
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)13時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

時給

1人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 752円～752円
就業場所

パート労働者 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

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

時給

1人 750円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 850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

1人 748円～748円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

時給

3人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

3人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

3人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

241人 018-837-3000

不問
68,927人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-10784281

6ヶ月
雇用・労災

05010-10783881

カフェランテ担当

 
　○カフェ販売・レジ接客・在庫管理 
　・その他、付随する業務もあります。 
　 
 
　※６か月ごとの契約更新制

不問

他 イオンリテール　株式会社　イオン秋
田中央店その他
秋田県秋田市楢山川口境５－１１

その他
秋田県秋田市楢山川口境５－１１

241人 018-837-3000

不問
68,927人 秋田県秋田市

68,927人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-10782781

ジュースバー担当

 
○野菜・果物ジュース製造・販売を担当していただきます。 
・接客・その他、付随する業務もあります。 
　 
 
※６か月ごとの契約更新制

不問

他 イオンリテール　株式会社　イオン秋
田中央店

暮らしサポート担当

 
　○契約発注・レジ・接客等の各種業務を担当していただき
ます。 
　・その他、付随する業務もあります。 
　 
 
　※６か月ごとの契約更新制

不問

他 イオンリテール　株式会社　イオン秋
田中央店その他
秋田県秋田市楢山川口境５－１１

241人 018-837-3000

不問

200人 018-855-5101

パソコン操作（エク
セル）

1,100人 秋田県潟上市
2ヶ月

雇用・労災
05010-10766781

雇用・労災
05010-10797981

受注オペレーション

○コンビニ「ローソン」の弁当やおにぎりなどの製造をしてい
ます。 
・主に、受注情報のオペレーション業務をしていただきます 
・パソコンを使用した業務です。 
・サーマルシールの発行業務もあります。

不問

他 株式会社　フレッシュダイナ－　秋田
工場毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１８－２７

5人 018-853-8647

経理事務経験者
5人 秋田県秋田市

165人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-10778081

経理事務

○経理事務全般に従事していただきます。 
・給与等、会計処理 
・パソコン入力業務、書類作成等 
・外出業務（自家用車使用、ガソリン代支給） 
・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可） 

土日祝他 株式会社　オルテクス

一般事務

○経理、総務業務全般を担当して頂きます。 
・主に請求書の発行 
・給与の計算 
・各種社会保険等の手続き 
・年末調整業務 
・電話対応等雑務 
・銀行用務、他（社用車使用・ＡＴ車） 

不問

土日祝 株式会社　トップス
毎　週

秋田県秋田市泉釜ノ町２２番１３号

10人 018-869-9505

不問

1人 018-807-2152

不問
1人 秋田県秋田市

05010-10749581

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-10823281

事務・軽作業スタッフ

○事務、軽作業スタッフとして従事していただきます。 
「事務」 
・見積、請求書、車両名義変更等書類の作成業務 
（ひな形がありますので簡単な入力です） 
「軽作業」 
・社内清掃、車内清掃、洗車等簡単な作業です。 
（毎日ではありません） 
＊週３日～５日勤務ですが、時間は応相談します。 
＊明るく元気な方、子育て中の方大歓迎です。 

普通自動車免許

水他 株式会社　Ｈ－ｌｉｎｅ
毎　週

秋田県秋田市添川字地ノ内１７４番
地１８

毎　週
秋田県秋田市川元松丘町４－３０

828人 018-823-4171

不問
828人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市
1ヶ月

労災
05010-10744181

電話交換業務（総務
課）≪急募≫

○電話交換業務に従事していただきます。 
・代表電話にかかってきた電話を各科、担当へつなぐ業務 
 
＊電話交換業務担当者３名でシフトを組んで勤務します。 
（土、日、祝日は１人体制での勤務） 
＊就業時間（１）（２）平日勤務 
　　　　　（３）土、日、祝日勤務 
＊雇用期間：本人の勤務状況等により年度毎の更新あり。 
（更新時期は４月の１年更新）

不問

他 地方独立行政法人　市立秋田総合
病院

制作アシスタント【アル
バイト】

○制作アシスタントに従事していただきます。 
・Ｗｅｂ，グラフィック、映像制作に関わるアシスタント 
　業務 
　 
＊詳細はホームページにて。（必ず見て下さい） 
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｏｒａｐｎｔｓ．ｃｏ．ｊｐ

不問

他 株式会社　トラパンツ
その他

秋田県秋田市旭北栄町１－４６

27人 018-883-1909

不問

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10791881

保育士又は幼稚園
教諭・教諭のいず
れか   ・普通運転
免許（ＡＴ限定可） 

他 株式会社　プロフェクト・バランス
その他

秋田県秋田市高陽青柳町９番２０号

4人 018-867-0106

平成30年5月28日発行（平成30年5月25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

児童指導員

○放課後、デイサービスで障がいをもったお子さんのお世 
　話・指導に従事していただきます。 
・障害児のお世話・指導 
・送迎時の付添い 
・その他付随する業務

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 820円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時45分～21時05分 就業場所
(2) 9時45分～15時45分
(3)15時05分～21時05分

日給（時給換算）

1人 937円～1,062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30分～19時00分 就業場所

時給

3人 750円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,250円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)22時00分～ 7時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時30分～17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
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時30分～ 8時30分 就業場所
(2)15時00分～19時00分

時給

1人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時30分～ 9時30分 就業場所
(2)14時30分～18時30分

時給

2人 760円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所

時給

2人 840円～890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)18時00分～22時00分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)18時00分～23時00分 就業場所7人 秋田県秋田市

労災
05010-10822881

ホールスタッフ

○ホールスタッフとして、主に下記の業務に従事していただ
きます。 
・接客 
・ホール業務 
・調理補助・洗い場作業 
 
＊屋台出店時は外での販売業務もあります。 
 
※店のＴシャツ、エプロンｏｒ前掛け貸与

不問

他 有限会社　伸栄
毎　週

秋田市山王二丁目２－３４　山王グ
リーンビル１Ｆ

7人 018-863-1020

不問

15人 018-868-3371

不問
60人 秋田県秋田市

労災
05010-10760081

労災
05010-10759781

ホール係　（大町本店１
８時～２２時）

○『無限堂　大町本店』でのホール業務全般を担当していた
だきます。 
・接客、オーダー取り 
・食事の配膳 
・片づけ 
・レジ業務 
 
＊就業日は相談に応じます。 
＊制服貸与、希望の方には賄いをお出しします。 
 

不問

他 株式会社　無限堂
その他

秋田県秋田市泉東町８－５５

その他
秋田県秋田市泉東町８－５５

15人 018-868-3371

不問
60人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市

労災
05010-10795381

ホール係（大町本店１０
時～）

○『無限堂　大町本店』でのホール業務全般を担当していた
だきます。 
・接客、オーダー取り 
・食事の配膳 
・片づけ 
・レジ業務 
 
＊就業日は相談に応じます。 
＊制服貸与、希望の方には賄いをお出しします。 
 

不問

他 株式会社　無限堂

調理補助

○調理補助業務に従事して頂きます 
・調理師の補助 
・盛り付け 
・施設の方への食事提供等

不問

他 株式会社　プロフェクト・バランス
その他

秋田県秋田市高陽青柳町９番２０号

20人 018-867-0106

不問

8人 018-833-4249

調理業務経験者
119人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-10825081

36ヶ月
雇用・労災

04030- 2800781

調理員（陽光園）

○「秋田県陽光園」に於いて調理業務お願いします。 
・食材のきざみ 　・レシピ通りに調理、盛付 
・食器、器具の洗浄 
・調理室の清掃 
・翌日分の食材の整理（冷蔵庫への保管） 
・翌日朝食用食材のきざみ 
＊５～８名程度の調理を１人で対応していただきます。 
＊調理師資格者は、時給８５０円です。 
＊１年毎の契約更新の可能性あります。

不問

祝他 社会福祉法人　秋田県母子寡婦福
祉　連合会毎　週
秋田市手形住吉町４－２６

毎　週
宮城県多賀城市笠神４丁目３－３７

2人 022-366-8857

不問
400人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10828981

調理［秋田県秋田市］

◇現場宿舎にて調理業務に従事していただきます。 
 
　　４～５名程度の夕食準備と朝食はつくり置き。 
 
 
 

不問

土日祝他 有限会社　三山食品

介護員（パート）【夜勤】

○施設（ユニット型ショートステイ）内での介護業務全般を担
当していただきます。 
・夜勤のみ（月６～１０日）の業務です。 
 
 

不問

他 株式会社　ケアハウス　Ｓｈｉｎ　ショー
トステイ東通その他
秋田県秋田市東通観音前１－２

19人 018-874-9080

介護経験のある方

19人 018-823-4021

不問
28人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10796681

6ヶ月
労災

34020- 7710381

販売（店舗）スタッフ【急
募】

○店頭でのお菓子の販売とそれに付随する業務 
・ケーキや和菓子の販売　 
・店内の飾りつけ 
・笑顔での接客 
・商品開発 
・販売促進 
・まれに配達業務があります（社用車（ＡＴ車）使用） 
＊試用期間１ヶ月（この間、時給　７４０円） 
※５月末離職者の補充のための【急募】です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　塚本商店　旭南高砂堂
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目１８－２５

毎　週
広島県東広島市西条吉行東１丁目４
番１４号

7人 082-420-0100

不問
16,000人 秋田県潟上市

160人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
13040-60741281

販売（ダイソー秋田天
王ＳＣ店）

店舗の運営に関わる、レジ接客・ご案内・品出し・商品整理な
どをスタッフ全員で協力して行います。 
就業場所： 
秋田県潟上市天王蒲沼６３－２７　 
天王ショッピングセンター内 
ダイソー秋田天王ＳＣ店 
＊応募を希望される方は必ずハローワークの窓口で、紹介
状の交付を受けてください。

不問

他 株式会社　大創産業（ＤＡＩＳＯ／ダイ
ソー）

販売職（パート）／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 
 
 

不問

他 クールカレアン株式会社
毎　週

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

接客経験のある方

不問
7,797人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

13010-64457881

不問

他 株式会社　ジーフット
毎　週

東京都中央区新川１丁目２３番５号
新川イースト５Ｆ

10人 0120-109-637

3ページ中 2ページ

平成30年5月28日発行（平成30年5月25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

［契約］靴と関連商品の
接客販売／秋田市

・靴と関連商品の販売 
（片膝をついての接客販売） 
・商品管理 
・商品陳列（脚立に上がっての作業含む） 
・商品荷受け 
・品出し 
・レジ操作 
・電話対応 
（お客様のお問い合わせ、取引先、各店、商品発注など） 
 



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時30分 就業場所

日給（時給換算）

1人 849円～849円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

月給（時給換算）

3人 1,250円～1,250円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 4時00分～ 6時00分 就業場所

月給（時給換算）

3人 1,250円～1,250円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 4時00分～ 6時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

時給

2人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時00分 就業場所
(2) 6時00分～ 9時00分
(3)19時00分～22時00分

時給

2人 840円～890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)17時00分～22時00分 就業場所

時給

2人 760円～790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

15人 018-868-3371

不問
60人 秋田県秋田市

労災
05010-10762681

労災
05010-10761381

調理補助（９：００～）

○「無限堂大町本店または秋田駅前店」での調理補助及び 
　洗い場業務をお願いします。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
・３人～４人体制で作業を行います。
＊日・祝日勤務可能な方　 
　　　　　　　　　　　　　　　 
＊食事付き 

不問

他 株式会社　無限堂
毎　週

秋田県秋田市泉東町８－５５

毎　週
秋田県秋田市泉東町８－５５

15人 018-868-3371

不問
60人 秋田県秋田市

187人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-10826381

調理補助（大町本店・
秋田駅前店　１７：００
～）

○「無限堂大町本店」または「無限堂秋田駅前店」での調理
補助及び洗い場業務をお願いします。 
 
・３人～４人体制で作業を行います。
＊日・祝日勤務可能な方 
 
＊週２～３日程度の勤務可 
　　　　　　　　　　　　　　　 
＊食事付き

不問

他 株式会社　無限堂

一般家庭・事業所など
のお掃除

○ご契約頂いている一般のご家庭、事業所等のお掃除 
・お掃除の内容などは事前に打合せされているため、決めら 
　れた内容のお掃除を決められた時間で行います。 
 
＊２～３名でのグループでの行動が主 
 
＊雇用期間：１年毎の更新あり 
＊社用車使用 
＊日、祝、祭日、早朝、夜間だけの勤務も可（応相談）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 清三屋商事　株式会社　ダスキンき
よみや　八橋店その他
秋田県秋田市八橋新川向１２－１４

39人 018-888-5371

不問

4人 018-832-0401

不問
530人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-10765481

36ヶ月
雇用・労災

04030- 2801881

清掃（山二ビル）

○建物内の清掃業務を担当していただきます。 
（掃除機などの機械を使用します。） 
・男女トイレの清掃 
・ゴミ、吸殻回収　等 
 
＊実働３．５時間勤務です。 
＊勤務は週５日（基本）です。 
＊雇用期間は、年度毎の更新予定あります。 
＊６０歳以上の方の応募も歓迎します。

不問

土日祝 株式会社　秋田東北ダイケン
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目２－３２　山
二ビル５階

毎　週
宮城県多賀城市笠神４丁目３－３７

2人 022-366-8857

不問
400人 秋田県秋田市

35人 秋田県秋田市

労災
05010-10772581

清掃［秋田県秋田市］

◇宿舎内清掃 

不問

土日祝他 有限会社　三山食品

新聞配達／週５日（中
通または新屋または御
所野）

○新聞朝刊の配達業務 
・仕分け後、原付での配達になります。 
＊各地区１名ずつの募集です。 
＊就業場所は相談に応じます。 
＊週５日勤務。希望日優先します（週４日希望の方相談可） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
＊配達部数や詳細については、面接時に説明します。

 
原付または普通自
動車免許

他 有限会社　旭光　（朝日新聞　秋田
南部専売所）その他
秋田県秋田市仁井田蕗見町８－１１

35人 018-839-7376

不問

35人 018-839-7376

不問
35人 秋田県秋田市

労災
05010-10770681

雇用・労災
05010-10793181

新聞配達／週６日（中
通または新屋または御
所野）

○新聞朝刊の配達業務に従事していただきます。 
・仕分け後、原付での配達になります。 
 
 
 
＊配達部数や詳細については、面接時に説明します。

 
原付または普通自
動車運転免許

他 有限会社　旭光　（朝日新聞　秋田
南部専売所）その他
秋田県秋田市仁井田蕗見町８－１１

毎　週
秋田県秋田市旭南１丁目１８－２５

19人 018-823-4021

不問
28人 秋田県秋田市

110人 秋田県秋田市
5ヶ月

労災
05010-10750881

和洋菓子の製造スタッ
フ　　　　【急募】

○和菓子・洋菓子の製造業務に従事していただきます。 
・機械を使ったゴーフル（洋焼菓子）の焼成、クリームのサン
ド、袋詰め等の作業 
・その他製菓に付随する軽作業 
＊試用期間１ヶ月（この間、時給　７４０円） 
 
※５月末離職者の補充のための【急募】です。

不問

水土日祝 株式会社　塚本商店　旭南高砂堂

研究補助員　【生産環
境部】　（アルバイト）

○屋内での栽培管理補助 
　種まき、水やり、草取り、植物運搬ほか 
○屋外での調査、分析補助 
　調査用作物の調整、病害虫調査データ記録等
　調査データのパソコン入力、実験器具洗浄　ほか 
 
 
【雇用期間は６月中旬から１１月末頃までとなります】

不問

土日祝他 秋田県農業試験場
毎　週

秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

110人 018-881-3330

不問

不問
55人 秋田県秋田市

平成30年7月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010-10756981

不問

土日祝他 学校法人　峰本学園
毎　週

秋田県秋田市大住３丁目３－４１

48人 018-839-0311
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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

こども園保育補助

○乳幼児の保育業務補助と、特別支援を要する子供の保育
に 
従事していただきます。 
・週５日の勤務となります。 
・行事によって、時々土曜日勤務もあります。 
 
＊更新の可能性は未定 
（特別支援を要する子供さんの入園状況によって、更新の可
能性あり） 

℡ 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 ！

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。

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２８日 サンワ重搬㈱ 【大型乗務員（秋田県内）】
２． ５月２９日 泉運輸㈱秋田営業所 【大型中長距離トラック運転手】
３． ５月３０日 秋田県身体障害者更生訓練センター 【支援員】
４． ５月３１日 ㈱和敬園 ショートステイ御所野の森 【介護職】
５． 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】
６． ６月 ４日 ㈱和敬園【介護職】
７． ６月 ６日 あいおいニッセイ同和損保㈱【営業職】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内


