
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 750円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 760円～760円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

10人 750円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 738円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 738円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 738円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所

6人 018-873-7871

不問
6,200人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10865181

雇用・労災
05010-10860581

調理補助【外旭川小学
校】

○給食調理補助業務に従事していただきます。 
・下準備、配食　等 
・食器の洗浄（洗浄機を使用） 
・その他、付随する業務 
 
＊８７０食を７名で調理していただきます。 
 
＊平成３０年４月１日からの受託。 
 

不問

土日祝他 一冨士フードサービス　株式会社
秋田事務所毎　週
秋田県潟上市天王字追分西２９－７
６　秋田県総合教育センタ－内

毎　週
秋田県秋田市牛島西１丁目２－２８

40人 018-835-6990

不問
40人 秋田県秋田市

40人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10859381

美容師

○美容業務全般に従事します 
・カット、カラー、パーマ、メイクアップ　等 
・福祉施設等への出張サービスも週１～２回行っており、 
　交替で担当します（運転業務はありません）。 
 
＊未経験の分野については、入社後研修を行いながら技術
を 身につけて頂きますので、安心してご応募下さい。

美容師免許 
（免許取得予定の
方　可）

他 株式会社　シャトー

ヘアメイク

○美容業務全般に従事します 
・ブライダル美容やテレビ関係のヘアメイクを実施します。 
＊未経験の分野については、入社後研修を行いながら技術
を 身につけて頂きますので、安心してご応募下さい。

美容師免許 
（免許取得予定の
方　可）  ※普通自
動車免許あれば尚
可

他 株式会社　シャトー
毎　週

秋田県秋田市牛島西１丁目２－２８

40人 018-835-6990

不問

6人 018-835-6990

不問
40人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災
05010-10858081

雇用・労災
05010-10835681

理容師（アマノ井川店）

○理容業務全般に従事します 
・ブライダル美容やテレビ関係のヘアメイクを実施します。 
＊未経験の分野については、入社後研修を行いながら技術
を 身につけて頂きますので、安心してご応募下さい。

理容師免許 
（免許取得予定の
方可）  普通自動車
免許あれば尚可
（通勤用）

他 株式会社　シャトー
毎　週

秋田県秋田市牛島西１丁目２－２８

毎　週
秋田県秋田市南通宮田１３－３６

9人 090-3645-5314

不問
9人 秋田県秋田市

12,421人 秋田県秋田市
平成30年6月11日～平
成30年8月10日 雇用・労災

05010-10863881

コンビニ業務全般

○コンビニ業務全般を行っていただきます 
・レジ接客 
・店内外清掃 
・商品の陳列、品出し 
・発注業務 
・その他、付随する業務 
＊お客様との温かい接客が求められます 
＊就業時間、日数はご相談ください

不問

他 セブンイレブン　秋田南通宮田店

事務補助（６／１１～）１
０時～１６時

○一般事務補助作業を担当していただきます。 
・パソコンによる入力作業 
・検索、照合作業 
・来客応対 
・その他の事務作業 
・お茶出し 
 
＊更新の可能性あります（当初２ケ月で最長通算５ケ月）

不問

土日祝他 東北電力　株式会社　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目１－１１

151人 018-884-3313
 
必須ＰＣ操作経験
のある方（ワード・
エクセル）主にエク
セル

195人 018-872-1500

パソコン操作（ワー
ド・エクセル等） 

469人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-10847881

雇用・労災
05041-  955681

研究補助（大気・水圏
実験室）

○本学　生物環境科学科　大気・水圏実験室での研究補助
業務に従事していただきます。　　　　　　　　　　　　 
　 
・分析補助、調査補助、資料整理、調査の準備など 
 
＊専門知識については担当教員が指導します。 
 

不問

土日祝他 秋田県立大学事務局
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字街道端
西２４１－４３８

毎　週
秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵
野１１５

5人 0187-43-0811

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

62人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10842681

事務員

○ガソリンスタンドにおいて、伝票処理・書類作成・ 
　パソコン入力等の事務業務に従事していただきます。 
 
〇電話対応や来客対応などもあります。 
 
〇ガソリンや軽油の給油作業のヘルプもあります。 
 
○その他、指示されたことも行なっていただきます。 

＊普通自動車免許
（業務用・ＡＴ限定
可）

他 株式会社　田沢モータース

一般事務（パート）

○住宅リフォーム設備に関わる事務の補助に従事していた
だ 
　きます。 
・受発注業務（電話・Ｆａｘ対応） 
・エクセルを使用した簡単な見積・請求書の作成（下書きの 
　入力） 
・ホームページ、ブログ更新作業（下書きの入力） 
・電話対応 
・来客時のお茶出し、清掃等 
 

不問

土日祝他 株式会社　アキオン
毎　週

秋田市外旭川八柳３丁目１４－５０

9人 018-868-1018

不問

不問
47人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

12010-20040781

不問

日祝他 株式会社　Ｔｈｉｎｋ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ
その他

千葉県千葉市花見川区幕張町５－４
９８－２

10人 043-306-9369

平成30年5月29日発行（平成30年5月28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

保育スタッフ／秋田市

ショッピングモール内当社保育施設での 
保育業務を行っていただきます。 
　＊保育全般 
　＊保護者への対応 
　＊行事の企画 
　＊書類の作成 
　＊子育て支援　他 
 
 

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 740円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～12時00分 就業場所
(2) 7時30分～12時00分
(3)10時00分～14時30分

月給（時給換算）

1人 842円～842円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所
(2) 6時00分～12時45分
(3)15時00分～21時45分

時給

1人 980円～980円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 3時30分～ 5時30分 就業場所

時給

1人 750円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

9人 018-839-0120

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10840081

労災
05011-  704081

洗車及び雑用

○車の洗車及び雑務に従事していただきます。 
・車の洗車（１日、３台～１０台程度） 
・車の引取納車 
・車の整備に係る付帯作業 
　（周囲の環境整備・ゴミの片付け等） 
・冬期間中は雪よせもあります 
・その他、付随する業務 
 
※勤務状況によっては正社員登用の可能性あり。

普通自動車免許
（業務上／ＡＴ限定
不可）

土日祝 ワールドモータース　株式会社
毎　週

秋田県秋田市四ツ小屋字与左エ門
川原４０９－１

な　し
秋田県潟上市天王字蒲沼１３７番地
１１３

25人 018-872-2701

不問
25人 秋田県潟上市

68人 秋田県秋田市

雇用・労災
06030- 4812681

新聞の配達（船越内子
～天王）

　●　急ぎの求人です　● 
○男鹿市船越内子地区、潟上市天王地区の新聞配達業務 
　船越内子→前野→塩口→羽立→大崎→羽立北野の担当とな　り
ます（９０件程度）。 
※私用車での配達です。 
　（できれば軽自動車所有の方、無い方は応相談）　　　 
※日中の都合の良い日に研修をしていただきます。 
　（１日２時間、延べ１０日間程度） 
　研修、指導しますので、高齢の方でも安心して応募して 
　ください。覚えるまで丁寧に指導します。

普通自動車運転免
許

他 合資会社　天鹿新聞

鉄・非鉄・プラスチック
資源類の回収・選別・
解体

○アルミ缶のルート回収 
・２ｔトラックにてスーパー等から 
　アルミ缶を回収する業務 
・再生資源の選別、解体　等 
 
 
★★シニア世代の方、応募歓迎します。★★

普通自動車運転免
許 　　準中型自動
車免許（２９年３月
１２日以降取得した
方）

日他 株式会社グリーンシステム
毎　週

酒田市宮海字南浜１－６８

3人 0234-33-7100

不問

30人 018-863-1111

不問
2,300人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・公災・健康・厚生

05010-10849181

雇用・労災
05010-10839781

ボイラー補助業務

○「警察学校」においてボイラー業務に従事していただきま
す。 
 
・暖房用ボイラー補助業務 
・庁舎管理補助 
・その他、付随する業務

ボイラー技士免許

土日祝 秋田県警察本部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番５号

毎　週
秋田県秋田市四ツ小屋字中野２５４
－１

3人 018-839-6060

不問
20人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市

雇用・労災
05050- 2182181

洋菓子製造スタッフ
（パート）

○自社工場内において主に洋菓子（ケーキ）の製造に 
　従事していただきます。 
・それに関連する作業全般の補助的作業 
　（材料の計量・片づけ等） 
　 
・制服貸与します。 
 

不問

木他 有限会社　中野屋

ホール担当及び調理
見習（パート）【西武店】

○とんかつ専門店でのホール及び調理業務を担当していた
だきます。 
【主な仕事内容】 
＊ホール業務全般。 
（オーダー取り、食事の提供、後片付け、レジ業務等） 
＊とんかつ類や各種フライ等の調理見習。 
（徐々に調理作業を覚えていただきます。） 
＊洗い場での皿洗い。 
＊その他、店内外の清掃業務等。

不問

他 有限会社　かつ喜
その他

秋田県由利本荘市表尾崎町１－１

8人 0184-23-0998

不問

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10864281

不問

他 かつ喜（有限会社　かつき）
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目６－１　秋
田西武　Ｂ１Ｆ

7人 018-836-5053

2ページ中 2ページ

平成30年5月29日発行（平成30年5月28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

ホール係及び調理補
助（秋田西武店）

○秋田西武地下１Ｆ「かつ喜」にて、ホール係及び調理補助
に従事していただきます。 
・主にホールでの作業（レジ操作）となります。 
・調理補助は簡単な盛り付けを担当していただきます。 
・食器洗浄機での食器洗いもあります。　　　　　　　　　 
 
＊土・日・祝日の勤務可能な方 
＊学生のアルバイト可 
 

●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 ！

開催日時：平成３０年５月３０日（水） １０：００～１０：３０
開催場所：ハローワーク秋田 ２階会議室

参加企業：有限会社 やさしい手秋田
就業場所：本店（川尻総社町）、ももさだ店（新屋表町）、ポートセンター（将軍野東１丁目）
募集職種：訪問介護員（フルタイム）、ホームヘルパー（パート）

※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。

会社説明会のご案内


