
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 132,200円～132,200円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給（月額換算）

1人 126,280円～126,280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 不問 (1) 8時40分～17時30分 就業場所

月給

1人 158,000円～195,000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) 5時30分～14時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

時給（月額換算）

1人 138,672円～173,340円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 150,100円～208,400円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 34歳以下 (1) 9時15分～18時15分 就業場所

月給

1人 140,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1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 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 131,600円～131,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時20分～16時50分 就業場所

月給

1人 138,000円～150,000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
(2) 9時30分～18時00分
(3) 8時30分～13時00分

月給

2人 123,000円～131,200円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

3人 018-835-4276

不問
97,091人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17834581

平成30年12月10日～
平成32年2月20日 雇用・労災・健康・厚生

05010-17828481

医療事務（秋田市南
部）

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


（財）日本医療教育
財団主催試験合格
者 ＊資格のない
方、相談可

土日祝 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

その他
秋田県秋田市南通亀の町１４－２３

9人 018-833-6651

ワード・エクセルの
操作が出来ること

9人 秋田県秋田市

72人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-17859981

医療事務

・医院窓口での受付・応対
・電話応対
・会計業務
・診療報酬請求業務
・レセプト作成

＊明るいコミュニケーションが求められる仕事です。

不問

日他 医療法人　和光会　共立クリニック

校務事務補助

○主として受付業務等に従事していただきます。
・電話、来客応対（お茶出し等）
・郵便物等の収受、発送
・生徒配布物等印刷
・学校図書館の図書整理
・その他庶務全般の補助


不問

土日祝他 秋田県立秋田高等学校
毎　週

秋田県秋田市手形字中台１

72人 018-832-7200

パソコン操作（一太
郎、エクセル等）

11人 018-833-1855

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17847181

雇用・労災・健康・厚生
05010-17840681

総合職

○次の仕事に従事していただきます
・宣伝企画、販売促進のためのイベント企画など
・入居店舗との調整や施設管理業務

＊協同組合秋田市市民市場は、いろいろな商品を扱う個人
や事業者が集まっている組織です。地域の人から観光客まで
多くの人が訪れ、買い物をしてもらえる市場です。秋田市民
市場はモノを売るだけではなく、『食育活動』『環境リサイク
ル』への取組など、地域社会に役立つ様々な活動も行ってお
ります。

普通自動車免許／
ＡＴ限定可

日他 協同組合　秋田市民市場
その他

秋田県秋田市中通４丁目７番３５号

隔　週
秋田市寺内字後城３２２－２

11人 018-847-4170

不問
250人 秋田県秋田市

390人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17878781

一般事務（秋田営業
所）

○一般事務業務に従事していただきます。
・電話対応
・各種伝票処理及び整理
・簡単なパソコン入力業務（ワード、エクセル）
・文章や表を作成できる方を希望
・文書の収受、整理、保管
・社用車使用（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 イワタニ東北株式会社　秋田支店

総務事務

○総務事務業務全般に従事していただきます。

・従業員の給与計算、年末調整、社会保険事務、入退社手続
き等の労務業務
・電話応対、来客対応、郵便物の受発信などの庶務業務
・現金出納、伝票仕分け等の経理業務

不問

他 株式会社　イヤタカ
その他

秋田県秋田市中通６丁目１－１３

8人 018-835-1187

不問

10人 03-6734-1280

不問
990人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

13010-12607082

雇用・労災・健康・厚生
05010-17853881

非常勤保育士／企業
内保育園／秋田市

・企業内保育園です。
・定員１０名と小規模なお預かりからのスタートですが、企
　業様のニーズに合わせて増員の可能性があります。
・施設・設備ともに新しく、綺麗で快適な環境で保育ができ
　ます。
・日常の保育のサポートや園内の清掃のお手伝いなどをお願
　いします。
＊無資格者の場合、「保育支援員」を取得して頂きます。
＊就業場所は窓口まで

保育士資格

他 株式会社パソナフォスター
毎　週

東京都千代田区大手町２－６－２

毎　週
秋田県秋田市外旭川字大谷地１６３
番２７　２Ｆ

30人 018-880-5115

不問
30人 秋田県秋田市

40人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17865381

栄養士（兼）調理員

○介護付有料老人ホームおよびショートスティ「ヴィレージ
ュ」において、入居者３０人の食事による栄養管理業務全般
を担当していただきます。
・１日３食の献立作成、食材発注、栄養管理
・調理、盛り付け、片付け、食器洗浄
・その他、付随する業務

＊スタッフは２～３名体制です。

栄養士

他 株式会社　ヴィレージュ

コンピューターサポート
業務

１．各種業務システムの監視業務、運用支援

２．パソコンシステムの構築、保守業務

３．ＳＥ作業全般（開発、保守、導入を含む）


（１～３いずれかの業務となります。）

不問

日祝他 株式会社　三協情報センター
毎　週

秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバース秋田ビル６階

40人 018-865-6363

１・２は未経験者可
３は経験者

平成30年9月11日発行（平成30年9月10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

技能職

◆プリント回路基板や半導体圧力センサーなど、電子機器部
品の製造全般（組立、加工、検査）に関する業務をして頂きま
す。





働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

他 株式会社　東北フジクラ
毎　週

秋田県秋田市御所野湯本５丁目１－
２

450人 018-826-1111

不問
450人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17843481

℡ 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 146,880円～146,880円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)10時30分～19時30分
(3)12時15分～21時15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

20人 165,000円～165,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

5人 143,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 170,000円～170,000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～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 140,049円～140,049円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 140,049円～140,049円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 130,000円～130,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000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 18歳以上 (1) 4時30分～11時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 200,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 187,850円～187,850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15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 129,600円～129,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～16時45分 就業場所

定期清掃スタッフ

○秋田市内のアパートの清掃に従事していただきます。
・アパート等の共用部の清掃作業

＊移動には社有車又は自家用車（ガソリン代別途支給）を
　使用します。

＊就業時間は状況により変動する場合あり

＊未経験者の方　歓迎します

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17822181

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他
その他

株式会社　ホームクリニック　秋田営
業所
秋田県秋田市泉字登木２２７－２　ソ
ルナビル２Ｆ

8人 018-863-9998

250人 秋田県秋田市
平成30年10月16日～
平成31年4月15日 雇用・労災・健康・厚生

05010-17855181

灯油配達員

○３．５ｔローリー車（ＭＴ車）での灯油配達業務です。
・配達エリア：秋田市内・潟上市内

準中型免許、中型
免許
危険物取扱丙種以
上

土日他 イワタニ東北株式会社　秋田支店
毎　週

秋田市寺内字後城３２２－２

11人 018-847-4170

不問

4人 018-854-2659

経験者優遇
4人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-17821281

雇用・労災・健康・厚生
05010-17864081

クレーンオペレーター

・主に、住宅建築現場でのクレーン作業です。
・当社車庫へクレーンを取りに来てから、クレーンで
　各現場へ向かいます。
・秋田県内の各現場で作業を行います。


移動式クレーン免許
（５ｔ以上）・大型特殊
免許
玉掛作業者あれば尚
可

日他 イシイクレーン
その他

秋田県南秋田郡五城目町内川黒土
字沼ノ上８４－１

その他
秋田県秋田市飯島緑丘町１６－２

4人 018-857-0544

２ｔ、４ｔ車両経験者
5人 秋田県秋田市

120人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17869481

ゴミ収集・リサイクル収
集車両運転手

○一般廃棄物・リサイクル収集車両の運転業務に従事してい
ただきます。
・一般廃棄物（４ｔ塵芥車両車）
・リサイクル収集車（平ボデー２ｔ車）
・産業廃棄物回収、資源化物（リサイクル）選別作業あり
・粗大ゴミ回収助手
＊主に秋田市内の飲食店、店舗、事務所等により回収


普通自動車免許・
中型自動車免許
（８ｔ限定可）
＊ＡＴ限定不可

木他 有限会社　佐藤清掃社

運転手

○４トントラックで秋田県内全域の廃タイヤの回収業務
（手作業）
・回収先は、タイヤ小売店等

中型免許（大型免
許あれば尚可）

日祝他 青森通運株式会社　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－１０５

6人 018-862-2926

２トン～４トントラッ
ク運転経験者

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年9月17日～平
成30年11月9日 雇用・労災

05010-17841981

平成30年9月17日～平
成30年11月9日 雇用・労災

05010-17842581

ケーブル加工品の検
査・梱包【秋田市】

○秋田市雄和の派遣先において、ケーブル製品の目視検
査、梱包の作業をしていただきます。
・部品の受入作業（ＰＣ入力）あり。

＊初心者の方へも丁寧に指導します。

＊その他、付随する作業あり。

不問

土日祝 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

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
14,000人 秋田県秋田市

152人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
04010-61735481

ケーブル加工品の組立
【秋田市】

○秋田市雄和の派遣先において、加工品にコネクターを取り
付ける作業をしていただきます。

＊初心者の方へも丁寧に指導します。

＊流れ作業ではなく、一人で加工作業をしていただきます。

＊その他、付随する作業あり。

不問

土日祝 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

顧客サービス［秋田市］

プロパンガスに関する入退去手続き、ガスの開栓、閉栓、供
給契約、保安点検、売掛管理等を行っていただきます。

＊エリアは秋田市内とその近郊になります。
＊社有車を使用します。

＊６ヶ月毎契約更新

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 トーホクガス　株式会社
その他

宮城県仙台市青葉区上杉３丁目７－
６

6人 022-268-1311

不問

83人 018-889-9004

不問
302人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17826981

～平成30年10月14日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17825681

警備スタッフ（正社員）

○社会生活で大切なインフラ整備に伴う警備業務を担当して
いただきます。
＊主にＮＴＴ東日本等の電話インターネット工事や電力工事
等を中心に活動しております。
＊県内最大手であり、イベント警備や駐車場整理も実施して
おります。
＊明るく、元気な社風で女性や若者、中高年者も安心して働
ける会社です。
※詳細は、ホームページを参照してください。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日 株式会社　国際パトロール
毎　週

秋田県秋田市仁井田新田２丁目４－
３

毎　週
秋田県秋田市仁井田新田２丁目４－
３

83人 018-889-9004

不問
302人 秋田県秋田市

9,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-61823481

警備スタッフ

○秋田市内を中心に車や人の安全誘導を行います。
・お祭りや花火大会、秋はマラソン、駅伝等スポーツ等の
　催事での仕事となります。

＊移動については、出社後、社有車使用で現地に向かいま
すが、場合によってはマイカー使用となります。（手当支給）

※詳細は、ホームページを参照してください。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日 株式会社　国際パトロール

店長候補［レストラン
ラパ／秋田駅前店］

『ラパウザ』において接客と調理を中心に、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

不問
300人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17867981

不問

他 キンバレー株式会社
Ｔ．Ｇ．Ｃ　イオン秋田中央店毎　週
秋田県秋田市楢山川口境５－１１
イオン秋田中央店１Ｆ

4人 018-834-4500

2ページ中 2ページ

平成30年9月11日発行（平成30年9月10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

メガネの販売・接客

○カジュアルメガネの販売に従事していただきます。
・接客販売、眼鏡の加工、調整

＊研修も十分な時間をかけて行いますので、経験のない方も
安心です。　未経験者大歓迎。
＊社員登用制度あり

＊明るく楽しい職場です。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 170,000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 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 308,460円～543,460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

2人 160,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 152,000円～152,000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 230,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 210,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 200,000円～234,400円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時45分 就業場所
(2)17時15分～ 9時15分

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 不問 (1) 8時45分～17時45分 就業場所
(2)17時15分～ 9時15分

月給

1人 190,000円～256,000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 187,000円～222,000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

ヘルパー２級（また
は介護職員初任者
研修）相当以上の
資格
保育士、看護師い
ずれかの資格

100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17951181

土日祝他 株式会社　ＨＳＳ　秋田事業所
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目２番１７号
１階

4人 018-853-6264

平成30年9月12日発行（平成30年9月11日受付分)　Ｎｏ．１

5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

サービス管理責任者＜
急募＞

○サービス管理責任者としての下記業務に従事して頂きます
・利用者と定期的に面談し、個別支援計画の作成、アセスメ
　ント、モニタリング等の記録
・国保連への請求業務
・各種書類の作成業務　及び　雑務

福祉施設での実務経験３年以上（介護福祉士、社会福祉士、
精神保健福祉士等の資格所有者は３年以上、ヘルパー２級
の方は５年以上のいずれか）保育士、看護師等の実務経験５
年以上

技術マネージャー（管
工事）［秋田市／横手
市／大仙市］

各建設現場において、現場代理人のサポート役を担って頂きます。
・施工物件の工事管理（工程・品質・安全他）
・必要書類の作成
・工事関係者との打合せ
＊ご本人の希望や適性を踏まえて担当現場を決定致します。
＊施工管理経験があれば、公認資格の有無は問いません。
＊随時、各地域にて面接や会社説明会を行っております。
　予約や今後のスケジュール等はお気軽にご連絡ください。
＊就業場所は相談に応じます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【画像情報あり】

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　メイジン
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
８　第１日本オフィスビル７階

87人 022-224-6841

施工管理３年の経
験あり
ＰＣ操作（エクセル・
ワード）

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-62166581

現場監督及び現場監
督補助員　（土木・造
園）

・公園、運動場、広場、庭園等公共施設の維持管理業務
・土木工事全般（道路改良、下水道新築、災害復旧など）
・施工管理写真の撮影、基本的な測量
・管理上必要となる書類の作成（パソコン使用）

＊秋田市内、社用車あり：ＭＴ車（自家用車使用の場合は
　自家用車借上げ手当あり。上限２万円）

＊見習希望の方も応募可能です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 エコシビル　株式会社
隔　週

秋田県秋田市下浜羽川字下野２－４

22人 018-881-5755

不問
22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17986181

母子保健関係業務
【産休育休代替】

・幼児健診
・妊産婦・乳幼児訪問
・母子関係の健康教育・健康相談
・業務に関する事務作業

　保健師免許又
は、助産師免許

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

29人 018-866-2012

不問
2,545人 秋田県秋田市

平成30年11月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-17944081

看護職

○看護師または准看護師業務に従事していただきます。
・ショートステイ利用者の健康管理や服薬管理および応急
　措置　等
・嘱託医との連絡調整　等

＊パートでも可（勤務時間応相談）


看護師又は准看護
師

他 株式会社　うめの木園　ショートステ
イ　花さくら毎　週
秋田県秋田市添川字添川１７０－７

25人 018-869-7776

不問
104人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17924781

看護師（福祉事業部）
【急募】

○旅館施設を利用した通所介護事業（デイサービス）の
　看護・介護業務に従事していただきます。
（看護業務）
・利用者のバイタルチェック、健康管理   ・緊急時の対応
・状況によっては送迎業務あり（社有車ＡＴ車）
（介護補助）
・レクリエーションの補助
＊１日当たりの平均利用者４０～５０名、スタッフ１１名～１５
名体制＊制服貸与 ＊欠員補充の為

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
看護師または准看
護師

日祝他 株式会社　秋田温泉さとみ
その他

秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

26人 018-833-7171

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17976881

看護職員（なぎさ）看護
師　　【正社員】

○入所者の看護業務全般を担当していただきます。
・医師の指示に従い、看護業務を行います。
・おむつ交換等の介護業務を行う場合もあります。

＊入所者は１フロアー約３０名です。


働き方改革関連認定企業【くるみん】

看護師

他 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

59人 018-845-4151

不問
232人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17978181

看護職員（なぎさ）准看
護師　【正社員】

○入所者の看護業務全般を担当していただきます。
・医師の指示に従い、看護業務を行います。
・おむつ交換等の介護業務を行う場合もあります。

＊入所者は１フロアー約３０名です。


働き方改革関連認定企業【くるみん】

准看護師

他 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

59人 018-845-4151

不問
232人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17977281

ケアマネージャー（ケア
プラン鹿嶋）

○ケアマネージャー業務全般に従事していただきます。
・利用者の希望に沿ったサービス計画（ケアプラン）の作成
・サービス事業所等との連絡や調整
・プランが計画通りに実施されているかの観察や評価
・介護認定の代理申請など

＊外出時は社有車（ＡＴ車）使用


・ケアマネージャー
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 医療法人　土崎鹿嶋医院　ケアプラ
ン鹿島毎　週
秋田県秋田市将軍野東１丁目７－２
８　

4人 018-816-0520

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17973581

介護支援専門員

・介護支援専門業務全般に従事して頂きます。
・ケアプラン作成
・認定調査
・関係機関との連絡業務
・自家用車使用

介護支援専門員
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 有限会社　ライフサービス秋田
毎　週

秋田県秋田市八橋本町４丁目１０－
１５

4人 018-883-3711

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17988381

℡ 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 139,000円～176,700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

3人 171,000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 (1)19時00分～ 1時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 144,739円～195,692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 153,820円～244,210円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 166,670円～166,670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～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3) 8時30分～17時00分

時給（月額換算）

1人 158,336円～158,336円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分

月給

1人 233,000円～233,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 161,070円～161,070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20分～17時00分 就業場所

月給

1人 170,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

5ページ中 2ページ

平成30年9月12日発行（平成30年9月11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

一般事務

○訪問美容の予約受付・管理業務

○一般事務業務
・経理事務補助（伝票入力、データ入力）
・総務補助、労務管理補助
・取引先への請求書作成　他
・電話応対、郵便物発送、文書作成　等
・その他、付随する業務
 雇用・労災・健康・厚生

05010-17925881

不問

土日他 株式会社　ＲＢ　ａｄｖａｎｃｅ
毎　週

秋田県秋田市中通一丁目３－２４

6人 018-853-9174

1人 018-874-8705

不問

パソコン（エクセル・
ワード）できる方

220人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 国土交通省東北地方整備局　秋田
港湾事務所

案内所スタッフ

○案内所パネルに掲載されている飲食店の中から、お客様
の要望に合わせて居酒屋、スナック、クラブ、Ｂａｒ、ラーメン屋
等を紹介します。

＊お店が決まったら空席確認の電話をして、受け入れ可能と
なった場合は、店舗までの道順を説明します。

※業務には個人の携帯電話を使用して頂きます。

不問

他 株式会社　サヴァイブ
その他

秋田県秋田市大町６丁目３番５号

パソコン操作（一太
郎・ワード・エクセ
ル）

26人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17970381

事務補助

○当事務所において、事務補助業務に従事していただきます
・文書作成・管理
・資料作成補助（会議資料等）
・図面作成補助
・接遇（電話・来客応対など）
・その他（新聞スクラップ、社内回覧等）

学校法人　横山学園　新屋幼稚園
毎　週

秋田県秋田市新屋扇町４－２７

毎　週
秋田県秋田市土崎港西１丁目１－４
９

23人 018-847-2511

平成30年11月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-17943181

平成30年10月15日～
平成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-17934281

事務員

○事務員の業務に従事していただきます。

・秋田市の補助金申請手続き（毎月の申請）。専用ソフトに
入力。
・パソコンによる文書作成
・電話対応、来客対応
・その他付随する業務
＊あらやほいくえん（Ｈ３１．４．１開園予定）の開園までは、同
敷地内の新屋幼稚園での勤務となります。

不問

日祝他

12人 018-823-9357

医療事務経験１年
以上

0人 018-828-2119

不問
30人 秋田県秋田市

不問

土他 株式会社　サノ・ファーマシー

医療事務（佐野調剤薬
局）

○保険調剤薬局で医療事務業務全般に従事していただきます
・保険薬局における受付入力、会計、レセプト業務
　（レセプトコンピュータ使用）
・パソコン操作のできる方（エクセル、ワード）　
・市販薬の販売
・商品管理
・状況によってはお客様の栄養相談業務あり（有資格者）
・その他付随する業務
＊本人の体調、勤務状況により更新の可能性あり。
＊働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

祝他 株式会社　サノ・ファーマシー
その他

秋田県秋田市保戸野通町３－３１

医療事務経験１年
以上

272人 秋田県秋田市

272人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17941881

医療事務（佐野薬局中
央店）

○保険調剤薬局で医療事務業務全般に従事していただきます
・保険薬局における受付入力、会計、レセプト業務
　（レセプトコンピュータ使用）
・パソコン操作のできる方（エクセル、ワード）　
・市販薬の販売
・商品管理
・状況によってはお客様の栄養相談業務あり（有資格者）
・その他付随する業務
＊本人の体調、勤務状況により更新の可能性あり。
＊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

泉蹄鉄株式会社
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－４２

その他
秋田県秋田市保戸野通町３－３１

14人 018-823-9357

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17931481

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17942281

経理・総務事務を主務
として会社所有不動産
（建物等）の管理

○経理及び総務
・各種帳票類の作成から決算までの業務
・給与計算、管理資料作成　等
・人事管理、各種規程の改廃等
・その他、管理資料作成
・社会保険関係の手続き
＊銀行や手続き等での外出業務あり（ＡＴ社有車使用）
○不動産の管理
・会社所有物件（マンション１棟、倉庫３棟、工場２棟他）に係る借主
との連絡調整

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他

4人 018-832-6789

経理事務経験者

2人 018-862-8038
・経理業務経験３年
以上
・パソコン（ワード、
エクセルで資料作
成）

2人 秋田県秋田市

不問

日祝他 株式会社　エレックス極東

経理事務及び総務事
務

○経理事務を中心に事務全般を担当していただきます。
・人事労務管理
・会計帳簿作成　他
＊パソコン使用（ワード、エクセル、専用ソフト）
＊繁忙期は工場での箱詰、包装等していただきます。
＊繁忙期（お盆・正月・ＧＷ等）には、勤務時間が延長にな
　る場合があります。
＊官公庁、銀行等外出用務あります（ＡＴ・社用車使用）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　金萬
毎　週

秋田市中通二丁目３－８　アトリオン
８Ｆ

経理経験者
174人 秋田県秋田市

55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17985281

経理・事務職

＜主な業務＞
　・請求書作成
　・入金処理
　・データ入力
　・その他、経理業務全般

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

その他
愛知県名古屋市天白区島田三丁目
６０８－１

32人 052-804-0480

平成30年10月1日～平
成30年11月30日 雇用・労災

05010-17967781

雇用・労災・健康・厚生
23010-34816981

生産管理、品質保証
【潟上市】

・生産管理の指示
・品質保証（点灯検査、梱包検査など）

不問

土日祝

その他
秋田県秋田市外旭川八柳三丁目１２
－１０

9人 018-868-6166

パソコン操作（入力
程度）

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県潟上市

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18006581

出荷・在庫管理業務

○出荷作業
・入荷した商品をチェックし、注文リストを見ながら在庫商品と
合わせてピッキング作業を行い、出荷先別に分別します

○在庫管理
・棚卸等

※重量物はありません。

不問

日祝他 アトレ　株式会社



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 150,000円～215,000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00分～17時00分 就業場所
(2)19時00分～ 4時00分
(3) 1時00分～10時00分

時給（月額換算）

1人 121,600円～121,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時40分～17時25分 就業場所

時給（月額換算）

1人 124,800円～136,000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 18歳以上 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)14時00分～23時00分
(3)22時00分～ 7時30分

月給

2人 185,000円～205,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 163,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時50分～17時50分 就業場所

月給

1人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～400,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,000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) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分

月給

2人 161,000円～250,000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 就業場所

月給

2人 200,000円～350,000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 就業場所

平成30年9月12日発行（平成30年9月11日受付分)　Ｎｏ．３

5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

運行管理補助

○運行管理業務に就いていただきます。
【主な仕事内容】
・電話点呼及び外部からの電話対応
・運行管理帳票の記録補助
・その他付随する業務
＊資格の無い方は入社後、資格取得が前提となります。
　資格取得後は配車業務他あり
＊軽自動車（ＭＴ車）による、配送対応して頂く場合がありま
す（秋田市内、週１回程度）。

運行管理資格保有
者優遇
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 北日本運輸　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－２４

62人 018-896-1777

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17913981

郵便局の窓口業務

○郵便局の窓口での業務です。
・お客様対応
・専用端末機操作
・金銭の受け渡し
・当社取扱商品・サービスの説明、ご提案等を中心に
　行っていただきます

不問

土日祝他 日本郵便株式会社　秋田駅前郵便
局毎　週
秋田県秋田市中通４丁目１１－１４

6人 018-832-3939

不問
193,910人 秋田県秋田市

～平成30年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-17981581

セルフスタンド管理ス
タッフ（エクスプレス秋
田北）

セルフスタンドで管理スタッフとして従事して頂きます。
◯接客業務
◯売上金の管理：パソコン（ワード・エクセル）を使用しての管
理
◯ＳＳ内の清掃
◯施設管理業務（破損などの状況確認）　等

＊詳細は面接時に説明
※就業時間について：（１）～（４）のシフト制の勤務になりま
す。（４）は１０時～１９時の勤務です。

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
＊危険物乙種４類尚
可（資格取得補助制
度あり）

他 株式会社　オカモト　エナジーマーケ
ティングカンパニー毎　週
北海道帯広市東４条南１０丁目２番
地

7人 0155-22-3200

不問
2,000人 秋田県秋田市

～平成31年6月30日
雇用・労災・健康・厚生

01040-10804281

会員サポートスタッフ
（秋田支店）

○互助会へ入っていただいている会員様のサポート業務
会員様のお宅へ定期訪問、集金、電話応対等
互助会に入っていただいている「本来の意味」（儀式の大切さなど）
を会員様にお伝えしていくお仕事です。
○外回りのときは、自家用車使用のため、無用な緊張がございませ
ん。
※初めてでも安心の研修を準備しております。
先輩がしっかりとフォロー致しますのでご安心ください。
◆互助会とは、冠婚葬祭の積立です。いずれやってくる結婚式や葬
式などに備えて会費を積立てていくシステムです。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　へいあん秋田
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－７５

14人 018-862-5115

不問
350人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17908481

営業員

○主に既存の得意先への複合機やオフィス関連商品の提案
と販売を行います。
・併せて、得意先のフォローと新しいお客様の開拓も行ってい
ただきます。
・ＯＡ機器の設置など納品作業を行う場合もあります。
・秋田市を中心に一般企業、官公庁への訪問です。


※営業車あり（ＭＴ車・ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　とみや　秋田営業所
その他

秋田県秋田市山王３丁目８－３４　山
王ツインビル

28人 018-862-8002

不問
82人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17964981

ハウスメーカー・工務店
等への営業等／秋田
支店

●主に法人へのリフォーム営業
●一般住宅への営業・現場確認・打合せ
●防水・断熱工事、シロアリ駆除工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　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
とが出来ます。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。
※経験のない業務でも、丁寧に指導・教育致します。

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
13010-13332282

営業職（自治体・法人
営業）

各種商品のＰＲ・受注活動

＜主な業務＞
　・電気保安管理受託サービスをはじめ、電気設備メンテナン
スに関わる営業活動
　・ソフトウェア販売
　・各種分析の受注

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　エレックス極東
その他

愛知県名古屋市天白区島田三丁目
６０８－１

32人 052-804-0480

営業経験者
174人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
23010-34815681

クリーニング工場内作
業員

○クリーニング工場内作業員として従事していただきます。
・業務用洗濯機、乾燥機の操作
・製品の出し入れ、ハンガー掛けなどの仕上げ作業

＊就業時間（２）は土曜日勤務、休憩１５分

＊初めての方には指導します。

不問

日他 有限会社　クリーンサプライ
隔　週

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
１１

16人 018-823-5825

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17953381

一般スタッフ（店長候
補）

＊店舗スタッフとしてスタートし、店舗責任者を目指して
　頂きます。
＊ＴＲＥｎＴＡ店舗におけるスタッフ業務全般
　・ホールでのご案内等、接客業務
　・商品の調理、盛り付け　　　等
＊店舗管理業務
　・従業員の就業管理　　・商品在庫の管理　　　等
※契約更新（６ヶ月後）の際、正社員への登用の可能性があ
ります。

不問

他 株式会社　ＴＲＥｎＴＡ　Ｆｏｏｄ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ　スパゲッティ専門店　トレンタ御所その他
秋田県秋田市御所野地蔵田２丁目１
－６

8人 018-829-4530

不問
120人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-17906981

一般スタッフ（幹部候
補）

＊店舗スタッフとしてスタートし、店舗責任者を目指して
　頂きます。その後、幹部社員か社員独立のどちらか希望の
　道へ進んで頂きます。
＊ＴＲＥｎＴＡ店舗におけるスタッフ業務全般
　・ホールでのご案内等、接客業務
　・商品の調理、盛り付け　　　等
＊店舗管理業務
　・従業員の就業管理　　・商品在庫の管理　　　等
※契約更新（６ヶ月後）の際、正社員への登用の可能性があります。

不問

他 株式会社　ＴＲＥｎＴＡ　Ｆｏｏｄ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ　スパゲッティ専門店　トレンタ御所その他
秋田県秋田市御所野地蔵田２丁目１
－６

8人 018-829-4530

不問
120人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-17911381

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 161,000円～250,000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 就業場所

月給

2人 200,000円～350,000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 就業場所

月給

1人 246,911円～348,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 就業場所

時給（月額換算）

5人 135,680円～169,600円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給（月額換算）

2人 166,750円～166,750円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (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）

2人 235,200円～235,200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

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 59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～260,000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～16時50分 就業場所

月給

1人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 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) 8時00分～12時00分

月給

5人 132,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 3時00分～11時00分 就業場所
(2)17時00分～ 2時00分

月給

1人 150,000円～170,000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) 7時30分～16時30分 就業場所
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-17938681

その他
秋田県秋田市土崎港穀保町１３０－
１

11人 018-857-1755

不問
308人 秋田県秋田市

70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17909781

配送業務

・建設・土木資材の配送業務
・２ｔトラック平車使用
・配送範囲は秋田県内（主に秋田市近辺）
・倉庫内荷受け、積込作業

準中型免許以上

日祝他 佐藤製線販売株式会社　秋田営業
所

中型運転手（４ｔ）

○秋田より県内、東北地区へ輸送。

＊就業時間は輸送地区により異なります。

＊新規事業につきドライバー募集

中型自動車免許一
種（８ｔ限定可）

他 北日本運輸　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－２４

62人 018-896-1777

不問
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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

一般スタッフ（店長候
補）

＊店舗スタッフとしてスタートし、店舗責任者を目指して
　頂きます。
＊ＴＲＥｎＴＡ店舗におけるスタッフ業務全般
　・ホールでのご案内等、接客業務
　・商品の調理、盛り付け　　　等
＊店舗管理業務
　・従業員の就業管理　　・商品在庫の管理　　　等
※契約更新（６ヶ月後）の際、正社員への登用の可能性があ
ります。

不問

他 株式会社　ＴＲＥｎＴＡ　Ｆｏｏｄ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ　スパゲッティ専門店　トレンタ外旭その他
秋田県秋田市外旭川字四百刈５－１

8人 018-869-7630

不問
120人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-17918281

一般スタッフ（幹部候
補）

＊店舗スタッフとしてスタートし、店舗責任者を目指して
　頂きます。その後、幹部社員か社員独立のどちらか希望の
　道へ進んで頂きます。
＊ＴＲＥｎＴＡ店舗におけるスタッフ業務全般
　・ホールでのご案内等、接客業務
　・商品の調理、盛り付け　　　等
＊店舗管理業務
　・従業員の就業管理
　・商品在庫の管理　　　等
※契約更新（６ヶ月後）の際、正社員への登用の可能性があります。

不問

他 株式会社　ＴＲＥｎＴＡ　Ｆｏｏｄ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ　スパゲッティ専門店　トレンタ外旭その他
秋田県秋田市外旭川字四百刈５－１

8人 018-869-7630

不問
120人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-17920681

店長候補［居酒屋　和
処暖／秋田大学病院
前店］

暖やにおいて接客、調理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 04010-62197081

飲食店スタッフ

○当店ホールと厨房の担当者として業務に従事していただき
ます。
【主な業務内容】
・ラーメン店での接客業務全般
（注文伺い、配膳及び下膳、レジ清算業務、食器の洗浄、
　店内の清掃等）
・希望に応じて調理業務も担当できます。
　指導しますので、未経験者も歓迎します。


不問

他 らーめん鷹島
毎　週

秋田県秋田市高陽幸町８－１７

2人 018-865-3500

不問
2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-17971681

半導体基板の加工・検
査【秋田市】

・基盤のスライス・加工
・専用の機械に基盤をセットし、エラーの確認やチップの汚れ
を検査して落としていく作業 不問

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

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年10月1日～平
成30年11月30日 雇用・労災

05010-17968881

モーター部品製造工
「五城目町」【交代制】
（２ヶ月）

○モーター部品に関する製造工
・機械オペレーター
・加工、検査等

※一週間程度で一般的な作業は覚えられます。

※２ヶ月間のみの短期雇用です。
　入社日は相談に応じます。

不問

土日 株式会社　武藤電子工業
毎　週

秋田県男鹿市船越字内子３４６

0人 0185-35-3257

不問
60人 秋田県南秋田郡五城目町

2ヶ月
雇用・労災

05011- 1233081

自動車整備士

○自動車整備の業務に従事していただきます。
・車体の整備（車検、点検）
・車両の引き取り、納車に関する業務
・秋田空港の車両整備
・その他付随する業務

＊板金、塗装業務はできる方には担当していただく場合があ
ります

２級自動車整備士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 秋田菱和自動車株式会社
隔　週

秋田県秋田市寺内字三千刈４５４－
５

3人 018-863-6655

自動車整備経験
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17958781

鋼構造物（鉄骨）の製
造及びＣＡＤによる作
図・帳票の作成

○鋼材の切断、穴あけ、組立、溶接、仕上げ等の業務及びＣ
ＡＤによる作図・帳票の作成、打ち合わせ等の業務を担当し
ていただきます。
・その他付随する業務

＊作業着は全て貸与します。
＊初心者の方歓迎します。
＊男女ともに活躍できる仕事です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 佐々喜興業　株式会社
その他

秋田県秋田市向浜１丁目３－８

19人 018-862-0242

不問
19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17956581

古紙集荷の自動車運
転手

○主として古紙回収のトラック運転業務に従事していただきま
す。
・取引先より古紙の取引及び構内での選別作業
（新聞と雑誌を分けたり、ヒモを外したりする）
・集荷先：秋田県内全域
・１人で行います（慣れるまで指導します）

＊２ｔ～４ｔトラック使用
＊資格があれば、フォークリフト作業も行います。

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）以上
※上位免許取得時は
会社で費用負担しま
す。

他 株式会社　秋田故紙センター

雇用・労災・健康・厚生
05010-17900881

その他
秋田県秋田市寺内字三千刈４６１

16人 018-823-6852

不問
16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

月給

1人 267,000円～287,000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) 7時00分～16時00分 就業場所

月給

1人 267,000円～297,000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 170,000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 45歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

2人 171,500円～318,500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00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 219,450円～219,450円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 207,900円～207,900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

日給（月額換算）

2人 190,400円～224,000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年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 141,080円～141,080円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

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

雇用・労災・健康・厚生
05010-17922581

毎　週
秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

22人 018-823-4116

不問
390人 秋田県秋田市

520人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17991781

食器洗浄係（秋田厚生
医療センター）

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

不問

他 株式会社　光風舎

配送員及び商品ピッキ
ング

○得意先への配送及び納品する商品のピッキングを担当し
ていただきます。

・配送業務（最初は同行しますが、その後は１人で対応）
・配送先は主に秋田市内（ＭＴ車ハイエース、２ｔ、４ｔ）
・商品の入荷作業、ピッキング

＊扱う商品は一般食料品及び酒類等（２０ｋｇ程度）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 丸大堀内　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－６４

81人 018-828-1011

不問

22人 018-881-5755

不問
22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17987081

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-17982481

土木作業員及びオペ
レーター

・道路、下水等の土木工事全般
・人力による掘削
・普通または中型免許で可能なダンプトラックの運転
・コンクリート打設、簡易な型枠
・有資格者は重機運転作業等もあり

＊似た現場はあるが同じ現場はないので、技術者の指示の
もと各々の機転を利かせて作業を行って頂きます。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 エコシビル　株式会社
隔　週

秋田県秋田市下浜羽川字下野２－４

その他
秋田県秋田市河辺三内字留見瀬１１
３－１

5人 018-884-2616

不問
5人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17980981

現場作業員

・土木工事一式　
　主にＪＲ東日本の信号器取付、交換、点検等元請会社から
　の請負工事に従事します
・ＪＲ信号設備配線の設置（未経験者は見習いから）
＊社用車（軽トラ、トラック／ＭＴ）を使用します　
※線路脇に専用の信号を設置する際、ケーブルを引く作業　（数百
メートル）と、ケーブルを埋める作業がある為、
　体力に自信のある方を希望します。（全て手作業です）
＊正社員登用あり（試用期間終了後、状況により正社員登用あり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　戸井田土建

現場作業員

・土木工事一式　
　主にＪＲ東日本の信号器取付、交換、点検等元請会社から
　の請負工事に従事します
・ＪＲ信号設備配線の設置（未経験者は見習いから）
＊社用車（軽トラ、トラック／ＭＴ）を使用します　
※線路脇に専用の信号を設置する際、ケーブルを引く作業
（数百メートル）と、ケーブルを埋める作業がある為、
　体力に自信のある方を希望します。（全て手作業です）


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　戸井田土建
その他

秋田県秋田市河辺三内字留見瀬１１
３－１

5人 018-884-2616

不問

0人 090-7660-5557

不問
0人 秋田県秋田市

05010-17984881

雇用・労災・健康・厚生
05010-17955981

内装工（軽鉄）

○スーパー、マンション等の天井ボート、壁ボード設置のため
の軽鉄の取付、及びボード貼作業
・作業後の片付け
・ほとんどは屋内作業ですが、軒下等の場合は屋外となりま
す
※現場への直行・直帰可。
　会社近くの方は社用車同乗も可　
＊県外出張が可能な方。

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）　　　
＊アーク溶接、高所
作業車、研削砥石あ
れば尚可

日他 山裕建装
その他

秋田県秋田市外旭川字三千刈１０－
２　Ａ号室

毎　週
秋田県潟上市天王字鶴沼台６７－２

5人 018-878-9580

不問
5人 秋田県潟上市

85人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17998981

４ｔローリー運転手

○秋田県内の自動車整備工場・ガソリンスタンド等から出る
廃油を４ｔローリーで回収する作業に従事していただきます。 中型自動車免許

危険物取扱者丙種
以上

日祝他 有限会社　日製産業

大型中長距離トラック
運転手

＊＊増車のための募集＊＊
○大型中長距離トラック運転手として勤務して頂きます。
【仕事内容詳細】
・県外（新潟、関東、関西）への米、電子部品などの製品
　の輸送
・大型ウイング車の乗務
・週２～３回、１泊コース（コースは多種あります）
・運行日誌作成、汚れ具合に応じて洗車等付随する業務あり
＊男女とも活躍しています。
＊大型免許のない方は、入社後に取得していただきます。

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）必須
大型自動車免許尚可
フォークリフト免許・牽
引免許はあれば尚可

他 泉運輸　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
６９

38人 018-853-6115

不問

不問
85人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17997681

大型自動車免許
牽引免許

他 泉運輸　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
６９

38人 018-853-6115

5ページ中 5ページ

平成30年9月12日発行（平成30年9月11日受付分)　Ｎｏ．５

求人数
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必要な免許
資格・経験
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休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

トレーラー運転手

＊＊増車のための募集＊＊
○トレーラー運転手として勤務していただきます。
・海上コンテナ輸送（北東北３県）
・日帰り乗務
・積卸等はありません。

・大型ウィング車にて荷物積卸業務をしていただく場合もあり
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．　９月１２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　２．　９月１３日　社会福祉法人幸楽会【看護師・准看護師、介護員、訪問介護員】
　　３．　９月１４日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員　他】
　　４．　９月１８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．　９月１９日　㈱秋田キャッスルホテル【ホテル内調理補助、病院・介護施設の調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　６．　９月２０日　㈱ファイブフォックス【販売スタッフ】
　　　　　　　　　　　　　　（イオンモール秋田内「コムサイズム」　※西武秋田店内の店舗もあり）
　　７．　９月２１日　㈱プレステージ・インターナショナル【オペレーター、受付スタッフ　他】
　　８．　９月２５日　㈱和敬園ショートステイ「御所野の森」【介護職】
　　９．　９月２６日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　１０．　９月２７日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員　他】
　１１．　９月２８日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ｼｮｰﾄｽﾃｲ介護職員、調理員】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                ハローワーク秋田２階大会議室において、下記日程の１０：００～１０：３０で開催します。
　　　　　　　　参加希望者は９：５０までに直接会場へお入りください。
　　　　　　　　希望者は、説明会終了後別会場での個別面談もできます。
　
　１．　９月１３日　トラックドライバー募集合同面接会 in ﾊﾛｰﾜｰｸ秋田【秋田市内運送業４社参加予定】
　２．　９月２６日　警備業者合同面接会 in ハローワーク秋田【秋田市内警備業者４～５社参加予定】
　３．　９月２７日　警備業者合同面接会 in ハローワーク秋田【秋田市内警備業者４～５社参加予定】
　　　　※９月２６日と２７日の警備業者合同面接会は２日連続の開催となりますが、初日と２日目では
　　　　　　それぞれ違う秋田市内警備業者が参加予定です（２日間で合計８～９社参加予定）

『会社説明会』のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 163,000円～233,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 200,000円～250,000円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時45分 就業場所

月給

2人 321,600円～525,000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 40歳以下 就業場所

月給

2人 180,000円～210,000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 161,086円～181,582円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 161,086円～181,582円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 165,600円～295,000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 135,100円～164,900円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 23歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

9人 120,768円～120,768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）

9人 120,768円～120,768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

不問
31人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18026881

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 秋田環境測定センター　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻御休町１１－１４

31人 018-864-1281

平成30年9月13日発行（平成30年9月12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

環境測定・分析・評価
業務

○水質、底質、土壌、農薬の環境測定分析業務
○大気、悪臭、騒音振動の環境測定分析業務
（環境計量証明事業に係る分析測定全般）
○作業環境測定（粉じん、有機溶剤、特定化学物質、金属）
　に係るサンプリングを含む分析評価業務全般
（企業の化学物質リスクアセスメントの支援事業含む）
○建築物に係るアスベスト診断（分析、解析含む）業務

＊社用車（ＭＴ車）運転あり。

システムエンジニア

〇主たる業務
　行政基幹系システムの保守・運用業務をして頂きます。

〈技術要件〉下記、経験を有することが好ましい。
　・開発言語：ＪＡＶＡ
　・データベース：ＳＱＬを解すること。
　・システム開発の経験３年以上

不問

土日祝他 株式会社　アキタネット
毎　週

秋田県秋田市東通仲町２－１２

9人 018-893-5288

＊システム開発の
経験３年以上

24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18023581

薬剤師／秋田市・大館
市

◇ドラッグストアでのＯＴＣ薬剤師業務

・他のドラッグストアには無い「１店舗２ライン制」に
より、店舗運営業務から独立した立場でＯＴＣ薬剤師業務
（ＯＴＣカウンセリング、医薬品管理業務など）を行うことが出
来ます。

＊ＯＴＣカウンセリングに必要な知識教育や入社研修も毎月
実施致しますので、ＯＴＣ未経験者の方でも安心できる会社
です。

薬剤師免許取得者

他 株式会社　サンドラッグ
その他

東京都府中市若松町１－３８－１

15人 042-369-6218

不問
8,446人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13200-15984481

生活相談員（ショートス
テイ）

・ショートステイ利用者様に対する生活相談業務に従事してい
ただきます。
・家族・ケアマネージャー・病院等との連絡調整業務
・自宅、病院受診送迎業務（社用車使用）
・介護業務全般のサポート
・利用者様新規受入業務

＊日勤のみの仕事となります。

社会福祉士か社会福
祉主事又は介護支援
専門員
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

日他 有限会社　チョウセイ
その他

秋田県潟上市天王字上江川４７－１
３０

32人 018-872-2201

介護施設等での相
談業務又は介護業
務の経験が１年以
上

49人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18066781

介護支援専門員（居
宅）

○居宅介護支援事業所における介護支援専門員の業務
・ケアプラン作成、定期的利用者への訪問
・介護認定申請業務
・病院・介護施設等との利用の調整
＊社用車使用（軽乗用車：ＡＴ）

＊経験年数やスキルに応じた個別研修計画を独自に作成し
ており、安心して働くことができます。　
※リフレッシュ休暇制度あり（連続７日間、５万円支給）


介護支援専門員
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　憲寿会　介護老人保
健施設　千秋苑その他
秋田県秋田市外旭川字神田５９２

90人 018-868-1355

不問
90人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18043281

介護支援専門員（施
設）

○施設入所利用者に対しての介護支援専門員の業務に従事
していただきます。
・ケアプラン作成
・介護認定申請業務
・入所相談、事前訪問などの支援相談員業務もあります。

＊社用車使用（軽乗用車：ＡＴ）

※リフレッシュ休暇制度あり（連続７日間、５万円支給）
　　　　　　　　　　

介護支援専門員
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　憲寿会　介護老人保
健施設　千秋苑その他
秋田県秋田市外旭川字神田５９２

90人 018-868-1355

不問
90人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18045081

グラフィックデザイナー

○企画からデザインまでクリエイティブを担当していただき
　ます。
・企業サイトのデザイン、構築、ディレクション
・弊社クライアントサイトの更新作業
＊ユニークな発想でユニークなデザインを求めています。
＊弊社案件の特長として、商業デザインが多い傾向にあり
　ます。消費者目線に立ったデザイン提案が出来る方を
　お待ちしております。
＊打ち合わせ等の外出あり（社有車使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　プロデュース・プロ
その他

秋田県秋田市中通６丁目１－６５　Ｐ
Ｐビルディング２Ｆ

9人 018-884-3711

デザイン経験者（２
年以上）
＊求人条件特記事
項参照

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18081481

一般事務

・共済受付、申告書のチェック、データ入力、管理
・その他共済に関する業務
・まれに物品購入等で社用車による外出もあります

＊将来的な管理職候補としての募集です。営業部署への異
動もあります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田県火災共済協同組合
毎　週

秋田県秋田市旭北錦町１－４７（県商
工会館７階）

18人 018-864-3320

不問
18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18029081

地域福祉・生活相談支
援担当事務補助職員

・生活福祉資金貸付事業（低所得者への貸付事業）に関する
資料作成（ワード、エクセル使用）及び文書の収受、発送、印
刷等の事務補助
・高齢者からの電話対応補助
・その他、付随する業務

不問

土日祝他 社会福祉法人　秋田県社会福祉協
議会毎　週
秋田県秋田市旭北栄町１番５号

60人 018-864-2711

パソコン基本操作
出来る方（エクセ
ル、ワード等）

60人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-18033781

高齢者総合相談事業
担当事務補助職員

・高齢者総合相談事業に関する資料作成（ワード、エクセル
使用）及び文書の収受、発送、印刷等の事務補助

・その他付随する業務


不問

土日祝他 社会福祉法人　秋田県社会福祉協
議会毎　週
秋田県秋田市旭北栄町１番５号

60人 018-864-2711

パソコン基本操作
出来る方（エクセ
ル、ワード等）

60人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-18034881

℡ 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 138,180円～138,180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 140,000円～140,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

1人 123,000円～131,200円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

1人 145,000円～145,000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10分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 145,350円～145,350円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給（月額換算）

1人 138,880円～138,880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)22時00分～ 7時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

月給

1人 175,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00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30分～17時30分 就業場所

月給

1人 161,100円～221,100円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 157,913円～178,143円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

4ページ中 2ページ

平成30年9月13日発行（平成30年9月12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

事務補助

○事務補助
・主に公共工事の検査の文書作成補助及び文書整理
・その他文書作成
・コピー作成
・電話応対
・その他


平成30年10月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-18086081

不問

土日祝他 秋田県出納局　検査課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１　秋
田県庁６Ｆ

13人 018-860-2712

7人 018-855-1155

医療事務経験者
（年数不問）

パソコン（一太郎・
エクセル・ワード）
の基本操作可能な
方

秋田県秋田市

（財）日本医療教育財
団主催試験合格者
＊資格のない方、相
談可

土日祝 株式会社　ニチイ学館　秋田支店

医療事務

○医療事務業務全般をお願いします。
・受付、会計業務（レジ操作あり）
・カルテの作成
・コンピュータによるレセプトの入力
・その他付随する業務

※制服貸与あり

不問

日祝他 大窪胃腸科内科医院
その他

秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目２
丁目２番７号

不問
95,094人 秋田県秋田市

7人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-18019281

病院医療事務（秋田市
北部）

○病院での医療事務業務に従事していただきます。
・受付
・患者対応
・電話対応
・会計入力
・レセプト点検
・書類の取り扱い
・カルテ管理


秋田ホーセ　株式会社　大川工場
その他

秋田県南秋田郡五城目町大川下樋
口字古川敷２１－１

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

28人 018-835-4276

雇用・労災・健康・厚生
05010-18084281

雇用・労災・健康・厚生
05010-18071981

出荷及び保全

＊製品をサイズごとに仕分け・結束・積み込み等の出荷準備
に従事します。

＊ミシンの修理もあります。

＊外出用務あり。社用ＡＴ車使用。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他

3人 022-264-2612

不問

43人 018-875-2273

不問
160人 秋田県南秋田郡五城目町

不問

他 セブンイレブン秋田手形西谷地店

保険アドバイザー［秋田
市］

◎イオングループ直営の来店型保険ショップにて以下の業務
を担当していただきます。
　・保険のご提案
　・見積もり
　・申込受付等の接客業
　・その他の作業
　（生命保険・損保保険取扱）
＊６ヶ月毎の契約更新
（基準日：３月２１日、９月２１日）

不問

他 イオン保険サービス株式会社　北日
本ショップ営業グループ毎　週
宮城県仙台市青葉区中央３丁目３番
３号　三丸ビル７階

不問
14人 秋田県秋田市

秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
04010-62438981

コンビニエンスストア店
員

○コンビニエンスストアの業務全般に従事していただきます
。
・販売、レジ、清掃、調理、陳列、発注等
・その他付随する業務

秋田県産　株式会社
その他

秋田県秋田市卸町３丁目７－４

毎　週
秋田県秋田市手形字西谷地３１

14人 018-836-5371

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18042881

雇用・労災・健康・厚生
05010-18017781

仕入（海外）販売・倉庫
管理

・主に中国、インドネシア、アメリカ直輸入の家具、雑貨のコン
テナからの荷降ろし業務
・全国への発送業務
・東京の展示会での販売業務
・その他付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他

37人 018-835-3673

不問

15人 018-862-6431

不問
31人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　かがや

営業（配達）

○きりたんぽを得意先に配達する業務に従事していただきま
す。
　
＊社有車使用（ＡＴ車）

　※営業未経験者でも丁寧に指導いたします。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 有限会社　斎藤昭一商店　本社工場
その他

秋田県秋田市楢山城南新町３４－１
３

不問
11人 秋田県秋田市

47人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18036181

ルート営業、配達

○ルート営業、配達を担当していただきます。
・ホテル、結婚式場など固定のお客様に料理材料（珍味、鮮
魚など）の配達及び、食材の提案

＊営業活動は秋田県内全域となります。
（社用車あり。ＭＴ車およびＡＴ車）
＊試用期間３ヶ月の中で、仕事内容理解のため店頭販売
　（１ヶ月程度）も経験していただきます。
＊新規開拓はありません。

新興商事　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市新屋朝日町２６－３２

その他
秋田県秋田市土崎港古川町字相染
境１４－１９

5人 018-845-0606

雇用・労災・健康・厚生
05010-18022981

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18067881

ルートセールス

○社有車（ライトバン）で、主にガソリンスタンド（他に自動車
販売店、運送会社など）をメインに石油元売ブランド品の営
業・配達。
【ＪＸ・ＥＮＥＯＳ、エクソンモービル、ライジングサン（Ｓｈｅｌｌ）、Ｃ
ＯＳＭＯ、全農エネルギーの指定代行店です。】
　その他タイヤ、エンジンオイル、ワイパー等の卸売りも行っ
ております。

＊秋田市～三種町地区を中心に訪問していただきます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他

その他
秋田県秋田市外旭川字神田５９２

90人 018-868-1355

不問

3人 018-862-6630

不問
69人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18047681

通所リハビリテーション
介護職員

○介護老人保健施設における、通所リハビリ利用者の介護
　業務に従事していただきます。
・食事介助、入浴介助、排泄の介助、カルテ記入、記録等の
　パソコン入力、レクリエーション　等
・その他、付随する業務
＊軽自動車運転（ＡＴ限定可）による送迎　　＊利用者：３０名
＊レクリエーションは、リハビリ的要素が多い。
＊直ぐ働ける人を希望します。
＊未経験の方は、１ヶ月の研修期間がある場合があります。
＊資格取得への支援制度あり

介護福祉士（必須）
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 社会福祉法人　憲寿会　介護老人保
健施設　千秋苑



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 171,000円～252,000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 就業場所

月給

1人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

時給（月額換算）

1人 142,800円～142,800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～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～16時00分

日給（月額換算）

1人 125,400円～125,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 164,000円～164,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

2人 146,000円～177,100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) 6時00分～15時00分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3) 8時00分～17時00分

時給（月額換算）

1人 134,400円～134,400円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 148,500円～148,500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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

時給（月額換算）

2人 135,915円～156,825円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～16時30分 就業場所

時給（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

平成30年9月13日発行（平成30年9月12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

ラーメン店厨房スタッフ

○食材の仕込み、調理、盛り付け、食器洗い、接客等
　　　　
＊経験、技術など考慮します

＊就業時間は１０：００～２４：００のうち実働８時間勤務
　となります

＊試用期間　最長３ヶ月（能力による）
（期間中：日給６，５００円～８，０００円）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　アクティブイエロー
その他

秋田県秋田市山王中島町１０－２２

14人 018-864-7650

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18063981

農作業全般

◇稲作農業のため、作業のサポートをお願いします。
・稲刈り後、脱穀、乾燥、もみすり作業、玄米の袋詰
・育苗作業（無農薬栽培のため、ビニールハウスで作業）
・田植えのための、苗の運搬等
・草刈り作業
　田んぼが３か所にあるため、運転免許が必ず必要です。
　畑仕事等はありません。
＊体力作業、外仕事が多いため、体力に自信のある方を希
望します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 有限会社　石山農産
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字西２丁目３
番２３

0人 0185-45-2110

不問
0人 秋田県南秋田郡大潟村

労災・健康・厚生
05020- 4304981

金属加工【秋田市】

○派遣先事業所において、金属部品の加工作業に従事して
いただきます。
・バリ取り作業
・仕上げ
・選別
・その他付随する業務

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

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年10月9日～平
成30年11月30日 雇用・労災

05010-18056981

金属加工・鉄工・機械
加工

・鉄道車両の修繕
・鉄工製品（車両のドア、車両下側の部品）の加工、修繕
・現場へ移動して作業することもあり。社用ＭＴ車使用（１．５ｔ
トラック、軽トラックなど）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　高田工業
その他

秋田市土崎港相染町字浜ナシ山５６
－３

11人 018-847-0171

不問
19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18020381

製造工（交替制あり）
【秋田市御所野】

＊電子部品（セラミック酸素センサ）の製造

＊派遣期間：Ｈ３０年１０月１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。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３２年９月３０日です。

普通自動車免許
（通勤用）

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

不問
23,000人 秋田県秋田市

平成30年10月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 5225681

販売・製造補助スタッフ
（Ｔ－ｃｏｍｆｏｒｔ）

○ベーカリーとカフェの複合店舗Ｔ－ｃｏｍｆｏｒｔでのパンの製
造補助や商品陳列、接客・販売等を行っていただきます。レ
ジ操作やレジ閉めもあります。

＊ユニフォーム貸与
＊明るく元気な接客対応が求めれらます。

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

20人 018-864-3117

不問
768人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18062681

包装（食品）【秋田市】

・ケーキのまわりの透明フィルムをつける作業
・出来上がったものの包装
・立ち仕事のライン作業となります。
・運搬作業はありません。
・その他作業場の清掃等雑務もあります。

＊制服貸与します。
＊初心者でも指導いたします。

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
14,000人 秋田県秋田市

平成30年10月1日～平
成30年11月30日 雇用・労災

05010-18079381

お肉の加工・包装【秋田
市】

○派遣先事業所において、次の業務に従事していただきます
・食肉をカットするなどの加工
・包装、値付け　など

＊未経験でもできる作業です。

不問

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

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年10月9日～平
成30年11月30日 雇用・労災

05010-18059781

縫製工

○婦人服（ブラウス、ワンピース等）のアイロン・ミシン掛け作
業
○紳士服（シャツ、ジャケット等）のアイロン・ミシン掛け
　作業
・出来上がった製品の検査
・出荷準備作業
・作業場の掃除、片づけおよびトイレの掃除（交替で）


不問

日祝他 ケイ　アンド　アイ
その他

秋田県南秋田郡五城目町富津内下
山内字下川原　４０－１３

12人 018-852-4926

不問
12人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-18061381

製造工【秋田市御所
野】

＊フレキシブルプリント基板の製造

＊派遣期間：Ｈ３０年１０月１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。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３２年１月１０日です。

普通自動車免許
（通勤用）

土日他 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

不問
23,000人 秋田県秋田市

平成30年10月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 5224381

℡ 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）

5人 219,440円～219,440円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給（月額換算）

1人 134,400円～134,400円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

3人 210,000円～210,000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 40歳以下 (1)10時30分～19時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 140,400円～194,400円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 135,000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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 204,000円～224,400円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 220,500円～220,500円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 146,880円～146,880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

1人 170,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 160,860円～160,860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20分～17時00分 就業場所
(2)15時50分～ 0時30分
(3) 0時05分～ 8時45分

05010-18051281

袋に材料を投入する作
業　　　　【秋田市】

○医療用プラスチックなどを製造している会社で、袋に
　レジンの粉を詰める作業を行っていただきます。

※重量は２０Ｋｇ程度です。
※室内ですが、風通しの良い環境下での作業となります。

不問

日祝他 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

18人 0120-709-707

不問

4ページ中 4ページ

14,000人 秋田県秋田市
平成30年10月9日～平
成30年11月30日 雇用・労災

平成30年9月13日発行（平成30年9月12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

部品加工・組立【五城
目町】　（更新なし）

＊輸送機器部品の加工・組立
＊専用加工機の操作や手作業による組立

＊派遣期間：Ｈ３０年１０月１日～Ｈ３０年１１月３０日
　　　　　　（更新はありません）

※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３２年１月１７日です。

不問

土日他 北斗通信工業　株式会社
毎　週

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

不問
40人 秋田県南秋田郡五城目町

平成30年10月1日～平
成30年11月30日 雇用・労災

05040- 5211781

レンズ製品の加工・検
査　　　　【秋田市】

○高性能光学プリズム製造工場での簡単な目視検査業務に
従事していただきます。

・光学製品を出荷前や製造工程でチェックするお仕事です。

不問

土日 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
14,000人 秋田県秋田市

平成30年10月9日～平
成30年11月30日 雇用・労災

05010-18044181

サービススタッフ／秋田
県

・水まわりのメンテナンスの仕事
・水道の蛇口やパッキンの交換
　水漏れの修理
　水まわりの排水管つまりの解消
・ご自宅から直行直帰
・出社の必要なし
＊入社後、１ヶ月程度の同乗研修あり
＊ハローワークの紹介状を同封してください

要普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　アクアライン
その他

広島県広島市中区上八丁堀８番８号
第１ウエノヤビル６Ｆ

0人 082-502-6644

不問
334人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
34010-50673581

熱絶縁工事作業員

○給油・給水各配管の保温、板金工事の作業です。
・工事に伴う重量物の運搬などがあります。
・公共施設（学校、役場関係）が主な現場です。
・秋田市周辺が主ですが、県内全域での作業です。

※会社に集合し、会社の車で現場へ向かいます。



普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 男鹿断熱
その他

秋田県男鹿市船越字杉山１６８－１

3人 0185-35-3121

不問
3人 秋田県男鹿市

雇用・労災
05011- 1238481

電工

○送電設備の建設、保守、点検に従事していただきます。
・送電線鉄塔の建設
・送電用電線工事
・送電線の巡視、点検

＊作業現場は秋田県内全域
＊現場へは社有車（ワゴン車、２ｔトラック）で移動します



＊普通自動車運転
免許（ＡＴ不可）
＊準中型免許

土日祝他 秋田送電工業　株式会社
毎　週

秋田市新屋松美ガ丘東町１－３４

21人 018-864-7348

不問
21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18028181

土木作業員

○主に送電線用鉄塔基礎工事に従事していただきます。
・基礎工事の土木作業、運搬作業
・重機作業の手元
・作業準備や後片付け

＊作業現場は秋田県内全域
　現場へは社有車（ワゴン車、２ｔトラック）で移動しま　
　す。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 秋田送電工業　株式会社
毎　週

秋田市新屋松美ガ丘東町１－３４

21人 018-864-7348

不問
21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18025781

米穀の集荷

○集荷業務に従事していただきます
　【仕事内容詳細】
　　・農家（河辺、雄和、協和地区）の作業所から、
　　　当社まで２ｔトラックで米穀を集荷する作業です。

　　＊体力を必要とする仕事です。
　　＊作業の進捗状況により、雇用期間の終了が前後する場
合があります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝 有限会社　田口商店
な　し

秋田県秋田市河辺赤平字下窪４１

4人 018-882-2266

不問
4人 秋田県秋田市

平成30年9月25日～平
成30年10月18日 労災

05010-18064581

作業職≪秋田南営業
所≫

◇秋田南営業所倉庫内（常温）での作業となります。

・精密機械製品の出荷前検品

・精密機械製品の入出庫作業

＊重量物の運搬はありません。

＊作業服は貸与します。

不問

日祝他 ヨコウン　株式会社
その他

秋田県横手市卸町８－１４

20人 0182-32-3670

不問
289人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05060- 5137781

配達

○ドア、ドア枠、ベニヤ等の住宅資材の配達業務に従事して
　いただきます。
・問屋から資材を引き取り、住宅建設現場まで配達します。
・配達先は県内。秋田市の他、能代、県南方面等へ日帰りで
　配達します。
・積み降ろしは手作業で行います。
・その他付随する業務

＊社用車使用（トラック／ＭＴ車）


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　成田金物商店　秋田支店

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18095381

その他
秋田県秋田市桜３丁目２番３６号　サ
クラテナント内

3人 018-884-7530

不問
26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

月給

1人 240,000円～310,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所
(2)13時00分～19時00分
(3) 8時30分～14時00分

月給

2人 196,000円～290,000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 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

2人 211,300円～217,200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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 7時30分～16時30分
(3) 8時30分～17時30分

月給

1人 180,000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

月給

1人 210,000円～210,000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

日給（月額換算）

1人 148,190円～148,190円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 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

2人 201,000円～296,000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 145,000円～160,000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

17人 018-863-3831

パソコン操作可能
な方（ワード、エク
セル等）

17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18096681

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-18106881

一般事務

○一般事務業務に従事していただきます。
【主な業務内容】
・パソコン操作による資料作りや発注業務
・日報他書類整理
・納品書、請求書確認
・経理補助
・電話対応、来客対応
・社用車（ＡＴ車）を使用して銀行への入金等の外出用務
・事務所の清掃

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 新興工業　株式会社
その他

秋田県秋田市向浜１丁目５－１４

毎　週
秋田県秋田市八橋南１丁目８－５

17人 018-865-0252

不問
33人 秋田県秋田市

33人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-18103581

専任教員

看護学校教員業務
・担当授業の講師
・実習病院での実習指導
・担当クラス生徒の指導・相談対応
・進路相談対応
・学校業務全般

＊正看護師資格
＊教員講習研修を
受講し修了してい
れば尚可

土日祝 一般社団法人　秋田市医師会

医療ソーシャルワー
カー（ＭＳＷ）

○秋田市在宅医療・介護連携相談センター内にて、下記等の
業務に従事していただきます。
（１）地域の在宅医療と介護の連携を支援する相談窓口の運
営
（２）地域の医療・介護関係者、地域包括支援センター等から
の、在宅医療、介護サービスに関する事項の相談対応業務
（３）必要に応じて、退院の際の地域の医療関係者と介護関
係者の連携・調整など

社会福祉士または社
会福祉主事のうちど
ちらか必須
介護支援専門員あれ
ば尚可

土日祝他 一般社団法人　秋田市医師会
毎　週

秋田県秋田市八橋南１丁目８－５

1人 018-865-0252

医療機関等で医療ソー
シャルワーカーの実務
経験を有すること。パソ
コン操作（ワード・エクセ
ル・一太郎等）

950人 018-884-6010

不問
1,400人 秋田県秋田市

平成30年11月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-18099481

雇用・労災・健康・厚生
05010-18135681

事務系スタッフ
（医療ソーシャルワー
カー）

地域医療患者支援センターにおいて次の業務に従事してい
ただきます。
・医療費、各種福祉制度についての患者からの相談対応や
　退院、転院支援などの医療ソーシャルワーカー業務

※所属は医事課となりますが、実際の業務場所は
　地域医療患者支援センターとなります。

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

社会福祉士免許（必
須）
※追加で精神保健福
祉士免許があればな
およい

土日祝 秋田大学医学部総務課
毎　週

秋田県秋田市本道１－１－１

毎　週
秋田県秋田市高陽青柳町９番２０号

2人 018-867-0106

不問
20人 秋田県秋田市

248人 秋田県秋田市
36ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-18097981

あん摩・マッサージ、鍼
灸治療

【平成３０年１０月１日開院による募集です！！】
○当治療院にて、あん摩・マッサージ、鍼灸の施術を行ってい
ただきます。
＊訪問マッサージもあります。
　・近場の関連施設の訪問となります。（月約２０人程度）




あん摩・マッサー
ジ、鍼灸免許どちら
もお持ちの方（必
須）

日祝他 株式会社　プロフェクト・バランス

栄養士（一般職事務職
員）
【栄養短期大学】

○秋田栄養短期大学において、授業における実験、実習の
手伝いに従事していただきます。

・担当教員のもとで、学生の実験・実習の補助
・授業の準備、後片付け


栄養士資格（管理
栄養士があれば尚
可）

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

3人 018-836-3319

不問

63人 018-878-5533

不問
170人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18171881

平成30年10月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-18102981

看護師（正社員・松恵
苑）

○施設利用者の看護業務全般を担当していただきます。
・バイタルチェック、処置、健康管理
・病院の受診付添
・一般入所者８０名、短期入所者１０名です。
・看護スタッフ７名体制
・オンコール体制（利用者の状況によっては、確認の電話対
応はあるが、施設での対応は月１回程度）

※フルタイムの臨時職員またはパート希望の方は、応相談


看護師又は准看護
師

他 社会福祉法人　敬仁会
その他

秋田県潟上市天王字鶴沼台４３－２
２６

毎　週
秋田県秋田市八橋南１丁目８－５

1人 018-865-0252

実務経験者
パソコン操作（ワー
ド、エクセル、一太
郎等）

33人 秋田県秋田市

33人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18100381

看護師

○秋田市在宅医療・介護連携相談センター内にて、下記等の
業務に従事していただきます。
（１）地域の在宅医療と介護の連携を支援する相談窓口の運
営
（２）地域の医療・介護関係者、地域包括支援センター等から
の、在宅医療、介護サービスに関する事項の相談対応業務
（３）必要に応じて、退院の際の地域の医療関係者と介護関
係者の連携・調整など

正看護師資格

土日祝 一般社団法人　秋田市医師会

訪問看護師

○訪問看護ステーションにおいて、看護業務に従事していた
だきます。
・利用者宅への訪問看護
・投薬、バイタルチェック、医師の指示書による看護業務
・報告、記録、物品の整理
・ケアカンファレンス（打合せ）への参加

＊就業時間については相談に応じます。
＊社用車またはマイカー使用（借上料あり）。

＊正看護師資格
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 一般社団法人　秋田市医師会
毎　週

秋田県秋田市八橋南１丁目８－５

8人 018-865-0252

不問

平成30年9月14日発行（平成30年9月13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

薬剤師

○乳がん治療に特化した専門クリニック内に於いて、薬剤師
業務、その他付随する業務全般を行っていただきます。


薬剤師
がん薬物療法認定
薬剤師優遇（手当
支給）

木日祝 いなば御所野乳腺クリニック
毎　週

秋田県秋田市御所野下堤２丁目１番
９号

9人 018-838-1785

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18117081

℡ 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 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30分～17時30分 就業場所

月給

1人 145,000円～165,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

日給（月額換算）

1人 144,026円～192,910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年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時45分 就業場所

月給

2人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 172,000円～172,000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

時給（月額換算）

1人 130,800円～130,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

2人 220,000円～350,000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1,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18173181

料理長候補「とっぴん
ぱらりのぷ」

○秋田郷土料理の調理全般
○仕入れ・発注業務
○季節メニュー・コースメニューの考案　　○調理場スタッフの育成
＊比内地鶏、秋田牛、白神ラムなど秋田のブランド肉や、旬のお魚、
お野菜を使った郷土料理。一品料理からこだわりのコース料理ま
で、常に豊富なメニューでおもてなし。
＊利き酒師がお勧めする秋田の地酒と焚火料理のお店。
＊経験者優遇。
　未経験でも料理に興味のある方は、将来の料理長候補と
　して歓迎いたします。

不問

他 株式会社　ドリームリンク
その他

秋田県秋田市山王２丁目９－１

20人 018-863-9999

不問

4人 011-200-1250

不問
550人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

01010-35869881

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18115281

（パ）メガネ・サングラス
等の店頭販売（秋田
市）

メガネの販売、品出し等のお仕事です。
慣れてきたら、売上登録・視力測定等をお願いします。
＊知識がなくても、ベテラン社員が丁寧にお教えし、サポート
しますので、未経験の方も安心です。
　最初は笑顔であいさつや、お声かけからスタートです。
＊接客好きな方歓迎！！
＊社員登用制度有り
　（Ｈ２９年度　社員・地域社員登用実績２６名）
＊雇用期間満了後、３ヶ月毎更新

不問

他 株式会社　ドクターアイズ
毎　週

札幌市中央区南３条東４丁目１－２０
ＥＦビル４階

毎　週
秋田県秋田市土崎港北６丁目１－３
０

77人 018-846-2515

水産経験者
428人 秋田県秋田市

70人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18121781

水産担当、嘱託職員
（茨島店）

○水産部門の業務に従事していただきます。
・魚のカット・陳列
・商品の値付け
・その他、付随する業務。


　　働き方改革関連認定企業【秋田県】
　　男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 生活協同組合　コープあきた

資材管理

○当社は、ビル建設等の際に使用する建方資材・機材のリー
ス・販売をしている会社です。
・資材管理部門は資材・機材の出荷、返却品の検収等を主な
業務としています。
・社用車使用
・パソコンは、ワード、エクセル出来れば尚可
・本社は、東京都になります。

普通自動車免許Ａ
Ｔ限定不可

土日祝他 城東産業株式会社　秋田支店
毎　週

南秋田郡五城目町高崎字行内沢７８
－１２

18人 018-852-4611

不問

7人 018-835-7118

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）
経理業務経験あれ
ば尚可

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18139781

平成30年11月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-18134381

会計業務の補助スタッ
フ

○会計業務の補助の仕事をしていただきます。
・月次巡回監査（関与先を訪問）、決算業務
・会計伝票の入力（エプソン・ＴＫＣ）
・事務補助、書類整理
・電話応対、接客対応

＊外出にはマイカーを使用しますので、会社規定によりガソリ
ン代を支給します。

普通自動車免許

日祝他 有限会社　沓澤会計事務所
その他

秋田県秋田市楢山南中町６－４

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１０－２９

4人 018-823-4167

パソコン操作並びに
パソコンを使用した文
書作成（ワープロ、表
計算等）を問題なくこ
なせる方

128人 秋田県秋田市

2,532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

05010-18108181

事務補助員（臨時）

○当事務所において、事務補助業務に就いていただきます。
【主な仕事内容】
・パソコンによる書類作成、書類整理。
・来客応対、電話応対等の接遇。
・配属先庶務全般。
・その他事務補助業務

不問

土日祝他 国土交通省　東北地方整備局　秋田
河川国道事務所

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
＊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

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
平成30年10月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-18107281

平成30年10月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-18105781

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

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

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

60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18113781

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 秋田市役所

一般事務

・営業業務のサポートを担当していただきます。
・伝票作成、入力、請求書発行、帳簿の記帳、在庫管理、電
話応対

＊明るく業務に取組むことができる方を求めています。

不問

日祝他 東北製綱　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
１３

30人 018-845-1101

・事務経験ある方
・パソコンの基本操
作が可能な方

パソコン操作（一太
郎、エクセル、ワード
等）
経理実務経験があれ
ば尚可

33人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-18104481

不問

土日祝他 一般社団法人　秋田市医師会
毎　週

秋田県秋田市八橋南１丁目８－５

17人 018-865-0252
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一般事務

○一般事務に関する業務に従事していただきます。
・電話受付
・学校事務業務
・各種文書の発送
・文書等印刷　など



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 220,000円～350,000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 220,000円～350,000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 220,000円～350,000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 220,000円～350,000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 190,000円～220,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)11時15分～20時15分

月給

2人 137,800円～137,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時00分～14時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

月給

1人 200,000円～210,000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 136,000円～136,000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
(2) 8時30分～12時30分

時給（月額換算）

2人 166,400円～166,400円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 176,000円～264,000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30分 就業場所

0人 018-874-7972

不問
0人 秋田県秋田市

05010-18112481

平成30年10月1日～平
成30年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 5231381

板金工（見習い可）

・秋田市周辺を中心に、主に一般住宅の現場で、建築内外装
板金工事・雨樋工事・外壁工事を行います。
　
・能力に合わせて、指導も含め２人で作業します。


不問

日他 ワタナベ板金
その他

秋田県秋田市飯島川端３丁目７－４
７

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

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18124181

製造工【秋田市河辺】

＊水道管（鉄製）の製造、製品の加工、塗装、出荷業務

＊派遣期間：Ｈ３０年１０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８月１５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

日他 日総工産株式会社秋田事業所

管理人兼事務

・チサンマンション秋田の内外の管理
・組合員（来訪者の窓口応対含む）の対応
・決算処理等、次年度予算作成
・パソコン入力
・冬期除雪作業あり

＊マンションの建物が古いため、故障個所多数あり、
　業者との対応、見積、工事指示の業務あり。

不問

日祝他 チサンマンション秋田管理組合
その他

秋田県秋田市中通３丁目４－４７

1人 018-832-1459

パソコン操作

9人 018-862-2367

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18163881

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18157181

ボウリング場・カラオ
ケ・ゲームコーナー　ス
タッフ

○ボウリング場、カラオケボックス、ゲームコーナーのフロン
ト・ホール・キッチン業務全般を担当していただきます。

＊配膳時の階段の昇り降りあり（体力のある方歓迎）

※ラグジュアリーな雰囲気の中で、お酒やお食事と共にボウ
リング・カラオケをお楽しみいただけるお店です。
　ボウリング×ダイニングという新しい空間を一緒に作りま
しょう！

不問

他 株式会社　ファンキー
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目２－４３

その他
秋田県潟上市天王字上江川４７

195人 018-878-3131

不問
205人 秋田県潟上市

1,280人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18126381

調理員（正社員）

○一般病棟での給食調理業務に従事していただきます。
（朝、昼、夕食合わせて３６０食を１０名体制で調理）
・食材の仕込み、切り込み、調理、盛り付け
・洗浄（食器、調理器具等）、片付け
・厨房内の清掃
・その他付随する業務

＊就業時間（１）（２）の交替制
＊制服支給あり

不問

他 医療法人　敬徳会

調理師（企業内レストラ
ン・カフェにおける調理
等）≪急募≫

・大手企業内のカフェで料理を提供しています。
・企業内レストラン・カフェにおける調理を担当
・料理の提供サービス
・洗浄
・その他、付随する業務

＊経験者は優遇します。
＊正社員登用あり

調理師免許

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

15人 018-828-0682

不問

16人 018-863-9999

不問
1,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18177981

雇用・労災・健康・厚生
05010-18176681

料理長候補　「秋田番
屋酒場」

○秋田郷土料理の調理全般
○仕入れ・発注業務
○季節メニュー・コースメニューの考案
○調理場スタッフの育成
　”男鹿の魅力”を発信する駅前郷土料理！
　漁師料理「浜の囲炉裏炭火焼」
　男鹿で漁れる新鮮な魚料理に加え、秋田の郷土料理でおもてなし
★
＊経験者優遇。未経験でも、将来の料理長候補として歓迎いたしま
す。

不問

他 株式会社　ドリームリンク
その他

秋田県秋田市山王２丁目９－１

その他
秋田県秋田市山王２丁目９－１

9人 018-863-9999

不問
1,200人 秋田県秋田市

1,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18175381

料理長候補「秋田きり
たんぽ屋　大町分店」

○秋田郷土料理の調理全般
○仕入れ・発注業務
○季節メニュー・コースメニューの考案
○調理場スタッフの育成
＊きりたんぽと秋田郷土料理のお店。
　地元のお客様から、観光・出張のお客様まで幅広くご来店いただ
いております。
　秋田の旬の食材をふんだんに使い、きりたんぽは毎日店舗で作っ
ています。
＊経験者優遇。未経験でも、将来の料理長候補として歓迎いたしま
す。

不問

他 株式会社　ドリームリンク

料理長候補　「秋田長
屋酒場」

○秋田郷土料理の調理全般
○仕入れ・発注業務
○季節メニュー・コースメニューの考案
○調理場スタッフの育成
＊「秋田郷土料理と地酒のお店」
　秋田駅前、大きなナマハゲのお面が目印！！観光のお客様やＴＶ
取材も入る有名店！　
　★平成３０年４月グランドＯＰＥＮしたばかり★
＊秋田の食材や旬の食材を使ったメニューの試案・試作ができる方
歓迎。
＊未経験でも、将来の料理長候補として歓迎いたします。

不問

他 株式会社　ドリームリンク
その他

秋田県秋田市山王２丁目９－１

22人 018-863-9999

不問

不問
1,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18174081

不問

他 株式会社　ドリームリンク
その他

秋田県秋田市山王２丁目９－１

13人 018-863-9999

平成30年9月14日発行（平成30年9月13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

料理長候補「秋田きり
たんぽ屋　秋田駅前本
店」

○秋田郷土料理の調理全般
○仕入れ・発注業務
○季節メニュー・コースメニューの考案
○調理場スタッフの育成
＊きりたんぽと秋田郷土料理のお店。
　秋田駅前にあり、観光や出張で秋田を訪れるお客様にご好評いた
だいております。
　秋田の旬の食材をふんだんに使い、きりたんぽは毎日店舗で作っ
ています。　＊経験者優遇。
　未経験でも、将来の料理長候補として歓迎いたします。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

1人 155,984円～155,984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

時給（月額換算）

1人 120,400円～120,400円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～15時15分 就業場所
(2)13時45分～22時00分

月給

1人 160,000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) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 162,750円～162,750円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所

日給（月額換算）

2人 176,000円～264,000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～45歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 220,000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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 161,700円～346,500円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 153,400円～153,400円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 250,000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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 163,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 134,550円～134,550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

6人 018-874-9135

不問
50人 秋田県秋田市

地盤調査員

○新築住宅の地盤調査
・建設予定地などの事前調査として地盤調査を行って頂きま
す。
・調査車両にて現場を移動、地盤調査後、事務所に戻り
　データー等事務処理の流れ

＊地盤調査資格が無い方は入社後に取得していただきま
す。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）＊
必須
（車両系建設機械
あれば尚可）

日祝他 金城重機東北　株式会社　秋田営業
所

雇用・労災・健康・厚生
05010-18109081

その他
秋田県秋田市外旭川字三千刈１２２
－１　ＴＲビル事務所２階Ｄ号室

秋田県湯沢市川連町字道上７０

4人 0183-42-2171

59人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05070- 2545081

1人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-18179481

ドライバー【トライアル
雇用】
（泊りなし　秋田営業
所）

〇主に秋田市内への配送運転業務。

＊４トン車での配送です。
＊貨物の積下ろし業務。
　（手作業、フォークリフト作業の両方となります。）
＊その他、運送業務全般をしていただきます

◆大型運転免許取得希望者には、技術指導等のサポートを
行うほか、費用についての助成制度を設けています。

日他 川連運送　株式会社
その他

建築塗装工（未経験者
可）

○一般建築塗装工事全般に従事していただきます。
・屋根、外壁
・各種吹付工事
・シーリング　　　・テナント
・エイジング塗装　　　・各種リフォーム工事
＊現場は主に秋田市内中心ですが、年に数回、単発で県外
もあります。
＊現場へは社有車で乗合で向かいます。
＊未経験者の方にも丁寧に指導します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
一級塗装技能士資
格あれば優遇

日他 株式会社　ｃｏｌｏｕｒ　ｗｏｒｋｓ　ｓｈｉｍａ
その他

秋田市仁井田二ツ屋２－１９－９

1人 018-839-8294

不問

2人 018-847-2004

経験者
2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18129581

雇用・労災・健康・厚生
05010-18128981

塗装工（経験者）

一般住宅の塗装工事から、橋梁塗装、送電線の鉄塔塗装ま
で幅広い塗装工事を担当していただきます。

＊秋田県内全域が対象となります。
＊現場への移動は社有車使用（運転する場合もあります）


普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）
塗装技能士、土木施
工管理技士あれば尚
可

日他 株式会社　天野塗装工業
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山２－７２

その他
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山２－７２

2人 018-847-2004

不問
2人 秋田県秋田市

14,000人 秋田県秋田市
平成30年10月15日～
平成30年11月30日 雇用・労災

05010-18150681

塗装工（未経験者）

一般住宅の塗装工事から、橋梁塗装、送電線の鉄塔塗装ま
で幅広い塗装工事を担当していただきます。

＊秋田県内全域が対象となります。
＊現場への移動は社有車使用（運転する場合もあります）


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　天野塗装工業

薬剤等の成分分析【秋
田市】

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

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

不問

土日祝他 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

＊ＰＣ入力できる方
＊化学の知識があ
る方

11人 018-832-7078

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18160581

平成30年10月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 5232681

アイロン掛け及び縫製
工　　　　≪急募≫

【主な仕事の内容】
・制服やワイシャツ等のアイロン掛け（製品の仕上げ）
・縫製（ミシン）穴ミシン、止めミシン
・反物等の入荷品を２階に運ぶ作業
　（２０ｋｇ前後の反物の持ち運びあり）
・内職先への出荷準備等
・毎日、内職先へ製品を届ける。（軽ＡＴ車使用）

＊今月末退職者の補充のための≪急募≫です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 遠藤被服工業　株式会社
毎　週

秋田市南通亀の町１０－４

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県潟上市

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

05040- 5228481

製造工【潟上市昭和】

＊医療用ゴム・プラスチック製品の製造
＊目視外観検査・梱包作業になります。

＊派遣期間：Ｈ３０年１０月１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。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３１年１１月３０日です。

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所
その他

＊金属製品（亜鉛）の製造
　　製品の研磨、機械操作、剥ぎ取り等の作業

＊派遣期間：Ｈ３０年１０月１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。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３１年６月２８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

不問

4ページ中 4ページ

平成30年9月14日発行（平成30年9月13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【秋田市飯島】

みちのくコカコーラボトリング　株式会
社　秋田営業部

販売配送業務職（秋田
市）

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

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　カンエツ
隔　週

新潟市北区濁川１００２－２

18人 025-258-3911

秋田県秋田市

181人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
15010-35806681

飲料水の定期納品業
務（カップ専門）

○主に商業施設内に設置している、カップ専用自動販売機の
　飲料水の補充や、売り上げ管理等を行って頂きます。
・製品仕分け、補充　　・売上金、空容器の回収
・自動販売機の清掃活動
【未経験者歓迎、３～６ヶ月間研修プログラム有】
＊１日１０件程度（秋田市内とその近郊）
＊移動は軽ワゴン車を使用
＊缶・ビン類の取り扱いはありません。
＊ユニフォーム、靴無償貸与
【男女とも活躍できる職場です】

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日他

＊中型８ｔ限定以上
（ＡＴ限定不可）
＊大型運転免許、
フォークリフト技能講
習修了者は歓迎しま
す

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18098581

毎　週
秋田県秋田市寺内神屋敷２９５－４９

34人 018-846-3670

不問
840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

月給

1人 150,000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 40歳以下 (1) 8時20分～17時20分 就業場所

時給（月額換算）

3人 266,928円～283,008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～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 138,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 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) 9時30分～18時05分 就業場所

月給

1人 145,000円～145,000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 160,000円～182,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

時給（月額換算）

1人 152,000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30分～17時30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) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 150,000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 30歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊測量士、２級建
築士又は補償業務
管理士等の資格あ
れば尚可

43人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18186581

土日祝他 株式会社　都市整備
毎　週

秋田県秋田市川尻みよし町１１－１

25人 018-862-6111

平成30年9月18日発行（平成30年9月14日受付分)　Ｎｏ．１
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

測量または補償コンサ
ルタント

○測量または補償コンサルタント業務に従事していただきま
す。
［主な仕事内容］
・官公庁および民間企業から依頼される測量全般（土地調
査・測量、書類作成、ＣＡＤ入力等）
・建物等の補償物件調査、書類作成、図面作成等
＊活動エリア：秋田県内及び東北隣県（社用車ＡＴあり）


保健師
○全国健康保険協会の加入者への特定保健指導や健康相
談業務に従事していただきます。
・加入者のいる会社に訪問し、健康診断の結果を基に個々に
保健指導を実施
・パソコン・タブレット端末の入力作業
・電話応対
・メール、手紙による支援
・その他、付随する作業

保健師
普通自動車免許Ａ
Ｔ限定可

土日祝他 全国健康保険協会秋田支部
毎　週

秋田県秋田市旭北錦町５－５０　シ
ティビル秋田２階

66人 018-883-1841

不問
5,000人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-18232581

介護支援専門員（りん
どう）

・登録定員２５名においてのケアプラン作成業務
・利用者および家族との相談業務
・訪問時はＡＴ社用車を使用（軽、普通車）
・状況に応じて介護業務もあります。

＊小規模多機能型居宅介護を未経験者の方、介護支援専門
員　として未経験の方はマンツーマンで指導します。
＊処遇改善交付金制度を利用しています。

介護支援専門員
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

17人 018-889-6323

不問
54人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18208981

一般事務職

○事務全般
・見積書、請求書、納品書等の作成
・給料計算
・電話応対、来客応対
・その他、付随する業務

＊外出時は自家用車を使用
＊事務は２人体制になります。
＊未経験の方は入社後指導します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　パイプリバース
隔　週

秋田県秋田市八橋字イサノ２５－１

17人 018-862-1291

パソコン操作
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18184681

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
05010-18194981

事務員

○総務全般に従事していただきます。
・来客・電話応対等
・郵便開封・発送、メール開封確認
・申請書類等作成
・出勤簿集計、給与計算
・社会保険手続、年末調整　など
＊エクセル・ワード・メール操作
※ＴＫＣ計算ソフト経験あれば尚可
※建設業の事務経験あれば尚可

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　真坂通建
その他

秋田市飯島字砂田２６－１３

7人 018-880-5150

30人 秋田県秋田市
平成30年11月1日～

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18198881

事務員

○大手スーパー向け商品を取り扱う物流センターでの、運行
管理及び業務管理を担当していただきます。
・データの管理
・パソコンによる入力（専用ソフトあり）
・電話応対
・その他、付随する業務

＊福山通運株式会社のグループ企業です。

不問

他 ジェイロジスティクス　株式会社
その他

秋田県秋田市御所野湯本４丁目２－
１

189人 018-826-1002

不問
1,003人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18238081

経理・総務・一般事務
［秋田市］

・経理、その他事務
・ＰＣ入力（伝票入力など）
・簡単な電話応対（担当者への取次ぎ）
・営業サポート
（ＰＣ入力による受発注処理、データ作成など）

＊６ヶ月毎契約更新

　　　　　　※※※　　急　　募　　※※※

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　オーカム
毎　週

宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目４
－１３

7人 022-284-1188

パソコン基本操作
96人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

04010-62865081

経理事務および受付案
内補助

〇経理事務および受付案内補助を担当します。
（主な仕事内容）
・一般経理事務、銀行取引
・家賃入力管理
・各種伝票の作成（請求書作成等）
・大家、取引先等に書類を届ける等の外出用務もありす。

＊外出時は社用車（ＡＴ車）を使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（損害保険募集人
資格あれば尚可）

他 有限会社　エル・コミュニケーションズ
その他

秋田県秋田市広面字広面２３１－１

9人 018-887-3880

パソコン操作できる
方（ワード、エクセ
ル）

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18214381

営業補佐、配達

○営業補佐、配達業務に従事していただきます。
・建設資材のルート販売（主に建設会社への資材販売）
・建設資材、マリン用品、機械器具、漁業資材等の販売
・配達エリアは秋田県内
・社用車使用（乗用車ＭＴ、軽トラＭＴ）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　両羽　秋田支店
その他

秋田県秋田市土崎港西二丁目１２－
５７

11人 018-845-3166

パソコン操作（エク
セル）

22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18199281

℡ 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 190,000円～210,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 152,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)14時00分～22時00分

月給

1人 250,000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) 9時30分～18時00分 就業場所

月給

1人 210,000円～320,000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 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～229,000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 203,000円～290,000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30分～17時15分 就業場所

月給

2人 200,000円～255,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)13時00分～21時00分 就業場所

月給

1人 155,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

3人 140,000円～140,000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～16時45分 就業場所
(2)17時00分～ 8時30分

月給

1人 150,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 180,300円～180,300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

4ページ中 2ページ

平成30年9月18日発行（平成30年9月14日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

販売職（契約・店長候
補）／秋田市

当社ショップ「クールカレアン」にて
婦人服販売及び接客、商品管理

＊店長候補


6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13040-11363282

不問

他 クールカレアン株式会社
その他

東京都品川区西五反田２－７－１２
五反田第一生命ビル別館

2人 03-5740-2731

7人 090-2846-2357

不問

婦人服販売経験
160人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（業務で使用あり
ＡＴ限定可）

水他 株式会社　カネダイ

接客・販売と商品作成
（イオンモール秋田店）

〇アイスクリームの販売員として、接客・販売と作成をしてい
ただきます。
・お客様の注文に合わせて、アイスクリームを作成、販売提
供します。

不問

他 株式会社　人吉
その他

秋田県秋田市泉北２丁目８番７号

ワード、エクセルの
基本操作程度可能
な方

49人 秋田県秋田市

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18188781

店内販売（店長候補）

◎仏壇・仏具・線香・ローソクを多彩に取り揃えており（商品は
流行・ニーズに合わせて日々変えていきます）お客様に商品
説明・販売を行っていただきます。
◎特に線香・ローソクはいつも買い求めになるお客様も定着
しています。こうした小物の販売から仏壇の販売にも結び付
けていただきます。
＊接客・販売業務や電話対応のほか繁忙時はレジ業務や商
品管理等の応援業務もあります。
※未経験の方でも指導いたしますので、安心してご応募下さ
い。

株式会社　カナモト
その他

東京都港区芝大門１－７－７


その他
秋田県湯沢市川連町字大館城面３４

2人 0183-42-2121

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13040-11373682

雇用・労災・健康・厚生
05070- 2550881

営業職（秋田・本荘）

◆顧客への提案営業◆
顧客（建設会社や建設現場）を訪問し、工事のスケジュールや内容
をヒヤリング、その内容に応じた建設機械の提案を行います。既存
の顧客だけではなく、新規顧客へも訪問／提案を実施して頂きま
す。
※顧客訪問の際の車は、入社後貸与予定です。
◆資料作成◆顧客へ提案する際の資料・見積書の作成をします。※
必要となる建機の種類・台数など、的確な提案をす　るために重要な
知識は、入社後の研修や、先輩社員との同　行営業にて身につける
ことが可能です。また資料作成時に　使用するＰＣも会社から貸与し
ます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他

16人 018-864-0010

不問

16人 03-5408-5703

不問
1,874人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 トーケンホーム　株式会社

営業見習

○電気工事施工及び施工管理に関する営業見習として従事
していただきます。
・秋田県内全域の建築会社等を中心に訪問し、自社の技術
力説明、見積書作成、提案等の営業活動を行います。

＊営業活動には社有車使用（ＡＴ車）
＊当面は営業担当上司と同行し、ノウハウを習得していただ
きます。
＊試用期間の６か月間は見習い期間とします。

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社布谷電機
その他

秋田市寺内字三千刈２４３－１

パソコン出来る方
（エクセル・ワード）

10人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18235881

営業（注文住宅・不動
産）

〇注文住宅・不動産の営業業務に従事していただきます。
・展示場での接客
・事務所での接客及び事務作業
（資料作り（パソコンを使用）、郵送作業、電話応対）
・その他、付随する業務

有限会社　興創　コーソー秋田
その他

秋田県秋田市中通１丁目２－３　リ
バーサイド秋田ビル４Ｆ

その他
秋田県秋田市山王新町１９番３７号

10人 018-865-3322

雇用・労災・健康・厚生
05010-18237181

雇用・労災・健康・厚生
05010-18246081

営業スタッフ

○家庭教師派遣及び学習教材販売。家庭教師の教習と管理
○家庭教師の先生募集に関わる案内・営業業務全般
・内勤は電話を使用した営業
・外勤は内勤業務もあり
＊内勤、外勤業務のどちらかを選択可（相談可、適正を見て
判断する場合もあります）
＊外勤営業には自家用車使用（手当支給あり）
＊内勤１名・外勤１名募集

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他

018-833-7171

5人 018-887-5439

不問
30人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（介護に関する資
格が無くても応募
可能です。）

不問

他 医療法人　祥仁会　秋田南クリニック

介護職員（福祉事業
部）

・旅館施設を利用した通所介護事業（デイサービス）の
　介護業務
・入浴、排泄、食事等の介助レクリエーション等の一般業務
・デイサービス終了後の清掃、洗濯　等
（１日の平均利用者８０名に対し、スタッフ２２名で対応）
＊通所者の送迎（ラクティス、キューブ、エスティマ、
　軽自動車）その他、介護タクシーを使用
　運転が苦手な方は相談可。
＊未経験の方、マンツーマンで親切に指導します。「介護」
働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

日祝他 株式会社　秋田温泉さとみ
その他

秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

26人

不問
85人 秋田県秋田市

70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18205081

看護職員

○内科・泌尿器科医院における看護助手業務
・看護師の補助
・介護業務
・患者様の身の回りのお世話をお願いします。
・簡単な医療用具の出し入れがあります。
・火木土曜日は人工透析に係る補助があります。
＊夜勤あり（月３～５回程度）＊２名体制
＊未経験の方にも仕事内容はご指導いたします。
＊マンツーマンで指導いたします。

株式会社　ビ・メーク
その他

山口市小郡花園町５番３号

毎　週
秋田県秋田市南ヶ丘１丁目３－１

35人 018-892-7474

雇用・労災・健康・厚生
35010-10990881

雇用・労災・健康・厚生
05010-18231981

エステプロラボ／秋田
店

・インナービューティー（内面美容）専用サロンで来店いただい
たお客様のカウンセリング

・内面美に特化した酵素ドリンクや、サプリメントなどのご案内
・スムージーやハーブティーの試飲・販売
・最新酵素栄養学情報の提供・カウンセリング

※応募の際は、ハローワーク紹介状が必要となります。

不問

他

その他
秋田県秋田市飯島字飯田水尻５０１
－１

20人 018-838-7011

不問

6人 083-974-0585

不問
280人 秋田県秋田市

81人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18204181

厨房主任

○有料老人ホームでの厨房業務責任者として従事していた
だ　きます。
○約２０食分を２名体制で行います。
○その他付随する業務

調理師

他 有限会社　ケアサービスおちあい　有
料老人ホーム　彩べえ　いいじま



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 134,200円～134,200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30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 168,000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) 6時00分～14時30分 就業場所
(2) 9時30分～18時00分
(3)11時30分～20時00分

月給

1人 142,300円～142,300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 140,000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 59歳以下 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3) 3時00分～12時00分

時給（月額換算）

1人 134,784円～134,784円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 3時00分～10時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3) 6時00分～15時00分

月給

2人 170,000円～250,000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 18歳以上 (1) 9時00分～17時15分 就業場所
(2)14時00分～10時00分
(3)16時00分～10時30分

月給

1人 250,000円～400,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時05分 就業場所

月給

1人 132,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時05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年単位） 企業全体

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

時給（月額換算）

2人 131,456円～138,112円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

平成30年9月18日発行（平成30年9月14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

調理員

○当社で介護を必要とされる方々へ、食事を提供していただ
きます。
・１日に２０名位の食事（スタッフ分を含む）
・調理内容は利用者の状況に合わせて、普通食～キザミ食
等
・食材の購入（社用車使用）
・施設内の清掃業務

＊２名体制

・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

17人 018-889-6323

不問
54人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18207681

≪急募≫給食業務

○「中通リハビリテーション病院」での給食業務です。
・調理業務全般
（一般食・特別食・嚥下食　等）

＊１８０食程度を２０名で調理します。
＊就業時間（１）～（３）の交替制。
　時間については相談に応じます。
＊６ヶ月毎の契約更新あります。

不問

他 社会医療法人　明和会　中通リハビ
リテーション病院その他
秋田県秋田市中通６丁目１－５８

270人 018-833-1131

不問
1,830人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18225481

厨房調理職員

○有料老人ホームでの厨房業務全般を担当していただきま
す。
○約２０食分の調理を２名体制で行います。
○その他付随する業務


不問

他 有限会社　ケアサービスおちあい　有
料老人ホーム　彩べえ　いいじまその他
秋田県秋田市飯島字飯田水尻５０１
－１

20人 018-838-7011

不問
81人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18226781

製造管理及び調理（現
場責任者）

○仕出し料理、駅弁の製造管理及び調理業務に従事してい
た　だきます。
・商品開発
・製造数量管理
・調理作業（調理見習いも可）
・食材の在庫管理、発注業務　ほか
＊就業時間は（１）～（３）のシフト制です。
（１）は１週間に１回程度
（３）は２週間に１回程度

不問

他 株式会社　関根屋
毎　週

秋田市東通一丁目１番２６号

40人 018-833-6461

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18210881

駅弁の調理補助・洗い
場

○駅弁の調理補助・洗い場の業務です
・調理補助（簡単な調理です）、盛り付け
・調理器具の洗浄、洗い物等
・商品開発の手伝い
＊就業日数は週５日程度です。
＊経験のない方の応募も歓迎します。
＊正社員への登用制度あります。

不問

他 株式会社　関根屋
毎　週

秋田市東通一丁目１番２６号

40人 018-833-6461

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18219781

フロント業務

○フロント業務全般
　・チェックイン、チェックアウト
　・接客、電話応対
　・パソコン操作（ワード、エクセル）できる方
　・お客様の車の移動業務あり
＊表示の就業時間はシフトの一例となります。
＊正社員登用制あり。

普通自動車免許
（ＡＴ車限定免許
可）
＊運転経験のある
方

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

18人 018-865-2111

接客経験者優遇
（ホテル勤務経験）
パソコン操作できる
方

1,300人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-18187481

菓子職人（和・洋）【経
験者】

・原材料の計量等の準備
・焼き菓子などの製造
・道具等洗浄

＊新商品の開発のため試作品製造も行います。
＊３０ｋｇ程度の原材料袋の運搬もあり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可／
業務上）

他 株式会社　ゆう幸
その他

秋田県秋田市御所野下堤３丁目２－
３

12人 018-827-5636

職人としての経験
者（必須）

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18227881

菓子職人（和・洋）

・原材料の計量等の準備
・焼き菓子などの製造
・道具等洗浄

＊新商品の開発のため試作品製造も行います。
＊３０ｋｇ程度の原材料袋の運搬もあり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可／
業務上）

他 株式会社　ゆう幸
その他

秋田県秋田市御所野下堤３丁目２－
３

12人 018-827-5636

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18229181

こんにゃく製造

○こんにゃく・ところてんの製造業務に従事していただきま
す。
・機械の操作（慣れてきたら様子を見て）
・製造作業　　・商品の仕分け
＊業務の中に１０～１５Ｋｇの原料を投入する作業あり。
＊いくつかの製造工程があり、最初は一緒についてみていた
　だき、適性を見てどの工程をやっていただくか相談のうえ
　決定します。
＊フォークリフトの経験者であれば集積した製品をトラック
　に積み込む作業などもお願いします。

不問

日他 株式会社　マルイシフーズ
その他

秋田県秋田市泉南１丁目４－３９

32人 018-823-0247

不問
47人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18211281

電子部品の組立及び
検査作業員

○メッキ加工の補助業務
・その他、付随する業務

＊１日中立ち仕事になります。

＊作業着貸与

不問

土日他 有限会社　プラズマ
毎　週

秋田市保戸野桜町１８－１９　サンシ
ティみうら１０１

2人 090-5355-7690

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18243881

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

3人 172,000円～272,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～45歳 就業場所

日給（月額換算）

1人 151,200円～172,800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

日給（月額換算）

5人 163,100円～326,200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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 140,400円～259,200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 35歳以下 (1) 8時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 160,000円～229,000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 180,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 170,000円～203,850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) 2時00分～ 5時30分 就業場所
(2) 2時00分～ 9時30分
(3)13時00分～17時30分

日給（月額換算）

1人 177,100円～177,100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
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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

ドライバー

○４ｔ、６ｔ、１０ｔ車による大手スーパー向け商品（主に
　食料品）の配送業務
・カゴ車を使用しての積み下ろ作業及び、それらに係る構内
　作業
＊全車パワーゲート装備
＊就業時間は、表示の時間の中で複数あり
＊福山通運のグループ会社です。
＊女性ドライバーも活躍している職場です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
中型・大型免許
いずれか必須

他 ジェイロジスティクス　株式会社
その他

秋田県秋田市御所野湯本４丁目２－
１

189人 018-826-1002

不問
1,003人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18239381

工場作業および運送

〇作業員として下記業務に従事していただきます。
・おが粉等の原材料の運搬（４ｔトラック）
・製品の配達（秋田県内／主に秋田市内）
（小型貨物または８ｔトラック使用）

※トラックへの積込みは、手作業またフォークリフトを使用し
ます。

大型免許必須
（フォークリフト、玉
掛け及び小型移動
式クレーン資格者
優遇）

日他 北秋容器　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市新屋豊町５－３０

1人 018-865-2249

不問
40人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18240581

解体工・はつり工

・建設現場での解体及びはつり工として従事していただきま
す。
・能力によって、付帯した業務の、とび、土木工事にも
　従事していただきます。
・将来、多能工として会社を担って頂きます。

不問

日他 東北総建　株式会社
その他

秋田県秋田市上北手御所野字雨池
通５－１４

10人 018-838-7373

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18215681

電気作業者

○電気設備工事、及び空調設備工事に従事していただきま
す
・電気設備工事全般およびエアコン工事全般
・住宅販売メーカーからの新築工事
・秋田市公共工事および一般住宅電気設備工事
＊主に現場は秋田県内
＊朝、事業所に集合した後、社用車（バンタイプ／ＡＴ）
　にて現場に向かいます。
＊高所作業は脚立程度の作業です。
＊経験に見合った作業を選定します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　イーテック
その他

秋田県秋田市楢山城南新町１８－１

6人 018-836-5377

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18212181

電工（電気工事）または
電工見習または電気施
工管理者

○電気工事施工および施工管理の仕事です
・電気工事現場代理人の指示に従い施工を行って頂きます
・ビル・住宅・アパート等の建物の電気工事に関る業務です
○施工管理については能力・経験により下記業務を担当
・電気設備工事における施工図面の作成（ＣＡＤ操作）
・工事の打ち合わせ等の現場管理業務

＊試用期間の６か月間は見習い期間とします。

日祝他 株式会社布谷電機
その他

秋田市寺内字三千刈２４３－１

16人 018-864-0010

16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18234781

配送兼ルート営業（正）
／秋田市

・社用車（ハイエース）でのギフト品納品業務、営業所倉庫内
での商品管理等作業、並びにルート営業活動に従事してもら
います


＊配送エリア：秋田県内、青森県の一部（青森市・弘前市
等）で日帰り可能な範囲

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 松和産業　株式会社
その他

福岡市博多区西月隈１丁目１３－４４

7人 092-472-6979

不問
250人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
40010-72500181

新聞配達業務全般

○新聞配達、集金、チラシ折込作業、ポスティング等、新聞業
務に関わるものが主な業務です。

＊長期間勤務できる方歓迎

＊当社、原付バイクを使用していただきます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ免許可）

他 有限会社　秋田魁新報東専売所
その他

秋田県秋田市千秋矢留町３－３６

22人 018-832-4682

不問
22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18220081
株式会社　ストーン

隔　週
秋田県秋田市寺内神屋敷２９５－４０

29人 018-857-5383

不問
29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18201781

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
・電気工事士２種以
上または電気施工
管理技師２級あれ
ば尚可

作業員

○廃棄物の選別作業
・重機等による分別作業
・３ｔ・４ｔユニック車による収集運搬作業
・県内全域

中型自動車運転免
許・車両系建設機械・
小型移動式クレーン
玉掛

日祝他

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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                ハローワーク秋田２階大会議室において、下記日程の１０：００～１０：３０で開催します。
　　　　　　　　参加希望者は９：５０までに直接会場へお入りください。
　　　　　　　　希望者は、説明会終了後別会場での個別面談もできます。
　
　１．　９月２６日　警備業者合同面接会 in ハローワーク秋田【秋田市内警備業者４～５社参加予定】
　２．　９月２７日　警備業者合同面接会 in ハローワーク秋田【秋田市内警備業者４～５社参加予定】
　　　　※９月２６日と２７日の警備業者合同面接会は２日連続の開催となりますが、初日と２日目では
　　　　　　それぞれ違う秋田市内警備業者が参加予定です（２日間で合計８～９社参加予定）

『会社説明会』のご案内


