
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 171,500円～341,500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

2人 150,000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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 180,000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 315,800円～558,140円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000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 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 64歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

2人 160,000円～190,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 135,000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00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

月給

1人 155,000円～155,000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～18時00分 就業場所

機械加工経験者優
遇、３ＤＣＡＤ／ＣＡ
Ｍ経験者優遇  生
産技術職経験者優
遇 

59人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11004981

 
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 菱明三菱電機機器販売　株式会社
毎　週

秋田県秋田市旭北寺町１－２

57人 018-862-5511

平成30年6月1日発行（平成30年5月31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

鉱工業技術者

○各種ＮＣ工作機械・汎用工作機械を使用した航空機関連 
部品、他の加工を担当していただきます。 
ＮＣ旋盤Φ４５０×１５００（ｍｍ）Ｙ軸シーリング付 
（ＤＭＡＭＯＲＩ）マシニングセンター１１００×５６０（ｍｍ）（ＤＭ
ＧＭＯＲＩ） 
ＣＡＤ／ＣＡＭ、ＮＣプログラム 
新規事業の為、生産に関わる全てを担当してもらいます。 
ＮＣ機械はすべて新設備になります。 
＊社用車使用の場合あり

二級建築士

○元請として一般住宅、アパート、店舗などの新築 
　リフォームなどに関係する業務全般 
・お客様との打ち合わせ 
・見積もり、積算 
・図面作成、提案 
・仕様書作成 
・建築確認申請 
・現場管理業務 
　

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可） 
二級建築士

日他 株式会社　吉田工務店
その他

秋田県潟上市天王字持谷地８６‐４０

6人 018-878-6797

不問

・１級又は２級建築
施工管理技士、
１級又は２級建築
士の４つのうちい
ずれか１つ（必須） 
・普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10984481

工事現場管理（建築）

○建築工事の工事現場管理業務等に従事します 
・現場監督業務 
・パソコン等による工事見積・工事原価等の書類作成 
・官公庁等への書類提出 
※工事現場は、主に秋田市 
※移動には、自己所有車を使って頂きます（ガソリン代は会
社規定により支給） 
・建築工事の工事現場管理の経験のある方（必須）
・ＣＡＤ、エクセル、ワード等の操作ができれば尚可

日他 株式会社　伊藤羽州建設　秋田支店
その他

秋田県秋田市土崎港西３丁目１４－
３

20人 018-846-5045

69人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10968781

土木施工管理技士［秋
田県］

各建設現場に伴う土木施工管理業務に従事して頂きます。 
・工事現場の写真管理、品質管理 
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認 
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行って頂きます 
・その他付随する図面業務、書類作成 
 
＊配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致しま
す。 
＊ブランクのある方でも安心して頂ける環境づくりを心がけ 
　ております。 

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　オンサイト
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０
－３３　第２日本オフィスビル７階

3人 022-797-7191

施工管理経験３年
以上

52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-36637481

工事現場管理（土木）

○土木工事の工事現場管理業務等に従事します 
・現場監督業務 
・パソコン等による工事見積・工事原価等の書類作成 
・官公庁等への書類提出 
※工事現場は、主に秋田市 
※移動には、自己所有車を使って頂きます（ガソリン代は会
社規定により支給） 
・土木工事の工事現場管理の経験のある方（必須）
・ＣＡＤ、エクセル、ワード等の操作ができれば尚可

日他 株式会社　伊藤羽州建設　秋田支店
その他

秋田県秋田市土崎港西３丁目１４－
３

20人 018-846-5045

69人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10970181

訪問看護ステーション
看護師　（常勤）

・訪問看護ステーションから利用者宅へ訪問し、健康管理、
主治医の指示による処置や対応をしていただきます。 
・夜間・休日は交代でオンコールあり。訪問は１日４～６件程
度。その他、記録等業務あり。 
＊その人らしい生活が送れるよう、利用者様、ご家族様の気
持ちに寄り添った看護を提供しております。 
＊ＯＪＴ研修や施設外研修、事例検討等、研修も豊富にあり
ますので訪問看護が初めての方でも安心して働けます。 
 看護師又は准看護師（病院勤務）経験３年以上

土日祝他 有限会社　エリアサポート秋田
毎　週

秋田県秋田市御所野下堤２丁目１－
７－１

8人 018-892-7880

29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10965981

歯科衛生士（泉南デン
タルクリニック）

○歯科医院にて歯科衛生士業務全般に従事して頂きます。 
・歯磨きの指導 
・一般保険治療 
・ドクターの補助 
・清掃 
・その他、付随する業務もあり

歯科衛生士免許

火祝 医療法人　恭栄会
その他

秋田県秋田市泉南１丁目２－２

6人 018-867-8880

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10975581

保育士

○乳幼児（０～５歳児）の乳、幼児に係る保育業務全般を担
当していただきます。 
・１クラス平均１０～２０名位の園児 
・０歳児～２歳児はスタッフが３～６名程度 
・３歳児～５歳児はスタッフ２～３名程度 
 
＊園児定員：わかこま第一１００名です。 
　　　　　　わかこま第二　９０名です。 
 
 

保育士および幼稚
園教諭 

日祝 社会福祉法人　若駒会
その他

秋田県秋田市山王２丁目１－２１

26人 018-862-0266

不問
47人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11001081

総務事務

○総務事務業務全般に従事していただきます。 
 
・パソコンを使用しての伝票処理、書類作成 
・電話対応、接客応対　　・労働保険関係 
・事務所内の清掃業務　　・社会保険関係 
・契約書等の作成業務　　・その他付随する業務 
 

不問

日祝他 加藤建設　株式会社
その他

秋田県秋田市泉北三丁目４番２０号

018-862-7947
パソコンの出来る
方（ワード・エクセ
ル） 
経験者尚可 

35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11006481

雇用・労災・健康・厚生・財
形

総務、経理事務

○事務作業全般に従事します。 
・来客、電話対応 
・庶務業務（備品、消耗品発注、管理等） 
・入金処理、預入処理 
・総務、経理全般（請求書発行、社会保険、給与計算等） 
 
＊外出用務あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他

・１級土木施工管
理技士又は２級土
木施工管理技士
（必須） 
・普通自動車免許
（ＡＴ限定不可） 

看護師又は准看護
師免許
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可） 
＊ケアマネー
ジャー尚可

10人

パソコン操作（エク
セル、ワード） 
経理の経験
以上必須

35人

17人 秋田県秋田市

佐川商事　株式会社
その他

秋田県秋田市大町１丁目６－２３

05010-10966581

018-823-4526

℡ 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 147,000円～273,500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～12時00分

日給（月額換算）

1人 124,440円～124,440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

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

月給

1人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

月給

1人 211,500円～211,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 43歳以下 (1) 9時00分～17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 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 148,320円～148,320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 185,000円～185,000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～18時00分 就業場所

月給

1人 177,000円～311,000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
(2) 9時00分～12時00分

月給

1人 156,000円～186,000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

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

4ページ中 2ページ

平成30年6月1日発行（平成30年5月31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

内勤業務

○営業アシスタントとしての社内業務です 
・営業外出先からの依頼対応 
・ユーザーへの見積回答 
・仕入れ先への発注業務 
・コンピュータへの入力 
・電話、来客者の応対 
・その他付随する業務 
 
＊外出は社用車（ＡＴ車）又はマイカー使用 雇用・労災・健康・厚生

05010-10973681

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　エソール
その他

秋田県秋田市川尻大川町１－３１

10人 018-883-1155

22人 018-845-1311

パソコン（ワード・エ
クセル）操作

パソコン操作（エク
セル、ワード）でき
る方

10人 秋田県秋田市

不問

土日祝 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

事務（臨時職員）

○一般事務業務を担当して頂きます。 
・伝票の起票 
・パソコン（ワード・エクセル）入力 
・文書、資料管理 
・電話応対 
・来客応対

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田県漁業協同組合
毎　週

秋田県秋田市土崎港西一丁目５番１
１号

不問
14,000人 秋田県秋田市

100人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-10987281

一般事務【秋田市】

○機材のレンタル会社における事務のお仕事です。 
・電話応対・来客応対 
・ＰＣ入力 
・その他付随する業務。 
 
 

医療法人　三愛会　秋田東病院
毎　週

秋田県秋田市山内字丸木橋１６７－
３

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10979281

平成30年6月25日～平
成30年8月10日 雇用・労災

05010-10997081

事務員（病院事務）

○病院事務業務全般に従事していただきます。 
・レセプトコンピューターによる保険請求事務 
・受付 
・電話応対、来客応対 
・薬局事務 
・その他付随する一般事務業務 
・環境整備 
＊買い物、銀行用務等あり。（社用ＡＴ車使用） 
＊救急対応の場合あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他

126人 018-832-2076

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

104人 018-827-2331

不問
213人 秋田県秋田市

不問

日祝他 ホクエツ工業　株式会社　秋田工場

アフターサービス専門
職

○生命保険の契約者に対するアフターサービス専門職 
＊ご契約者様への定期訪問を通じ、各種ご請求（給付金請
求、名義変更等）のお手続きを進めるなどの業務です。 
　担当する地域のお客さまと人間関係をお作りいただき、長
期にわたるアフターサービスをしていただきます。 
＊保険募集の業務はありません。 
 
＊詳細はフコク生命ホームページ採用情報より「お客さま
サービス担当職」をご参照ください。

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 富国生命保険相互会社　秋田支社
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目２－２１　秋
田富国生命ビル５Ｆ

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）できる
方

106人 秋田県秋田市

12,999人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10978881

窓口・配車業務

○主に配車、窓口業務（在庫管理含む）に従事していただき
ます。 
・電話・窓口応対とパソコン入力操作 
・その他事務補助業務 
 
 
＊制服貸与あり。 
＊基本的に外出用務はありません。

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

その他
秋田県秋田市河辺戸島字野田１５８

18人 018-882-2751

平成30年6月15日～平
成30年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 2972081

雇用・労災・健康・厚生
05010-10961181

事務・データ入力員【秋
田市】

＊データ入力等の生産管理に関する事務作業を行って頂き
ます。 
　・ＰＣ（エクセル）を使用した事務作業 
 
＊派遣期間：Ｈ３０年６月１５日～Ｈ３０年７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３３年６月１４日です。

普通自動車免許
（通勤用）

日祝他

10人 018-823-4526

パソコン操作（エクセ
ル、Ｅメール等） 
業種を問わず営業の
経験があれば尚可

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　エソール

ルート営業

○業務用洗濯洗剤のルートセールス 
 
・業務用洗濯機使用のお客さんへの営業 
・クリーニング店、コインランドリー 
・介護施設等への営業 
・社用車使用 
・携帯電話支給

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 佐川商事　株式会社
その他

秋田県秋田市大町１丁目６－２３

パソコン操作（エク
セル、ワード）でき
る方

10人 秋田県秋田市

17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11007781

ルート営業

製造工場へのルート営業。 
・製造工場で使用していただく商品をマッチングしてお客様に提案す
る（訪問先は固定しています） 
・新規に提案する商品を開拓する 
・商品の展示即売会などの開催 
・付随する消耗品や設備機器販売 
・営業範囲は県内及び近県（月１～２回は宿泊を伴う出張がありま
す 
・幅広く商品を取り扱っていますので、詳細はホームページをご覧く
ださい 
・未経験者でも安心して充実した仕事ができます

株式会社ヒグチ　秋田営業所
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字沼端
７７－３６

その他
秋田県秋田市川尻大川町１－３１

10人 018-883-1155

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11000181

雇用・労災・健康・厚生
05010-10971081

ルート配送及び営業

ボルト・ナット・機械工具・建設資材など営業販売および 
営業車による商品の配達。 
倉庫内の仕分け作業 
営業日報、見積書等の作成 
 
＊商品が多岐にわたる為、専門の知識や経験がなくても 
　指導致します。 
＊明るくやる気のある方を希望します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他

毎　週
東京都千代田区紀尾井町４－１　新
紀尾井町ビル２Ｆ

4人 03-3239-3810

不問

4人 018-845-6860

不問
24人 秋田県秋田市

513人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-66484281

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



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 200,000円～239,000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 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 140,000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45分～19時45分 就業場所

月給

2人 181,780円～181,780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）

1人 189,000円～189,000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30分 就業場所

月給

1人 157,500円～202,500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30分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分

時給（月額換算）

1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 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

時給（月額換算）

3人 159,500円～159,500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～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 184,800円～252,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

3人 181,780円～181,780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

日給（月額換算）

1人 250,000円～350,000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
(2) 8時00分～12時00分

平成30年6月1日発行（平成30年5月31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

≪急募≫利用促進アド
バイザー 
経験不問【秋田市】

【業務内容】居宅介護事業所や医療機関の従業員様に対し
在宅マッサージの利用促進アドバイザーとして、サービスを
必要とされる患者様をご紹介頂くための訪問営業や、サービ
スをご利用頂く患者様やご家族のサポートをお任せします。
訪問件数は一日あたり１０件前後です（社用車を利用）。所
長・施術者・アドバイザーがチームワークを大切に、地域の
在宅医療へ貢献しています。 
※医療や介護の経験は必要ありません。入社後は医療マッ
サージや保険制度についての講習と同行訪問し、指導致し
ますのでご安心ください。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日 株式会社　フレアス
毎　週

東京都渋谷区初台２ー５－８　西新
宿豊国ビル２Ｆ

24人 0120-938-841

不問
670人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13070-50655081

美容師

○美容（ヘアメイク）全般をお願いします。 
・シャンプー、カット、パーマ、カラー、アップ、着付け、 
　ヘアエステなど 
・清掃 
 
＊経験のない方でも美容学校を卒業していれば指導します。 
 
＊技術向上を目的とした営業時間後のレッスンを個別に実
施しています。

美容師免許

月他 株式会社　きれい　（店名）９１０１
キレイその他
秋田県秋田市東通８丁目１－１１

6人 018-833-9101

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10963381

整備士（カーメイク雄
和）

○自動車の鈑金及び車体整備業務に従事していただきま
す。 
・鈑金に従事する割合が高くなりますので、鈑金業務経験者
を優遇します。 
 
＊雇用期間：１年毎の契約更新 
 
＊正社員登用の可能性あり。

自動車整備士２級
以上 
普通運転免許（ＡＴ
限定可）

火他 日産プリンス秋田販売　株式会社
その他

秋田県秋田市保戸野千代田町６番２
号

8人 018-824-1130

不問
220人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10982981

溶接【秋田市】

○肥料などを扱っている会社で、溶接による設備の修理など
を行っていただきます。 
・その他付随する業務。 
 
 

＊ガス溶接、アー
ク溶接 
＊普通自動車免許
（通勤用）

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

ガス溶接、アーク
溶接

14,000人 秋田県秋田市
平成30年6月20日～平
成30年8月17日 雇用・労災

05010-10994881

技術［南秋田郡八郎潟
町］

［技術］ 
トラクターをはじめとした農業機械の整備業務全般に従事し
て頂きます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可） 
 

日祝他 ヤンマーアグリジャパン　株式会社
東北支社その他
宮城県仙台市若林区六丁の目西町
８－１　斎喜センタービル１階

5人 022-288-8451

不問
4,155人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-36577781

電気機器製造【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6月18日～平
成30年8月10日 雇用・労災

05010-10996181

ＬＥＤチップの加工【秋
田市】

○派遣先事業所において、半導体基板の電気特性評価
（チップを機械に入れて通電するかしないかの評価）を行って
いただきます。 
 
・ＬＥＤチップの加工 
 
＊クリーンルーム内での作業となります。

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

6人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年6月18日～平
成30年8月10日 雇用・労災

05010-10989081

（派）小型機械の整備
［秋田市］

小物のレンタル機械の整備・点検・修理をお願いします 
 
＊６ヶ月毎契約更新

普通自動車免許
（ＡＴ限定可） 
整備関連の資格

日祝他 株式会社　スタッフ・アクティオ　東北
支店その他
宮城県仙台市青葉区本町１丁目１２
－３０　太陽生命仙台駅北ビル９階

0人 022-264-0803

整備経験・メンテナ
ンス経験ある方

48人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
04010-36632081

整備士（秋田県内）

○自動車の整備業務に従事していただきます。 
・車検整備、一般整備 
・定期検査 
・部品交換、タイヤ交換 
・その他付随する業務 
＊雇用期間：１年毎の契約更新 
＊正社員登用の可能性あり（ただし、正社員登用後は秋田
県　内での転勤の可能性があります。）

自動車整備士２級
以上 
普通運転免許（ＡＴ
限定可）

火他 日産プリンス秋田販売　株式会社
その他

秋田県秋田市保戸野千代田町６番２
号

26人 018-824-1130

不問
220人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10983581

建築塗装

○内外部の建築塗装工事に従事していただきます。 
・主に一般住宅や市営住宅等の内外部塗装 
・高所作業あり 
・現場は主に秋田市中心 
・現場移動は２ｔトラック、軽トラックを使用（ＭＴ車） 
 
 

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 堀川塗装
その他

秋田市四ツ小屋字笹場３３３

3人 018-839-2731

１年以上の経験者
3人 秋田県秋田市

～平成30年11月30日
雇用・労災

05010-11005581

℡ 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 198,500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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 208,000円～227,000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）

3人 126,000円～273,000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）

3人 187,750円～273,000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

時給（月額換算）

1人 182,750円～182,750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) 6時00分～14時30分 就業場所
(2) 6時00分～12時00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 18歳～40歳 (1) 4時00分～13時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

4ページ中 4ページ

平成30年6月1日発行（平成30年5月31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

大型自動車運転手及
び作業員

○建物解体及び土木作業に伴う、秋田県内契約会社からの
産　業廃棄物（伐根、枝葉等）の収集および運搬業務、積み
込み作業 
・４ｔ、１０ｔダンプ、１０ｔ深ダンプ、２２ｔ、２５ｔ小型クレーン付車
両を使用します。 
・毎日の車両等の点検および清掃 
・当社処分場内業務に付随する業務 
 

・大型自動車運転
免許 
・小型移動式ク
レーン免許

日祝他 有限会社　エム・アール・エス・コー
ポレーションその他
秋田県秋田市太平黒沢字大屋木４０

21人 018-838-3401

大型自動車運転経
験者 
（原木運搬経験者
尚可）

21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10969881

解体重機運転手及び
作業員

○秋田県内の現場において、一般住宅及びビル解体工事の
オ　ペレーターに従事していただきます。 
・主に解体用の車両系建設機械による作業になります。 
・その他付随する業務 
○４ｔダンプの運転も状況によって行っていただきます。 
（解体した廃材を運搬） 
○当社処分場内にて、重機等により運搬されてきた廃棄物
の 
　埋め立て・選別・破砕等をしていただきます。 
＊応募のためには、経験・免許が必要です。

車両系（解体用）建
設機械運転　及び
中型自動車運転免
許（８ｔ限定可）

日祝他 有限会社　エム・アール・エス・コー
ポレーションその他
秋田県秋田市太平黒沢字大屋木４０

21人 018-838-3401
建物解体重機の運
転経験及び４ｔダン
プの運転経験及び
建設車両の運転経
験

21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10967481

建築大工及び見習い

○一般住宅の新築及びリフォームの仕事です。 
＊募集は建築大工及び見習いです。 
＊主に秋田市を中心として秋田県内の現場です。 
＊会社に集合して会社の車で現場へ向かいます。 
　場合によっては現場集合の場合も有ります。 
＊軽トラ、２ｔ車の運転あり（資材運搬） 
＊経験のない方も見習いで募集しますので応募願います。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　吉田工務店
その他

秋田県潟上市天王字持谷地８６‐４０

6人 018-878-6797

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10985781

舗装・土木作業員

○主に舗装工事現場における建設機械の操作 
（バックホー、ローラー等） 
・その他工事に付随する作業全般 
 
＊現場は主に秋田市内 
当社作業場に集合後、社用車で各現場へ移動します。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
 

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可） 
（車両系建設機械
の資格あれば尚
可）

日祝他 有限会社　ヤマガタ興業
その他

秋田県秋田市将軍野堰越１６－５０

6人 018-846-7823

土木作業の経験者
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10980381

倉庫内作業（ドライアイ
ス加工作業）

・ドライアイスの加工、包装作業が主な業務です。 
・フォークリフトでの入出庫を行っていただきます。 
 
＊会社の規定により、契約は「３ヶ月」単位となりますが、長
期勤務できる方を希望 
 
＊未経験の方には丁寧に教えますので、安心して応募くださ
い。

フォークリフト運転
免許

日 エア・ウォーター炭酸　株式会社　秋
田出張所その他
秋田県秋田市新屋大川町１５－２

4人 018-888-8338

不問
120人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10972381

加工作業員（４～１３
時・８時～１７時）

○当社加工課における生産関連作業に従事して頂きます。 
・きりたんぽの袋詰め、箱詰め作業 
・製品の運搬業務 
・箱の組立や運ぶ作業、出荷毎に仕分ける作業 
・アルバイトへの業務指示 
・その他、付随する業務 

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　斎藤昭一商店　本社工場

雇用・労災・健康・厚生
05010-11003681

その他
秋田県秋田市楢山城南新町３４－１
３

36人 018-835-3673

不問
46人 秋田県秋田市

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

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

　　１．　６月　１日　ファッションセンターしまむら桜ヶ丘店【衣料販売スタッフ】
　　２．　６月　４日　㈱和敬園　ショートステイ御所野の森　【介護職】
　　３．　６月　６日　あいおいニッセイ同和損保㈱【営業職】
　　４．　６月　７日　三菱マテリアル電子化成㈱【開発・製造補助、ﾌﾟﾗﾝﾄ運転業務、製造業務】
　　５．　６月　８日　ファッションセンターしまむら桜ヶ丘店【衣料販売スタッフ】
　　６．　６月１１日　㈱和敬園　ショートステイ御所野の森　【介護職】
　　７．　６月１２日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　　８．　６月１３日　あいおいニッセイ同和損保㈱【営業職】
　　９．　６月１５日　布亀㈱ マザーケア秋田デリバリーセンター【明治乳製品サンプル配布、申込受付】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内


