
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

5人 152,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 180,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

2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

日給（月額換算）

4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 130,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～16時00分
(3) 8時30分～13時00分

月給

1人 120,000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00分 就業場所

月給

1人 295,000円～467,000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00分～18時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分

月給

1人 268,000円～441,000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00分～18時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分

月給

1人 281,000円～454,000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00分～18時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分

25人 03-6408-1235

リフォーム営業経
験のある方

2,784人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13040-61430381

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 13040-61429281

リフォーム営業／タマ
ホーム秋田支店

★リフォーム営業職として、主にタマホームにて建築いただいたお
客様に向けてリフォームのご提案等をお任せします。 
後々は一般のお客様に対してもご提案等幅広く行っていただきま
す。 
【主な業務内容】・タマホームにて建築のお客様、一般リフォームの
お客様対応、提案・見積り依頼・工程スケジュール確認・業者様との
やりとり　等。　是非、これまでのご経験を活かしてみませんか。ご
応募お待ちしております。 
＊入社後６カ月間は契約社員といたします。 
　その後、原則として正社員登用いたします。契約期間中の 
　基本的な待遇は正社員と同様です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）は
必須。

他 タマホーム　株式会社
その他

東京都港区高輪　３－２２－９ 
　タマホーム本社ビル

その他
東京都港区高輪　３－２２－９ 
　タマホーム本社ビル

25人 03-6408-1235

リフォーム営業経
験のある方

2,784人 秋田県秋田市

2,784人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13040-61427781

リフォーム営業／タマ
ホーム秋田支店

★リフォーム営業職として、主にタマホームにて建築いただいたお
客様に向けてリフォームのご提案等をお任せします。 
後々は一般のお客様に対してもご提案等幅広く行っていただきま
す。 
【主な業務内容】 
・タマホームにて建築のお客様、 
　一般リフォームのお客様対応、提案 
・見積り依頼・工程スケジュール確認 
・業者様とのやりとり　等 
是非、これまでのご経験を活かしてみませんか。ご応募お待ちして
おります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）は
必須

他 タマホーム　株式会社

リフォーム営業／タマ
ホーム秋田支店

★リフォーム営業職として、主にタマホームにて建築いただ 
いたお客様に向けてリフォームのご提案等をお任せします。 
後々は一般のお客様に対してもご提案等幅広く行っていただ 
きます。 
【主な業務内容】 
・タマホームにて建築のお客様、 一般リフォームのお客様対応、提
案 
 ・見積り依頼・工程スケジュール確認  ・業者様とのやりとり　等 
是非、これまでのご経験を活かしてみませんか。ご応募お待 
ちしております。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）は
必須

他 タマホーム　株式会社
その他

東京都港区高輪　３－２２－９ 
　タマホーム本社ビル

25人 03-6408-1235

リフォーム営業経
験のある方

4人 018-831-7676

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10925481

雇用・労災・健康・厚生
05010-10935881

税理士補助事務

○関与先を訪問し、税理士業務に関しての補助を行います 
・監査業務（帳票のチェック） 
・内訳書、別表申告書等の作成　等（パソコン使用） 
・電話応対、来客対応 
 
＊自家用車使用（借上代支給） 
 

日商簿記３級程度
以上 
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 杉山誠以税理士事務所
毎　週

秋田市添川字地ノ内１７８－１５

その他
秋田県秋田市八橋大畑２丁目３番３
号

5人 018-824-8770

レセプト請求事務
経験１年以上

5人 秋田県秋田市

3,500人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・公災・健康・厚生
05010-10949981

医療事務

○内科クリニックにおける医療事務全般に従事して 
　いただきます。 
・外来受付対応　電話対応　・会計業務　 
・レセプトコンピューターの操作　 
・院内の清掃　・その他、付随する業務

不問

木祝他 クリニック　八橋和田内科

一般事務補助

○一般事務補助業務に従事していただきます。 
【仕事内容詳細】 
・医療機関で作成する診断書データの入力 
・書類、荷物等収受、発送 
・電話応対 
・来客対応（お茶出し等を含む） 
・その他、付随する業務 

不問

土日祝他 秋田県健康福祉部保健・疾病対策
課毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１－１

20人 018-860-1311

パソコン操作が可
能な方（エクセル、
一太郎、ワード）

43人 018-860-2411

パソコンの一般的
な操作

3,500人 秋田県秋田市
平成30年7月1日～平
成30年11月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010-10930681

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10959481

一般事務補助

○一般事務補助業務に従事していただきます。 
・統計調査票の審査 
・パソコンの操作、入力 
・電話照会、督促 
・資料作成　等 
 
 
 
　【出勤は７月２日からとなります】

不問

土日祝他 秋田県建設部　建設政策課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番１号

その他
秋田県秋田市新屋豊町６－４３

14人 018-823-7577

不問
14人 秋田県秋田市

220人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10955381

一般事務

○総務課にて、電話・来客対応および総務・経理を中心とし
た事務を担当していただきます。 
・電話応対 
・来客対応 
・パソコンを使った販売管理（専用ソフト使用） 
・帳簿等の作成 
・その他、付随する業務

不問

日祝他 秋田中央印刷　株式会社

総務・経理事務

○主に総務、労務を担当 
・毎月の給与計算（２２０名程度／月） ・勤怠管理 
・社会保険、雇用保険等の各種手続き 
・労働保険申告、算定基礎他各種申告書作成 
・年末調整業務全般   ・各種規定の作成 
・インターネットバンキング対応 
・会計伝票の起票 
・給与ソフト、会計ソフトへの入力（エプソンの「財務応援」、応
研の「給与大臣」を使用）

・普通自動車免許
／ＡＴ限定可　必須
（行政機関への外
出用務　あり、社有
車使用） 

土日祝他 医療法人　三愛会　本部
毎　週

秋田県秋田市手形住吉町１－３　三
愛会ビル２Ｆ

3人 018-874-7562
・総務・労務事務の実務経
験のある方 
・給与、会計ソフトを問題な
く扱えること（「財務応援」、
「給与大臣」に類するソフト
の操作経験者　歓迎）

平成30年5月31日発行（平成30年5月30日受付分)　Ｎｏ．１

3ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

お客様センター・受付
スタッフ

☆ＳＵＢＡＲＵお客様センターの電話受付業務☆ 
・ＳＵＢＡＲＵ車をご利用の方や、購入を検討中の方からの 
車の仕様に関する問い合わせや、カタログ希望の受付等を 
行っていただきます。 
・研修がありますので車の知識は不要です。 
現在、２５名ほどのメンバーで構成されており、ほとんどの 
方が未経験からのスタートです。 
先輩社員のフォローもありますので安心して始められます。 
＊問い合わせ件数の増加によりスタッフ増員のための募集
です。

不問

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

1,404人 018-888-9120

基本的なパソコン
操作（文字入力程
度） 

2,576人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10956681

℡ 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 179,000円～195,400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 30歳以下 (1) 9時30分～18時00分 就業場所

月給

2人 155,000円～175,000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 180,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

日給（月額換算）

2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15分～16時45分 就業場所
(2) 7時45分～16時15分

月給

1人 151,000円～163,000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～37歳 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)17時30分～ 8時30分

月給

1人 140,000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 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 190,800円～190,800円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)16時00分～ 0時00分
(3) 0時00分～18時00分

月給

3人 130,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

月給

3人 130,000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 45歳以下 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

月給

1人 140,000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10分 就業場所100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10953181

ファッションオペレー
ター 
（正社員・幹部候補）

○高級ブランド品のメンズ・レディースのジャケット、コー ト等
の縫製ミシン作業およびアイロン作業等を担当していただき
ます。 
・ミシン作業は工業用ミシン（ＪＵＫＩ製）使用。 
 
 
※幹部候補として採用 
　（将来、責任者として会社の先に立って働いていただき、会
社経営に参画したい方の募集です） 
 

不問

日祝他 秋田ファイブワン工業　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
２９

100人 018-862-5141

縫製業経験者 
＊特に責任者とし
ての経験がある方
優遇。

100人 018-862-5141

不問
100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10952281

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10951881

ファッションオペレー
ター 
（正社員）

○高級ブランド品のメンズ・レディースのジャケット、コー ト等
の縫製ミシン作業およびアイロン作業等を担当していただき
ます。 
・ミシン作業は工業用ミシン（ＪＵＫＩ製）使用。 
 
※未経験者の方は、１～２ケ月程度の研修により、基礎が身
についてから作業の流れに入っていただきます。 
 
※物作りが好きな社員たちで頑張っています。最新のファッ
ションをいち早く見ることができます。

不問

日祝他 秋田ファイブワン工業　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
２９

その他
秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
２９

100人 018-862-5141

不問
100人 秋田県秋田市

23,000人 秋田県秋田市
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- 2960781

ファッションオペレー
ター 
（嘱託）

○高級ブランド品のメンズ・レディースのジャケット、コー ト等
の縫製ミシン作業およびアイロン作業等を担当していただき
ます。 
・ミシン作業は工業用ミシン（ＪＵＫＩ製）使用。 
 
※未経験者の方は、１～２ケ月程度の研修により、基礎が身
についてから作業の流れに入っていただきます。 
 
※物作りが好きな社員たちで頑張っています。最新のファッ
ションをいち早く見ることができます。

不問

日祝他 秋田ファイブワン工業　株式会社

製造工【秋田市茨島】

＊石英ルツボ（ガラス容器）の製造 
　・溶融炉を使用しルツボを形成する業務 
 
＊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３１年９月１１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

14人 018-823-7577

不問
14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10960281

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10943881

製本

○印刷の製本業務に従事していただきます。 
・製本機械を操作して製本業務を行う。 
（折り、綴じ、裁断　他） 
・その他、付随する業務 
 
＊手作業をする場合もあります。 
＊３０ｋｇ前後の重量物を扱う場合もあります。

不問

日祝他 秋田中央印刷　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋豊町６－４３

その他
秋田県秋田市卸町４丁目９番２号

167人 018-888-2300

不問
278人 秋田県秋田市

3,496人 秋田県秋田市
平成30年6月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10947381

警備職「秋田市」（機械
警備）

○警備対象（個人住宅を含む）に設置した警備システムを 
　駆使し、施設を遠隔監視します。万一の際にはガードマン
が現地へ駆けつけ、外周検索・内部点検によって原因の 確
認や被害拡大防止にあたります。　　　　　　　　　　 
 
○充実した社員教育制度のもとにインターン教育等を行い、
丁寧に指導しますので、未経験者でも大丈夫です。 
 

普通自動車免許
（ＡＴ限定可） 

他 ＡＬＳＯＫ秋田株式会社

給食調理員（嘱託職
員）

○学校の給食調理場で学校給食の準備、調理、および清掃
な 
どの業務を行っていただきます。 
 
○長期休業など学校給食がない日は、休日となりますので、
平成３０年度は、年間１６８日以内の勤務日数となります。 
 

不問

土日祝他 秋田市教育委員会
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

6人 018-888-5803

不問

2人 018-837-5015

不問
2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10938081

雇用・労災・健康・厚生
05010-10937181

美容師（アシスタント）

○美容師業務全般に従事していただきます。 
・カラー 
・パーマ 
・シャンプー等 
・その他、付随する業務 
 
＊美容師経験の浅い方でも技術指導致します。 
 
＊社内外の勉強会、セミナー受講も充実しています。

美容師免許

月他 Ｈａｒｍｏｎｙ
毎　週

秋田県秋田市東通仲町７－１４

毎　週
秋田県秋田市東通仲町７－１４

2人 018-837-5015

不問
2人 秋田県秋田市

118人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10939381

美容師（スタイリスト）

○美容師業務全般に従事していただきます。 
・カット 
・カラー 
・パーマ 
・シャンプー等 
・その他、付随する業務 
 
＊美容師経験が浅い方でも、技術指導により育成致します。 
＊社内外の勉強会、セミナー受講も充実しています。

美容師免許

月他 Ｈａｒｍｏｎｙ

介護職員または生活
相談員（デイサービス
ぬくもり山王）

○介護業務 
　介護業務全般を行います。 
・食事、入浴、排泄等の介助、レクリエーションの実施 
・利用者の送迎（ＡＴ社有車運転・１ＢＯＸカー） 
・その他、付随する業務 
○生活相談員の業務 
・相談援助業務（相談、計画書作成等） 
・その他、付随する業務 

介護福祉士ｏｒ社会
福祉主事 
普通自動車第１種
免許（ＡＴ限定可） 
　

日他 社会福祉法人　はまなす会　特別養
護老人ホーム　ぬくもり山王毎　週
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
番地の５９

12人 018-824-7000

不問

不問
51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-36415281

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　北日本ノバックス
毎　週

宮城県仙台市宮城野区小田原山本
丁１０１－６

4人 022-298-5160

3ページ中 2ページ

平成30年5月31日発行（平成30年5月30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

企画営業［秋田市］

パチンコホール店にて使用するパチンコ玉・景品・その他備
品等をお勧めし、販売して頂きます。 
また、その中でお客様のご要望をもとに、企画・提案等もして
頂きます。 
 
 
＊ＰＣを使用します。未経験でも可。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 136,500円～136,500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 162,600円～182,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 9時30分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 157,500円～168,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 160,000円～200,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)19時00分～ 3時00分 就業場所
(2)19時30分～ 3時30分
(3)20時00分～ 4時00分

日給（月額換算）

5人 153,000円～204,000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

日給（月額換算）

1人 176,000円～308,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～40歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000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00分 就業場所

18人 018-833-8766

不問
91人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10954081

05010-10942781

高圧ガス販売

○各種高圧ガス及び産業機材等の販売・配送業務に従事し
ていただきます。 
 
＊販売先は事業所・病院などが中心です。 
＊業務範囲は主に就業先地域内となります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　相場商店
その他

秋田県秋田市楢山登町１－２０

その他
秋田県秋田市新屋日吉町１４－３２
アークガーデン日吉Ａ－１０１

0人 090-9539-0584

不問
0人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10936281

外壁工事

・一般住宅や店舗等の外壁工事を行っていただきます。 
・大工仕事や防水工事も含みます。 
・現場は秋田県内全域（主に秋田市内）です。 
 
＊アルバイト就労希望の方でも相談に応じます。
 
 
 
 

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 猪股工業

現場作業員

・一般住宅の解体や、店舗等での改装工事に伴う解体工事 
を行います。 
・その他で、取引先の会社へ手伝いに行く場合もあります。 
・必ず、現場のプロが初めに、作業等を丁寧に説明してくれ 
ます。 

不問

日祝他 株式会社　バーテックス
毎　週

秋田県秋田市大町６丁目２－５６ベ
ルメゾン大町１０１　 

3人 019-658-9866

不問

5人 018-866-1171

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10931981

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10929181

代行運転手（二種）

○運転代行業務 
・飲酒後のお客様の車を代わりに運転して、自宅へ届ける 
　仕事です。 
・随伴もあります。

普通自動車免許二
種 

他 秋田ジャパン代行社
その他

秋田県秋田市旭南１丁目１７－１１

その他
秋田県南秋田郡大潟村中央１－５

13人 0185-45-2211

板金・塗装経験者
120人 秋田県南秋田郡大潟村

51人 宮城県仙台市宮城野区

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-36420481

自動車板金・塗装

 
　○自動車の塗装をメインに板金作業もしていただきます。 普通自動車運転免

許（ＡＴ限定不可） 
自動車車体整備士

土日祝他 大潟村農業協同組合

メンテナンススタッフ

取引先のパチンコホール店に導入した、パチンコ・パチスロ
台、両替機、当社で取り扱う製品・機器の保守点検、修理及
び設置等をして頂きます。 
 
 
＊ＰＣを使用します。未経験でも可。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　北日本ノバックス
毎　週

宮城県仙台市宮城野区小田原山本
丁１０１－６

4人 022-298-5160

不問

不問
469人 秋田県南秋田郡大潟村

～平成31年1月31日
雇用・労災・健康・厚生

05011-  713381

普通自動車運転免
許（業務で使用、Ａ
Ｔ限定不可）

土日祝他 秋田県立大学　大潟キャンパス
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字南２－２

75人 0185-45-2026

平成30年5月31日発行（平成30年5月30日受付分)　Ｎｏ．３

3ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

農場管理業務（季節雇
用）

○大学附属フィールド教育研究センターの農場管理業務 
（機械・作業管理班）に従事していただきます。 
 
【主な業務内容】 
・機械整備作業補助 
・農場環境整備業務（草刈り、雑務）等

℡ 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。

６月 ６日 ㈱プレステージインターナショナル【ｺｰﾙｾﾝﾀｰｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、管理者候補、保育士等】

『会社説明会』のご案内

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

ハローワーク秋田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． ５月３１日 ㈱和敬園 ショートステイ御所野の森 【介護職】
２． 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】
３． ６月 ４日 ㈱和敬園 ショートステイ御所野の森 【介護職】
４． ６月 ６日 あいおいニッセイ同和損保㈱【営業職】
５． 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】
６． 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】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内


