03-3802-8166

不問
6,600人 秋田県南秋田郡五城目町

350人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15490881

調理・販売／ダイナム
秋田五城目店

パチンコ店に併設されている飲食店内のお仕事
・麺類や丼物の簡単な調理
・接客
・一日の売上確認
・食材の在庫確認など
※調理未経験・パート未経験で始めた方も活躍しています。
※勤務日数・休日などはご相談ください。

【受付番号　２２９】

不問

他 株式会社　日本ヒュウマップ

衣裳パート（ノートルダ
ム秋田）

・新郎新婦様が一番美しく輝くお手伝いをしませんか？
新郎新婦が式、披露宴で着るお衣裳合わせのお手伝いが主
なお仕事になります。また、一生に一度の晴れの舞台で新郎
新婦様をより輝かせるために、お衣裳のお手入れや管理など
も行って頂きます。フィッティングを楽しみにされる方や緊張さ
れている方など、様々な方がいらっしゃいますので「衣裳」を
通して新郎新婦様の「想い」をカタチにして差し上げて下さ
い。未経験者でも安心の研修を行いますので、お仕事を通し
て「最高のおもてなしスキル」を身に付けることが可能です
よ。

不問

火他 株式会社　へいあん秋田
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－７５

12人 018-862-5115

不問

介護職員初任者研
修またはホームヘ
ルパー２級以上
（資格取得予定者
の方も可）

40人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15451081

他 ショートスティであい【有限会社　生保
内福祉会】毎　週
秋田県秋田市中通６丁目４番１２号

25人 090-7323-6411

2ページ中 2ページ

平成30年8月7日発行（平成30年8月6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

介護業務

○要介護状態にある高齢者に対し、入所して生活する手助け
　を行います。（食事・入浴介助、話相手等）

＊入所者２０人を介護・看護職員１８人体制で対応


※経験のない方も歓迎します。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 163,750円～198,150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 212,000円～255,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 200,000円～230,000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

1人 196,500円～206,500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30分 就業場所

月給

1人 163,000円～168,000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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3) 8時00分～17時00分

月給

1人 155,000円～155,000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05分 就業場所

日給（月額換算）

2人 136,864円～136,864円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

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

日給（月額換算）

1人 144,320円～144,320円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 141,700円～141,700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) 9時10分～18時10分 就業場所

不問
106人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15617781

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社渡敬　秋田支店
その他

秋田県秋田市卸町３－５－１

19人 018-824-5566

平成30年8月8日発行（平成30年8月7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

システムサポート

・ＯＡ機器（パソコン・サーバーなど）の設置事業所へのサ
ポート
・取扱状況の点検と活用状況の調査・指導
・その他、付随するサービス
・社用車使用

＊スキル習得のための社内やメーカーでの研修、勉強会等
があります。
＊事前に連絡をいただければ、応募前の見学を承ります。

土木工事技術員

○官庁が発注する土木工事の工事監督の支援業務、及び、
土木工事費の積算業務を担当

＊未経験者には、業務を実施しながら指導いたします。


２級土木施工管理
技士以上
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　シビル設計　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目４－３１

47人 018-883-0183

パソコン操作（エク
セル・ワード）

124人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-15563281

看護師又は准看護師
（よつば）

○「通い」を中心とした福祉事業所での看護業務です。
・通所者の日常の健康管理
・介護業務　
・病院への受診付き添い（社用車（ＡＴ車）使用します。）
・その他付随する業務

＊勤務時間等相談可

・看護師、准看護師
のいずれか
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　まつかさ園「小規模多機
能型居宅介護事業所　りんどう」その他
秋田県秋田市仁井田本町２丁目１２
－１４

15人 018-889-6323

看護業務３年以上
の経験

32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15565081

看護師【正社員】

○スマイル薬局併設の「デイサービスセンタースマイル輝」
に於いて看護師業務に従事していただきます。
・バイタルチェック
・機能訓練
・食事、入浴、排泄の介助
・送迎等
・その他、付随する業務

＊社用車（軽ＡＴ車）にて移動します。

看護師
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　スマイル薬局
その他

秋田県秋田市将軍野東１－４－３８

5人 018-846-5778

不問
37人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15576981

保育士

○０歳児～２歳児の保育業務全般を担当して頂きます。
・園児の健康管理
・行事の運営
・各部屋の清掃
・その他、保育に付随する業務

＊０歳児：６名、１歳児：６名、２歳児：７名

＊試用期間終了後の正職員登用の可能性もあり

保育士免許（必須）

日祝他 さくらんぼ保育園（小規模保育事業Ａ
型）毎　週
秋田県秋田市外旭川字前谷地５３－
１

7人 018-827-3916

不問
7人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15605981

事務職員
○献血に係る一般事務
　・献血会場における受付業務
　・パソコンを使用した献血申し込み者の入力業務
　・接遇

　＊雇用期間の更新あり（１年毎）

　＊土・日はシフトにより勤務となりますので、土・日勤務
　　できる方を希望

不問

他 秋田県赤十字血液センター
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－１８６

75人 018-865-5541

パソコン操作可能な
方（ワード・エクセル）
＊入力業務がスムー
ズにできる程度

75人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-15568981

一般事務補助

＊一般事務補助
＊文書整理
＊パソコン操作（一太郎・Ｅｘｃｅｌ等）
＊電話応対
＊接客（お茶出し等）


不問

土日祝他 秋田県農林水産部農林政策課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

43人 018-860-1721

パソコン操作可能
であること

3,500人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～平
成31年2月28日 雇用・公災・健康・厚生

05010-15550981

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１３日以降、随時雇用開始です。


不問

土日祝他 秋田赤十字病院
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
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-15569581

事務補助業務（生産管
理）

○当社派遣先において、事務補助業務に従事していただきま
す。
・ＰＣを用いたシステムへの入力作業
・各種帳票作成
・プリント回路製品に関わる生産管理業務
・その他、付随する業務

＊制服貸与

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

ＰＣ操作（エクセ
ル、ワード）

90人 秋田県秋田市
～平成30年9月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010-15646381

経理事務

○自動車学校での経理事務に従事していただきます。
・給与計算
・社会保険等書類作成
・来客対応など

※経理事務のほか、教習指導員の資格取得を目指していた
だきます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
＊１年間無事故無
違反の方

他 株式会社　割山自動車教習所
その他

秋田市新屋割山町１－２６

9人 018-864-3434

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15600281

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

1人 168,000円～168,000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45分～17時45分 就業場所

時給（月額換算）

1人 127,872円～127,872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 127,872円～127,872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 127,872円～127,872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 127,872円～127,872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 127,872円～127,872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

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 134,400円～168,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 146,200円～206,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～19時30分 就業場所
(2) 9時00分～19時50分

月給（月額換算）

1人 174,200円～200,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所
(2)10時45分～19時15分
(3)11時15分～19時45分

月給

1人 151,600円～151,600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00分～17時30分 就業場所
(2)10時45分～19時15分
(3)11時15分～19時45分

4ページ中 2ページ

平成30年8月8日発行（平成30年8月7日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

経理事務（秋田市川
尻）

○書類等作成その他経理処理業務
・データ入力、電話対応、来客応対
・伝票仕訳起票、請求書処理、外注費入力
・立替経理の精算、会計ソフト（ＴＫＣ・ＳＸ・ＦＸ）使用

平成30年8月27日～平
成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05010-15628181

不問

土日祝 株式会社　スタッフサービス
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目３番８号
アトリオンビル　１２階

0人 018-836-7701

2人 018-862-3639

不問

経理実務経験者
ＰＣ基本操作

39,767人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　スカイランドリー（ホワイト
急便）

受付フルタイム【生鮮い
ちばん土崎店】

○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

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

不問
40人 秋田県秋田市

40人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15577581

受付フルタイム【秋田駅
東口店】

○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

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

毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ１９－１

3人 018-862-3639

雇用・労災・健康・厚生
05010-15582681

雇用・労災・健康・厚生
05010-15579781

受付フルタイム【新国道
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

不問

他

3人 018-862-3639

不問

4人 018-862-3639

不問
40人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　スカイランドリー（ホワイト
急便）

受付フルタイム【八橋イ
サノ店】

○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

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

不問
40人 秋田県秋田市

40人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15587881

受付フルタイム【ドライ
ブスルー広面店】

○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

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

毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ１９－１

3人 018-862-3639

～平成30年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15639681

雇用・労災・健康・厚生
05010-15589181

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

20人 018-847-4550

パソコン操作（エク
セル）

0人 018-883-1101

不問
90人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　エス・グルーヴ

ネットショップ運営補助・
データ入力

○ネットショップ（楽天、ヤフー）への商品出品補助を行ってい
ただきます。
・エクセル（ＣＳＶ）を使用してのデータ入力。
・フォトショップを使用しての簡単な画像加工。
・伝票入力
・受注対応、メール・チャット入力の補助
・その他、付随する業務

不問

土日 有限会社　小西タイヤ
毎　週

秋田市土崎港西二丁目１２－６７

不問
2,000人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市
～平成30年12月25日

雇用・労災・健康・厚生
05010-15554881

販売職（秋田西武アリ
スバーリー店）

販売スタッフとしてショップでのお客様への接客販売業務・商
品・売上管理・ディスプレイ・レイアウト管理などが主な業務内
容となります。

株式会社レリアン
その他

東京都世田谷区瀬田５－３９－２０

その他
東京都港区北青山　一丁目２番３号

3人 03-6634-7551

雇用・労災・健康・厚生
13070-74999181

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13040-94019381

販売／秋田西武／レリ
アン

婦人服（レリアン・プラスハウス）の販売及び付帯業務。
充実した福利厚生でスタッフの働きやすい環境を実現
店舗をご覧の上、是非ご応募下さい。

ホームページ
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｅｉｌｉａｎ．ｃｏ．ｊｐ

不問

他

その他
東京都世田谷区瀬田５－３９－２０

3人 03-3708-5211

不問

3人 03-3708-5211

不問
1,834人 秋田県秋田市

1,834人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
13070-75001581

販売／秋田西武店／レ
リアン／準社員

ココロ長岡店勤務
婦人服（レリアン・プラスハウス）の販売及び付帯業務。
業界屈指の福利厚生でスタッフの働きやすい環境を実現。
店舗をご覧の上、是非ご応募下さい。

ホームページ
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｅｉｌｉａｎ．ｃｏ．ｊｐ

不問

他 株式会社レリアン



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

2人 155,800円～184,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

時給（月額換算）

1人 132,000円～132,000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)10時00分～18時30分 就業場所

月給

2人 140,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 127,872円～127,872円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 194,000円～259,000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 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分

月給

1人 160,000円～250,000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) 5時30分～10時30分 就業場所
(2) 8時00分～15時30分
(3)10時00分～21時00分

月給

1人 246,911円～348,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～45歳 就業場所

月給

1人 180,000円～215,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～35歳 (1) 9時00分～ 0時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 120,681円～130,820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00分～16時45分 就業場所

平成30年8月8日発行（平成30年8月7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

登録販売者

・店内の薬売場における医薬品等の販売
・薬部門の商品の発注・陳列・在庫管理
・その他付随する業務

＊就業時間については、ご相談に応じます。


登録販売者（医薬
品）

他 株式会社　マルエーうちや　店名
「ジェイマルエー」その他
秋田県秋田市泉北２丁目４番２３号

72人 018-896-1811

不問
590人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15657581

店舗スタッフ（秋田店）

○店舗内における接客販売業務を担当していただきます。
・楽譜及び楽器の販売
・お客様への商品の説明及び提案
・楽器の手入れ、棚入れ、棚だし等商品管理等

＊音楽と子供が好きで、特に子供の音楽・英語教育に関心を
　お持ちの方歓迎いたします。

＊雇用期間は、６ヶ月毎の契約更新です。

不問

火他 株式会社　ヤマハミュージックリテイ
リング　秋田店その他
秋田県秋田市中通４丁目１－５

8人 018-835-5091

不問
1,520人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15537781

原木仕入担当

○原木仕入業務全般
・原木在庫管理業務
・原木入札業務
・ＰＣ入力作業
・森林管理署関係への訪問
・車での外出用務あり（社用車（ＡＴ車）使用）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 秋田製材協同組合
隔　週

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０－４６

69人 018-893-3120

原木業務等経験者
歓迎
パソコン基本操作

69人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15615581

一般製材業営業

○一般製材品の営業業務全般
・販売に関する業務
・商社及び取引先への交渉
・商社回り
・ＰＣ入力作業
・社用車使用（ＡＴ車）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 秋田製材協同組合
隔　週

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０－４６

69人 018-893-3120

営業経験者歓迎
パソコン基本操作

69人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15616481

工場内作業員

○当社クリーニング工場内での各種業務に従事します。
・プレス作業、アイロンがけ
・商品の区分け、梱包作業
・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）毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ１９－１

16人 018-862-3639

不問
40人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15593481

配送及び工場内作業
員

○当社の各業務に従事していただきます。
・クリーニング品の配送業務
＊秋田市内を中心に各店舗への商品配達、回収作業
（ワゴン車（ＭＴ車、ＡＴ車）を使用します。）

・クリーニング工場での洗浄工程業務全般
　選別、洗浄、乾燥、シミ抜き、区分け等

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

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

16人 018-862-3639

不問
40人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15596281

調理スタッフ（和・洋食）

○和・洋食の調理スタッフとして勤務していただきます。
【主な仕事内容】
・朝昼食を中心に、メニュー作成、食材等の発注、仕込み、
　原価管理等厨房業務全般。
・食器や調理器具等の洗浄、厨房内清掃他付随する業務

＊必ずしもホテルでの経験は必要ありません。柔軟な発想と
　創造力をフルに活用してくださる、活気のある方をお待ち
　しております。

不問

他 ホテルマネージメントインターナショナ
ル　株式会社その他
秋田県秋田市大町３丁目４－１８

17人 018-865-2111

不問
1,300人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15536481

店長候補［居酒屋　寧
／秋田駅前店］

多種多様な創作和食をお召し上がりいただく居酒屋『寧々家』
です。
接客を中心に、アルバイトの採用教育や店舗マネジメント全
般をお願いします。

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

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部
その他

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

25人 022-266-5802

不問
9,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-53919381

店長候補（秋田茨島
店）

店舗の営業

商品の仕込み、売上管理や７０～１００名の店舗
スタッフの人材管理等、店舗運営及びマネジメント
業務全般に関する業務です。

不問

他 株式会社　あきんどスシロー
その他

吹田市江坂町１－２２－２

100人 06-6368-1020

不問
34,500人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 27060-28895381

製造作業員（清酒）

○製造部門における業務全般

・清酒のびん詰め作業や、仕上げ作業等

＊その方次第では、他の業務への配置換えとなる場合もあり
　ます。

＊雇用期間：本人の勤務状況等により６ヶ月毎の更新あり

不問

日祝他 小玉醸造　株式会社
その他

秋田県潟上市飯田川飯塚字飯塚３４
－１

55人 018-877-2100

不問
55人 秋田県潟上市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15535581

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

10人 151,200円～151,200円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 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）

10人 151,200円～151,200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）

2人 130,560円～130,560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) 8時30分～17時15分 就業場所

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

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

月給

1人 165,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 116,655円～116,655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

05010-15598081

運転手（臨時職員）

・健康診断実施時の検診車（大型車）の運転。早朝勤務有り
・院長他、職員が外出する際の送迎（普通車ＡＴ）
・市内の書類配達　他

＊秋田市内が中心となります。

＊早朝に検診が行われる場合は、就業時間が変更になりま
す
（実働７．５時間）
＊通算して５年を超えない範囲内での更新となります。

大型自動車運転免
許

土日祝他 秋田厚生医療センター
毎　週

秋田県秋田市飯島西袋１丁目１番１
号

876人 018-880-3000

不問

4ページ中 4ページ

5,138人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生

平成30年8月8日発行（平成30年8月7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

電気機器製造（交替
制）【五城目町】

○電気機器を製造している会社で、手作業でのコイル巻き付
　けや、金属仕上げ作業を行っていただきます。

※その他、付随する作業あり。
※就業時間は変則３交替ですが、（１）と（２）の２交替でも可
能です。

＊就業開始日相談可能

不問

日他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

20人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県南秋田郡五城目町

平成30年9月3日～平
成30年10月31日 雇用・労災

05010-15612381

電気機器製造（日勤）
【五城目町】

○電気機器を製造している会社で、手作業でのコイル巻き付
　けや、金属仕上げ作業を行っていただきます。

※その他、付随する作業あり。




＊就業開始日相談可能

不問

日他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

20人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県南秋田郡五城目町

平成30年9月3日～平
成30年10月31日 雇用・労災

05010-15613681

無線機の組立業務

○派遣先の事業所において無線機の組立業務に従事してい
ただきます。
・無線機の外枠の組立から完成までの各パーツを、現場担当
者からの指示を受けて、組立していく業務となります。　　　　


不問

土日祝他 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

5人 018-883-1101

不問
90人 秋田県潟上市

～平成30年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15658481

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
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9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15651281

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9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15653081

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
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9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15655681

電子部品の組立業務
（８：００～１７：００）

○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9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15640481

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

普通自動車免許
（マイカー持込み可
能な方）
※足場組立作業責
任者、酸欠危険作
業主任、小型移動
式クレーン、玉掛、
職長教育の資格が
あれば尚可

～平成30年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15642881

機械整備工・仕上工

○発電プラント等の点検維持、補修等の業務を担当します。
・主に発電設備、金属製錬設備等の点検維持、補修作業。
・１チーム約２～４名で作業をします。

＊作業着は貸与します。
＊協調性のある方、積極的に仕事に取り組んでいただける方
歓迎します。

土日祝他 高山建設工業　株式会社

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15608781

毎　週
秋田県秋田市飯島字家の下１１－５

25人 018-847-1101

65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

1人 1,300円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～13時00分 就業場所

時給

2人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 就業場所

時給

1人 890円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,026円～1,026円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所
(2) 8時30分～15時15分
(3)10時30分～17時15分

時給

3人 780円～830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～14時30分 就業場所
(2)14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
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～13時00分 就業場所
(2)14時00分～19時00分

時給

1人 740円～740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) 8時00分～13時00分 就業場所
(2)14時00分～19時00分

時給

1人 740円～740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) 8時00分～13時30分 就業場所
(2)13時30分～19時00分

時給

1人 740円～740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) 8時00分～13時30分 就業場所
(2)13時30分～19時00分

時給

1人 740円～740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) 8時00分～14時00分 就業場所
(2)14時00分～20時00分

3人 018-862-3639

不問
40人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15590681

雇用・労災
05010-15588281

受付パート【ドライブス
ルー広面店】

○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

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

毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ１９－１

3人 018-862-3639

不問
40人 秋田県秋田市

40人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15585481

受付パート【八橋イサノ
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

不問

他 株式会社　スカイランドリー（ホワイト
急便）

受付パート【新国道店】

○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

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

4人 018-862-3639

不問

3人 018-862-3639

不問
40人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15580081

雇用・労災
05010-15578481

受付パート【秋田駅東
口店】

○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

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

毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ１９－１

2人 018-862-3639

不問
40人 秋田県秋田市

370人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15560481

受付パート【生鮮いちば
ん土崎店】

○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

不問

他 株式会社　スカイランドリー（ホワイト
急便）

受付スタッフ（マルダイ
土崎店）

○クリーニング物の受付・引渡し等
　業務全般をお願いします。

・受付（品物のチェック等）
・レジ（タッチパネル入力）
・その他、付随する業務

不問

他 株式会社　小野寺ドライクリーニング
秋田工場“ママクリーニング小野寺よ毎　週
秋田県秋田市泉北３丁目５－１８

3人 018-895-7400

不問

7人 018-860-1511

パソコン基本操作
出来る方（エクセ
ル、ワード）

3,200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・公災・健康・厚生

05010-15567681

12ヶ月
雇用・労災

05010-15606581

旅券事務の窓口業務

【主な仕事の内容】
・旅券の申請受理および交付業務
・その他　電話応対を含む旅券事務補助
・申請書類の内容チェック
・パソコンの入力作業
・旅券交付後の事務処理、ファイリング等

不問

土日祝他 秋田県生活環境部　県民生活課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市外旭川字前谷地５３－
１

7人 018-827-3916

不問
7人 秋田県秋田市

60人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
03010-19627681

保育士

○０歳児～２歳児の保育業務全般を担当して頂きます。
・おむつ替え、ミルク等の保育業務
・各部屋の清掃
・その他、付随する業務

＊０歳児：６名、１歳児：６名、２歳児：７名


保育士免許

日祝他 さくらんぼ保育園（小規模保育事業Ａ
型）

保育士（みんなのみら
いメルシティ潟上園）

○保育業務全般の業務をお願いいたします。
　・０歳児～５歳児（定員１９名）の保育業務
　・書類作成や付随する業務
　　（みんなで分け合って行いますので負担が少ないです。
　　　残業や持ち帰り業務もありません。）
＊園児・保護者・地域の皆さま・職員同士と寄り添い、
　ひとりひとりに温かく心のこもった保育をいたします。

＊平成３０年４月１日開園の新しい保育園です。

保育士

他 株式会社　みんなのみらい計画
毎　週

岩手県盛岡市西青山３丁目３６－３６

12人 019-601-8018

不問

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15534981

看護師・准看護師

木日祝他 ながぬま内科
その他

秋田県秋田市土崎港中央６－２－２
４

7人 018-857-2111

平成30年8月8日発行（平成30年8月7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

看護業務

・看護業務一般
・点滴、採血
・医師の補助



℡ 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。



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 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 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 740円～740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～13時00分 就業場所
(2)14時00分～19時00分

時給

6人 800円～800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)13時00分～17時00分 就業場所
(2)16時00分～20時00分
(3)13時00分～20時00分

時給

2人 740円～860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
(2)16時00分～20時00分
(3)17時00分～21時00分

時給

2人 740円～860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～13時00分 就業場所
(2)10時00分～14時00分
(3)11時00分～15時00分

時給

1人 800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15分～15時15分 就業場所

時給

2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 就業場所

時給

1人 880円～880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30分～17時30分 就業場所
(2)10時45分～19時15分
(3)11時15分～19時45分

時給

1人 740円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所

時給

2人 768円～888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～15時00分 就業場所
(2)10時00分～16時00分
(3)10時00分～17時00分

日給（時給換算）

2人 928円～928円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

45人 秋田県潟上市

雇用・労災
14150-18249781

中古タイヤ販売、タイヤ
洗浄、買付補佐、ＰＣ作
業など／秋田

中古タイヤの接客販売や通販サイトへの商品アップ作業。

タイヤ洗浄や商品の撮影、中古タイヤの買取集荷補佐など 不問

日祝他 株式会社　サンパワー
その他

横浜市港北区綱島西３－２１－２５
南武ビル２Ｆ

4人 045-542-1127

通販サイト知識
ＰＣ操作

72人 018-896-1811

不問
590人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05010-15656981

雇用・労災
05010-15604681

登録販売者《御所野
店》

・店内の薬売場における医薬品等の販売
・薬部門の商品の発注・陳列・在庫管理
・その他付随する業務

＊就業時間については、ご相談に応じます。


登録販売者（医薬
品）

他 株式会社　マルエーうちや　店名
「ジェイマルエー」毎　週
秋田県秋田市泉北２丁目４番２３号

毎　週
秋田県秋田市外旭川八柳３丁目１６
－１１

15人 018-868-4992

不問
48人 秋田県秋田市

1,834人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
13070-74998281

精肉の販売業務「メル
カートわかば」

・精肉の商品づくり、品出し業務を担当していただきます。
・商品のパック詰め、品出し等
・簡単な手作業（お肉のカット、ひき肉作り等）
・精肉の対面販売、レジ業務もあります。


＊制服の貸与あります。

不問

水他 株式会社　大門商店

販売サポート／秋田／
レリアン

急募！！静岡伊勢丹店勤務
「レリアン」「レリアンプラスハウス」「キャラオクルス」での婦人
服販売サポート及び付帯業務

長期できる方歓迎！


ホームページ　
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｅｉｌｉａｎ．ｃｏ．ｊｐ

不問

他 株式会社レリアン
毎　週

東京都世田谷区瀬田５－３９－２０

3人 03-3708-5211

不問

4人 018-866-9439

不問
35人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-15629081

6ヶ月
労災

13010-98073081

レディース向けのアクセ
サリーやＳＷＩＭＭＥＲ
の接客販売

・店頭にてアクセサリー、ＳＷＩＭＭＥＲの接客販売
（レジ、包装、清掃、商品検品、陳列、在庫管理等）
＊試用期間　３か月
　（小売販売業一般常識、販売目標、商品在庫管理、
　　コミュニケーション能力による）

＊学生の方、大歓迎（高卒以上）

＊男女問わず活躍しています。

不問

他 株式会社　流行屋
その他

秋田県秋田市山王３丁目８－５
　トーカンキャスティール山王６０８号

毎　週
東京都中央区日本橋堀留町１－７－
１５

4人 03-3661-7501

不問
711人 秋田県秋田市

590人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010-15543581

販売職（タオル・バス雑
貨等の販売）／西武秋
田店

タオル・バス雑貨・バストイレタリー用品・ウエア等の接客販売

不問

他 内野　株式会社

店内販売《御所野店》
【午前～】

○店舗内の各種業務に従事していただきます。
・レジ業務
・食品・雑貨等の商品補充
・その他付随する業務

＊就業時間については、ご相談に応じます。


不問

他 株式会社　マルエーうちや　店名
「ジェイマルエー」毎　週
秋田県秋田市泉北２丁目４番２３号

72人 018-896-1811

不問

72人 018-896-1811

不問
590人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05010-15542981

平成30年8月20日～平
成30年10月14日 労災

05010-15610181

店内販売《御所野店》
【午後～】

○店舗内の各種業務に従事していただきます。
・レジ業務
・食品・雑貨等の商品補充
・その他付随する業務

＊就業時間については、ご相談に応じます。


不問

他 株式会社　マルエーうちや　店名
「ジェイマルエー」毎　週
秋田県秋田市泉北２丁目４番２３号

その他
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
14,000人 秋田県秋田市

40人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15592581

チェッカー担当【秋田
市】

秋田市内の派遣先においてチェッカー担当をしていただきま
す。

※制服貸与。初心者の方へも丁寧に指導します。

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

受付パート【アマノ御所
野店】

○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

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

1人 018-862-3639

不問

不問
40人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15591981

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

1人 018-862-3639

3ページ中 2ページ

平成30年8月8日発行（平成30年8月7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

受付パート【秋田仁井
田本町店】

○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



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 800円～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～13時30分 就業場所
(2)12時30分～16時00分

日給（時給換算）

1人 1,250円～1,250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)20時00分～ 6時00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) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

2人 738円～745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

2人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)16時00分～20時30分

時給

1人 900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)11時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時20分～11時50分 就業場所

日給（時給換算）

5人 933円～960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) 6時00分～15時00分 就業場所

45人 018-863-6541

不問
45人 秋田県秋田市

～平成30年11月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15562881

～平成31年3月31日
労災

05010-15654381

ゴルフ場コース整備員

○ゴルフ場のコース整備員
・コース内の芝の刈り込み・木の伐採
・コース内の環境美化（ゴミ、松葉等の回収　等）
・その他、付随する業務
＊屋外での作業です。
＊芝の刈り込み・木の伐採は機械を使用しますので、未経験
の方には丁寧に指導いたします。

＊移動時に社用車（２ｔ軽トラ、ＭＴ車）を使用します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
チェンソー操作資
格あれば尚可

他 秋田観光開発　株式会社　秋田カン
トリー倶楽部毎　週
秋田県秋田市新屋町字砂奴寄５－１

毎　週
秋田県秋田市東通仲町１２番１７号

12人 018-833-4529

不問
500人 秋田県秋田市

130,000人 秋田県南秋田郡大潟村
3ヶ月

雇用・労災
05010-15566381

清掃員（北都銀行秋田
駅前支店）８：２０～１１：
５０

○「北都銀行秋田駅前支店」内の清掃
　建物は３階建です。（女子トイレの清掃を含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊支店近くに住んでいて、長く勤務していただける方歓迎いた
します。
＊月・水・金のみのお仕事です。　　　
＊年度毎の更新です。
＊６０歳以上の方歓迎します

不問

火木土日祝 ＪＲ秋田鉄道サービス　株式会社

軽作業（大潟村）

○大潟村内法人倉庫内におけるお米の積み込み作業
・重量は１個１０ｋｇ～１５ｋｇ程度
・手作業になります

＊制服貸与します

＊体力に自信のあるシニアも歓迎します

不問

土日 ヤマト運輸株式会社　秋田法人営業
支店毎　週
秋田県秋田市御所野湯本２丁目１－
１

23人 018-839-3542

不問

7人 03-5646-6777

不問
2,000人 秋田県秋田市

4ヶ月
雇用・労災

13130-25148081

4ヶ月
労災

13130-25145881

【急募】調理・接客　（秋
田県・秋田市）

・オープンキッチン内での調理、接客サービス
・うどん、そば、ラーメン、カレー、丼物、定食などの調理
・店舗運営補助
☆土、日勤務可能な方歓迎
＊仕事は働きながら、覚えられます。
＊未経験の方にも丁寧に指導しますので、安心してご応募い
ただけます。
【画像情報あり】

不問

他 株式会社　マルハンダイニング
毎　週

東京都江東区深川２－８－１９　さく
らいビル４階

毎　週
東京都江東区深川２－８－１９　さく
らいビル４階

6人 03-5646-6777

不問
2,000人 秋田県秋田市

9人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
03010-19628981

【急募】調理・接客　（秋
田県・秋田市）

・オープンキッチン内での調理、接客サービス
・うどん、そば、ラーメン、カレー、丼物、定食などの調理
・店舗運営補助

☆土、日、祝日、早番、遅番勤務可能な方大歓迎
＊仕事は働きながら、覚えられます。
＊未経験の方にも丁寧に指導しますので、安心してご応募い
ただけます。
【画像情報あり】

不問

他 株式会社　マルハンダイニング

調理師又は栄養士（み
んなのみらいメルシティ
潟上園）

『みんなのみらいメルシティ潟上園』（０～５歳児・定員１９名）
において下記の業務に従事して頂きます。
　・保育園での給食、栄養管理業務
　・食事の調理（給食、おやつ、延長保育の軽食）
　・食材発注や衛生管理
　・その他、栄養及び給食に関すること
＊園児・保護者・地域の皆さま・職員同士と寄り添い、
　ひとりひとりに温かく心のこもった保育をいたします。
＊平成３０年４月開園予定の新しい保育園です。

調理師資格もしくは
栄養士資格

他 株式会社　みんなのみらい計画
毎　週

岩手県盛岡市西青山３丁目３６－３６

0人 019-601-8018

不問

30人 018-862-2596

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15595881

雇用・労災
05010-15594781

工場内軽作業　（９：００
～　１５：００）

○当社クリーニング工場での作業をお願いします。

・プレス作業の仕上げ業務
・その他付随する業務

＊初めは簡単な作業から担当します。

不問

日他 有限会社　藤屋クリーニング
毎　週

秋田県秋田市新屋豊町１５－２３

毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ１９－１

16人 018-862-3639

不問
40人 秋田県秋田市

38人 秋田県秋田市

労災
05010-15607481

工場内作業員

○当社クリーニング工場内での各種業務に従事します。
・プレス作業、アイロンがけ
・商品の区分け、梱包作業
・その他付随する業務

＊週の労働時間は３０時間未満で調整。１ヶ月のシフト表に
　より調整致します。

不問

日祝他 株式会社　スカイランドリー（ホワイト
急便）

介護員（夜勤パート）

○高齢者むけ住宅にて介護業務に従事していただきます。
・入居者様の排泄介助業務
・食事誘導
・その他付随する業務
＊２名体制で行います。



不問

他 株式会社　いわま薬局　ひとむすび
泉毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１３－５

18人 018-827-3911

不問

不問
354人 秋田県潟上市

平成30年10月1日～
雇用・労災

05010-15599381

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月日 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

27人 018-877-7110

平成30年8月8日発行（平成30年8月7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

介護員

・利用者の送迎
・利用者の日常生活に関する介助
・リハビリテーションの補助
＊火曜～土曜日、２名で、午前、午後どちらかのシフトを担当
して頂きます。

＊未経験者はマンツーマンで指導します。

℡ 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。



　　　　●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　８日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　２．　８月　９日　横浜電子工業㈱【製造・設備保守、機械設計、電子部品製造】
　　３．　８月１０日　㈲クリーンマジック「ﾊｰﾄﾌﾙｹｱ秋田」【ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護職員、栄養士】
　　４．　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】
　　５．　８月２０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　６．　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！
　　７．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　８．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　　９．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

●求人に興味はあるけれど、いきなり面接は不安・・・
●色々な会社の情報を集めたい！

　　　　　　　　ハローワーク秋田２階大会議室において、下記日程の１０：００～１０：３０で開催します。
　　　　　　　　参加希望者は９：５０までに直接会場へお入りください。
　　　　　　　　希望者は、説明会終了後別会場での個別面談もできます。

　　１．　８月　８日　ヤマト運輸㈱【荷受作業（イオンモール秋田）】
　

『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

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 220,000円～320,000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 242,000円～277,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

1人 170,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時45分～17時45分 就業場所
(2) 8時30分～18時00分
(3) 8時30分～12時30分

月給

3人 150,000円～150,000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) 7時40分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～16時30分
(3) 9時30分～18時00分

月給

1人 150,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時45分 就業場所

日給（月額換算）

1人 166,500円～166,500円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

2人 144,000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

月給

2人 169,000円～267,000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

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9月1日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-15704481

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

平成30年8月9日発行（平成30年8月8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

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。

測量業・土木設計コン
サルタント・補償コンサ
ルタント

○秋田県内全域における土木設計業務を担当していただき
ます。
・地上測定、ＣＡＤ、Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄを使用しての設計業務
・測量

※初めは補助業務からです。
※農業土木、道路、河川、砂防が主な現場です。
※作業着支給いたします。
　

不問

土日祝 株式会社　さくら技研
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－２６

22人 018-865-4109

実務経験ある方
（年数不問）

25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15762781

看護師又は准看護師
【急募】

○老人ホームの入居者（約９０名）の健康管理等を担当して
いただきます。（３～４名で対応しています。）
・バイタルチェック
・投薬の管理
・受診の付き添い
・入居者の体調不良の際の対応
※退職者補充の為の急募
※夜間拘束あり（オンコール体制、手当有り）
（月５～６回程度。緊急時における呼び出しの可能性あり）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・看護師免許または
准看護師免許（看護
師免許尚可）
・普通自動車免許（通
勤用）

他 社会福祉法人　ふたあら福祉会
その他

秋田県潟上市飯田川下虻川字上谷
地１６８－１

81人 018-877-7077

医療経験者
81人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15727681

鍼灸師

○鍼（はり）、灸にて、患者さんの症状の解消、軽減をする
業務です。

＊水曜、土曜日は午前中のみの勤務です。
＊制服貸与あり

はり師、きゅう師

日祝 医療法人　城東整形外科
その他

秋田県秋田市東通６丁目７－６

9人 018-832-0023

不問
87人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15701681

幼稚園教諭

○幼稚園での教諭業務全般を担当していただきます。
・日常保育、預かり保育等

＊現在、園児数２８人で３クラスです。
＊教諭３人で対応します。
＊雇用期間終了後の更新の可能性あり。
＊就業時間（１）～（３）１週間単位の交替制


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

幼稚園教諭、保育
士資格

土日祝他 学校法人　東林学園　和田幼稚園
毎　週

秋田県秋田市河辺和田１４４－１

7人 018-882-2167

パソコン操作（ワー
ド・エクセル等）

7人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-15726381

事務員


　○総務関係事務
　○経理関係事務
　○庶務関係事務

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　角繁
その他

秋田県秋田市中通２丁目１番２２号

5人 018-833-9461

不問
78人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15722881

企画・営業

・広告・企画
・広告提案書の作成
・クライアントへのプレゼンテーション
・イベントプロデュースの段取り
・その他、付随する業務

　※事業内容は当社ホームページをご参照ください。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　エポックコミュニケーション
ズ毎　週
秋田県秋田市川尻大川町４－７

11人 018-863-8637

関連業務の経験者
の方優遇します
パソコン操作

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15724181

ＯＡ機器操作及びフロ
ント業務

○派遣先における自動車リサイクルシステムを活用したＯＡ
機器操作及びフロント業務に従事していただきます。

不問

日他 有限会社　アキタドリームサービス
隔　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

＊ＰＣ操作
90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

05010-15707281

家財保険簡易査定業
務
　【新規業務】

○物件内のガラス破損に関する簡易査定、及び保険金支払
いまでの進捗管理業務

＊未経験の方でもできる業務です。
＊事前の研修がありますので、ご安心ください。

※１０月からスタートする【新規業務】です。
◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆

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

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
05010-15702981

テクニカルアドバイザー

○大手国産自動車メーカーのお車をご利用の方からの車の
仕様に関する問い合せに対応するテクニカルサポートのお仕
事です。

＊デスクワークが初めてという方でも歓迎です。


【働き方改革関連企業】

◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆

整備士資格３級以
上（必須）

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

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
05010-15703581

℡ 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 170,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)11時00分～20時00分

月給

1人 170,000円～200,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)11時00分～20時00分

月給

1人 179,200円～258,700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30分～17時00分 就業場所

月給

1人 155,000円～155,000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)22時30分～ 7時30分 就業場所

年俸（月額換算）

1人 226,000円～331,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 182,300円～351,100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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 156,000円～168,000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45分～17時45分 就業場所
(2)17時15分～ 9時15分
(3) 7時20分～16時20分

月給

1人 160,000円～160,000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

日給（月額換算）

1人 168,500円～168,500円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2)10時15分～19時15分
(3) 6時00分～19時30分

月給

2人 175,000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 18歳以上 (1)18時00分～ 1時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 150,360円～150,360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) 7時55分～16時05分 就業場所

4ページ中 2ページ

平成30年8月9日発行（平成30年8月8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

事務【正社員】

・店営業に係る事務管理
・経理事務全般
・外国人芸能人の管理業務及びサポート

＊送迎及び買い出し等で社用車（ＡＴ車）の運転をすることも
あります。

雇用・労災・健康・厚生
05010-15753481

普通自動車運転免
許（ＡＴ可）

土日祝他 株式会社ニューワールド
毎　週

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

11人 018-863-6166

不問

不問
11人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 日本赤十字秋田看護大学

事務【契約社員】

・店営業に係る事務管理
・経理事務全般
・外国人芸能人の管理業務及びサポート

＊送迎及び買い出し等で社用車（ＡＴ車）の運転をすることも
あります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ可）

土日祝他 株式会社ニューワールド
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目１－３　八
番館ビル４階

不問
90人 秋田県秋田市

11人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-15754781

大学事務

○大学に関する業務を適性やジョブ・ローテーションにより担
当する。
・教育、研究、学生に関する業務
・経理に関する業務
・職員の勤務管理、福利厚生に関する業務
・大学入試に関する業務
・図書館に関する業務　等

＊詳細はホームページ参照

東北新開株式会社　秋田営業所
その他

秋田市河辺松渕字捨り水２１－１

毎　週
秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
１７－３

34人 018-829-4000

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15743981

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-15763881

夜間点呼者≪急募≫

○夜間の車両運転者への点呼業務に従事していただきま
す。

　夜間運行車両：平均５台前後の点呼となります。

※免許取得の助成制度あり

＊６０歳以上の方の応募も歓迎します。

運行管理資格また
は運行管理（基礎
講習）修了者であ
れば尚可

他

4人 03-3239-3810

不問

12人 018-882-5084

不問
42人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 積和建設東北　株式会社

営業職（秋田市）／在
籍出向

自動車の買取・販売業務に携わっていただきます。
インターネットや広告を見て、ご依頼を受けたお客様の自動
車の査定・契約までの商談、自動車の引取などを行います。
入社後は配属店舗で約１ヶ月間のＯＪＴ研修があり、査定・商
談方法を覚えて頂きます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　カーチスホールディングス
毎　週

東京都千代田区紀尾井町４－１　新
紀尾井町ビル２Ｆ

不問
320人 秋田県秋田市

513人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-98706181

リフォーム営業職［秋田
市］

◎一般住宅、マンション等のリフォームの営業

・主に既存のお客様からの紹介により、訪問しての営業と
　なります。
・見積り書などの書類作成
・契約業務

医療法人　運忠会
その他

秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

その他
宮城県仙台市泉区明通３丁目１５－
２

86人 022-777-3911

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15734381

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-54031281

介護職員【介護福祉
士】（しおさい）

○サービス付高齢者住宅「しおさい」での介護業務全般に従
事していただきます。
・入所者（３９名程度）の食事、入浴、排泄介助などの介護業
務
・生活支援、見守り、レクリエーションの実施

＊就業時間（１）～（４）で週の労働時間を法定内に調整


介護福祉士

他

5人 0187-63-8682

不問

9人 018-845-4151

不問
166人 秋田県秋田市

調理師免許

他 株式会社　魚国総本社　東北支社

インストラクター（Ａ）【茨
島る～む】

【主な仕事の内容】
　・ご利用者に対する運動補助　・見守り
　・送迎業務（ＡＴ社用車）　　・簡単な雑務
＊キャリアアップ制度も充実
　会社推薦によりケアマネージャー、健康運動実践指導者
　健康運動指導士など取得可。取得費用は全額会社負担で　
　す。（交通宿泊費含）
　弊社スタッフ入社後資格取得実績例
　　　社会福祉主事・健康運動指導士・健康運動指導者
　　　介護福祉士・ケアマネージャー・ヘルパー２級など

普通自動車免許
（業務用・ＡＴ限定
可）

土日他 有限会社７２９
毎　週

秋田県大仙市大曲福住町６－２０

不問
18,320人 秋田県秋田市

33人 秋田県秋田市
～平成31年12月31日

雇用・労災・健康・厚生
05040- 4554281

（請）調理師［秋田市］

◎寮生への給食提供業務になります。
・調理、盛り付け、配膳、提供、洗浄作業等の厨房業務全般

※正社員登用実績あります。

＊年度毎契約更新


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

毎　週
宮城県仙台市若林区卸町５丁目１－
１７

10人 022-236-6231

雇用・労災・健康・厚生
05010-15755881

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-54085981

ホールスタッフ【幹部候
補】

○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

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

1人 0120-709-707

不問

11人 018-863-6166

不問
11人 秋田県秋田市

14,000人 秋田県秋田市
平成30年9月3日～平
成30年10月31日 雇用・労災

05010-15720481

製造オペレーター（手作
業）　　【秋田市】

○製錬所にて、液体に漬けた鉄板に付着した銅を手作業で
剥がす作業を行っていただきます。

＊重量物はありませんが、体を大きく動かす作業です。

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

1人 186,000円～186,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時45分 就業場所
(2)16時45分～ 1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 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

時給（月額換算）

1人 186,000円～186,000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～16時45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

2人 175,000円～237,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～12時00分

時給（月額換算）

1人 155,775円～155,775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45分 就業場所

日給（月額換算）

2人 196,350円～231,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 168,000円～360,000円
就業場所

正社員 TEL
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～14時30分

日給（月額換算）

3人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

日雇 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

平成30年8月9日発行（平成30年8月8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

医薬品の製造（原薬）
【秋田市】

＊プラント業務
　パソコンを使用しての業務もあります。

※派遣期間：Ｈ３０年９月３日～Ｈ３０年１０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。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３０年１１月２日です。

不問

土日祝他 株式会社ジャパンクリエイト　大仙営
業所毎　週
秋田県大仙市朝日町１９－３
　　　　　　ヴァンティアンビル２Ｆ

13人 0187-66-4477

不問
1,300人 秋田県秋田市

平成30年9月3日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4548081

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９月３日～Ｈ３０年１０月３１日
　　　　　　更新はありません。

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
1,300人 秋田県潟上市

平成30年9月3日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4546281

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９月３日～Ｈ３０年１２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。
※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
1,300人 秋田県秋田市

平成30年9月3日～平
成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4540681

医薬品製造に伴う設備
保全【秋田市】

＊工場全体の工務業務、設備保全補助業務に従事していた
だきます。
　・協力会社への立ち会い
　・修理依頼のあった部署の担当者から不具合箇所のヒアリ
　　ングおよび状況確認
　・修理依頼書をパソコンで作成　　等
※派遣期間：Ｈ３０年９月３日～Ｈ３０年１０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。

不問

土日祝他 株式会社ジャパンクリエイト　大仙営
業所毎　週
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
1,300人 秋田県秋田市

平成30年9月3日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4549381

現場発泡ウレタン
フォーム工事／秋田支
店

断熱材にグラスウールではなくウレタンフォームを、「現場吹付け発
砲」という施工方法によって、木造の下地に直接吹き付けます。細か
い隙間があっても簡単に覆うことが出来るので、つなぎ目が無く高次
元の気密化が可能になります。
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
カーや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、断熱工事、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頂く
こともあります。

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
307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-98926081

運転手及び作業員

○高圧洗浄車・バキュームダンパー車を使用し、秋田市内の
各家庭、事務所、処理施設の排水管洗浄、一般及び産業廃
棄物の清掃、収集運搬を行う。
・上記の車両運転及び作業

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 企業組合　秋田北部清掃興業
その他

秋田市土崎港西２丁目１０－２０

25人 018-845-4405

経験者優遇
25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15744581

製造工（日勤）【秋田市
茨島】

＊シリコン製品製造に伴う業務
　・マシンオペレーター、製品の運搬業務

＊派遣期間：Ｈ３０年９月１日～Ｈ３０年１１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。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３２年１月２２日です。

普通自動車免許
（通勤用）
フォークリフト免許

土日他 日総工産株式会社秋田事業所
毎　週

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

フォークリフト実務
経験者

23,000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

05040- 4551481

重機オペレータ・ダンプ
運転手・作業員・現場
管理者

○家屋建物の解体オペレータ及びダンプの運転
○現場管理
・産業廃棄物（家屋等）の運搬
・建物の内部解体改修工事
＊経験あれば優遇いたします。
＊現場は主に秋田市内

中型免許（８ｔ限定可・
ＡＴ限定不可）又は大
型免許、
車両系建設機械免許

日祝他 有限会社　鈴木解体工業
その他

秋田市下北手寒川字鵐谷地４２－５

9人 018-838-2071

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15706881

建築大工（作業補助
員）

○一般住宅建築の新築、リフォーム、商業施設等の建築一
式作業をしていただきます。
○付随する業務
・社有車（ＭＴ）の運転業務があります。

＊業務範囲は秋田県内で、主に秋田市となります。
＊未経験者には業務をしながら段階的な指導をいたします。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社ＮＥＸＴビルド
その他

秋田県秋田市外旭川字三千刈１２２
－１　ＴＲビル２Ｆ

1人 018-827-3490

不問
1人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15757181

防水施工の補助作業
【臨時】【急募】

○工事現場で、屋上等の防水工事を行います。
・運搬、敷き張り作業、現場の片付け清掃等

＊会社に集合後、現場に向かいます。
＊難しい作業ではありません。

※雇用開始は平成３０年８月１７日以降随時ですが、雇用期
間は３０日以内を予定しています。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　ファーストジャパンコーポ
レーションその他
秋田県秋田市仁井田字福島１丁目５
－１９

10人 018-884-1177

不問
10人 秋田県秋田市

労災
05010-15760581

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

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

時給（月額換算）

3人 132,000円～132,000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

月給

1人 181,000円～201,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 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

4ページ中 4ページ

平成30年8月9日発行（平成30年8月8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

製造工（交替制）【秋田
市茨島】

＊シリコン製品製造に伴う業務
　・マシンオペレータ、製品の加工・運搬業務

＊派遣期間：Ｈ３０年９月１日～Ｈ３０年１１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。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３２年１月２２日です。

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所
その他

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

不問
23,000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

05040- 4552781

商品仕分け・値付け作
業
≪急募≫

○小分けパック済みの商品に値札シールを貼る軽作業です。
・スーパーの店頭に並ぶ商品を扱う仕事です。

＊１０℃以下での作業のため、防寒着を貸与します。
＊繁忙期（盆正月）は時間の変更をお願いする場合がありま
す。
＊雇用期間：３ヶ月毎の更新

不問

他 株式会社　横手水産物地方卸売市
場　カネキ秋田センター毎　週
秋田県秋田市外旭川字一本木２０４
－４

23人 018-869-7500

不問
58人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15725081

営業

○営業業務に就いていただきます。
【主な仕事内容】
・お得意先への商品提案、販売活動、緊急時の配送対応
・販売代金の集金、顧客管理ほか付帯業務
・食に興味、関心の高い方を求めています。
＊社有車使用
＊秋田市を中心に、
　北は能代、県央地区（由利本荘、にかほ）
　　　県南地区（大仙、仙北）までの地域
【男女ともに活躍しています】

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　アキタサトー商会
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１番９２号

56人 018-888-8333

不問
97人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15756281

【急募】地盤調査・地盤
改良工事／秋田支店

・地盤調査、地盤改良工事
・杭工事の管理
・現場作業、重機オペレート
・法人、個人営業
・リフォーム、住宅保全工事
など
業界Ｎｏ．１の給与を目指しており、努力すればするほど昇給
することができます。
※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
307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-98557681

　　　　●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　９日　横浜電子工業㈱【製造・設備保守、機械設計、電子部品製造】
　　２．　８月１０日　㈲クリーンマジック「ﾊｰﾄﾌﾙｹｱ秋田」【ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護職員、栄養士】
　　３．　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】
　　４．　８月２０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　５．　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！
　　６．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　７．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　　８．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時15分～17時00分 就業場所

時給

1人 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

日給（時給換算）

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 800円～1,050円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～1,060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

3人 740円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～21時00分 就業場所
(2) 9時30分～16時00分

時給

1人 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時30分～21時00分 就業場所

時給

1人 750円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～10時30分 就業場所

18人 018-865-2111

不問
1,300人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010-15764281

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15741381

調理補助・ホールサー
ビス（朝食）

○ホテルレストランでの朝食の調理補助および朝食時のホー
ルサービスの仕事です。
・料理の仕込み、盛り付け
・案内、配膳等のサービス業務
・後片付け、洗い物作業
・清掃業務等

＊料理はバイキングです。
＊雇用期間は６カ月毎の更新予定

不問

他 ホテルマネージメントインターナショナ
ル　株式会社その他
秋田県秋田市大町３丁目４－１８

毎　週
秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１９
４－１

23人 018-881-3171

不問
530人 秋田県秋田市

530人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010-15740081

調理補助（昼食、夕食）
【国際教養大学】

○調理補助業務に従事していただきます。
・昼食の提供および食器洗浄
・夕食の準備（小物や皿の準備、付け合せ野菜の準備）
・夕食の提供およびレジ操作、食器洗浄
＊制服貸与
＊原則、年度契約ですが、今在籍している従業員は契約を
　複数回更新しています。
＊請負ではあるが１０年位以上続いている職場です。

不問

他 株式会社　サンアメニティ　秋田支社

調理補助【国際教養大
学】

○調理補助業務に従事していただきます。
・食事の準備、後片付けが主たる業務となります。
・食事提供の準備、食器洗浄、炊飯など

＊勤務する曜日等相談可能
＊制服貸与
＊原則、年度契約ですが、今在籍している従業員は契約を
　複数回更新しています。
＊請負ではあるが１０年位以上続いている職場です。

不問

他 株式会社　サンアメニティ　秋田支社
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１９
４－１

23人 018-881-3171

不問

4人 022-726-3787

不問
10,286人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

04010-54035681

～平成31年3月15日
雇用・労災・健康・厚生

10020-14753881

アパレル販売［秋田市
楢山川口境］グローブ

★グローブは、トレンドを程よく取りれた女性らしいスタイルを
提案するレディースのお店です
　・主婦（夫）・学生さん大歓迎！日数・時間はご相談下さい！
　・簡単な商品出し声出しからスタート
　・ノルマはございません。ご安心ください。
　・週２日～１日４時間～
　・ＷワークＯＫ☆ライフスタイルに合わせて働き方選択可
能！
＊１年毎契約更新

不問

他 株式会社　ワールドストアパートナー
ズ　仙台拠点毎　週
宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０－９階

毎　週
群馬県高崎市栄町１番１号

0人 027-345-8725

不問
18,824人 秋田県秋田市

2,208人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～平
成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05010-15765181

パート／店舗スタッフ／
秋田御所野店／１０５３
／急募

主に次のような店舗内業務をお願いします。
　＊販売業務
　　（小物家電製品、理美容用品、調理家電など）
　＊店内の各売り場でのレジ会計
　＊商品補充、商品整理
　＊荷卸、倉庫整備、仕入れ伝票入力

その他、店舗内の業務をお願いいたします。


不問

他 株式会社　ヤマダ電機

銀行本部業務（本店プ
ラザ）

○銀行本部業務
・ローン受付事務
・書類整理、庶務関連事務
・来店者接遇　ほか


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

不問

水土日祝 株式会社　秋田銀行
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目２－１

9人 018-863-1212

パソコン操作可能
な方
（金融機関勤務経
験者 尚可）

58人 018-873-3177

パソコン（ワード・エ
クセル）の使用経
験がある方

6,707人 秋田県潟上市
平成30年9月1日～平
成31年2月28日 労災

05010-15775381

平成30年8月20日～平
成30年10月19日 雇用・労災

05010-15771881

事務補助（総務・経理
又は職業訓練）

○施設内における事務補助（総務・経理又は職業訓練に関す
る事務補助）業務を担当していただきます。
・書類整理
・パソコン入力
・その他付随する業務

＊月１４日の勤務です。

不問

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

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－１１

151人 018-884-3313


ＰＣ操作経験のあ
る方（ワード・エクセ
ル）主にエクセル

12,421人 秋田県秋田市

2,334人 秋田県秋田市
平成30年10月28日～
平成33年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-15730881

事務補助（８／２０～）

○一般事務補助作業を担当していただきます。
・パソコンによる入力作業
・検索、照合作業
・来客応対
・その他の事務作業
・お茶出し　など

＊更新の可能性あります。（当初２ヶ月で最長通算５ヶ月）

不問

土日祝他 東北電力　株式会社　秋田電力セン
ター

事務系スタッフ（地方創
生・研究推進課）

所属先：地方創生・研究推進課
　
・文書の接受、文書管理業務
・旅費、勤務時間管理業務
・予算管理補助業務
・その他事務補助

※採用後、配置換等により変更の可能性があります。

不問

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ等）
が出来ること。

パソコン入力経験
者

1,600人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13130-25481381

不問

土日祝 ＪＫホールディングス　株式会社
毎　週

東京都江東区新木場１－７－２２　新
木場タワー

14人 03-5534-3806

平成30年8月9日発行（平成30年8月8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

【在籍出向】一般事務
＜秋田市＞

・パソコン入力
　（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、受発注システムへの入力など）
・電話応対
　（顧客からの注文・納期問合せなど）
・伝票整理
　（発送・ファイリング）


＊住宅設備を扱う東京本社の一部上場企業です。

℡ 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

3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) 5時45分～11時45分 就業場所

時給

1人 840円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～64歳 (1) 8時00分～14時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3)13時00分～21時00分

時給

5人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 740円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～ 9時00分 就業場所
(2)12時00分～13時30分
(3)16時00分～17時30分

時給

1人 930円～930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 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

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

労災
05010-15759381

その他
秋田県秋田市大町３丁目４－１８

18人 018-865-2111

不問
1,300人 秋田県秋田市

476人 秋田県秋田市

労災
05010-15752581

ホテル内清掃業務

○客室を除くホテル内公共スペース全般の清掃業務
　（掃除機・モップ・ほうき等使用）
・ロビー
・事務所
・各階ホール、廊下
・レストラン
・宴会場
・駐車場
・館内トイレ等

不問

他 ホテルマネージメントインターナショナ
ル　株式会社

清掃業務（ウェディング
ヒルズ御所野・月金）

○「ウェディングヒルズ御所野（結婚式場）」の館内清掃
　業務に従事していただきます。
・披露宴会場、式場
・ロビー、廊下
・男女トイレ　等
＊催事の時間により勤務時間は８：００～１８：００の間の４時
間程度のシフト勤務となります。
＊月、金曜日のみの勤務です。
＊勤務中、禁煙に対応できる方を希望します。

不問

火水木土日祝 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズ毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

3人 018-862-3251

不問

018-874-3843

9人 秋田県南秋田郡井川町
12ヶ月

労災
05010-15758081

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
ヘルパー２級また
は介護職員初任者
研修修了者は尚可

平成30年8月25日～平
成30年9月15日 労災

05020- 3827381

送迎運転手

○送迎の運転業務に従事していただきます。
・通所利用者様の送迎〈社用車使用（ＡＴ車）〉
・送迎に伴う介助
・その他、付随する業務
（施設内整備・車両の洗車・清掃等）

＊就業時間は（１）～（３）の内１日２～３回出勤になります。
＊送迎地域は南秋・潟上・三種です。

他 株式会社　リハネットワーク
毎　週

秋田県南秋田郡井川町今戸字カチ
田２９－４

9人

その他
秋田県南秋田郡大潟村字西２丁目３
－１３

1人 0185-45-2801

不問
3人 秋田県南秋田郡大潟村

476人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15748281

農作業

◎農作業（畑作）全般に従事していただきます。
◎草刈り作業がメインとなります。




※面接時には、ハローワークの紹介状と履歴書を持参して下
さい。

不問

他 自然栽培米プロジェクト

警備業務（ＮＨＫ秋田放
送局）

○警備業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ＮＨＫ秋田放送局の通用口受付業務、正面入口立哨警備
　ならびに建物内外の巡回警備。
＊ローテーションにより（１）～（４）の交替勤務です。
（１）実働　５時間、月４日程度
（２）実働　８時間、月９日程度
（３）実働　７時間、月６日程度
（４）実働１２時間、月２日程度　月間１６０～１６４時間
＊禁煙に対応できる方を希望します。

不問

他 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズその他
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

11人 018-862-3251

不問

不問
9,700人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15746781

不問

他 ルートインジャパン　株式会社　ホテ
ルルートイン秋田土崎毎　週
秋田県秋田市土崎港西２丁目１２－
３０

33人 018-880-2320

2ページ中 2ページ

平成30年8月9日発行（平成30年8月8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

レストラン朝食

○朝食レストラン業務全般を担当していただきます。
　（ホール、厨房業務など）
・調理作業
・出来上がった料理の配膳作業
・料理の片付け
・その他付随する作業


＊週４日程度の勤務です。

　　　　●求人に興味はあるけれど、いきなり面接は不安・・・
　　　　●色々な会社の情報を集めたい！

　
　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。

　　１．　８月　９日　横浜電子工業㈱【製造・設備保守、機械設計、電子部品製造】
　　２．　８月１０日　㈲クリーンマジック「ﾊｰﾄﾌﾙｹｱ秋田」【ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護職員、栄養士】
　　３．　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】
　　４．　８月２０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　５．　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！
　　６．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　７．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　　８．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 186,000円～236,000円
就業場所

正社員 TEL
フレックス 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所
(2)11時30分～15時30分
(3) 7時00分～20時00分

月給

1人 280,000円～330,000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 230,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 186,000円～236,000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00分 就業場所

月給

2人 163,830円～173,510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)17時30分～ 9時00分

月給

2人 164,276円～164,276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) 6時50分～15時50分 就業場所
(2) 7時45分～16時45分
(3) 8時00分～17時00分

月給

1人 170,300円～203,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 9時30分～18時00分
(3) 8時00分～16時30分

時給（月額換算）

1人 149,265円～149,265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00分 就業場所
(2) 8時00分～16時30分
(3) 9時00分～17時30分

月給

1人 184,800円～328,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

3人 142,500円～142,500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15分 就業場所

不問
10,905人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15877781

二級建築士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 大東建託　株式会社　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目２－１４

34人 018-866-8765

平成30年8月10日発行（平成30年8月9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

技術職（設計）

○マンション、アパートのプランニング設計・申請業務を行っ
ていただきます。



一級建築施工管理技
士

○建築工事現場の管理業務に従事していただきます。
・その他、付帯する事項
＊建設現場は、主に秋田市およびその周辺となります。
＊現場管理者の増員求人です。

※現場へはマイカーを使用します（ガソリン代支給）。



一級建築施工管理
技士
普通自動車免許

日他 珍田工業　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋天秤野１－３６

31人 018-862-8241

不問
31人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15829181

ニ級建築施工管理技士

○建築工事現場の管理業務に従事していただきます。
・その他、付帯する事項
＊建設現場は、主に秋田市およびその周辺となります。
＊現場管理者の増員求人です。

＊現場へはマイカーを使用します（ガソリン代支給）

二級建築施工管理
技士
普通自動車免許

日他 珍田工業　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋天秤野１－３６

31人 018-862-8241

不問
31人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15830681

技術職（工事）

○マンション、アパートの建築施工管理

・営業、設計担当者と連携し、施工・予算・品質・安全工程な
ど各管理を担当


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 大東建託　株式会社　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目２－１４

34人 018-866-8765

不問
10,905人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15876481

施設（男子棟）の生活
支援員

○施設における生活支援員
・通所者送迎車運転（１０人乗ハイエース、８人乗セレナ）
　（行事、送迎マイクロバス運転尚可）、庁舎全般営繕
・庁舎設備保守管理
・材料受け取り（木工：１．３ｔトラック、
　　　灯篭：軽ワゴン）

＊宿直勤務は月３～４回程度、（１）（２）の通し勤務と
　なります。（仮眠時間有）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 社会福祉法人　秋田福祉協会　障害
者支援施設　小又の里その他
秋田県秋田市上新城小又字落合８５
番地

31人 018-870-2361

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15847381

保育士

○主として保育園の０～２歳児（定員１２名）の保育業務に従
事していただきます。
＊６０名定員の保育園で、各クラス１２名程度の定員です。
※就業時間について
＊（１）～（６）のシフト制です。
※毎回ではありませんが次のとおり事務時間を設けています
（１）の早番勤務では、１４：３０～１５：５０
（６）の遅番勤務では、１０：３０～１４：３０　　　　　　　　　　

保育士資格

日祝他 社会福祉法人秋田県母子寡婦福祉
連合会　かわぐち保育園毎　週
秋田県秋田市楢山登町１０番５０号

24人 018-832-4582

不問
179人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15868781

保育教諭「ウェルビュー
いずみこども園」

・「幼保連携型認定こども園ウェルビューいずみこども園」に
て、０歳児～５歳児のお子さんを対象に保育業務に従事して
いただきます。
・経験等を考慮した配属を致します。



保育士
幼稚園教諭

日他 社会福祉法人　いずみ会
その他

秋田県秋田市泉菅野２丁目１７－１１

27人 018-896-5880

不問
180人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15879281

保育士「院内こども園」

○保育業務に従事していただきます。
【詳細】
・中通総合病院からの委託を受けて、社会福祉法人いずみ
会で運営している「院内こども園」です。
・病院職員のお子さん（０～５歳児）を対象に、２４時間通して
運営しています。

＊夜勤あり（月５～７回）

保育士

他 社会福祉法人　いずみ会
その他

秋田県秋田市泉菅野２丁目１７－１１

9人 018-896-5880

不問
180人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15880381

指導職

『商工会は地域の商工業者が会員となって、小規模事業者を
中心とした会員事業所の経営改善やまちづくりのために活動
を行う総合経済団体です』
○県内の中小・小規模事業者の経営全般に関する相談対応
　及び経営支援業務
○地域の振興に係る業務
＊原則として平成３１年４月１日採用
（但し、平成３０年１２月１日以降欠員が生じた場合、
　早期採用あり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊その他詳細は受
験案内を参照

土日祝他 秋田県商工会連合会
毎　週

秋田県秋田市旭北錦町１番４７号
秋田県商工会館４階

34人 018-863-8491

＊詳細は受験案内
を参照

258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 05010-15897081

事務用機器操作及び
電話対応（秋田市）

派遣先事業所において、下記業務を行っていただきます。
・お客様等からのお申し込みに基づき回線サービス・付加
サービス等の商品説明・　勧奨、お問合せ応対。
・オーダ内容、応対結果等の業務システムへの登録、内容確
認等。
・その他上記付随する業務。

★研修があるので初めての方でも安心です。

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

13人 019-621-5088

電話応対、ＰＣ基本
操作や入力ができ
る方

3,000人 秋田県秋田市
平成30年9月3日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

03010-19904081

℡ 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 219,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 39歳以下 就業場所

月給

1人 120,000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 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

2人 143,900円～218,600円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 39歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～16時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 138,672円～138,672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）

1人 138,672円～138,672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）

1人 138,672円～138,672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

1人 220,000円～350,000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 18歳以上 (1)10時00分～19時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)20時00分～ 5時00分

月給

2人 165,000円～215,000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

月給

1人 211,000円～280,500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

4人 216,000円～216,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

3ページ中 2ページ

平成30年8月10日発行（平成30年8月9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

【秋田県】バイク王コン
タクトセンタースタッフ

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

不問

他 株式会社　バイク王＆カンパニー
その他

東京都港区海岸３丁目９－１５　ＬＯ
ＯＰ－Ｘ１３階

50人 03-6803-8844

不問
852人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13040-95231981

事務

○一般事務に従事していただきます
・建築資材の見積業務
・商品の仕入れ、売上伝票作成等のパソコン入力
・電話対応

不問

日祝他 三傳商事　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－８１

57人 018-888-8500

・パソコン使用（ワー
ド、エクセル）　・建築
資材の見積業務経験
ある方は優遇します

67人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-15890981

事務職

『商工会は地域の商工業者が会員となって、小規模事業者を中心と
した会員事業所の経営改善やまちづくりのために活動を行う総合経
済団体です』
○商工会員に対する記帳指導（帳簿のつけ方や決算の指導）
○パソコンの操作指導
○共済の普及（傷害保険等）
○一般事務
＊原則として平成３１年４月１日採用（但し、平成３０年１２月１日以降
欠員が生じた場合、早期採用あり）

＊詳細は受験案内を参照

土日祝他 秋田県商工会連合会
毎　週

秋田県秋田市旭北錦町１番４７号
秋田県商工会館４階

34人 018-863-8491

258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 05010-15898381

配車係

○解体、運搬に係わる秋田県内・県外への配車を中心とした
業務を担当していただきます。
・配車のデータ入力・管理、産廃業務に係わる書類の作成。
・その他、付随する業務に従事していただきます。

※取引先へ書類提出などのため、自家用車を使用します。
　（秋田市、南秋田郡、男鹿市）
　ガソリン代は支給します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ可）

日祝他 浮田産業輸送　株式会社
その他

秋田県潟上市天王字江川谷地７４－
４４

25人 018-878-7261

パソコン（ワ―ド、エ
クセル、インター
ネット検索）操作で
きる方

40人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1105981

一般食品作業員

・食品の品出し等（１０ｋｇ程度）
・接客業務
・発注作業

＊明るい接客態度が求められる仕事です。
＊未経験の方には丁寧に指導いたします。
＊６ヶ月毎の契約更新あり

不問

他 ビフレ東通店
毎　週

秋田県秋田市東通８丁目２－１

90人 018-884-3755

不問
800人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15888181

精肉作業員

○精肉部門における作業全般に従事していただきます。
・商品の品出し
・食材カット
・パック詰め
・接客

＊６ヶ月毎の契約更新あり
＊未経験の方でもＯＫ

不問

他 ビフレ東通店
毎　週

秋田県秋田市東通８丁目２－１

90人 018-884-3755

不問
800人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15889081

売場係員

○一般食品、日配品、果物、野菜等の店内品出し作業に従
事していただきます。

＊他部門への作業応援もあります。
　（品出し等）
＊正社員登用制度あり。

不問

他 有限会社　中央市場　ビフレ外旭川
店毎　週
秋田県秋田市外旭川四百刈２２

40人 018-868-6611

不問
500人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15895281

１９７生鮮食品売場責
任者・生鮮食品売場責
任者候補スタッフ

鮮魚部門の採用を強化中。　
従来の日用雑貨や食品を中心とした店作りから、　
精肉、鮮魚、惣菜、青果などの生鮮食品へと取扱いを拡大。
新規出店や既存店への生鮮部門の立ち上げが続きます。
新たなポストも続々増加中です。
中でも鮮魚部門では、加工・販売・陳列・仕入れ等、部門運営
に関する業務全般を担当していただきます。

不問

他 株式会社ドン・キホーテ
毎　週

東京都目黒区青葉台２－１９－１０

285人 03-5428-3111

不問
10,592人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070-76199381

ルートセールス

○県内の工場を訪問し、工場内で使用する工具を収めてい
ただきます。
　
＊担当範囲：秋田県内（秋田市、県南を担当）
　受注スタッフが電話、ＦＡＸ、メールで受けた注文品を、車で
配達して回ります。

＊自家用車等借り上げ制度有り。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 三栄機械器具　株式会社
その他

秋田県秋田市茨島２丁目９－３５

12人 018-862-3105

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15850781

営業職

○建設会社、サッシメーカー等を対象に顧客管理並びに新築
物件をキャッチし、自動ドアやステンレスサッシ工事等の当社
取扱商品の受注活動を行います。

＊営業範囲は秋田県内となります。
＊活動は社有車（ＡＴ車）使用

※ルート営業が主体です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 ナブコシステム株式会社　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市卸町４丁目９－９

16人 018-823-7848

パソコン操作（エク
セル・ワードの基本
操作）

850人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15871081

大東建託　株式会社　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目２－１４

34人 018-866-8765

不問

・簿記３級以上（商
工会、日商、全経、
全商、何れも可）
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊その他詳細は受
験案内を参照

10,905人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15875581

建築営業課員

○土地所有者様への個別訪問（飛び込みでの直接訪問）に
より賃貸事業のコンサルティング営業を行っていただきます。
＊男性・女性ともに活躍しています。
＊９割以上が業界未経験で入社しています。
＊中途入社でのハンデはありません。
＊入社後３か月間の研修があり、営業に必要な建築・税務知
識の習得、ロープレによる実践的なトレーニングなど教育専
門トレーナーによる充実した研修体制を整えております。女性
社員のための研修制度もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他



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 153,000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 59歳以下 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)11時00分～20時00分

月給

1人 155,000円～195,000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) 8時30分～17時30分
(3)11時00分～20時00分

月給

1人 246,911円～348,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 就業場所

月給

1人 200,000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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～170,000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 192,903円～192,903円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時00分～17時15分 就業場所
(2) 7時30分～16時45分

平成30年8月10日発行（平成30年8月9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

介護職員【正社員】「や
ばせ翔裕館」

○認知症グループホーム（２ユニット定員・１８名）での介護業
務全般に従事していただきます。
・入浴：１日に３名前後の入浴を行っています。
・食事：ごはん、味噌汁は作りますが、チルド食品を導入
　　　　しており、湯煎・盛り付けが主な業務になります。
・運転：主に近隣のスーパーに食材購入（週２回）の為
　　　　社有車の運転を行っています。
・夜勤：月に５回～６回。各ユニットに１名ずつ夜勤者を配置し
ているので、事業所内には２名の職員がおります。

他 株式会社　みちのくサンガ
その他

秋田県秋田市上北手荒巻字堺切４８

16人 018-801-0555

16人 018-801-0555

不問

40人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15827881

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部

介護職員【正社員以
外】「やばせ翔裕館」

○認知症グループホーム（２ユニット定員・１８名）での介護業
務全般に従事していただきます。
・入浴：１日に３名前後の入浴を行っています。
・食事：ごはん、味噌汁は作りますが、チルド食品を導入
　　　　しており、湯煎・盛り付けが主な業務になります。
・運転：主に近隣のスーパーに食材購入（週２回）の為
　　　　社有車の運転を行っています。
・夜勤：月に５回～６回。各ユニットに１名ずつ夜勤者を配置し
ているので、事業所内には２名の職員がおります。

不問

他 株式会社　みちのくサンガ
その他

秋田県秋田市上北手荒巻字堺切４８

不問
9,200人 秋田県秋田市

40人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-15828281

料理長候補［居酒屋
暖や／秋田大学病院
前店］

和処ダイニング『暖や』秋田大学病院前店において調理を中
心に、アルバイトの教育や衛生管理や調理業務全般をお願
いします。

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

珍田工業　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋天秤野１－３６

その他
宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

25人 022-266-5802

雇用・労災・健康・厚生
05010-15841481

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-54427081

鳶・土工

○主に秋田市内の建設現場で、足場工事や、土工事作業に
従事していただきます。
・建築工事現場での足場工事
・土工事作業　等
・その他、付随する業務
・雪寄せ作業（足場を組むため）
＊２トントラックを運転することもあります。
＊現場によっては、直行・直帰の場合もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他

不問

31人 018-862-8241

不問
31人 秋田県秋田市

西濃運輸　株式会社　秋田支店

現場作業（昭和工場）

○現場作業（流れ作業、立ち仕事になります）
・冷凍魚を切り身にカット
・カットされた切り身にパン粉などをつけフライ用に加工
・製品のパック詰め
・出荷用梱包作業（バンド掛の機械を使用）
・冷凍庫内での製品の出し入れ、トラックへの製品積込作業
（フォークリフトを使用する場合もあり
○事務作業（簡単なパソコン操作あり）
・製造した製品の名前や数量などを入力し日報を作成
・発送伝票の宛名入力

不問

他 株式会社　金森水産
その他

秋田県秋田市外旭川三千刈１７２－
１

14人 018-866-3201

秋田県秋田市

44人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15824581

セールスドライバー

・３ｔ～４ｔ中型トラックで、集荷、配達を行います。
・１グループ１０名程の体制で業務を行います。
・配送物は、企業向けのダンボール、書類、パレット等
・エリアは、秋田市内、潟上市内、南秋の一部。

・中型免許（８ｔ必
須）
・フォークリフト運転
技能講習修了証
尚可

日祝他

雇用・労災・健康・厚生
05010-15851881

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）【必
須】
介護職員初任者研
修（ヘルパー２級）
以上【必須】
介護福祉士あれば
尚可

その他
秋田県秋田市寺内神屋敷２９５－７１

73人 018-847-1881

不問
13,000人

℡ 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 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

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 810円～810円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

2人 810円～810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～12時00分 就業場所

時給

4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 就業場所

時給

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 1,100円～1,100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) 5時00分～ 8時00分 就業場所

0人 0172-26-2679

不問
200人 秋田県秋田市

平成30年9月10日～平
成30年10月31日 労災

02030- 8702481

12ヶ月
雇用・労災

05010-15901981

食品のピッキング（秋田
市）

弁当等の食品を配送店舗ごとに仕分けする作業

派遣期間：平成３０年９月１０日～平成３０年１０月３１日まで
ですが、以降は２か月更新となります。
雇用期間：派遣期間と同じになります。

不問

他 株式会社　オールクリア
毎　週

青森県弘前市大字外崎２丁目７－３
１

その他
秋田県秋田市泉中央１丁目３－５６

1人 018-863-5344

不問
51人 秋田県秋田市

0人 秋田県秋田市

05010-15823981

接客・配膳補助≪急募
≫

○つけそば店での接客業務等に従事していただきます。
・お客様が購入された食券を受け取る
・トッピングの盛り付け
・食器洗浄機に食器をセットする
・テーブル拭きなど（下膳はセルフサービスです）

＊契約の更新は１年毎になります。

＊土日勤務可能な方を希望します。

不問

水他 ヤマヨ　株式会社

一般営業・一般事務

一般営業として医療機器の営業と、情報通信パンフレットを
配る仕事、事務職として顧客の登録などをしていただきます

＊パンフレット配布の際など自家用車を使用します。
＊主に現場へ直行直帰となります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ可）

土日祝 合資会社情報科学研究所
毎　週

秋田県秋田市寺内高野２１９－６

0人 018-845-2424

営業、事務の経験
あれば尚可

40人 018-868-6611

不問
500人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010-15896181

雇用・労災
05010-15884481

売場係員【パート】

○一般食品、日配品、果物、野菜等の店内品出し作業に従
事していただきます。

＊他部門への作業応援もあります。
　（品出し等）
＊正社員登用制度あり。

不問

他 有限会社　中央市場　ビフレ外旭川
店毎　週
秋田県秋田市外旭川四百刈２２

毎　週
秋田市中通５丁目１－１

4人 018-831-1881

不問
4人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-15878881

営業事務

○不動産営業に関する業務を担当していただきます。
・来客、電話対応
・金銭出納簿の記帳、売掛金の管理
・当社が管理している物件のご案内
＊物件案内には社有車（軽自動車・ＡＴ車）を使用します。
＊就業時間（１）（２）から選択
＊お客様のご案内等あることから、明るく対応していただける
方を希望します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 大栄不動産株式会社

事務及び接客

○事務のお仕事が主で、多少接客のお仕事があります。
・電話応対、予約や問い合わせの対応
・専用の経理ソフトへの簡単な入力作業
・各種社内のデータ入力（エクセル、ワード）
・劇場鑑賞会でのドリンク注文やその配膳
・劇場鑑賞会でのナレーション、簡単なＰＣ操作やＣＤ操作

不問

日他 株式会社　せん
毎　週

秋田県秋田市大町四丁目４－２４
パールハイム柳町４０２

9人 018-827-3241

社会人経験３年以
上

パソコン操作ので
きる方（専用のソフ
ト、エクセル）

829人 秋田県潟上市
平成30年9月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-15892481

栄養士

土日祝他 潟上市役所
毎　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

37人 018-853-5301

平成30年8月10日発行（平成30年8月9日受付分)　Ｎｏ．１

1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

栄養士（パート）

○学校給食の調理及び片付け
・食材の鮮度等の検収作業及び保管
・食品の選別、剥皮洗浄等の下処理をし、切裁断等後調理、
調味、配食
・食後、食器具類の洗浄作業及び消毒
・学校給食施設全域の安全・衛生管理
・学校給食の栄養管理
・献立作成、発注、支払い

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



　　　　●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１０日　㈲クリーンマジック「ﾊｰﾄﾌﾙｹｱ秋田」【ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護職員、栄養士】
　　２．　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】
　　３．　８月２０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　４．　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！
　　５．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　６．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　　７．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　８．　８月２７日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　　９．　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！
　１０．　８月２９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　１１．　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】
　１２．　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



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 204,000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 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2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

月給

1人 200,000円～300,000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00分～17時00分 就業場所

月給

3人 204,000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 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

3人 175,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 130,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時45分 就業場所
(2) 8時30分～16時00分
(3) 8時30分～13時00分

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 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 145,000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

時給（月額換算）

1人 131,257円～131,257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) 9時45分～18時15分 就業場所

月給

1人 160,000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 30歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

上記『仕事の内容』
に関する経験（年
数不問）

292人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05060- 4564281

不問

日他 横手精工　株式会社
その他

秋田県横手市安本字南御所野１０－
１８

77人 0182-32-5211

平成30年8月13日発行（平成30年8月10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

ハードウェア開発技術
者【秋田事業所】

◇秋田事業所におけるハードウェア開発技術業務

・電子回路設計全般を担当していただきます。

＊アナログ、ディジタル、マイコン周辺回路、高周波など。

【試用期間】
期間：６ヶ月（同条件）


施工・メンテナンスス
タッフ

○次世代省エネ機器を中心とした家庭内電力関連商品の総
合販売会社です。

・太陽光発電システム、ＩＨクッキングヒーター、エコ　
　キュートなどの施工やメンテナンス作業を行います。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

月日他 株式会社　エーシーネクスト
その他

秋田県秋田市泉南一丁目２－２　ＰＲ
ＩＺＥビル３Ｆ

23人 018-896-4002

不問
51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15938781

現場管理

・現場監督、施工管理業務。

＊当社は注文に応じた設計、施工を主とするプレハブメー
　カーです。事務所・店舗・工場・集合住宅など広く対応し
　ております。


＊外出用務あり（自家用車使用、ガソリン代支給）

・２級建築士または２
級建築施工管理技士
以上
・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

日祝他 明和ハウス工業　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－３５

20人 018-828-7100

現場管理経験者
20人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15986981

ソフトウェア開発技術者
【秋田事業所】

◇システムエンジニア、ソフトウエア開発技術業務

・ＣＧ、マイコンプログラム、通信系プログラムなどソフトウェア
開発全般を担当してもらいます。

＊仕様言語、開発環境：Ｃ、Ｃ＃、ＶＢＡ、
　ＵＮＩＴＹ（Ｃ＃）、ＶｉｓｕａｌＳｔｕｄｉｏ、他のいずれか。

不問

日他 横手精工　株式会社
その他

秋田県横手市安本字南御所野１０－
１８

77人 0182-32-5211

上記『仕事の内容』
に関する経験（年
数不問）

292人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05060- 4563881

医療情報スタッフ（秋田
市、由利本荘市、横手
市）

○医療機関内でのＩＴ運用管理やアドバイスに関する業務
・サーバ、クライアントの運用保守管理
・医療向けソフトウェアの操作運用
・その他、医療機関内のＩＴサービス相談

＊事前研修・現地研修を行います

＊秋田市、由利本荘市、横手市　各１名を予定

日祝他 株式会社　光風舎
その他

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

3人 018-823-4116

384人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15959081

眼科検査補助及び医
療事務

○眼科での検査補助及び医療事務の仕事
・検査の補助業務    ・受付
・レセプト業務         ・パソコンによるチラシ作成
・会計、請求業務
・来客、電話応対
・清掃等
＊勤務時間：（２）は木曜日と土曜日
　　　　　　（３）は木曜日の交替勤務の時

不問

日祝他 うちやま眼科医院
その他

秋田県秋田市土崎港東３丁目２－２
４

11人 018-880-5252

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15941081

福祉用具専門相談員
（本社）

・福祉用具レンタルのプランニング業務
・ケアマネージャーからの依頼対応業務、その他情報交換等
・福祉用具の納品・設置業務
・新規顧客への会社ＰＲ
・新商品、キャンペーン商品ＰＲ
（目標設定あり、ノルマはありません）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
（福祉用具専門相
談員資格あれば尚
可）

土日 秋田基準寝具　株式会社
毎　週

秋田県秋田市八橋字イサノ６－１

220人 018-862-4525

不問
320人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15903481

一般事務

・電話応対
・伝票入力
・請求書発送
・他、付随する業務
・まれに外出用務あり（社用車使用ＡＴ車）
・パソコン操作（ワード・エクセル）あり




普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　堀川

秋田県秋田市茨島６丁目１２番１号

40人 018-823-7555

パソコンの基本操
作可能な方

91人 秋田県秋田市

05010-15910581

事務スタッフ（契約社
員）
八橋店

・事務仕事全般
・電話応対
・ショールームでの接客応対　　　　　　　　　　　　　
・簡単なパソコン操作　　　　　　　　　　
・社用車使用　　　　　　　　
・その他付随する業務

普通自動車免許
（ＭＴ車・ＡＴ車可）

火他 秋田ダイハツ販売　株式会社

秋田県秋田市御所野湯本３丁目１－
７

23人 018-889-8700

経験者優遇
284人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15966181

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15948881

一般事務

・データ入力、照合、文書作成等の事務作業に従事していた
だきます。
・来客応対（お茶出し等を含む）をしていただきます。
・銀行や公的機関等への外出用務もあります。
（社用車使用）
・その他、清掃等の雑務全般

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他

・基本情報処理技
術者同等の知識を
有すること・ＰＣ，
サーバのＩＴスキル
（トラブル対応等）・
Ｏｆｆｉｃｅ系ソフトの経
験・Ａｃｃｅｓｓ、ＳＱＬ
－Ｓｅｒｖｅｒ等データ
ベース操作

24人

その他

雇用・労災・健康・厚生・財
形

その他

018-847-4252

不問
64人 秋田県秋田市

タプロス　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内後城３２２－３

℡ 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

日給（月額換算）

1人 120,000円～120,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所
(2)10時30分～19時15分

日給（月額換算）

1人 120,000円～120,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時45分 就業場所
(2)10時15分～19時00分

日給（月額換算）

1人 120,000円～120,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時45分 就業場所

日給（月額換算）

15人 120,000円～120,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 120,000円～120,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 168,000円～168,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3) 8時30分～15時00分

月給

1人 130,000円～140,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000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 64歳以下 就業場所

月給

1人 160,000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 18歳以上 就業場所

月給

2人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

月給

1人 177,000円～228,000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 35歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
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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

一般事務補助（臨時職
員）新屋ガラス工房

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・施設案内、販売業務（レジ操作）、窓口対応、電話対応等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり（最長２年）

平成30年9月1日～平
成31年2月28日 雇用・公災・健康・厚生

05010-15912781

不問

火他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

18人 018-866-2012

1,540人 018-866-2012

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 秋田市役所

一般事務補助（臨時職
員）

○一般事務補助業務に従事していただきます。

［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務
＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月毎の更新あり（最長２年）

不問

他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市

2,532人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～平
成31年2月28日 雇用・公災・健康・厚生

05010-15914281

一般事務補助　（臨時
職員）　【子ども未来セ
ンター】

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり（最長２年）

秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

15人 018-866-2012

平成30年9月1日～平
成31年2月28日 雇用・公災・健康・厚生

05010-15917381

平成30年9月1日～平
成31年2月28日 雇用・公災・健康・厚生

05010-15916081

一般事務補助（臨時職
員）本庁

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり（最長２年）

不問

土日祝

15人 018-866-2012

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

1,540人 018-866-2012

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市

日祝他 マルハ産業　株式会社　秋田営業所
その他

一般事務補助（臨時職
員）

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務
＊本庁との連絡業務等で外出する場合があります　公用車使用（ＡＴ
車）
＊屋外での作業もあります
　職員に同行し建物、道路等の修繕の補助を行います
＊仕事内容は慣れるまで教えます
＊雇用期間：６ヶ月毎の更新あり（最長２年）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15935981

2,532人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～平
成31年2月28日 雇用・公災・健康・厚生

05010-15918681

商品管理及び受払業
務　　　　　【準社員】≪
急募≫

○当社取扱商品（ガス器具、電化商品等）の商品管理及び
　集計業務を担当していただきます。
・入出庫の立ち合い
・帳簿付け
・伝票作成（パソコンで作成）　等
＊当社事務室及び隣接する倉庫内及び充てん所での業務と
　なります。
＊ある程度の商品知識をもったら、その方の資質等により
　職種転換を図る場合があります。
※準社員での雇用ですが、正社員登用制度あります。

20人 018-853-9510

事務の経験のある
方
パソコン（ワード、エ
クセル）を使える方

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
６

25人 018-845-2135

180人 秋田県秋田市

運行管理者資格
（旅客）
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 能代観光　株式会社

経理補助事務（本社）

○各種事務業務を担当していただきます。
【仕事内容詳細】
・経理補助業務
・伝票作成や支払い
・来客対応や電話応対
・外出業務（銀行や消耗品購入等）、自家用車使用
・その他事務業務や上記に付随する作業

＊前向きさ、責任感、社交性が求められるお仕事です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　高橋商事
毎　週

秋田県潟上市飯田川飯塚妙見９番

実務経験者又は資
格取得者

50人 秋田県秋田市

69人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15951681

運行管理者（秋田営業
所）

＊貸切バスの運行に伴う運行管理業務全般に従事していた
だきます。
　

※面接時には、ハローワークの紹介状と履歴書を持参して下
さい。

セブンイレブン　秋田通町店
その他

秋田県秋田市大町１丁目２番１２号

その他
秋田県能代市寿域長根３６－３４

7人 0185-52-1321

雇用・労災・健康・厚生
05010-15945581

雇用・労災・健康・厚生
05020- 3845981

販売員

○店内における接客販売業務全般を担当していただきます。
・レジ接客
・商品発注、商品の品出し、商品管理
・商品販売企画、データ管理
・清掃　他

不問

他

不問

15人 018-866-9100

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15973281
株式会社　エース　東京本部

毎　週

コンビニエンスストア店
員

○商品の陳列、接客　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○レジ業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○清掃他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊マニュアルに沿って毎日の業務を行います。
　接客レベル重視。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊勤務日数・時間については、相談に応じます。

不問

他 ローソン秋田山王中園店（有限会社
イトーマーク）

不問

ガス関係資格（保安
業務員、設備士、第
二種販売　等）
※ガス関係資格がな
い場合は、入社後に
取得して頂きます。

パソコンの基本操作
（ワード、エクセル）

1,320人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

毎　週
秋田県秋田市山王中園町１１－２０

15人 018-864-0720

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13130-26016781

食料品販売スタッフ＜
秋田県秋田市＞

食料品専門店『北野エース』にて、店舗運営に関わる業務全
般を行っていただきます。
店舗スタッフの主な仕事内容は、
・売場作り　　・商品の管理
・接客　　　　・従業員のフォロー等
例えば、売場作りでは商品陳列を行ったり、ＰＯＰを作ったり。
商品の管理では商品の発注状況や温度管理など、一つひと
つの仕事が販売に繋がる大切な仕事です。

不問

他

東京都江東区富岡２丁目１－９　ＨＦ
門前仲町ビルディング３階（１階受

6人 03-5639-1448



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 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

時給（月額換算）

1人 138,000円～141,000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
(2)10時00分～19時00分
(3) 6時30分～15時30分

月給

1人 145,000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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3) 6時30分～15時30分

月給

1人 150,200円～190,200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
(2) 7時00分～15時45分
(3) 7時30分～16時15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 160,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

月給

1人 150,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

月給

1人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 3時00分～12時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

月給

2人 160,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

時給（月額換算）

3人 154,800円～172,000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) 7時00分～16時00分 就業場所

平成30年8月13日発行（平成30年8月10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

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★

雇用・労災・健康・厚生
27020-54786881

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　
梅新第一生命ビルディング１６Ｆ

2人 06-6362-1371

77人 018-839-5977

不問

不問
200人 秋田県秋田市

介護福祉士

他 社会福祉法人　桜丘会

介護員「桜の園　ホーム
ヘルパー」【常勤パート】

○介護老人保健施設「桜の園」での介護業務（食事、入浴、排
泄等介助等）に従事していただきます。
＊定員１００名を３５人程度の体制で介護
＊未経験者は、最低３ヶ月間はマンツーマンで指導します。
＊就業時間（４）１７：００～９：００
　　　　　（休憩２４０分）月４回程度
＊就業時間（１）～（４）の交替勤務
＊雇用期間：１年毎の更新有り

ホームヘルパー２
級又は介護職員初
任者研修修了者

　

他 社会福祉法人　桜丘会
その他

秋田県秋田市下北手梨平字登館８番
地

不問
179人 秋田県秋田市

179人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-15923181

介護員「桜の園　介護
福祉士」【正社員】

○介護老人保健施設「桜の園」での介護業務（食事、入浴、排
泄等介助等）に従事していただきます。

＊定員１００名を３５人程度の体制で介護
＊就業時間（４）１７：００～９：００
（休憩２４０分）月４回程度
＊就業時間（１）～（４）の交替勤務

地方独立行政法人　秋田県立療育機
構毎　週
秋田県秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢
３番１２８

その他
秋田県秋田市下北手梨平字登館８番
地

77人 018-839-5977

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15954481

雇用・労災・健康・厚生
05010-15934681

介護福祉士

○介護業務に従事していただきます

・身体介護（入浴、排せつ、食事介助）
・器具洗浄
・看護補助業務
・その他付随する業務



介護福祉士

他

8人 018-893-4466

不問

201人 018-826-2401

不問
201人 秋田県秋田市

調理師免許　

他 株式会社　水屋　光琳

介護職員【泉】（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／ｒｅｃｒｕｉ
ｔ／　　　　

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３－１２－３
２

３年程度の調理経
験者

84人 秋田県秋田市

72人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15985681

調理師

○居酒屋調理の業務全般に従事して頂きます。
【作業内容】
・仕込み作業
・調理全般、調理補助
・盛り付け作業
・厨房内の片付け、簡単な掃除　など
・その他、付随する業務

ひとによし　株式会社
その他

秋田県秋田市大町６丁目３－３７

その他
秋田県秋田市中通１－３－５
秋田キャッスルホテル　オフィス１０１

36人 018-834-5625

雇用・労災・健康・厚生
05010-15905881

雇用・労災・健康・厚生
05010-15964881

キッチンスタッフ

○中心市街地にブティックをリノベーションしたレストランが８月
１日オープンしました。「肉」をテーマにした新しいスタイルのレ
ストランです。それに伴い「キッチンスタッフ」を募集します。
・キッチン　・商品の製造・陳列・盛付け
　　　　　　
＊制服一部支給、食事補助、研修あり。

不問

他

47人 018-839-6123

不問

0人 018-802-0822

不問
9人 秋田県秋田市

不問

他 ひとによし　株式会社

調理員（正社員）

○早朝の調理全般に従事していただきます。
・食材の加工が主な仕事になります。
・８人で２，０００食分の弁当のおかずを調理します。
・食器等の洗い物に関する作業はありません。

＊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

調理師免許

日他 有限会社　秋田ランチサービス
その他

秋田県秋田市仁井田本町４丁目１－
３２

不問
9人 秋田県秋田市

47人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15989781

料理長

○山王胃腸科病院となりにデリカテッセン（惣菜）を中心とした
飲食店を１月にオープンしました。２店目のオープンに伴い料
理長を募集します。
○食材の選定から調理方法、盛り付けまで、ヘルシー＆デリ
シャスをコンセプトに料理長として手腕を発揮していただきま
す。客層はほぼ女性です。

●キッチン　・商品の製造・陳列・盛付け・メニュー開発
　　　　　　・仕入先開拓

株式会社　水屋　光琳
その他

秋田県秋田市中通１－３－５
秋田キャッスルホテル　オフィス１０１

その他
秋田県秋田市大町６丁目３－３７

8人 018-802-0822

雇用・労災・健康・厚生
05010-15963781

雇用・労災・健康・厚生
05010-15907181

ホール係

○ホール業務全般に従事して頂きます。

・オーダー取り
・料理提供
・片付け
・清算、会計　など

不問

他

不問

日祝他 株式会社　ミチノク　秋田営業所
その他

秋田県秋田市泉菅野１丁目２０番６

36人 018-834-5625

不問
84人 秋田県秋田市

9人 018-863-1800

不問
139人 秋田県秋田市

作業補助

○正規担当者とボトルカーに同乗し、自動販売機作業の補助
を行って頂きます。
・商品のピッキング、空缶処理、自動販売機清掃等
・基本、車の運転はございません。

雇用・労災・健康・厚生
05010-15971781

℡ 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 200,000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 35歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 151,200円～172,800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 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

月給

3人 158,000円～184,500円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～16時30分 就業場所
(2)15時30分～ 0時00分
(3)23時30分～ 8時00分

月給

1人 172,500円～250,000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00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 125,504円～125,504円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 172,960円～172,960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～17時20分 就業場所

時給（月額換算）

2人 211,200円～211,200円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

3人 180,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 200,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

5人 220,000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00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 165,000円～165,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 157,000円～183,500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 18歳以上 (1) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)16時00分～ 0時00分
(3) 0時00分～ 8時00分

不問
3人 秋田県秋田市

１・２級土木施工管
理士
車両系建設機械
（整地、解体）
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

不問
6人 秋田県秋田市

秋田県秋田市雄和田草川字山崎９７
－４

労災
05010-15990081

毎　週
秋田県秋田市新屋北浜町１５－３４

3人 018-823-0891

その他
秋田県秋田市下浜長浜字兜森５６－
１

6人 018-879-2960

倉庫内作業【臨時】

○倉庫内作業全般に従事していただきます。
・庭先米を指示に従いパレットに積み替える作業を行います。
・その他付随する業務

＊１袋３０ｋｇの米袋の積み下ろし作業のため、体力が必要
　となります。
＊雇用期間が延長となる場合があります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝 手塚運送

平成30年9月25日～平
成30年10月24日

4ページ中 4ページ

平成30年8月13日発行（平成30年8月10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

子ども英会話イベントス
タッフ
　（正社員）

○子ども英会話教室「ペッピーキッズクラブ」が商業施設などで開催
する「体験会」のイベント企画・運営をお願いし　ます。
・商業施設での教室ＰＲ活動（チラシ配布など）
・無料体験会のサポート業務（お子様・保護者対応）
・事業所内での事務作業や電話対応
・各種イベント企画など
＊英語力がなくても大丈夫です。現状の能力、経験に合わせてお
仕事内容を提供していきます。（英語力の研修有り）
　色々な経験を積むことで将来的には無料体験会のミニレッスンや
教室でのレッスンなどの講師業務も選択可能。

不問

火水他 イッティージャパンイースト　株式会
社　秋田支社毎　週
秋田県秋田市旭北栄町１－４８　セン
タープレイスビル４０１

10人 018-866-0006

不問
845人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15909381

交通誘導員

○契約会社、指定現場における道路及び土木工事現場での
交通誘導です。　
・現場は１人から複数人体制でおこないます。
＊資格取得は入社後可能です。　　　　
＊未経験者でも安心して働けます（充実した研修制度あり）
＊居住地に配慮します。（直行直帰可能です。）
＊私有車なく、運転免許なくても申込はできます。
＊アルバイト就労も相談に応じます。
＊６０歳以上の方も歓迎

不問

日他 タイショウ警備保障　株式会社　秋田
営業所その他
秋田県秋田市寺内油田３丁目１４－
８

22人 018-847-7001

不問
255人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15919981

タングステン製造、梱包
及び出荷業務

○三酸化タングステン、タングステンカーバイト製造、梱包
及び出荷業務及び各一連に付随する業務

・当社の正社員として採用し、日本新金属（株）へ派遣となり
ます。また、派遣先の就業が終了した場合は、他社での派遣
や請負での就業となります。

不問

他 コープ朝日興産　株式会社
その他

秋田県秋田市茨島３丁目１－６

11人 018-864-6411

不問
126人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15953581

鉄骨製作工

○自社工場内においてプレハブ用軽量鉄骨の製作に従事し
ていただきます。
・鉄骨のみがき作業
・鉄骨へのボルト装着
・その他、鉄骨加工の製作補助作業を行っていただきます。

＊作業着貸与します。

＊クレーン作業操作の免許取得者であれば好都合です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 明和ハウス工業　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－３５

8人 018-828-7100

不問
20人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15987581

ペストリー製造補助

○主にデニッシュ系の菓子パン製造の補助業務を担当して
いただきます。
・パン生地にチーズのトッピングをしたり、クリームを絞る
　などの流れ作業です。
・立ち作業となります。


不問

他 株式会社　たけや製パン
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－６０

564人 018-864-3117

不問
768人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15949281

自動車整備士［秋田
市］

バス、大型自動車の整備業務



＊年度毎契約更新
＊正社員登用の可能性あり

二級整備士
大型一種免許

他 ジェイアールバス東北　株式会社
その他

宮城県仙台市青葉区五橋１丁目１－
１

16人 022-266-9642

不問
520人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

04010-54669281

運転手【米運搬：臨時】

○農家より庭先米を集荷して倉庫まで運搬する作業です。
（１袋３０ｋｇの米袋の積み下ろし作業のため、体力が必要と
なります）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊主に秋田市内が運搬範囲となります。
＊庭先米を荷台に移し替え、低温倉庫に移動します。
＊使用するトラックは軽トラックです。
＊雇用期間が延長となる場合があります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝 手塚運送
毎　週

秋田県秋田市新屋北浜町１５－３４

3人 018-823-0891

不問
3人 秋田県秋田市

平成30年9月25日～平
成30年10月24日 労災

05010-15992681

作業員

○一般住宅及び建物解体作業員として従事していただきま
す。
・主に片付け業務（内部解体されたものを手作業での片づけ
が主になります）
・社有車（ＡＴ限定可）による運搬
・基本的には社有車で会社から現場に向かいます
・主な現場は秋田市内です
・その他、付随する業務
＊雨天時休みの場合あり
＊秋田県由利本荘の現場もあります

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　岩城
毎　週

秋田県秋田市雄和田草川字山崎９７
－４

5人 018-838-1262

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15955781

作業員（有資格者）

○一般住宅及び建物解体作業員として従事していただきま
す。
・主に片付け業務
・ＪＲ列車の内部解体等
・社有車（ＡＴ限定可）による運搬
・その他、付随する業務

＊雨天時休みの場合あり

＊秋田県由利本荘の現場もあります

日祝他 株式会社　岩城
毎　週

雇用・労災・健康・厚生

5人 018-838-1262

5人 秋田県秋田市

13人 018-864-6411

雇用・労災・健康・厚生

秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15956881

県内現場作業

○秋田県内外の建設現場において、資材、廃材の運搬搬入
等。
・その他軽作業や後片付け作業等も行う。

＊現場は、県内県外。
＊社宅から現場まで送迎あり
＊出張にかかる宿泊、食事代、会社負担


05010-15981281

不問

日祝他 株式会社　ＬＡＮＤ　ＳＥＡ

05010-15952981

ルツボ梱包　製品倉庫
管理　　製品出荷作業
《急募》

・ルツボの梱包及び倉庫への移動作業（フォークリフト、台
車を使用）
・製品倉庫でのルツボの管理・保管作業
・ルツボの梱包、ラベル貼りなど出荷作業、その他付随する
作業

＊立ち仕事です。
＊作業の手順と安全は研修教育します。
＊採用日は相談に応じます。

不問

他 コープ朝日興産　株式会社
その他

秋田県秋田市茨島３丁目１－６

不問
126人



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 2,500円～2,800円
就業場所

パート労働者 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30分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分

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 1,300円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

2人 800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～14時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 880円～1,220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～15時00分 就業場所

時給

1人 740円～810円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

5人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～ 9時00分 就業場所
(2)17時00分～22時00分
(3)21時00分～ 0時00分

時給

2人 738円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時00分～ 9時00分 就業場所
(2)21時00分～ 5時00分
(3)13時00分～21時00分

時給

2人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)22時00分～ 5時00分 就業場所

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)14時10分～20時10分 就業場所
(2)17時10分～20時10分

8人 0584-89-8858

不問
18,799人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

21020-10648581

労災
05010-15967081

販売員（Ｓｅｒｉａ　イオン
土崎港店）

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

毎　週
秋田県秋田市大町１丁目２番１２号

15人 018-866-9100

不問
15人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15958181

コンビニ店員（深夜勤
務）

○コンビニエンスストア店員として従事していただきます。
・レジ操作、商品出し陳列、検品、受付業務
・ＦＦ業務（おでん、揚げ物など）、店舗内外の清掃
・その他付随する業務

＊深夜勤務は２名体制です。
＊勤務日数、勤務時間は相談に応じます。

不問

他 セブンイレブン　秋田通町店

コンビニエンスストア店
員
　【パート】

○商品の陳列、接客　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○レジ業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○清掃他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊マニュアルに沿って毎日の業務を行います。
　接客レベル重視。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊勤務日数・時間については、相談に応じます。

※就業時間は（１）～（４）
　（４）１７：００～２１：００

不問

他 ローソン秋田山王中園店（有限会社
イトーマーク）毎　週
秋田県秋田市山王中園町１１－２０

15人 018-864-0720

不問

15人 018-866-9100

不問
15人 秋田県秋田市

労災
05010-15944981

雇用・労災
15010-31417081

コンビニ店員

○コンビニエンスストア店員として従事していただきます。
・レジ操作、商品出し陳列、検品、受付業務
・ＦＦ業務（おでん、揚げ物など）、店舗内外の清掃
・その他付随する業務

＊勤務日数、勤務時間は相談に応じます。

＊就業時間（１）～（４）いずれか選択。
（４）は休憩時間４５分となります。

不問

他 セブンイレブン　秋田通町店
毎　週

秋田県秋田市大町１丁目２番１２号

毎　週
新潟市北区濁川１００２－２

18人 025-258-3911

パソコン操作（ワー
ド・エクセル基本操
作）

181人 秋田県秋田市

5,000人 秋田県秋田市
平成30年9月3日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-15922281

一般事務職（秋田市）

一般事務職に従事していただきます。
・電話受付業務
・来客対応
・商品の在庫確認、手配
・コンピューター入力（伝票発行など）
　エクセル、ワードも使用します。
＊週３０時間未満の勤務

※業務上、車を使用する機会はありません。

普通自動車免許：
通勤用

土日祝他 株式会社　カンエツ

一般事務員（保全課）９
／３
（月）～

○事務補助業務
・パソコンによる入力操作作業、書類のチェック、
　書類等のコピー等、エクセル、ワード、
　一太郎による入力作業・文書作成等
・来客の対応（給茶等あり）ほか　


＊雇用期間Ｈ３０年９月３日～Ｈ３１年３月３１日

不問

土日祝他 東北森林管理局
毎　週

秋田県秋田市中通５丁目９－１６

152人 018-836-2014

・パソコン操作（エク
セル・ワード・一太
郎等）
・事務経験者

14人 018-823-4859

不問
14人 秋田県秋田市

平成30年9月1日～
雇用・労災

05010-15929481

労災
05010-15921881

保育士または保育助手
（日中パート）

○当施設における保育業務を担当していただきます。
・０～２歳児までの乳幼児の保育
・園内行事やイベント等の企画、準備
（園内の飾り付け等、皆で協力しながら実施します）

＊１８人を６人で保育しています
＊外での行事の際の付添あり

【平成３０年９月１日からの採用となります】

不問

他 有限会社　大町子供の家
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目７－３８

毎　週
秋田県秋田市仁井田二ツ屋１丁目３
－４９

11人 018-893-3011

不問
33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
05010-15988481

看護師、准看護師
（パート）

・ご利用者様の健康状態の把握、対応
・ご利用者様の機能訓練のサポート
・現在の１日あたりの利用者は２０名程度です。
　（スタッフ６名で対応）

・口腔機能向上プログラムの実施
・口腔トレーニングのサポート（いずれも研修があります）

＊食事、入浴なしの機能訓練に特化したデイサービスです。


看護師または准看
護師

日他 株式会社ヤマサ興産（ジョイリハ秋田
仁井田）

看護職／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
・問診、血圧測定、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。

保健師・看護師・准
看護師のいずれか

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
4人 秋田県潟上市

労災
05010-15911481

薬剤師

月火水木日祝他 有限会社　コラボメイト
毎　週

秋田市高陽幸町２－４８

4人 018-864-8670

平成30年8月13日発行（平成30年8月10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

薬剤師

○調剤、投薬、薬歴管理など薬剤師全般の業務に従事して
いただきます。
・患者さんと対面して、薬の内容を説明する。
・薬歴（カルテ）の記入及び管理

＊経験のない方でも丁寧に一から指導します。
＊金・土曜日のみの勤務です。

℡ 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 740円～740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30分～15時30分 就業場所
(2)13時30分～19時30分

時給

3人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)10時45分～14時45分 就業場所
(2)14時30分～18時30分
(3)10時45分～14時00分

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 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 就業場所

時給

2人 800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)10時00分～15時00分 就業場所
(2)17時30分～20時00分

時給

3人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

3人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時00分～11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)15時00分～21時00分 就業場所

時給

1人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
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30分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分

37人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
04010-54625881

施設管理、保安、タンク
ローリーの受入立会
［秋田市］

石油施設の管理、保安管理、タンクローリーの受入・立会作
業

＊６ヶ月毎契約更新

危険物取扱乙種四
類

祝他 株式会社　シナネン東北　ひまわりガ
スセンター毎　週
宮城県仙台市宮城野区扇町四丁目
７－３０

3人 022-235-1910

不問

6人 018-845-0151

パソコン操作（入力
程度）

21人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-15939881

雇用・労災
05010-15962481

フロント

○フロント業務を担当していただきます。
・接客、電話応対
・予約受付（宿泊、宴会等）
・パソコン操作（領収書発行等）

＊接客業経験者優遇します。
＊１年毎の契約更新になります。
＊女性は制服貸与、男性はスーツ持ち込み。

不問

他 株式会社　ホテル大和
その他

秋田県秋田市土崎港中央１丁目６－
３３

毎　週
秋田県秋田市中通１－３－５
秋田キャッスルホテル　オフィス１０１

32人 018-834-5625

不問
84人 秋田県秋田市

84人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15961581

ホール係　【大漁丸】

○ダイワロイネットホテル内の大漁丸において、ホテルに　
ご宿泊のお客様が利用される朝食バイキングの準備、料理　
およびドリンクの補充、片付け等のホール係の業務全般に　
従事していただきます。

＊６０歳以上の方の応募も歓迎いたします。

不問

他 株式会社　水屋　光琳

ホール係（とんかつ蔵
大地）

○イオンモール秋田の「とんかつ蔵大地」において、オー
ダー取り、料理提供、片付け、精算会計など、ホール全般の
業務に従事していただきます。

＊６０歳以上の方の応募も歓迎いたします。

不問

他 株式会社　水屋　光琳
毎　週

秋田県秋田市中通１－３－５
秋田キャッスルホテル　オフィス１０１

10人 018-834-5625

不問

7人 018-863-8107

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15950381

労災
05010-15940181

ホール及び調理補助

○ホール及び調理補助業務に従事していただきます。
・スパゲティ等のオーダー
・配膳、食器洗い等後片付け
・調理補助
・その他、付随する業務（レジ操作等）


＊勤務日・時間は相談に応じます。
＊土・日・祝日のみの勤務でも大丈夫です。

不問

月 有限会社　カンパーナ
な　し

秋田県秋田市山王５丁目１１－１

毎　週
秋田県秋田市大町４丁目４番４号

7人 018-807-4627

不問
7人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

労災
05010-15906281

ホール係兼調理補助

○てんぷら専門店での業務全般に従事していただきます
・主に接客、配膳、洗い物、清掃、簡単な調理補助
・料理はおまかせコースのみ、オーダーいただくのは飲み物
のみです
　
＊一般的な礼儀作法が必要となります。
＊勤務時間・日数は相談に応じます。

※金・土曜日に勤務可能な方を希望します。

不問

日他 株式会社　大知

ホール・キッチンスタッ
フ

○山王胃腸科病院となりにデリカテッセン（惣菜）を中心とした飲食
店を１月にオープンしました。２店目のオープン　に伴い◎ホール●
キッチンを募集します。
◎ホール　　・商品説明・販売・提供・調理補助
●キッチン　・商品の製造・陳列・盛付け・ホール業務補助
＊制服一部支給、食事補助、研修あり。
※初めての方にも安心して働いていただけるようしっかりと
　サポート致します。
※ヘルシー＆デリシャスをコンセプトにした女性のお客様が
　多いお店です。

不問

他 ひとによし　株式会社
その他

秋田県秋田市大町６丁目３－３７

8人 018-802-0822

不問

0人 018-802-0822

不問
9人 秋田県秋田市

労災
05010-15904781

6ヶ月
労災

13110-19284281

キッチンスタッフ（パー
ト）

○中心市街地にブティックをリノベーションしたレストランが８
月１日オープンしました。「肉」をテーマにした新しいスタイル
のレストランです。それに伴い「キッチンスタッフ」を募集しま
す。
・キッチン　・商品の製造・陳列・盛付け
　　　　　　
＊制服一部支給、食事補助、研修あり。

不問

他 ひとによし　株式会社
その他

秋田県秋田市大町６丁目３－３７

毎　週
東京都荒川区西日暮里５－１５－７
ダイナム綜合投資ビル３階

20人 03-3802-8166

不問
6,600人 秋田県秋田市

84人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15960981

調理・販売／ダイナム
秋田御所野店

パチンコ店に併設されている飲食店内のお仕事
・麺類や丼物の簡単な調理
・接客
・一日の売上確認
・食材の在庫確認など
※調理未経験・パート未経験で始めた方も活躍しています。
※勤務日数・休日などはご相談ください。

【受付番号　３８７】

不問

他 株式会社　日本ヒュウマップ

調理・調理補助（とんか
つ蔵大地）

○イオンモール秋田の「とんかつ蔵大地」において、調理　
または調理補助、皿洗いなど厨房業務全般に従事していただ
きます。

＊６０歳以上の方の応募も歓迎いたします。

不問

他 株式会社　水屋　光琳
毎　週

秋田県秋田市中通１－３－５
秋田キャッスルホテル　オフィス１０１

10人 018-834-5625

不問

不問
28人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-15942381

不問

他 秋田県産　株式会社
その他

秋田県秋田市卸町３丁目７－４

9人 018-862-6431
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求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所
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観光土産品の販売（ま
るごと市場）

○各種販売及び関連業務に従事していただきます。
・秋田まるごと市場内での商品販売および陳列業務
・秋田の観光土産品や特産品の販売
・接客、商品陳列、清掃あり
・その他付随する業務

＊接客業務のため丁寧な言葉遣いが求められます。




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

2人 920円～920円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

6人 800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) 7時00分～12時00分 就業場所
(2) 8時00分～13時00分

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)15時30分～17時30分 就業場所

時給

5人 750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 就業場所

時給

1人 800円～800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 18歳以上 (1)22時00分～ 5時00分 就業場所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 労災

05010-15915181

冷蔵庫内でのピッキン
グ作業【秋田市】

派遣先の冷蔵倉庫内で、日配品の仕分け作業をしていただ
きます。

※重い物（２０ｋｇ程度）を持つ作業もあります。

※その他、付随作業もあり。

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

25人 018-888-8398

不問
25人 秋田県秋田市

労災
05010-15957281

6ヶ月
労災

05040- 4586481

備品整理・清掃

○倉庫内にある会社レンタル商品（家電・事務用品）の清掃
等
・タイルカーペット（５０ｃｍ四方）等の清掃　他 不問

日祝他 株式会社　ヨロズヤ
毎　週

秋田県秋田市豊岩小山字狐森３２５
番

毎　週
秋田県大仙市大曲福住町６－２０

5人 0187-63-8682

不問
33人 秋田県秋田市

47人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災

05010-15920781

送迎業務

＊送迎業務全般をしていただきます。
　・ご利用者様の送迎業務
　・車両清掃
　・簡単な車両点検整備
　・その他付随する業務　等
※いつも安全運転に心がけ、周囲に気配りの出来る方
　歓迎します。
◎６ヶ月毎の契約更新の可能性があります。

普通自動車免許
（業務用・ＡＴ限定
可）

土日他 有限会社７２９

手づくりきりたんぽ形成

○手づくりきりたんぽの巻き作業（形成）を担当していただき
ます。
・炊いて練ったご飯を手作業により形成する作業です。

＊立ち仕事となります。

＊雇用期間：平成３０年９月１日～平成３０年１２月３１日
（原則更新）

不問

他 有限会社　斎藤昭一商店　本社工場
毎　週

秋田県秋田市楢山城南新町３４－１
３

36人 018-835-3673

不問

不問
435人 秋田県秋田市

3ヶ月
労災

05010-15908081

不問

他 イッティージャパンイースト　株式会
社　秋田支社毎　週
秋田県秋田市旭北栄町１－４８　セン
タープレイスビル４０１

10人 018-866-0006

平成30年8月13日発行（平成30年8月10日受付分)　Ｎｏ．３
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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

子ども英会話イベント
サポートスタッフ（契）

○子ども英会話教室「ペッピーキッズクラブ」の商業施設など
で行うイベントの、ブース設置のお手伝い等サポートスタッフ
を募集。
・イベントブースでお子さんと楽しく英語のゲームを実施
・商業施設内での教室ＰＲ活動（チラシ配布）
・英語が話せなくても大丈夫です
・業界未経験ＯＫ
・常に先輩（正社員）と一緒に働くので安心です

℡ 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。

　　　　●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!!


