
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 450,000円～450,000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
(2) 9時00分～18時00分
(3) 9時30分～18時30分

月給

1人 150,000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) 8時00分～12時00分

月給

1人 150,000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) 7時30分～16時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分

月給

2人 144,000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

4人 149,000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
(2)10時00分～19時00分
(3)11時00分～20時00分

月給

7人 152,000円～217,000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 168,957円～168,957円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 29歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 142,746円～142,746円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 29歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 167,800円～187,800円
就業場所

正社員 TEL
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 152,800円～161,600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30分～17時00分 就業場所

750人 018-833-0115

不問
750人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14671681

雇用・労災・健康・厚生
07060- 4418481

医師事務作業補助

○外来及び事務室において、医師の指示のもと診療に関す
る事務作業に従事します。　
　
　・電子カルテへの代行入力。
　・診断書や診療録等の文書作成補助業務。
　・専用端末への入力業務等

不問

土日祝他 地方独立行政法人　秋田県立病院
機構　本部事務局毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番１０
号

その他
福島県須賀川市滑川字中津沢２６－
１

8人 0248-72-3380

不問
844人 秋田県秋田市

349人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-14640781

総合事務員（秋田支
店）

総合職事務全般を行っていただきます。
１．伝票入力～発送伝票・到着伝票のＰＣ入力
２．未収管理～請求書発行・入金管理
３．労務管理～勤番のＰＣ入力
４．出納～所内の出納
５．文書作成～エクセル（関数）ワード

普通自動車運転免
許

日祝他 東北王子運送　株式会社

一般事務

○健（検）診・検査事業の運営管理に係る一般事務（運転業
務含む）　　＊秋田市・北秋田市・大館市・美郷町にある各セ
ンター及び　支所のいずれかに勤務（転勤あり）
＊採用は平成３１年４月１日からとなります。　　　　　　
＊応募受付期間：８月２４日（金）～９月１４日（金）
※詳細は８月中旬に公開される秋田県総合公社ホーム
　ページの受験案内でご確認ください。

普通自動車免許
（業務上：ＡＴ限定
可）

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

349人 018-831-2011

不問

349人 018-831-2011

不問
349人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-14639981

雇用・労災・健康・厚生
05010-14656581

一般事務（大卒）

○健（検）診・検査事業の運営管理に係る一般事務（運転業
務含む）　　＊秋田市・北秋田市・大館市・美郷町にある各セ
ンター及び　支所のいずれかに勤務（転勤あり）
＊採用は平成３１年４月１日からとなります。　　　　　　
＊応募受付期間：８月２４日（金）～９月１４日（金）
※詳細は８月中旬に公開される秋田県総合公社ホーム
　ページの受験案内でご確認ください。

普通自動車免許
（業務上：ＡＴ限定
可）

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

毎　週
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
操作できる方（文字
入力程度）

2,576人 秋田県秋田市

2,576人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14658781

【新規業務】見積・申込
書受付業務

★新規業務のスターティングメンバーを募集★

・自動車販売店からの、自動車保険の見積依頼の受付、
　保険申込受付をする業務です。
・保険勧誘を行う業務ではありません。
　（営業行為、ノルマは一切ありません。）
・保険知識や経験は必要ありません。未経験の方歓迎。
◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆

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

家財保険受付業務（シ
フト制）

○賃貸物件に入居する際の家財保険の受付業務

・保険代理店で加入手続きされた内容の、システム入力等の
事務処理の他、代理店からの問い合わせに対応する業務な
ど

＊ほとんどの方が未経験からのスタートです。
　しっかりとした研修制度でサポートしています。
◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆

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キャンパス毎　週
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（入力程度）

1,404人 018-888-9120

基本的なパソコン
操作（入力程度）

2,576人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14657481

雇用・労災・健康・厚生
05010-14635181

家財保険受付業務
（９～１８時）

○賃貸物件に入居する際の家財保険の受付業務

・保険代理店で加入手続きされた内容の、システム入力等の
事務処理の他、代理店からの問い合わせに対応する業務な
ど

＊ほとんどの方が未経験からのスタートです。
　しっかりとした研修制度でサポートしています。
◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆

不問

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

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

不問
10人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14633881

一般事務【急募】

○事業所における事務業務全般を担当していただきます。
　・電話、ＦＡＸによる受発注業務など
　・パソコンを使った伝票処理など
　・その他一般事務　等
＊お客様からの注文に応じての梱包作業もあります

※今月末退職者の補充による【急募】です。

普通自動車免許
（自家用車使用）

日他 株式会社　かがや

事務局職員

＊総務および経理業務全般に従事していただきます。
・パソコン操作
・伝票処理等
・接客、電話応対など

・外出用務あり、銀行および当職場関係先へは組合所有車
（ＡＴ車）を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 秋田電気工事協同組合
その他

秋田県秋田市外旭川字三千刈１４４
－１

12人 018-862-0350

ｗｏｒｄ、ｅｘｃｅｌの操
作可能な方
経理・総務の実務
経験あれば尚よし

平成30年7月27日発行（平成30年7月26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

薬剤師

○調剤薬局にて下記の業務を行っていただきます。
・調剤業務、投薬業務
・地域住民の健康相談
・在宅業務（医師の指示に基づき患者宅での説明等）
・薬の在庫管理等
・薬の配達

＊在宅や配達は社有車（ＡＴ車）にて行います。
＊新しい薬局で一緒に働きましょう！　

薬剤師
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社ワームス
毎　週

秋田県秋田市茨島２丁目１５－３４

5人 018-853-6206

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14667781

℡ 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 134,890円～134,890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

3人 190,000円～267,000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 就業場所

月給

2人 135,000円～190,000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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

3人 186,000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 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 170,000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 39歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 195,000円～280,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 190,000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 64歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

4人 170,300円～210,300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 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)17時30分～ 9時30分

月給

1人 148,000円～153,600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30分～16時15分 就業場所
(2)10時00分～18時45分
(3)17時00分～ 9時00分

月給

1人 140,000円～180,000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15分～18時00分 就業場所
(2) 8時15分～12時30分
(3) 8時15分～13時00分

月給

1人 173,500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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)13時30分～22時30分
(3)22時00分～ 8時30分

9,700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14663681

ホテルスタッフ（正社
員）

○ホテルスタッフとしての業務全般
・フロント業務として、チェックインやチェックアウト及び
　お客様のお問い合わせへの対応等
・客室及びホテル内清掃
・営業活動
・レストランでの接客
・その他付随する業務

＊全国転勤可能な方尚可

不問

他 ルートインジャパン　株式会社　ホテ
ルルートイン秋田土崎その他
秋田県秋田市土崎港西２丁目１２－
３０

33人 018-880-2320

不問

8人 018-845-3579

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14662381

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14669281

看護助手

○内科外来の看護業務補助に従事していただきます。
・診察における医師介助
・検査（エコー、Ｘ線等）の準備及び補助
・採血、点滴、血圧測定等
・内視鏡の洗浄
＊スタッフ増員による募集です。
＊長期勤務可能な方を希望します。
＊院内環境の整備
【就業規則改正により第一木曜日が休日になりました】

不問

日祝他 医療法人　及川医院（内科　胃腸内
科及川医院）その他
秋田県秋田市飯島新町３丁目１－２
０

その他
秋田県秋田市御野場２丁目１４－１

244人 018-839-6141

介護業務経験者
292人 秋田県秋田市

74人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14661081

介護福祉士（正社員）

○看護師の指導のもと、入院患者の日常のお世話をしていた
だきます。
・入浴、食事、排泄介助等介護全般
・その他、日常生活上のお世話

＊入院患者１５２名、介護スタッフ７０～８０名
＊月４回以上夜勤のできる方
＊就業時間：（１）（２）の交替制及び（３）夜勤

介護福祉士

他 医療法人　正観会　御野場病院

介護職員

○有料老人ホームで介護業務を行っていただきます
・入浴、排泄、食事、更衣、介助、部屋の掃除等
・病院への同行

＊利用者定員２０名、スタッフ２０名
＊夜勤は月平均５～６回程度です。２名体制。

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　いいじま毎　週
秋田県秋田市飯島字飯田水尻５０１
－１

20人 018-838-7011

不問

18人 03-3527-7001

不問
2,800人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13130-23328381

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14665581

リフォーム提案営業（秋
田市）

大和ハウスのオーナー様および一般のお客様に対する
リフォームの提案営業

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）　
建築士・建築施工
管理技士保持者優
遇

水日祝 大和ハウスリフォーム株式会社　東
京本社毎　週
東京都江東区有明３丁目７－１８
有明セントラルタワー６階

その他
秋田県秋田市外旭川八柳三丁目１２
－１０

8人 018-868-6166

不問
10人 秋田県秋田市

50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14650281

営業

○お得意様へ菓子、食品、酒類、玩具、家電などのルート販
売及び新規開拓業務に従事していただきます。・提案企画は
メーカーコラボなど仕入れから受注までのタスク完結性が高
い仕事もできます。・月４回程度の出張（出張手当、別途支
給）・社用車（ＡＴ）を使用しての営業となります。○パチンコ
ホールを中心に法人への営業活動となります。・既に購入し
て頂いている顧客を引き継ぎますので営業スタイルは既存９
割：新規１割となり、新規開拓は電話アポイント、ご紹介など
のきっかけに行っています。○入社後は同行訪問等してサ
ポートします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 アトレ　株式会社

店舗スタッフ

○店舗での買取、販売、通信販売の業務を担当していただき
ます。
・パソコンでの簡単なデータ処理　・その他　付随する作業
＊研修制度あり
＊様々な知識を身に付けることができるので、自身のスキル
アップに繋がります。
＊未経験者でもしっかりサポートします。
＊スタッフのほとんどが未経験者です。
＊スタッフの平均年齢３０代！！若いスタッフが多いです。

不問

他 ベンテンズライフ　秋田広面店（ＢＥＮ
－ＴＥＮ株式会社）毎　週
秋田県秋田市広面字樋ノ沖１００－４

3人 018-884-0226

不問

7人 011-218-4150

不問
152人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
01040- 8791881

雇用・労災・健康・厚生
05010-14632781

携帯電話販売／正社
員（天王）

携帯電話の接客・販売の業務を行っていただきます。
◯ソフトバンクの携帯電話、スマートフォン、タブレット等の接
客販売業務をお任せします。
◯各種モバイル端末の販売、プランのご案内
◯固定回線等の内容のご説明、ご提案
◯各種手続き
＊月末は残業になる事が多いです。
＊社内でのスキルアップを希望する方は、いずれは札幌へ転
勤が必要になります。ご了承の上ご応募ください。

不問

他 株式会社　Ｈ・Ｏ・Ｃ
その他

北海道帯広市東２条南６丁目２０番
地　長谷川産業株式会社３階

その他
秋田県秋田市茨島６丁目１－２７

10人 018-866-5815

不問
10人 秋田県秋田市

6,300人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14655981

メガネ販売スタッフ

○眼鏡等の店頭販売に従事していただきます。
・お客様への接客、商品の案内
・眼鏡の調整や加工など
・その他の付随する業務

＊販売経験者を優遇しますが、未経験でも親切に教えます。

不問

他 株式会社　ユニバースリング

店舗スタッフ（総合職）

○店舗スタッフ（総合職）として従事していただきます。
・商品製造、陳列、販売
・商品管理、発注
・販売計画の作成
・売場レイアウトの作成
・労務管理　等
＊総合職での採用となりますので、将来的には店長、本部
（事業所所在地）スタッフとして勤務していただきます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（自己所有の自動
車必要）

他 マックスバリュ東北　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港北１丁目６－２
５

6,300人 018-847-2772

不問

不問
110人 秋田県秋田市

平成30年8月20日～平
成31年2月19日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14648581

不問

土日祝 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

3ページ中 2ページ
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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（総務管理
室）

○総務管理室において、次のような事務補助に従事していた
だきます。
・来客、電話対応
・文書整理（収受・発送）
・庶務・経理等の一般事務補助
・納入物品の収受事務
・書類整理・消耗品の管理
・庁内販売等とりまとめ
・その他雑務



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）

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

月給

1人 137,500円～207,500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) 9時00分～18時00分 就業場所

時給(月額換算）

2人 154,800円～154,800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30分～17時30分 就業場所

月給

1人 141,800円～154,100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 153,130円～214,530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40分 就業場所

月給

2人 150,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05010-14660181

隔　週
秋田県秋田市新屋寿町１－５

7人 018-824-1631

不問
7人 秋田県秋田市

3,500人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14644081

配管工及び見習い

○一般住宅の給排水設備工事に従事していただきます。
・２ｔトラックを運転する場合あり
・現場は主に秋田県内

＊基本的には会社に集合し、現場に向かいます。

＊水道工事に関わる資格・免許所有者を優遇します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
（必須）
水道工事に関わる
資格・免許所有者

日祝他 株式会社　藤工業サービス

メンテナンス業務管理

○メンテナンス業務管理を担当していただきます。
（主な仕事内容）
・清掃現場管理業務
・立会い作業（月５～７回程度夜間勤務あり：２～３時間）
・パート社員勤務管理
・その他、付随する業務

＊業務範囲は秋田市中心となります。
＊移動は社用車使用（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 中越クリーンサービス　株式会社　秋
田営業所その他
秋田県秋田市泉中央３丁目５－１２

3人 018-896-5911

不問

8人 0248-72-3380

不問
844人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
07060- 4417581

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14654681

業務運転（秋田支店）

・トラックにて市内近郊の荷主様を訪問し、集荷及び配達を行
います。
・フォークリフト及び手作業での仕分け業務もあります。
・その他上記に付随する業務を行います。
・東北管内の大型運行業務
・構内作業（手作業での仕分け業務）

◆荷主様の７～８割が法人です。

中型自動車免許
フォークリフト・大型
自動車免許あれば
優遇

他 東北王子運送　株式会社
その他

福島県須賀川市滑川字中津沢２６－
１

その他
秋田県秋田市向浜１丁目３番９号

35人 018-823-8231

不問
3,800人 秋田県秋田市

848人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
04010-50456581

セールスドライバー（４
ｔ）

◇４トントラックでの集荷・配達業務です。


◇積込み等には、フォークリフトを使用する場合と手積み両
方あり（商品は様々な種類があり、面接時にも説明します。）
※　４ｔトラック運転の経験あれば尚可

＊正社員登用制度（勤務６ヶ月以降）

・中型自動車運転
免許（８ｔ限定可）
・フォークリフト運転
技能者あれば尚可

日祝他 近物レックス　株式会社　秋田支店

フィールドエンジニア
（秋田市）

パナソニック製のパソコン・ＰＯＳシステム・監視カメラ等の保
守メンテナンス、設置調整及び小口工事

エリア：秋田県内

＊正社員登用の可能性あり（実績あり）
＊１年毎契約更新

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 パナソニックＳＳサービス　株式会社
東北支社毎　週
宮城県仙台市青葉区一番町２丁目４
－１　仙台興和ビル３階

3人 022-748-6190

不問

不問
23,000人 秋田県秋田市

平成30年8月16日～平
成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4135881

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
その他

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

平成30年7月27日発行（平成30年7月26日受付分)　Ｎｏ．３
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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８月１６日～Ｈ３０年９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。

℡ 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．　７月２７日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　２．　７月３０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　３．　７月３１日　㈱キャッスルホテル【ホテル内調理補助、病院・介護施設の調理補助　他】
　　４．　８月　１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】
　　５．　８月　２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】
　　６．　８月　３日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　　７．　８月　６日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　８．　８月　７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】
　　９．　８月　８日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　１０．　８月　９日　横浜電子工業㈱【製造・設備保守、機械設計、電子部品製造】
　１１．　８月１０日　㈲クリーンマジック「ﾊｰﾄﾌﾙｹｱ秋田」【ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護職員、栄養士】
　１２．　８月１７日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）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．　７月２７日　高齢者就職面接会（６０歳以上の方の応募を歓迎する秋田市内５社参加予定）
　２．　８月　８日　ヤマト運輸㈱【荷受作業（イオンモール秋田）】
　

『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(時給換算)

1人 1,388円～1,388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 880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30分～16時00分 就業場所

時給

2人 1,200円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 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
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～14時00分 就業場所
(2)14時00分～19時00分

時給

2人 850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 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1)13時30分～17時00分 就業場所
(2) 9時30分～18時30分

時給

2人 750円～1,170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45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
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～12時30分 就業場所
(2)13時00分～17時00分

時給

2人 800円～840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～15時30分 就業場所

平成30年7月27日発行（平成30年7月26日受付分)　Ｎｏ．１
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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

一般用電気工作物検
査員（電気工事士）

○一般用電気工作物の調査
・調査対象地域は主に秋田市、臨時で能代、由利本荘の場
合があります。・移動は自家用車（軽ボンネットバンに機材積
載）使用
自家用車借り上げ扱いになります（手当あり）
＊雇用契約は１年更新です＊研修等スケジュール２０１８年１
２月研修（机上４日、実務１４日）（この期間は時給７３８円、交
通費上限　月２万円）
２０１９年１月～３月　試用期間
２０１９年４月　本採用

第２種電気工事士
以上
普通自動車免許
ＡＴ限定可

土日祝他 秋田県電気工事工業組合
毎　週

秋田県秋田市泉南１丁目１－１８

8人 018-824-1587

不問
14人 秋田県秋田市

～平成32年3月1日
雇用・労災

05010-14659881

一般事務、データ入力
事務等（～３１．３．２９）

○特別調査官（資産税）部門において事務業務を担当して戴
きます。
・パソコンへのデータ入力
・書類の仕分けや編てつ　等　　　　　　　　　　　　　　
＊通勤に当たっては、庁舎敷地内駐車場は利用できません。
※雇用期間等は、下記のとおり
　　平成３０年８月２０日～平成３１年３月２９日　

不問

土日祝 秋田南税務署
毎　週

秋田県秋田市中通５丁目５－２

130人 018-832-4121

パソコン操作の可
能な方
＊ワード及びエクセ
ル

130人 秋田県秋田市
平成30年8月20日～平
成31年3月29日 雇用・公災

05010-14646681

一般事務

・一般事務業務に従事していただきます。
・書類作成
・パソコン入力（エクセル）操作
・その他、付随する業務

不問

土日祝他 株式会社　ソルコン
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目８－１
２

3人 018-893-3134

パソコン操作（エク
セル）

10人 秋田県秋田市
平成30年8月1日～平
成31年1月31日 労災

05010-14666481

受付係【外旭川店】

◆クリーニング品の受付及び引渡業務全般

＊お客様からお持込みいただいたクリーニング品を種類・汚
れ・ほつれ等を点検してお預かりし、仕上がった商品をお渡し
していただきます。
＊ＰＯＳレジ（タッチパネルを使用して受付するパソコンレジ）
の操作があります。
※初心者の方でも丁寧に指導致します。

不問

他 株式会社シーガルジャパン
その他

秋田県北秋田市綴子字大堤６２－１

3人 0186-60-1110

不問
69人 秋田県秋田市

雇用・労災
05031- 1389881

商品管理

○商品管理の業務に従事していただきます。
・冷蔵庫、冷凍庫の商品管理
（マイナス２３度ですが、作業時間は５分～１０分程度）
・お客様からの注文に応じて梱包作業　など
・その他付随する業務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

不問

日他 株式会社　かがや
毎　週

秋田県秋田市土崎港古川町字相染
境１４－１９

5人 018-845-0606

不問
11人 秋田県秋田市

労災
05010-14636081

レジ業務及び一部販売
補助

・レジ業務及び一部販売補助を行っていただきます
・その他、付随する業務

＊雇用期間は８月２日～６日の５日間のみ
　２日　　　１３時３０分～１７時００分
　３日～６日　９時３０分～１８時３０分

不問

火水 株式会社　秋田県物産振興会
その他

秋田県秋田市中通２丁目３－８
　アトリオン地下１Ｆ

16人 018-836-7830

不問
25人 秋田県秋田市

平成30年8月2日～平
成30年8月6日 労災

05010-14664981

中古品物の買取、販売

・書籍、ＣＤ、ＤＶＤ、ゲームソフト
　ゲームハード、携帯、家電、フィギアなどの買取
・加工、品出し
・接客業務等

＊契約期間は、６カ月毎の契約となります。

不問

他 ブックオフ秋田広面店
その他

秋田県秋田市東通４丁目１－３７

9人 018-884-7917

不問
9人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14634281

店舗スタッフ（パート）

・ブランド品、着物等の店舗での買取、販売業務。
・インターネットでの通信販売業務。
・簡単なパソコン作業。

＊未経験者でもしっかりサポート致します。
＊勤務時間・曜日等、応相談。

不問

他 ベンテンズライフ　秋田広面店（ＢＥＮ
－ＴＥＮ株式会社）毎　週
秋田県秋田市広面字樋ノ沖１００－４

3人 018-884-0226

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14652081

介護職員【山王】（デイ
サービス）パート

○機能訓練専門デイサービス（半日型）の介護職員として、
次の業務を担当していただきます。
・機能訓練の補助　・送迎（ＡＴワゴン車使用）　・その他付随
する業務
＊午前・午後の半日型デイサービスですので、食事・入浴・排
せつの介助等はありません。
＊利用する方が明るく自立した生活を送れるよう、リハビリや
ストレッチなどを通じて支援していきます。
【詳しくはこちらをご覧ください】ｈｔｔｐ：／／ｋｉｔａｅｒｏｏｍ．ｃｏｍ
／ｒｅｃｒｕｉｔ／

介護福祉士（特記
事項参照）
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　プライムハウス
その他

秋田県秋田市仁井田本町３－１２－
３２

8人 018-893-4466

不問
72人 秋田県秋田市

労災
05010-14645381

入浴介助パート

・入院患者の入浴介助などの業務を担当していただきます。
　（入浴介助がメインです。）
・１回の勤務で３０人くらいの介助に携わります。
＊制服貸与
＊休憩時間は１２０分（帰宅可）ですが、配置部署により３０分
ほど前後します。
＊配置（現在）
（１）リハビリ・内科病棟：３名
（２）内科病棟：３名　いずれかの配置となります

不問

土日祝 医療法人　正観会　御野場病院
毎　週

秋田県秋田市御野場２丁目１４－１

244人 018-839-6141

不問
292人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-14670381

℡ 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

3人 1,000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 18歳以上 (1)17時00分～23時00分 就業場所
(2)18時00分～23時00分

時給

1人 738円～738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00分～19時00分 就業場所

時給

3人 900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 850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 18歳以上 (1) 4時00分～ 8時00分 就業場所

時給

1人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)17時00分～21時30分 就業場所
(2)11時30分～16時30分

時給

1人 738円～738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

時給

1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)10時00分～15時00分 就業場所

2ページ中 2ページ

平成30年7月27日発行（平成30年7月26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

ホールスタッフ

○居酒屋におけるホール業務を担当していただきます。
・ホール内のテーブルへのサービス
・運搬、配膳、洗い物のほかレジ等　

＊長期間勤務出来る方を希望します。
＊賃金の日払い・週払い可（応相談）
＊賄いあります。

不問

日祝他 居酒屋　なべ勝
その他

秋田県秋田市中通４丁目１４－２４
丸秋ビル１階

4人 018-832-6572

不問
4人 秋田県秋田市

労災
05010-14651181

雀荘ホール係

○大町ビル直営雀荘のホール係です。
○お客様に飲み物、食べ物を提供したり、ゲームの準備など
をします。
○金銭の授受もあります。

＊現在１名体制ですが、いずれ２名体制で業務を行っていた
だきます。
＊更新後は、年度更新となります。

不問

他 協働大町ビル　株式会社
毎　週

秋田県秋田市大町３丁目２－４４

52人 018-863-2111

不問
59人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14637381

葬儀に関する一連の業
務

○葬儀に関する一連の業務に従事していただきます。
・霊柩車の運転、マイクロバス（２８人乗り）運転
・葬儀準備手伝い、片付け
・荷物の運搬
・その他付随する業務

＊土曜日・日曜日・祝日の勤務ができる方を希望

大型自動車免許

他 株式会社　こすもす秋田
毎　週

秋田県秋田市寺内字三千刈２３８－
１

95人 018-866-8666

不問
95人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14668881

食肉パック詰め及びス
ライス作業（４：００～８：
００）

○牛肉、豚肉、鶏肉のパック詰め及び清掃作業等を担当して
いただきます。

＊週の労働日数は相談に応じます。

＊Ｗワーク希望の方も歓迎します。


不問

他 有限会社　石行商店
毎　週

秋田県秋田市土崎港東４丁目６－２
０

20人 018-868-2929

不問
20人 秋田県秋田市

労災
05010-14642281

配送業務

○配送業務に従事していただきます。
・当社商品を取引先へ納品
・納品先は、大館市、美郷町になります
・２ｔトラックを使用します
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊週２～４日程度の勤務です。
＊土・日は交替で勤務があります。
＊６０歳以上の方歓迎


普通自動車免許
ＡＴ限定不可

他 株式会社秋田中央漬物
毎　週

秋田県秋田市大町一丁目３－２２

7人 018-864-0251


２ｔトラック運転経験

15人 秋田県秋田市

労災
05010-14649481

清掃員

○ビル全体の清掃業務
○全館（１Ｆ～７Ｆ）の男女トイレ清掃

＊更新後は、年度更新となります。

【６０歳以上の方の応募歓迎】

不問

他 協働大町ビル　株式会社
毎　週

秋田県秋田市大町３丁目２－４４

51人 018-863-2111

不問
63人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14638681

商品管理≪急募≫（５ｈ
勤務）

○伝票を見て、荷物をセットする作業
＊荷物は食品（漬物、佃煮、水煮等の惣菜など）
・伝票に記載してある商品と個数のとおりに箱詰めしていきま
す。
・仕分け用のシール貼りもあります。
・倉庫、冷蔵倉庫（チルド室）での作業です。
・エプロン、防寒着は支給します。

不問

他 株式会社　マルヨ食品
その他

秋田県秋田市外旭川字三千刈１５３

38人 018-823-8150

不問
38人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-14653381



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 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

年俸（月額換算）

3人 375,000円～500,000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00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 122,000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 40歳以下 (1) 8時25分～17時00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ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時50分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000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) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 135,000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 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 134,232円～134,232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 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 140,000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30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 122,000円～130,000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
平成30年8月20日～平
成31年9月16日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14586481

毎　週
秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

8人 018-823-4116

不問
384人 秋田県秋田市

502人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14622581

物流管理事務業務（秋
田厚生医療センター）

○『秋田厚生医療センター』にて物流管理事務業務に従事し
ていただきます。
・医薬品、診療材料の管理
・購入、受入事務業務
・払出事務業務
・棚卸、期末処理業務
・返品・保管・過不足・譲渡等業務
＊産休育休代替要員
＊期間の終わりは前後します

不問

土日祝 株式会社　光風舎

医療事務

・精神科病院での受付業務
・電子カルテの入力、操作
・レセプト業務
・パソコンでの案内書作成等（ワード、エクセル）
・レジ業務
・その他、付随する業務

不問

日祝他 医療法人　久幸会
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

283人 018-873-5188

不問

018-889-2215

2,334人 秋田県秋田市
平成30年8月20日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14614581

6ヶ月
雇用・公災・健康・厚生

05010-14611381

事務系スタッフ（国際資
源学研究科）

所属先：国際資源学研究科
・教職員の旅費管理業務
・教職員の勤怠管理業務
・外国人教員に発信する文書等の英訳業務
・外国人教員との電話対応業務
・外国人教員と事務職員が打合せ等する際の補助業務

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

秋田県秋田市手形学園町１－１

763人

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１－１　秋
田県庁１階

30人 018-860-2711

パソコン（一太郎、
エクセル等）操作出
来る方

秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14623481

事務補助

○臨時的任用職員
１．パソコン入力による事務補助
２．文書管理事務補助
３．コピー作成
４．電話の受け取り
５．会議、来客の接待（給茶等）
６．その他事務補助（出納局秘書、物品管理、財産管理）
＊６ヶ月更新（最長２年）
＊公務災害制度（労災保険相当）あり

不問

土日祝他 秋田県出納局財産活用課

一般事務

○総務課において次のようなお仕事を行っていただきます
・保険料の収納手続き、データ入力
・事務用品の管理
・来客対応、電話対応
・その他、付随する業務
＊パソコンはワード、エクセルの他、専用ソフトを使用します。
使用方法は指導します。
＊外出用務で自家用車を使ってもらうことがあります。
　（ガソリン代支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 有限会社　山王インシュアランス
毎　週

秋田県秋田市泉南３丁目１６－１１

5人 018-864-7533

不問

018-816-0550

132人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14619181

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14627181

事務

○法人本部における事務に従事していただきます。
・集金業務（請求書発行、現金管理）　
・小口現金管理　・請求書支払　　
・勤怠管理　・役所への申請、請求事務　　
・業者との交渉
・求人募集に伴う養成校やハローワークとのやりとり
・来客応対、電話応対　・その他、職員指示による作業
＊宿泊を伴う出張あり

土日祝他 社会福祉法人　翼友会
毎　週

秋田市飯島飯田１丁目１２－４０

29人

隔　週
秋田県秋田市外旭川八柳３－１４－
５４

5人 018-868-0284

不問
5人 秋田県秋田市

190人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14596881

フロント業務全般

・フロント業務全般に従事していただきます。
・主に社有の代車（ＡＴ）を使用して顧客の車の引き取りや納
車及び洗車
・接客や電話応対
・その他、付随する業務


＊顧客範囲は、秋田市中心となります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　長谷部鈑金

一般事務

・伝票処理、請求書作成、庶務、雑務。
・電話応対、来客対応、お茶出し、清掃等。
・銀行用務（社用車使用：ＡＴ車）
・繁忙期には現場作業もあり。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 フカイ工業　株式会社　秋田工場
その他

秋田県潟上市天王字上江川４７－１
６１２

116人 018-878-6188

パソコン（ワード、エ
クセルの基本操
作）

臨床経験５年以上
（必須）＊教員養成
講習受講者であれ
ば尚可

502人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14618281

看護師免許

日祝他 医療法人　久幸会
隔　週

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

283人 018-873-5188

平成30年7月26日発行（平成30年7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

現場管理（電気設備）
［秋田県］

※ブランクがある方も歓迎します。
建設現場における電気設備工事の監督業務に従事して頂き
ます。
現場：工程管理、安全・品質管理、写真撮影　等
事務所：書類作成、写真管理、データ入力　等
ＰＣは基本操作（エクセル・ワード）が出来れば問題ありませ
ん。
※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

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

ＰＣ（エクセル、ワー
ド、パワーポイン
ト、インターネット、
メール）を使用する
業務となりますの
で、ある程度の知
識をお持ちの方

パソコン操作全般
（ワード、エクセル、
パワーポイント、電
子メール）が出来る
こと。

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
04010-50055781

看護教員

○今後、開設を予定している学校法人（看護師養成校）
・開設準備室にて各資料の作成や行政への相談、確認等の
業務を行って頂きます。
・開設後は、看護教員として学生への指導をして頂きます。

℡ 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

月給

2人 160,000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) 9時20分～18時00分 就業場所
(2) 9時40分～18時20分
(3)10時00分～18時40分

月給

2人 150,000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 59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時00分

月給

2人 240,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 138,000円～154,000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00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

時給（月額換算）

1人 138,852円～149,625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)19時30分～ 8時30分 就業場所
(2)17時00分～ 8時30分

日給（月額換算）

3人 162,000円～205,200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

時給（月額換算）

2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

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

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
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 260,000円～370,000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132人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14615481

大型トレーラ運転手

○石膏ボードを主体にした県内及び隣県への配送。

※積み下ろしは別途フォークリフト担当者がいるため、運転
　のみです。





大型自動車運転免
許　牽引免許
（フォークリフト免許
取得者尚可）

日祝他 秋田運送　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字水口１５５－
１

45人 018-824-1081

実務経験者

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県秋田市

平成30年8月20日～平
成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4124581

平成30年8月20日～平
成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4123981

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８月２０日～Ｈ３０年９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

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

23,000人 秋田県潟上市
平成30年8月20日～平
成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4125481

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８月２０日～Ｈ３０年９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

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８月２０日～Ｈ３０年９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

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

不問

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県秋田市

平成30年8月20日～平
成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4122681

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14610081

製造工【秋田市飯島】

＊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８月２０日～Ｈ３０年９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

その他
秋田県秋田市卸町４丁目９番２号

45人 018-866-3131

不問
216人 秋田県秋田市

216人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-14609781

交通誘導警備員

○交通誘導警備業務に従事していただきます。
・工事現場における交通誘導
・イベント等に伴う雑踏警備
＊制服は貸与します
＊雇用期間：年度毎の更新あり
＊パート勤務も相談可能です。
＊警備業法により４日以上の研修あり
＊現場へは直行直帰
＊移動は自家用車使用（手当あり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 ＡＬＳＯＫ秋田管財　株式会社

警備員（施設警備）

○施設警備に従事していただきます。
・施設内の巡回
・その他付属する業務

＊制服は貸与します。
＊現場へは直行直帰となります。
＊当初は３月末までの契約で、その後は１年契約となりま
す。（原則更新）

普通自動車免許Ａ
Ｔ限定可

他 ＡＬＳＯＫ秋田管財　株式会社
その他

秋田県秋田市卸町４丁目９番２号

45人 018-866-3131

不問

19人 018-855-1550

不問
40人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14602181

雇用・労災・健康・厚生
01040- 8733781

介護職

○施設内の介護業務全般を担当していただきます。
＊食事介助、入浴介助、排泄介助、見守り等
＊グループホームの入居者、定員１８名を１８～１９名で介護
します。
　
＊就業時間（４）１６：００～９：００　月４～５回
　　　　　（休憩時間０：００～３：００の１８０分）　
　　　　　（１）～（４）の交替制



不問

他 有限会社　すずめだて《グループホー
ム　すずめだて》毎　週
秋田県南秋田郡五城目町高崎字雀
舘下川原８８－５

毎　週
北海道帯広市東２条南６丁目２０番
地　長谷川産業株式会社３階

10人 011-218-4150

不問
220人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14599081

ソリューションアドバイ
ザー（秋田・シャープ）
／正社員

法人企業（新規のお客様、弊社既存のお客様・業者様）へ情
報通信機器を介したコンサルティング業務を行っていただき
ます。

＊コミュニケーション能力が必要です。
＊取扱い商材：シャープ複合機（コピー機等）、新電力、アイリ
スオオヤマのＬＥＤ等

不問

土日祝他 株式会社　Ｈ・Ｏ・Ｃ

中古自動車出品車両
の検査

○オークション出品車両の検査、車両の並べ替え、車両の撮
影等
・データ処理（撮影した車両の写真データをＰＣへ入力、資料
との突合）

・組合員及びオークション参加店への訪問（訪問範囲は秋田
県内となります）。

※訪問には社用車を使用していただきます（ＡＴ車）。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 秋田県中古自動車販売商工組合
その他

秋田県秋田市御所野湯本１丁目１－
１

7人 018-839-6311

不問

不問
853人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13120-13974381

不問

他 株式会社　びゅうトラベルサービス
その他

東京都墨田区錦糸３丁目２－１　ア
ルカイースト１０階

15人 03-5610-3200

3ページ中 2ページ

平成30年7月26日発行（平成30年7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

旅行カウンター「びゅう
プラザ」での業務／秋
田駅

当社が運営する旅行カウンターにて、旅行商品の提案販売
及びＪＲ乗車券類等の販売等の業務を行いながら、お客様に
感動を与えるお仕事です。

※スキルにより採用時に本社・仙台・盛岡等で研修を予定。



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～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 35歳以下 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 154,000円～154,000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7人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-14589281

結束作業

○結束作業

・製材された製品を自動結束機で結束して並べる作業です 不問

日祝他 有限会社佐藤林業
隔　週

秋田県南秋田郡五城目町字雀館下
川原１０７－２

7人 018-852-3325

不問

不問
18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14603081

中型自動車免許

日祝他 株式会社　エルピージーアキタ
その他

秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
４８

18人 018-846-2110

平成30年7月26日発行（平成30年7月25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

ＬＰガス配送員

○ＬＰガス配送員業務に従事していただきます。
・３ｔ車両にてＬＰガス容器を各家庭に取り付ける業務。

＊配送範囲は、秋田市、潟上市、南秋地区、由利本荘市の
各地域の担当になります。

＊高圧ガス販売主任資格のない方は入社後取得していただ
きます。

℡ 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．　７月２６日　㈱ＪＡＷＡ「さらさ秋田駅前」【看護師又は准看護師、介護職員】
　　２．　７月２７日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　３．　７月３０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　４．　７月３１日　㈱キャッスルホテル【ホテル内調理補助、病院・介護施設の調理補助　他】
　　５．　８月　１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】
　　６．　８月　２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】
　　７．　８月　３日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　　８．　８月　６日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　９．　８月　７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】
　１０．　８月　８日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　１１．　８月　９日　横浜電子工業㈱【製造・設備保守、機械設計、電子部品製造】
　１２．　８月１０日　㈲クリーンマジック「ﾊｰﾄﾌﾙｹｱ秋田」【ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護職員、栄養士】
　１３．　８月１７日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）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．　７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７社参加）【警備員】
　２．　８月　８日　ヤマト運輸㈱【荷受作業（イオンモール秋田）】
　

『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

時給

3人 1,200円～1,400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 59歳以下 就業場所

時給

1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 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

2人 738円～738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～13時30分 就業場所
(2)13時30分～19時00分

時給

4人 740円～760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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～11時30分 就業場所
(2) 8時30分～11時30分
(3) 6時00分～ 9時00分

時給

4人 780円～1,050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00分～14時00分 就業場所
(2)11時00分～17時00分
(3)17時00分～21時30分

時給

10人 800円～1,000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 18歳以上 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)12時00分～20時00分

時給

1人 738円～740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) 8時00分～12時00分 就業場所
(2) 8時00分～16時30分
(3) 8時00分～17時00分

時給

1人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14時00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

雇用期間の定めあり 不問 (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

訪問看護師

○訪問看護業務全般に従事していただきます。
【主な仕事内容】＊在宅で療養されている方の介護予防、医
療処置、相談、リハビリ等＊１日３～５件の利用者への訪問
＊利用者・医療機関・居宅介護支援事業所への文書作成
＊同行訪問から開始し、働く人に合わせて徐々に単独での訪
問をしていただきます。
＊不安や疑問にも丁寧に対応します。
＊自家用車を使用する場合があります。その際、ガソリン代
実勢（価格に応じた金額）で支給します。

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
・看護師

土日他 池田ライフサポート＆システム　株式
会社毎　週
秋田県由利本荘市石脇字田尻野７
－３

87人 0184-24-5601

不問
118人 秋田県秋田市

雇用・労災
05050- 3070481

一般事務

・申込書控の郵送やパンフレットや帳票の補充、銀行口座入
金等の一般事務を担当していただきます。
・データー入力や来客対応
・パソコンはワード、エクセルの他専用ソフトを使用します。専
用ソフトの使用方法は指導します。
＊外出用務あり（マイカー使用、ガソリン代支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 大滝総合保険
毎　週

秋田県秋田市御野場新町３丁目６－
２０

0人 018-839-9980

パソコン操作（定型
フォームを使って入
力ができること）

0人 秋田県秋田市

05010-14608481

クリーニング受付

○当社クリーニング店での受付業務に従事していただきます
・コンピュータ使用による受付
・精算業務
・その他付随する業務として軽作業もあります。

＊初めての方でも丁寧に指導しますので、安心して応募くだ
さい。

不問

他 有限会社　藤屋クリーニング
毎　週

秋田県秋田市新屋豊町１５－２３

2人 018-862-2596

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14604381

介護職（パート）

○施設内の介護業務全般を担当していただきます。
＊食事介助、入浴介助、排泄介助等
＊グループホームの入居者、定員１８名を１９～２０名で介護
します。

＊就業時間（４）１６：００～９：００（休憩時間０：００～３：００の
１８０分）　（１）～（４）の交替制で、週３日程度の勤務となりま
す。

不問

他 有限会社　すずめだて《グループホー
ム　すずめだて》毎　週
秋田県南秋田郡五城目町高崎字雀
舘下川原８８－５

19人 018-855-1550

不問
40人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災
05010-14601281

調理助手

○有床診療所での調理補助業務
・給食調理、配膳、洗浄、他付随業務
・入院患者さん向けに、朝・昼合わせて２０食前後
・職員向けに昼２０食前後
・常時３～４人のスタッフで調理

不問

他 医療法人　栄山会　山王胃腸科
その他

秋田県秋田市山王２丁目１番４９号

35人 018-862-5211

不問
35人 秋田県秋田市

労災
05010-14617881

接客・調理補助・握り場
スタッフ・レジ他

【新店オープンにつき】
○回転寿司店での各種業務に従事していただきます。
・ホール接客、レジ、注文受け ・調理補助（食材を切ったりす
る作業等）、洗い場 ・すしの握り、魚さばき ・カウンター内で
の対面業務　等
＊本人の適性をみて担当を決定します。
＊土・日・祝日働ける方優先します（就業時間等は相談可）
＊制服支給
＊就業場所は面談のうえ決定します。

不問

他 株式会社ブレーンリンク・ダイニング
回転寿司　すし江戸毎　週
秋田県秋田市仁井田本町４丁目４－
１１－７号

70人 018-893-4468

不問
90人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-14606981

カントリーエレベーター
作業員

○米の収穫時期に農家の方々が稲刈りをした「もみ」の搬入
作業及び乾燥作業に従事していただきます。

＊２４時間稼働の為、交替制での勤務となります。

＊就業時間については相談に応じます。

＊契約更新の可能性はありません。

不問

他 農事組合法人　秋田市北部地区カン
トリーエレベーター利用組合その他
秋田県秋田市下新城青崎字郡沢１１
－１

3人 018-853-1238

不問
3人 秋田県秋田市

平成30年9月15日～平
成30年10月31日 労災

05010-14587781

清掃スタッフ（秋田テル
サ）

○施設内の清掃作業に従事していただきます。
（仕事内容詳細）
・フロア、トイレ、浴室の清掃
・ごみの回収　その他、付随する業務

＊研修がありますので、未経験の方でも応募いただけます。
＊制服貸与いたします。
＊土・日・祝日働ける方
＊（１）のみの勤務でも可

不問

他 株式会社　トップス
毎　週

秋田県秋田市泉釜ノ町２２番１３号

4人 018-869-9505

不問
160人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-14598181

清掃等

・清掃（事務所、休憩室２か所、トイレ等）
・昼食時のお茶出し、後片付け、ゴミ出し等
・その他付随する業務

＊２階まで階段で掃除用具（水の入ったバケツ等）を持ち運
ぶ必要があります。

不問

日 有限会社　志渡鉄工所
隔　週

秋田市川尻町字大川反１７０－５２

7人 018-823-6659

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14600881

用務員

・校内環境整備（道路清掃、草刈、立木の整備等）
・給食配送及び準備（学校敷地内での軽トラ運転有）
・各校園の小破修繕
・その他、担当者から指示のあった事項
・重油の給油に係る立ち合い

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
乙種危険物取扱者
（第４類）

土日祝他 株式会社　エフシービルテック
毎　週

秋田県秋田市仁井田字古川向２２－
４

2人 018-874-9371

不問
67人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-14626281

℡ 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．　７月２６日　㈱ＪＡＷＡ「さらさ秋田駅前」【看護師又は准看護師、介護職員】
　　２．　７月２７日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　３．　７月３０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　４．　７月３１日　㈱キャッスルホテル【ホテル内調理補助、病院・介護施設の調理補助　他】
　　５．　８月　１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】
　　６．　８月　２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】
　　７．　８月　３日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　　８．　８月　６日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　９．　８月　７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】
　１０．　８月　８日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　１１．　８月　９日　横浜電子工業㈱【製造・設備保守、機械設計、電子部品製造】
　１２．　８月１０日　㈲クリーンマジック「ﾊｰﾄﾌﾙｹｱ秋田」【ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護職員、栄養士】
　１３．　８月１７日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）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．　７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７社参加）【警備員】
　２．　８月　８日　ヤマト運輸㈱【荷受作業（イオンモール秋田）】
　

『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 128,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 300,000円～432,300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 (1) 8時40分～17時10分 就業場所
(2) 8時40分～13時10分

時給（月額換算）

1人 192,000円～240,000円
就業場所

正社員以外 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) 8時30分～12時00分

月給

1人 193,000円～290,000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30分 就業場所
(2)11時00分～19時30分

月給

1人 138,000円～138,000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) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分
(3)16時30分～ 9時30分

月給

1人 138,000円～138,000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) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分

月給

1人 128,000円～153,000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50分～17時10分 就業場所

月給

1人 217,000円～217,000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45分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 135,000円～145,800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

月給

1人 123,000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～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

36人 018-883-1909

不問
37人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14561881

雇用・労災・健康・厚生
05010-14555181

スクール運営、経理、
総務

○トラパンツコンテンツスクールおよびトラパンツ本社でスクー
ルの運営や本社の経理総務を担当していただきます。
・スクール運営、電話来客対応、経理、労務、人事、社内スケ
ジュール調整、帳票作成、制作チームのフォローなどをチー
ム全体で進めていきます。
・パソコンを使用した作業が多いです。メール送受信や、オ
フィス系ソフトを主に使用します。
＊詳細は弊社ＨＰにて（必ず確認してください）
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｏｒａｐａｎｔｓ．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

隔　週
秋田県秋田市土崎港相染町字沖谷
地１５０－２

15人 018-845-1200

事務経験のある方
（パソコン、簿記等）

70人 秋田県秋田市

6,571人 秋田県潟上市
平成30年9月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14560781

一般事務

○一般事務として次の業務に従事していただきます。
・請求書発行
・日報整理（パソコン打ち込み）
・入出金伝票、振替伝票起票
・銀行用務や社内の買い物（社用車使用）
・電話、来客応対
・事務室内の清掃
・その他付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　今野運輸　秋田営業所

業務リーダー（高齢・障
害者雇用管理支援）

○高齢者及び障害者雇用を考えている事業所に関する相談
や啓発活動（事例収集等を含む）、関係行事の運営に関する
業務を担当していただきます。

＊企業訪問、関係行政機関との連絡調整などもあります。
＊外出用務時は社有車使用（ＡＴ車）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 独立行政法人　高齢・障害・求職者
雇用支援機構　秋田支部毎　週
秋田県潟上市天王字上北野４－１４
３

55人 018-873-3177

パソコン（Ｗ／Ｅ）の
使用経験のある方
＊管理職経験者歓
迎

12人 018-867-8551

ワード・エクセル出
来る方

97人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010-14531381

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14557381

事務員（自動車教習
所）

○「八郎潟太平自動車学校」において、事務業務に従事して
いただきます。
・生徒の入校受付事務　・電話応対　・予約の確認
・伝票整理　・ＰＣ入力作業（資料作成等）
・銀行等への外出用務（社用車使用）
・現金授受
＊事務は現在２名体制　　＊制服貸与

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 協業組合　三交モータース商会
隔　週

秋田県秋田市寺内字三千刈１２０番
地５

隔　週
秋田県秋田市山内字上台１５－２

7人 018-827-2310

不問
46人 秋田県秋田市

46人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14539181

生活支援員

○知的障害者に対する支援業務に従事していただきます。
・一般的な生活支援業務
・豆腐、惣菜製造の補助及び販売補助業務
・配達等で社用車を使用する場合があります。

＊１年ごとの契約更新
　（支援員経験のある方は正社員採用の場合あり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 社会福祉法人　一羊会　杉の木園

生活支援員・宿直員

○知的障害者（２５名）の生活支援
・一般的な生活支援（食事・排泄等）
・作業、運動等の支援（畑作業、軽作業等）
・利用者の送迎あり（ワゴン車・軽自動車／ＡＴ）　
○ショートステイにおける宿直業務
＊就業時間（３）の業務（月１～２回程度）
　利用者の生活支援（洗面・入浴の介助、食堂への付き添
い）、清掃等＊１年毎の契約更新
※支援員経験のある方は、正社員での雇用の場合あり。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 社会福祉法人　一羊会　杉の木園
その他

秋田県秋田市山内字上台１５－２

16人 018-827-2310

不問

20人 018-892-6123

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14569481

雇用・労災・健康・厚生
05010-14571181

臨床工学技士

○臨床工学技士に関わる各種業務（透析業務等）をしていた
だきます。
・透析管理
・患者の対応等、付随する業務

＊白衣貸与します。

臨床工学技士

日他 医療法人　淞秋会　おのば腎泌尿器
科クリニック毎　週
秋田県秋田市仁井田字中新田８０

その他
秋田県秋田市泉北三丁目１７－１０

7人 018-838-6500

不問
7人 秋田県秋田市

470人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14534581

看護師・准看護師

○内科、外科、小児科の外来看護業務
・患者さんの予診、医師の診療補助
・検温、注射、医療機器の準備
・夜勤はありません。

＊就業時間（１）月・火・木・金
　　　　　（２）水・土

看護師又は、准看
護師免許

日祝他 すずきクリニック

薬剤師（三楽園）


○施設内の薬剤業務全般
・調剤
・配薬
・薬の管理、発注
・服用指導　
　　　　　　　など

薬剤師免許

他 医療法人　久盛会（介護老人保健施
設　三楽園）その他
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

130人 018-857-3101

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

Ｗｅｂプログラマー、開
発エンジニア

○トラパンツ本社プログラミング部門を担当していただきま
す。ＨＴＭＬコーディング、システム開発、ＰＨＰプログラミング、
アプリ開発など。
・応募に経験の深度は問いません。
★社内外での勉強会・交流会など不定期に開催し、スキル
アップや業種間交流につなげています
★官公庁、総合病院、醸造元、美容関連、福祉施設、空港、
ホテルなど、県内のお客様を中心にお仕事をいただいており
ます。
＊詳細は弊社ホームページにて。（必ず確認してください）

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

36人 018-883-1909

不問
37人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14562281

℡ 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 138,500円～138,500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

時給（月額換算）

1人 168,053円～168,053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
(2) 9時00分～18時00分

月給

1人 170,000円～250,000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50分～17時30分 就業場所

月給

1人 219,688円～240,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 170,000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 64歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)11時30分～20時30分

月給

1人 150,000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 69歳以下 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～450,000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

2人 240,000円～310,000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

2人 300,000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 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 153,900円～196,000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)10時00分～19時00分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)13時00分～22時00分

月給

1人 143,500円～145,000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30分～15時30分 就業場所
(2) 8時30分～16時30分
(3)10時30分～18時30分

秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14529781

介護員

○病棟にて介護業務全般を担当していただきます。
・入院患者の食事介助、入浴介助、オムツ交換、ベットメイ
ク、身の回りの世話など

＊病床数：１０７床（１Ｆ～５Ｆ）
　１勤務あたり、職員１７名体制（早番、遅番、夜勤含む）
＊夜勤　月５～６回程度
＊制服貸与（クリーニングは病院で行います）

不問

他 医療法人　梅栄会　細谷病院
その他

秋田県秋田市南通宮田３番１０号

92人 018-833-3455

不問

28人 018-831-1010

85人 秋田県秋田市

92人

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14527581

雇用・労災・健康・厚生
04010-49827581

介護職員

○地域密着型特別養護老人ホーム「うぐいす城東」において
入居者への介護業務及びケアの提供を行います。
・入浴、食事、排泄等の介助
・身の回りのお世話
・その他付随する業務

＊２９床（定員）を職員２８名で対応してます。

他 社会福祉法人　賛成福祉会
地域密着型特別養護老人ホーム　うその他
秋田市広面字宮田３２番地１

その他
宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目４
－１３

4人 022-284-1188

不問
86人 秋田県秋田市

96人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-49826981

営業（幹部候補）［秋田
市］

・大手ハウスメーカーや地元工務店等への法人ルート営業が
主業務です。
・キッチン・バスなどの住設商品販売・設置から住宅新築、リ
フォームを行っています。
・営業担当社員には、実績に応じて３ヶ月毎に達成賞・貢献
賞が支給されます（特別賞与とは別口で支給、支給実績は特
記事項欄参照）。
＊施工管理業務経験者を業務拡大に伴い急募します。また、
優遇致します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　オーカム

営業［秋田市］

・大手ハウスメーカーや地元工務店等への法人ルート営業が
主業務です。
・キッチン・バスなどの住設販売商品・設置から住宅新築、　リ
フォームを行っています。
・営業担当社員には、実績に応じて３ヶ月毎に達成賞・貢献
賞が支給されます（特別賞与とは別口で支給、支給実績は特
記事項欄参照）。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　オーカム
その他

宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目４
－１３

6人 022-284-1188

不問

5人 018-866-9280

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14528481

雇用・労災・健康・厚生
05010-14554281

ホームアドバイザー

○木造一般住宅のホームアドバイザー業務に従事していた
だきます。
・内覧会やモデルルームに来場されたお客様からの、問い合
わせに対する接客対応
・住宅ローン資金計画の相談業務　・その他、付随する業務
＊内覧会やモデルルームを訪れたお客様への対応であり、
外回りによる飛び込み営業はありません。
＊会社全体の目標はありますが、個々の従業員のノルマは
ありません。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）＊宅
地建物取引主任者
資格があれば尚可

水日 株式会社　吉兆ホーム
毎　週

秋田県秋田市泉北４丁目３－２８

毎　週
秋田市外旭川字野村２０１番地

4人 018-827-3788

7人 秋田県秋田市

28人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05030- 3686881

生命保険及び損害保
険商品の販売と保全手
続き【正社員】

○生保・損保・自動車等あらゆる保険商品の新規契約及び既
　契約者への満期管理と保全を行います。

・営業範囲は秋田県内全域です（自家用車使用：手当無し）
・業務ではＰＣ専用ソフトを使用しますが指導いたします。

生命保険一般課程および損害保険募集人
普通自動車運転免許



業種問わず営業経
験がある方

土日祝他 株式会社　インテライフ

婦人服販売「ロぺピク
ニック秋田店」アルス２
Ｆ

◆婦人服販売および商品管理などの業務に従事していただ
きます

※経験・能力などを考慮し、賃金の月額を決定します
※試用期間；３ヶ月間あります（その間、賃金等同一条件）
※備考欄の応募方法をご参照ください
　　　　　≪急　　　募≫

不問

他 株式会社　インテレクション
その他

秋田県大館市字桂城１３

5人 090-2913-5009

不問

4人 018-883-0511

不問
300人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14553881

雇用・労災・健康・厚生
05010-14566681

損害調査査定員

○自動車事故による構築物の損害調査査定
○地震や台風等による建物、家具の損害調査
・保険会社からの連絡により現場に出向き、状況確認を行う
＊状況により当事者からの聞取りあり。
・報告書を作成し査定内容を保険会社に説明。
・日報作成あり
＊報告書等はＰＣで作成します。
＊先輩社員同行によるＯＪＴ研修も実施します。
＊現場には自家用車を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊自家用車持込み
可能な方尚可

土日祝 株式会社　廣建　秋田サービスセン
ター毎　週
秋田県秋田市山王６丁目１－２４　山
王セントラルビル５階

毎　週
秋田県秋田市山王沼田町６－３４

17人 018-862-3019

パソコン操作できる
方（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ程
度）
経験者優遇

1,297人 秋田県秋田市

39人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14559981

会計事務所職員

○顧客を訪問し、会計資料の確認、事務改善指導及び経営
指
　導等を行います。
・法人、個人の決算書、申告書等の作成
・パソコンへの各種データの入力作業など
・その他、付随する業務

＊自家用車使用（ガソリン代実費相当分支給）


日商簿記２級以上
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 辻・本郷税理士法人

経理・営業事務

○総務全般、経理財務、営業事務に従事していただきます。
・人事・給料業務
・経理・会計・インターネットバンキング等
・請求書業務

　※上記経験者希望

日商簿記３級以上

日祝他 秋田港北トラック　株式会社
隔　週

秋田県秋田市土崎港西４丁目６－４
４

39人 018-845-0711

経理業務経験者

31人 秋田県秋田市

パソコン操作（エク
セル）充分出来る
方
パソコン関係有資
格者尚可

○一般事務に従事して頂きます。
・得意先からの受注管理
・売掛金管理
・納品書、請求書の発行、データ入力
・電話応対
・その他、付随する業務

※パソコンソフト「カシオ楽一」使用

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14575981

土日祝他 秋田科学物産　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目６－２１

31人 018-823-7571

・介護職員初任者
研修（ホームヘル
パー２級）以上また
は介護　職員基礎
研修以上修了者ま
たは介護福祉士　
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求人事業所名
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求人番号

一般事務



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 172,000円～221,000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) 8時50分～17時10分 就業場所
(2)12時00分～20時00分
(3) 6時00分～14時00分

月給

1人 142,000円～166,000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50分～17時10分 就業場所
(2)12時00分～20時00分
(3) 6時00分～14時00分

月給

1人 156,000円～190,000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 182,760円～262,500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) 6時30分～15時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)12時00分～21時30分

月給

1人 138,000円～138,000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) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 170,000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 就業場所

年俸（月額換算）

1人 170,000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 18歳以上 (1) 6時00分～14時30分 就業場所
(2)13時00分～21時30分
(3)12時00分～11時59分

月給

1人 163,000円～163,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 61歳以下 就業場所

時給（月額換算）

1人 171,200円～171,200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～207,000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) 7時00分～15時15分 就業場所
(2)15時00分～23時15分
(3)23時00分～ 7時15分

116人 018-878-6188

不問
190人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14567981

1ヶ月
労災

05011-  999081

プラスチック成形作業
者

○プラスチック成形作業を担当していただきます。
・射出成形機や、自動機械のオペレーター業務及び生産工程
（材料供給・仕分け等）に係る作業

＊他の部署での作業の特性を理解するために、研修制度が
あ
　ります。

不問

他 フカイ工業　株式会社　秋田工場
その他

秋田県潟上市天王字上江川４７－１
６１２

毎　週
秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目６
０番地

57人 0185-45-2215

不問
57人 秋田県南秋田郡大潟村

1,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-49796581

精米作業（アルバイト）

○玄米を白米にする精米作業　　　　　
＊９月中旬から約１ヶ月間のアルバイト雇用です。
１．稲刈り期間の作業となりますので、雇用開始日について
は追って連絡いたします。
２．天候などによって、勤務時間が変更になる場合がありま
す。
３．残業勤務のできる方を希望します。
○表示している賃金は、実働８時間以内の時給です。
　残業、深夜勤務、休日出勤の場合は、定められた割増賃金
を支給します。

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 株式会社　大潟村カントリーエレベー
ター公社

（請）社員寮住込み管
理業務［秋田市】

◎大手企業男子単身寮の管理業務全般を住込みで行って頂
きます。
　・単身者１名の募集です。
　・施設の規模は２０室程度です。
　・朝、夕の食事提供、食材購入・調理業務をお願いします。
　・食事は家庭料理的な物で現時点での食事数は１食あたり
１０食程度です。

※マイカー所有者歓迎＜食材購入時に使用の為＞

普通自動車運転免
許＜食材購入等に
使用＞ＡＴ限定可

土日祝他 株式会社　あなぶき社宅サービス
東北支店毎　週
宮城県仙台市青葉区中央３－４－１
２　仙台ＳＳスチールビル２　８階

3人 022-208-7575

調理経験者。施設
管理経験あれば尚
可。

157人 018-862-1515

不問
157人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14577481

雇用・労災・健康・厚生
05010-14578781

フロント

○フロント全般の業務に従事していただきます。
・チェックイン、チェックアウトの対応
・宿泊の受付、手配などの営業事務
・費用精算業務
・電話の交換業務
・その他付随する業務
＊就業時間は（１）～（３）のシフト制となります。

不問

他 株式会社　アキタパークホテル・マ
ネージメントその他
秋田県秋田市山王４丁目５－１０

その他
秋田県秋田市山王４丁目５－１０

157人 018-862-1515

不問
157人 秋田県秋田市

46人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14558681

サービススタッフ（料飲
部門）

○サービス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。
・レストランでのサービス業務一般
・ケータリング（料理配達）
　社用車（ＡＴ車、ＭＴ車使用）
・宴会サービス業務
・その他、付随する業務


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　アキタパークホテル・マ
ネージメント

ホール兼調理補助

○施設において当施設利用者とホール係を担当していただき
ます。（調理補助業務あり）
・案内、注文受け・料理の提供
・レジ会計・食器洗浄
・後片付け、清掃・調理補助

※１年毎の契約更新

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 社会福祉法人　一羊会　杉の木園
隔　週

秋田県秋田市山内字上台１５－２

9人 018-827-2310

不問

190人 018-832-0038

不問
1,600人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14535481

雇用・労災・健康・厚生
05010-14564081

中国料理調理係（正社
員）

○中国料理係として、レストラン・宴会場に提供する
　中国料理の調理業務に従事していただきます。
 不問

他 日本ビューホテル株式会社　秋田
ビューホテルその他
秋田県秋田市中通２丁目６－１

その他
秋田県秋田市仁井田字大野１７４－
３

10人 018-839-4600

不問
38人 秋田県秋田市

470人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14537881

介護職員

○デイサービス（定員２０名）での介護業務
・食事や入浴、排泄、移動、移乗介助など利用者様の日常生
活で必要な援助を行っていただきます。自立した方も多く　和
気あいあいとした雰囲気で笑いのたえない職場です。介護が
初めての方でも挑戦しやすいと思います。
・その他付随する業務（レクリエーション、送迎など）＊日曜日
休み・日勤のみ＊社用車（ＡＴ車）使用（軽自動車、小型の１Ｂ
ＯＸ）＊介護職員の体制は４～６人（その日の利用者の状況
による）程度です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　コリウス

介護員（三楽園）

○施設入所者（１５０床）への介護業務全般を担当していただ
きます。
・食事、入浴、排泄の介助
・その他、介護業務に付随する業務

＊就業時間は（１）～（４）の交替制
＊夜勤は看護・介護職員の９名体制です。

不問

他 医療法人　久盛会（介護老人保健施
設　三楽園）その他
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

130人 018-857-3101

不問

不問
470人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14536781

介護福祉士

他 医療法人　久盛会（介護老人保健施
設　三楽園）その他
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

130人 018-857-3101

平成30年7月25日発行（平成30年7月24日受付分)　Ｎｏ．３
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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

介護福祉士（三楽園）

○施設入所者（１５０床）への介護業務全般を担当していただ
きます。
・食事、入浴、排泄の介助
・その他、介護業務に付随する業務

＊就業時間は（１）～（４）の交替制
＊夜勤は看護・介護職員の９名体制です。

℡ 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）

2人 156,240円～156,240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 180,000円～250,000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00分 就業場所

月給

2人 170,000円～170,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05010-14580181

その他
秋田県秋田市将軍野東２丁目８－１
６

10人 018-845-4019

不問
10人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14530081

配送・クリーニング作業
員

○布団、絨毯、マットレス等のクリーニング専門工場です。
・取引先クリーニング店や学校、病院、福祉施設等から布団、
マットレス等を回収し、クリーニング後に配送します。一般家
庭からの注文対応も若干あります。　・市町村からの委託業
務として年に数回、在宅介護者を対象にクリーニング品の回
収、配送も行っています。電話で事前に訪問日を連絡する作
業もあります。
＊秋田市内が中心で県内が営業区域です。＊主にワンボッ
クスバン、必要に応じて２ｔトラックを使用＊配送が少ない時期
は、クリーニング作業もあります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　鈴木ファクトリー

設備工（水道衛生工
事）

・管工事
・給排水工事
・衛生設備工事（トイレ、洗面）
・水道工事（給水給湯配管）
・冷暖房工事
・社用車使用（ＭＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　秋南水道施設工業
その他

秋田県秋田市仁井田本町一丁目１９
－１８

4人 018-829-0511

不問

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年8月6日～平
成30年9月28日 雇用・労災

05010-14545881

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

4ページ中 4ページ
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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

塗装工程の補助作業
【秋田市】

○製品の塗装工程での補助作業をしていただきます。
・塗装する機械へ製品をセットしたり、機械の塗り残しをハケ
を使って加工したりする作業。
・重量物の移動あり。

※その他付随する作業あり。
※体力に自信のある方、歓迎！

　　　　●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．　７月２５日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　２．　７月２６日　㈱ＪＡＷＡ「さらさ秋田駅前」【看護師又は准看護師、介護職員】
　　３．　７月２７日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　４．　７月３０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　５．　７月３１日　㈱キャッスルホテル【ホテル内調理補助、病院・介護施設の調理補助　他】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）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．　７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７社参加）【警備員】
　

『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

時給

1人 1,200円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時00分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時00分

時給

2人 2,000円～2,000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) 6時00分～ 9時00分 就業場所

時給

1人 770円～770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 750円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

10人 1,000円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給

10人 1,000円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 7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

日雇 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

1人 738円～738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)15時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 738円～738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) 7時00分～ 9時00分 就業場所

時給

1人 800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) 5時00分～10時00分 就業場所

237人 018-869-5566

不問
237人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14574681

～平成31年2月28日
労災

15010-28316181

商品仕分け・配送

○取引先に納品する青果の仕分け作業と配送に従事してい
ただききます。
・注文をもとに野菜・果物を仕分けし、４ｔ車ないし２ｔ車にて県
内スーパーへ配送します。

中型免許（８ｔ限定
可）
フォークリフト運転
資格者優遇

日祝他 株式会社　松紀
毎　週

秋田県秋田市外旭川字待合２８

その他
新潟市中央区山二ツ５７６番地１１号

3人 025-287-1251

不問
269人 秋田県潟上市

269人 新潟県新潟市中央区
～平成31年2月28日

労災
15010-28311581

（請）クリーンクルー（秋
田県潟上市）

店内の一般清掃作業。
・トイレ清掃（店内・従業員）
・ゴミ回収（店内・従業員）
・機械による清掃作業

＊明るく元気な対応ができる方
＊業務上車を使用する機会：無

不問

他 株式会社　ニュースペース

（請）クリーンクルー（秋
田市外旭川）

店内の一般清掃作業。
・トイレ清掃（店内・従業員）
・ゴミ回収（店内・従業員）

＊明るく元気な対応ができる方
＊業務上車を使用する機会：無

不問

月日 株式会社　ニュースペース
その他

新潟市中央区山二ツ５７６番地１１号

4人 025-287-1251

不問

7人 018-857-5311

不問
181人 秋田県秋田市

平成30年7月25日～平
成30年8月18日 労災

05010-14532681

平成30年8月10日～平
成30年8月16日 労災

05010-14556081

観光土産品の配送助
手（７／２５～８／１８）
≪急募≫

・秋田県内全域の駅、空港、道の駅、ホテル等、観光施設に
商品を納品する際の、配達助手に従事していただきます。運
転業務はありません。
・倉庫内の荷受けまたは倉庫整理
＊７／２５以降の応募も可能です。
＊７／２５～８／１８を予定していますが、１週間程度延長とな
る可能性もあります。
＊取り扱う荷物は５～１０ｋｇ程度で台車を使用して作業しま
す。

不問

日他 アイビー　株式会社　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市寺内堂ノ沢３丁目１番
７号

その他
秋田市卸町２丁目２－７　秋田まるご
と市場内

9人 018-824-5939

不問
9人 秋田県秋田市

11人 秋田県秋田市
平成30年8月10日～平
成30年8月16日 労災

05010-14550581

魚・鮨の盛り付け、値付
け等　【短期】

○鮮魚パック、鮨の調理
○商品パック、値付け等

＊８月１０日（金）～８月１６日（木）までの短期勤務です（詳細
は面接時に説明します）

＊学生アルバイト（高校生・大学生）も歓迎します。

不問

他 株式会社　仙台北辰　魚の北辰秋田
店

魚・鮨の盛り付け、値付
け等　【短期】

○鮮魚パック、鮨の調理
○商品パック、値付け等

＊８月１０日（金）～８月１６日（木）までの短期勤務です
（詳細は面接時に説明します）

＊学生アルバイト（高校、大学）も歓迎します。

不問

他 株式会社　仙台北辰　秋田西武店
その他

秋田市中通２－６－１　秋田西武店Ｂ
１Ｆ

11人 018-831-8744

不問

190人 018-832-0038

不問
1,600人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14538281

平成30年8月20日～平
成31年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14565381

中華調理係

○中華の調理係
・調理人の指示のもと、調理をしていただきます。
・主に、盛付け・洗い物作業になります。

＊１日、５～８時間の勤務です。
＊調理経験者は優遇します。
＊６ヶ月毎の契約更新になります。

不問

他 日本ビューホテル株式会社　秋田
ビューホテル毎　週
秋田県秋田市中通２丁目６－１

毎　週
秋田県秋田市山王３丁目２－１

9人 018-863-1212

パソコン入力程度
（特別なスキルは
必要ありません）

2,208人 秋田県秋田市

74人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-14576581

銀行本部業務（ダイレク
トバンキングセンター）

○ダイレクトバンキングセンター業務
・ＩＢ新規申込および解約処理手続き
・ＩＢ契約先の諸届手続き（住所変更等）
・為替オペレーション（他行照会の回答処理等）
（注）ＩＢ　インターネットバンキング

＊契約更新となった場合は６ヶ月。その後に契約更新する場
合は１年毎。
＊勤務時間、勤務日数とも相談可。

不問

土日祝 株式会社　秋田銀行

看護師


○有料老人ホームでの看護・介護業務に従事していただきま
す。
○併設される訪問看護ステーション、訪問介護事業所での看
護・介護業務

看護師

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　いいじま毎　週
秋田県秋田市飯島字飯田水尻５０１
－１

20人 018-838-7011

パソコンの操作

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14572081

看護師又は、准看
護師

日祝他 すずきクリニック
その他

秋田県秋田市泉北三丁目１７－１０

7人 018-838-6500

平成30年7月25日発行（平成30年7月24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

看護師・准看護師

○内科、外科、小児科の外来看護業務
・患者さんの予診、医師の診療補助
・検温、注射、医療機器の準備
・夜勤はありません。

＊就業時間（１）月・火・木・金（２）水・土

℡ 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

3人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所
不問

157人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14579881

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　アキタパークホテル・マ
ネージメント毎　週
秋田県秋田市山王４丁目５－１０

157人 018-862-1515

2ページ中 2ページ

平成30年7月25日発行（平成30年7月24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

サービススタッフ（パー
ト）
　【料飲部門】

○サービス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。
・レストランでのサービス業務一般
・ケータリング（料理配達）
　社用車（ＡＴ車、ＭＴ車使用）
・宴会サービス業務
・その他、付随する業務


　　　　●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．　７月２５日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　２．　７月２６日　㈱ＪＡＷＡ「さらさ秋田駅前」【看護師又は准看護師、介護職員】
　　３．　７月２７日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　４．　７月３０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　５．　７月３１日　㈱キャッスルホテル【ホテル内調理補助、病院・介護施設の調理補助　他】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）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．　７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７社参加）【警備員】
　

『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 262,900円～262,900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15分～17時15分 就業場所

月給

1人 193,900円～193,900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15分～17時15分 就業場所

月給

1人 180,000円～250,000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) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時30分
(3) 9時00分～13時00分

月給

1人 130,000円～140,000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～17時00分 就業場所
(2)12時00分～20時00分

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 150,000円～175,000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00分 就業場所

月給

1人 165,000円～225,000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

5人 170,800円～206,500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15分 就業場所

月給

2人 160,000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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000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 35歳以下 (1) 9時15分～18時05分 就業場所

29人 018-880-5873

不問
211人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14466281

雇用・労災・健康・厚生
05010-14524381

カーライフアドバイザー
（営業）

○自動車の販売及び接客業務に従事していただきます。
・ショールームでのお客様対応
　お茶出しや要件伺い、受付、電話応対等
・顧客管理等アフターフォロー
　車の状況把握、車検及び点検等の勧誘活動等
　（電話または訪問による）


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

火他 秋田日産自動車　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋鯲沼町１－５９

その他
秋田県秋田市川尻大川町７－８

5人 018-853-7585

不問
5人 秋田県秋田市

201,032人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-49642481

不動産営業・リフォーム
営業

○不動産及びリフォームの営業を行ってもらいます。
・不動産契約及び付随する関連業務
・工事の仲介
・住宅、店舗の内装工事、リフォーム等の企画、立案
・お客様へのアフターフォロー等
・外出時は自家用車使用（借上車両：ガソリン代支給）
・営業エリアは秋田市内
＊未経験者の方でも丁寧に指導しますので安心してご応募
下さい。

宅地建物取引主任
者（優遇）
普通自動車免許

日祝他 有限会社　トータルホームサービス

ＪＰ金融アドバイザー
［東北エリア／秋田県］

・お客様のお宅や企業の職場にお伺いして、かんぽ生命保険
の商品や投資信託・貯金商品など金融商品を中心に販売す
る職種です。
・職務経歴は問いませんが「金融商品や保険商品について知
識・関心がある方」は特に歓迎します。
＊バイク（スクーター含む）を使用した営業活動がメインとなり
ます。
＊入社直後、基礎研修を行い、生命保険募集人登録などの
各種資格を取得していただきます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）または
原動機付自転車

他 日本郵便　株式会社　東北支社
その他

宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１
－３４

15,668人 022-267-7316

不問

15人 018-824-1300
パソコン基本操作
のできる方（ワー
ド、エクセル、ネット
検索、メール送受
信）

19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14493381

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14522181

ルートセールス

○秋田県内を食品パッケージを主とする包装資材（トレー、
ラップ、ポリ袋等）、副資材及び包装機械の販売営業
・営業先は主に既に取引のあるお客様（量販・小売店、食品
加工場、飲食店など）を定期的に訪問し新商品の案内や受
注・納品（ルート営業）です。・その他付随する業務
＊営業に出る前に（３か月を目安として）習熟の為、商品の配
送・倉庫商品整理などの補助業務を行っていただきます。習
熟度を確認後先輩社員と同行営業し、丁寧に指導いたしま
す。その後担当地区を持って活動します。＊営業業務は社用
車（普通車又は軽自動車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　トミタ
その他

秋田県秋田市向浜１丁目４番９号

隔　週
秋田県潟上市昭和大久保字阿弥陀
堂１００

11人 018-877-3104

簡単なパソコン操
作ができる方

12人 秋田県潟上市

31人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14487981

営業職

○営業職（地区担当セールス）として、顧客管理、配達、アフ
ターサービスに従事していただきます。
・東北地区の一般自転車店、ホームセンター、ディスカウント
ストア等を定期的に訪問し、営業（商品説明）を行います。
・パソコンにて見積書、データ他作成。
・営業、配達は１ＢＯＸ（ＡＴ車）、２ｔトラック（ＭＴ）、４ｔトラック
（ＭＴ）を使用。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）


日祝他 昭和　株式会社

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 秋田県産　株式会社
その他

秋田県秋田市卸町３丁目７－４

15人 018-862-6431

不問

27人 018-862-5983

不問
38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14521281

雇用・労災・健康
05010-14517681

一般事務員

○事務所での電話対応並びに、それに付随する業務
・お客様から電話にて注文を受け、パソコンにて伝票を発行し
ていただきます。（キーボード入力ができる程度の方で　あれ
ば問題ありません）
・請求書の管理
・現金の集計　その他外出用務あり（自家用車使用）
※土日は出勤日となります。
※祝日はシフトにより、年２～３回程度出勤日となります。
※店舗での接客業務は原則ありません。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

火他 株式会社　英雄
その他

秋田県秋田市旭南３丁目７番４８号

その他
秋田市土崎港中央５丁目１０－１４

6人 018-845-0542

不問
6人 秋田県秋田市

170人 秋田県潟上市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14494681

歯科衛生士

○歯科衛生士業務を担当していただきます。
・器具の洗浄と準備
・診療補助
　インプラント手術
　矯正、ホワイトニング
　虫歯治療など
・ブラッシング指導

歯科衛生士免許

日祝他 小澤歯科医院

准看護師（フル、臨時
職員）≪急募≫

○利用者のバイタルサインチェック及び服薬管理他

＊１５～２０名の利用者をスタッフ９名で担当します。
＊６０歳以上の方の応募も歓迎
＊雇用期間は年度更新
＊７月末に退職者を予定のための急募です。

・准看護師
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 社会福祉法人　敬仁会
デイサービスセンターはまなすその他
秋田県潟上市天王字上江川２１２－
２

9人 018-878-6383

不問

平成30年7月24日発行（平成30年7月23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

看護師（フル、臨時職
員）≪急募≫

○利用者のバイタルサインチェック及び服薬管理他

＊１５～２０名の利用者をスタッフ９名で担当します。
＊６０歳以上の方の応募も歓迎
＊雇用期間は年度更新
＊７月末に退職者を予定のための急募です。

・看護師
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 社会福祉法人　敬仁会
デイサービスセンターはまなすその他
秋田県潟上市天王字上江川２１２－
２

9人 018-878-6383

不問
170人 秋田県潟上市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14475181

℡ 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 120,600円～128,640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

月給

3人 168,060円～256,700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 18歳～35歳 (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～ 8時00分

時給（月額換算）

1人 155,775円～155,775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45分 就業場所

月給

1人 155,000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 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～140,000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30分～18時30分 就業場所

月給

1人 155,000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 不問 (1) 8時30分～18時00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
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～ 8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15分～16時45分 就業場所

校務員（嘱託職員）

○学校での印刷、来客等の応接などの業務を行っていただき
ます。

○長期休業など学校が休みの日は休日となります。
・平成３０年度は、１２７日以内の勤務になります。

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

3,496人 秋田県秋田市
平成30年8月27日～平
成31年3月31日

1人 018-888-5803

不問

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14477381

平成30年8月6日～平
成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4100481

雇用・労災・健康・厚生
05010-14519581

製造工（交替制）【秋田
市茨島】

＊シリコン製品製造に伴う業務
　・マシンオペレータ、製品の加工・運搬業務

＊派遣期間：Ｈ３０年８月６日～Ｈ３０年９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１月２２
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

その他
秋田県秋田市飯島字砂田１０４－３

7人 018-880-5657

整備士資格のない
方は整備の実務経
験者

7人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14499881

自動車整備工≪急募
≫

○自動車の整備業務全般に従事していただきます。
・車検および一般整備（主に普通乗用車を扱います）
・洗車作業、納車業務もあります。

＊整備士２・３級資格のある方は優遇します。
　資格のない方は実務経験が必要です。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
自動車整備士２・３
級取得者は優遇

日祝他 株式会社　ローキー

楽器製作・修理

○和楽器の製作、修理に従事していただきます。
　・和楽器の製作、修理　（主に三味線）　・楽器の運搬（県内
外。重量物（１０～１５キロ程度）を運ぶこともあります。）

　・コンサートに関連した業務
　・接客販売
　・商品発送、配達
　・ＰＣ入力（顧客管理、伝票発行等）
＊楽器の運搬や商品配達は社有車（ハイエース）を使用。
＊未経験の方にも丁寧に指導します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　梅屋
毎　週

秋田市中通６丁目４－２３

3人 018-837-6151

パソコン（ワード、エ
クセル）ができる方

7人 018-880-5657

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14520881

平成30年8月6日～平
成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4083381

自動車鈑金・塗装≪急
募≫

○自動車の鈑金・塗装作業全般の業務に従事していただき
ます。
・塗装は手作業と機械作業になります。

＊経験者優遇します。

＊鈑金塗装の経験がなくても丁寧に指導します。
（見習い可）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ローキー
その他

秋田県秋田市飯島字砂田１０４－３

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

7,711人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14465881

製造工（日勤）【秋田市
茨島】

＊シリコン製品製造に伴う業務
　・マシンオペレータ、製品の検査業務

＊派遣期間：Ｈ３０年８月６日～Ｈ３０年９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１月２２
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

機械オペレーター

○石英ルツボの製造業務に係る機械オペレーター、検査作
業員

＊仕事内容の詳細については面接時に説明いたします。

・Ｉ、Ｕ、Ｊターン歓迎

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社ＳＵＭＣＯ　ＪＳＱ事業部
その他

秋田市茨島５丁目１４－３

189人 018-862-1692

不問

不問
725人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14525681

不問

土日祝他 株式会社　友愛ビルサービス
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

3人 018-823-1251

2ページ中 2ページ

平成30年7月24日発行（平成30年7月23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

マンション管理員（秋田
市中通）

○マンション管理・清掃業務を担当していただきます。

【主な仕事の内容】
　・マンション建物管理全般
　・居住者対応、業者対応、清掃業務
　・ゴミの対応、その他緊急対応等

　＊平成３０年８月中の採用予定です。

●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。

　１．　７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７社参加）【警備員】
　

『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

時給

1人 1,170円～1,310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～12時30分 就業場所

時給

1人 900円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～19時00分
(3) 9時00分～13時00分

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

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 就業場所

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 就業場所

時給

1人 950円～950円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 752円～752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

時給

1人 800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 (1) 8時30分～12時30分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分

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 就業場所

日給（時給換算額）

2人 752円～752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15分～12時15分 就業場所

平成30年7月24日発行（平成30年7月23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

看護師（採血室・パー
ト）

○看護業務に従事していただきます。
・外来業務（採血室）
・その他、付随する業務


＊平成３０年８月２７日からの雇用開始となります。

看護師免許


土日祝他 秋田赤十字病院
毎　週

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
２２２－１

945人 018-829-5000

不問
945人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05010-14496581

歯科衛生士又は歯科
助手（経験者優遇）

○歯科衛生士業務又は歯科助手業務を担当していただきま
す。
・器具の洗浄と準備
・診療補助
・受付業務
＊歯科衛生士免許あれば尚可
＊土曜日は月２回の勤務となります。
＊シフト制。就業時間や日数については、相談に応じます。

不問

日祝他 小澤歯科医院
毎　週

秋田市土崎港中央５丁目１０－１４

6人 018-845-0542

不問
6人 秋田県秋田市

平成30年10月1日～
雇用・労災

05010-14516381

一般事務（パート）

・太陽光発電申請書類の作成、提出
・オール電化申請書類の作成、提出
・補助金申請書類の作成、提出
・商品発注

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　楽
毎　週

秋田県秋田市保戸野原の町５－５

10人 018-827-5637

パソコン入力程度
22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14476081

（秋田市）一般事務（総
務部）

○一般事務業務
・ＰＣでのデータ入力管理、書類整理、電話対応、来客受付、
お茶出し等

＊就業時間は相談に応じます。　　　　　　　　　　　　　

＊年度契約（更新制度有り）

不問

土日祝 株式会社　ソユー
毎　週

秋田県秋田市卸町三丁目７番３号

64人 018-824-5111


エクセル・ワード等
基本的なＰＣスキ
ルのある方

860人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-14481881

（秋田市）一般事務（経
理部）

○一般事務業務
・ＰＣでのデータ入力管理、書類整理、電話対応、来客受付、
お茶出し等

＊就業時間は相談に応じます。　　　　　　　　　　　　　

＊年度契約（更新制度有り）

エクセル・ワード等基本的なＰＣスキルのある方

土日祝 株式会社　ソユー
毎　週

秋田県秋田市卸町三丁目７番３号

64人 018-824-5111

860人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-14482281

一般事務（秋田市）

○一般事務に従事していただきます。
・賃貸解約物件に関わる処理
・ＰＣ上での物件情報の修正
・空室一覧表管理
・電話応対、契約書作成
・その他、庶務業務
＊勤務時間はご相談に応じます（週２０時間未満勤務）
例：週４日の場合　１日５時間程度
例：週３日の場合　１日６時間程度

不問

日祝他 マンパワーグループ　株式会社　秋
田支店毎　週
秋田県秋田市中通２丁目３番８号
秋田アトリオンビル１１Ｆ

0人 018-831-1069

ＰＣ基本操作（Ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌ）必須（事
務職経験者　尚可）

1,500人 秋田県秋田市
平成30年8月1日～平
成30年9月30日 労災

05010-14495981

事務担当（臨時職員）

○放射線科に所属し、事務補助の業務に従事していただきま
す。

【主な業務内容】
　・パソコンでの書類作成
　・その他、付随する業務（院内での電話応対、事務補助）

不問

土日祝他 地方独立行政法人　市立秋田総合
病院毎　週
秋田県秋田市川元松丘町４－３０

768人 018-823-4171

パソコン使用経験
があること（エクセ
ル、ワード）

768人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-14485381

医療事務・受付

○クリニック内において医療会計事務及び受付に従事してい
ただきます。
・診療料金の会計処理
・診療報酬請求事務（レセコン使用）
・患者様対応
・クリニック内の清掃
・その他、付随する業務

＊勤務時間・日数等は相談可能です。

不問

日祝他 森川内科・呼吸器科クリニック
その他

秋田県秋田市新屋表町３番１８号

6人 018-888-8363

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14467181

販売スタッフ（カメラの
キタムラ秋田／イオンタ
ウン茨島店）

★全国展開しているカメラのキタムラでのお仕事です★
未経験者大歓迎！
はじめは写真プリントのご案内・受付業務など簡単なお仕事
からスタート！他にもレジ、販売、品出し業務などがあります
専門知識がなくても大丈夫☆楽しい先輩たちがしっかりサ
ポートするので、少しずつ覚えていきましょう！
※親切・丁寧にお教え致しますので、ご安心ください
※詳細は応募の際に必ずご確認ください

不問

他 （株）キタムラ

高知市本町４丁目１－１６高知電気
ビル３Ｆ

5人 045-476-0777

不問
8,718人 秋田県秋田市

平成30年8月27日～平
成30年12月25日 雇用・労災

05010-14479981

6ヶ月
労災

39010-18603181

給食調理員（臨時職
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。

○１日の勤務時間は４時間です。

不問

土日祝他

普通自動車免許
ＡＴ可
＊通常の業務では
使用しませんが、
取引先銀行等への
外出の　際、社有
車での移動が前提

2人 018-888-5803

不問
3,496人 秋田県秋田市

秋田市教育委員会
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

その他

℡ 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

日給（時給換算額）

3人 752円～752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)13時30分～18時30分 就業場所

月給（時給換算額）

8人 909円～909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)13時30分～18時30分 就業場所
(2) 8時30分～13時30分

月給（時給換算額）

5人 909円～909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)13時30分～18時30分 就業場所
(2)14時00分～18時30分
(3) 8時30分～13時30分

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 不問 (1)16時00分～18時00分 就業場所

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) 9時00分～13時00分 就業場所

時給

1人 790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 64歳以下 (1)13時00分～16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 18歳以上 就業場所

2ページ中 2ページ

平成30年7月24日発行（平成30年7月23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

児童館補助員（臨時職
員）

○児童館補助員業務に従事していただきます。
［仕事内容詳細］
・児童館で、児童厚生員の助言を受け、児童へ遊びの指導を
したり、子供達の安全管理及び施設の管理等を行います。

・掃除や一般利用貸し出しの手続き等、事務補助的な作業も
あります。

不問

土日祝他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

3人 018-866-2012

不問
3,360人 秋田県秋田市

平成30年9月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災

05010-14488581

児童厚生員（Ｂ）

○児童厚生員業務に従事していただきます。
［仕事内容詳細］
・児童館で、児童へ遊びの指導をしたり、子供達の安全管理
および施設の管理等を行います。

＊２～３名体制での業務となります。
＊雇用期間は、年度毎の契約更新となります。
（更新時の断続なし、雇用期間上限なし）

保育士資格・幼稚
園教諭免許・教員
免許
いずれかの資格を
持っている方

日祝他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

2人 018-866-2012

不問
3,360人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
公災

05010-14489481

児童厚生員（Ａ）

○児童厚生員業務に従事していただきます。
［仕事内容詳細］
・児童館で、児童へ遊びの指導をしたり、子供達の安全管理
および施設の管理等を行います。

＊２～３名体制での業務となります。
＊雇用期間は、年度毎の契約更新となります。
（更新時の断続なし、雇用期間上限なし）

保育士資格・幼稚
園教諭免許・教員
免許
いずれかの資格を
持っている方

日祝他 秋田市役所
な　し

秋田県秋田市山王１丁目１－１

2人 018-866-2012

不問
3,360人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・公災・健康・厚生

05010-14490281

送迎車運転手（りらっく
す倶楽部）

○ディサービス利用者の送迎業務および付帯業務を担当し
ていただきます。
・送迎車の運転（主にキャラバンクラスの１ＢＯＸカー。利用者
６～８名乗り。主に秋田市内が送迎の範囲となります。）
・送迎車の日常的な点検および車内の清掃
※基本的に介助員が同乗しますので、介助業務はありませ
ん。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

70人 018-833-7171

不問
70人 秋田県秋田市

労災
05010-14468081

〔契約〕商品管理職／
秋田市

医薬品倉庫内における入出庫作業および商品管理など

不問

日祝他 株式会社　メディセオ
毎　週

東京都中央区八重洲２－７－１５

97人 03-3517-5051

不問
5,691人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災

13010-90758081

清掃業務（テナントビル
３件）（午後）

○大町・川反地区の近隣３つのテナントビルの清掃です。
・廊下、階段等共用部分の清掃

＊３ヶ所のビルを火・木・土曜日の週３日清掃します。

＊午後３時間のお仕事です。

＊勤務中、禁煙に対応できる方を希望します。

不問

月水金日 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズ毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

2人 018-862-3251

不問
476人 秋田県秋田市

労災
05010-14523081

食品の品出し（ナイト）

○食品オペレーションを行っていただきます。
・夜の食料品の品だし・運搬・陳列作業

＊１７時から２３時の間の５時間勤務となります。
＊週５日程度の勤務となります。

※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
68,927人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-14486681

　　　　●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．　７月２４日　㈱全建【大型ウイング乗務員、トレーラー乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
　　２．　７月２５日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　３．　７月２６日　㈱ＪＡＷＡ「さらさ秋田駅前」【看護師又は准看護師、介護職員】
　　４．　７月２７日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　５．　７月３０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　６．　７月３１日　㈱キャッスルホテル【ホテル内調理補助、病院・介護施設の調理補助　他】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）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

2人 210,100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 不問 (1) 7時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 155,000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 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 220,000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) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 240,000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 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 175,000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 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 220,000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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 175,000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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 197,500円～197,500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15分 就業場所

月給

1人 120,000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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分

日給（月額換算）

1人 132,804円～132,804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

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14379181

・１級、２級土木施
工管理技士
・普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 ケン開発　株式会社
その他

秋田県秋田市下新城長岡字毛無谷
地５６－１

8人 018-872-1180

平成30年7月23日発行（平成30年7月20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

土木施工管理

○当社で行なう各種業務に従事していただきます。
【主な業務内容】
・土木施工管理

＊活動エリア：秋田県内
　

＊社用車使用（２ｔ～４ｔ　ＭＴトラック）

システムエンジニア、プ
ログラマー

オフィス、工場、学校等業務のＩＴ化システム構築
（打合せ、入出力画面レイアウト作成、データベース設計、プ
ログラミング、動作テスト） 不問

土日祝他 株式会社　グランテクニカ
毎　週

秋田県秋田市山王２－１－５４　三交
ビル６Ｆ

2人 018-863-1411

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14428381

理学療法士又は作業
療法士（外旭川病院）

○入院患者様への理学療法と作業療法
・基本動作練習
・日常生活活動の練習
・ベット上での関節可動域練習など

理学療法士又は作
業療法士

日祝他 医療法人　惇慧会
その他

秋田県秋田市外旭川字三後田１４２

218人 018-868-5511

不問
285人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14437681

管理栄養士（秋田市）

請負先において下記の業務を行っていただきます。
・入院患者様への食事提供業務
・調理、盛付、食器洗浄、帳票作成
・献立作成、栄養管理業務全般


＊入院患者数：６００名程度

管理栄養士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

63人 019-629-2384

病院給食５年以上
44,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010-18020781

生活相談員（デイサー
ビスセンター）【急募】

・利用者様の利用相談、事前訪問、ご家族、ケアマネージャーとの連
絡、調整
・介護計画等の作成
・介護業務全般の補助（食事、入浴、排せつ等）
・送迎業務（社用車使用：ワンボックス・軽　ＡＴ車）
＊定員２３名の利用者を７～８名のスタッフでお世話します。
＊コミュニケーションを重視して選考いたします。
・普通自動車免許（ＡＴ限定可
・社会福祉士または社会福祉主事任用資格
＊求人条件特記事項欄参照

日他 株式会社　みらい
毎　週

秋田県秋田市川尻上野町１－１９

24人 018-896-6226

介護支援専門員実
務経験１年以上
　＊求人条件特記
事項欄参照　

24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14449781

介護支援専門員

・小規模多機能型居宅介護事業所において、泊まり及び
通所で利用するお客様及びその家族からの相談を受け介護
サービスのケアプランを作成します。
・社用車使用



普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護支援専門員

他 株式会社　うめの木園
小規模多機能型居宅介護事業所毎　週
秋田県秋田市添川字添川１７０－２１

17人 018-869-7776

不問
104人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14423781

介護支援専門員　≪急
募≫

・居宅介護サービス計画書の策定および相談業務。
・要介護認定申請代行、利用者宅訪問、ほか関係機関との
連携等に関わる業務。
・移動は社有車（ＡＴ車）もしくはマイカー使用（ガソリン代支
給）




介護支援専門員
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 株式会社　みらい
毎　週

秋田県秋田市川尻上野町１－１９

24人 018-896-6226

不問
24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14450081

一般事務（嘱託職員）

学生課事務補助
・窓口対応（主に学生）
・学生の厚生・就職・教務支援業務
・各種書類作成・管理
・その他教務・学生支援に関する業務
企画課事務補助
・事業運営補助
・大学運営事務補助
・施設見学対応業務
・各種書類作成・管理　　　　・その他庶務

不問

土日祝他 公立大学法人　秋田公立美術大学
毎　週

秋田県秋田市新屋大川町１２－３

113人 018-888-8100

・パソコン操作（Ｗｏ
ｒｄ、Ｅｘｃｅｌ等）がで
きること。

113人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14447581

医療事務

○皮膚科医院において、下記の業務に従事していただきます
（仕事詳細）
・患者様の受付業務
・レセプトコンピューター操作入力
・カルテ整理
・会計レジ操作
・予約診療のための電話応対
・その他、付随する業務

不問

日祝他 医療法人　岡田医院
その他

秋田県秋田市中通４丁目１－４１

9人 018-834-3131

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14390581

看護補助者（事務的業
務）

○事務業務に従事していただきます。
・電話対応、面会者への対応
・入院患者の病棟案内、オリエンテーション
・入院患者の受入準備
・退院患者ファイルの整理等

＊平成３０年８月２０日からの雇用開始です。


不問

土日祝他 秋田赤十字病院
毎　週

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
２２２－１

945人 018-829-5000

パソコン（Ｗｏｒｄ・Ｅ
ｘｃｅｌ）が出来る方
必須

945人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14438981

℡ 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 170,000円～250,000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50分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～150,000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～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 176,000円～211,200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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 165,200円～166,200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 18歳～62歳 (1) 9時00分～ 8時59分 就業場所
(2) 0時00分～ 9時00分
(3) 9時00分～18時00分

時給（月額換算）

1人 149,760円～149,760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30分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

3人 202,000円～202,000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 64歳以下 (1) 8時35分～17時00分 就業場所
(2) 8時35分～15時00分

月給

1人 184,000円～219,000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)10時00分～18時20分 就業場所

月給

2人 187,000円～263,000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 39歳以下 (1) 9時00分～18時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 133,250円～133,250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 202,000円～212,000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 160,000円～190,000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

5ページ中 2ページ

平成30年7月23日発行（平成30年7月20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

会計事務所職員

○顧客を訪問し、会計資料の確認、事務改善指導及び経営
指
　導等を行います。
・法人、個人の決算書、申告書等の作成
・パソコンへの各種データの入力作業など
・その他、付随する業務

＊自家用車使用（ガソリン代実費相当分支給）


日商簿記２級以上
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 辻・本郷税理士法人
毎　週

秋田県秋田市山王沼田町６－３４

17人 018-862-3019

パソコン操作できる
方（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ程
度）
経験者優遇

1,297人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14448481

店舗の管理運営（秋田
市）

リテールネット秋田事務所において下記の業務を行っていただきま
す。
秋田県内店舗の売上管理、帳票管理、勤怠管理、販売促進、棚卸
立会。
駅のコンビニ「ニューデイズ」「キオスク」の店舗支援、店舗指導、販
売管理、販売支援（レジ応対等店舗業務を含む）
社用車による店舗巡回、商品・物品運搬（重量物運搬有）がありま
す。
尚、約１年間は駅のコンビニ「ニューデイズ」・「キオスク」でのレジ応
対、商品管理、店舗清掃等の販売業務を行っていただきます。

普通運転免許（ＡＴ
限定可）

他 株式会社　ＪＲ東日本リテールネット
盛岡支店その他
岩手県盛岡市盛岡駅前北通５番３３
号

70人 019-653-3206

パソコン操作の出
来る方（Ｗｏｒｄ、Ｅｘ
ｃｅｌ等）

266人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010-18099181

店舗営業販売ラウン
ダー

・県内全域の家電量販店において、ラウンディング業務を主と
してメーカー暖房機器の販売営業をしていただきます。

・週末は店舗内での販売支援で拡販をお願いします。

＊移動は社用車（ＡＴ車）を使用の予定

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社ＮＴＴネクシア　光販売推進
担当　秋田事務所毎　週
秋田県秋田市山王７丁目５－３７　山
王ＭＫビル２－Ａ

10人 018-893-6714

営業または販売の
経験者

9,100人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～平
成31年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14434181

料金所スタッフ（各料金
所）

○有料道路の料金所で通行料金を収受する業務に従事していただ
きます。
・ＥＴＣ機器等の監視
・トラブル対応
・お客様問い合わせ対応
・料金所内外の清掃作業等
・有料道路上の移動のため社有車（ＡＴ限定可）使用
・その他、付随する業務
＊協和料金所及び秋田南料金所は料金精算機のモニター監視やイ
ンターフォンによるお客様対応となります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ネクスコ・トール東北　秋
田事業部その他
秋田県秋田市上北手古野字大繋沢
３０－２

108人 018-829-2176

パソコン（エクセル・
ワード）入力程度

1,600人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14420981

販売員「ピーチ・ジョン・
ザ・ストア　秋田オー
パ」

○ランジェリー、ルームウェア等を扱うブランド直営店での接
客販売。
○品出し、ディスプレイ、ＰＯＰ作成等売場と商品の管理。
○長く続けられる方を募集致します。正社員登用制度あり。
・人の喜ぶ顔を見るのが好き
・コミュニケーションを取る事が好き
・ファッションに興味がある
・性格の明るさには自信がある
　どれか１つでも当てはまる方大歓迎。


不問

他 株式会社　モリタ
その他

秋田県秋田市山王３丁目３－９

3人 018-864-0701

不問
200人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14459181

明治の宅配専用人気
商品の宅配

・ご家庭や職場に明治の宅配人気商品（ミルクで元気・ＬＧ　２
１・Ｒ－１等）の宅配を行います
・ご家庭の健康に役立つ安定したお仕事です
・初めての方、中高年の方歓迎です

＊宅配は社用車またはマイカー使用
（マイカー持ち込み手当あり）

普通自動車免許／
ＡＴ可

日祝他 布亀株式会社　マザーケア秋田デリ
バリーセンターその他
秋田県秋田市将軍野南３丁目１－４

8人 018-880-3271

不問
1,800人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14422481

営業職（正社員）【秋田
店】

○秋田店での営業業務に従事していただきます。
・自動車の販売
・アフターフォロー（車検・点検の勧誘等）
・損害保険の募集等
・注文書、見積書等書類の作成（パソコン使用）
・営業外出時はマイカー使用（借上手当支給）

＊稀にお客様の車を運転する場合も有り得る

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

火他 株式会社　日産サティオ秋田　秋田
店その他
秋田県秋田市寺内字イサノ４４－１

18人 018-862-2332

パソコン操作（エク
セル、ワード）

112人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14425281

企画営業

○自社媒体の屋外広告看板・電子広告（自治体庁舎内）を主
とした企画提案営業
・地権者の調査、看板設置場所の交渉と確保
・広告主と地権者双方にメリットを説明して企画を提案
・社内デザイナーと打ち合わせ、他
＊研修制度を通して企画営業の基本技術を修得、その後の活
躍次第では、年齢や勤続年数に関係なく、新規事業の販売や商品
開発・海外進出等の事業運営に携わる自己成長のチャンスをつか
めます。
＊営業範囲：秋田県内

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 長田広告　株式会社　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市山王沼田町１１－８

5人 018-863-2601

不問
749人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14386281

訪問介護員（ホームヘ
ルパー）

○在宅で介護を必要とする方を対象に訪問し、介護サービス
を提供していただきます。

・食事準備や掃除、買い物等の生活援助、入浴、食事、排泄
介助等の身体介護業務に従事していただきます。

＊移動は原則、社用車使用しますが、マイカー使用の場合は
ガソリン代支給：２０円／Ｋｍ


土日祝 社会福祉法人潟上市社会福祉協議
会毎　週
秋田県潟上市飯田川下虻川字八ツ
口７０

20人 018-877-2677

28人 秋田県潟上市
平成30年9月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14419081

サービス提供責任者
（ケアセンターりん北部
事業所）（仮）

○サービス提供責任者の業務に従事していただきます。
・訪問介護計画の作成
・サービス担当者会議への出席
・訪問介護利用の申込みに係る調整
・お客様やご家族等及び担当ヘルパーとの連絡調整
・業務実施状況の把握、技術指導
・訪問介護員としてのサービス提供業務

＊土日の朝夜の勤務可能な方

介護福祉士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　凜
毎　週

秋田県秋田市茨島２丁目１５番３５号

0人 018-853-5793

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14435081

株式会社　凜
毎　週

秋田県秋田市茨島２丁目１５番３５号

0人 018-853-5793

不問

＊介護福祉士又は
介護職員初任者研
修修了者（ヘル
パー２級）
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（看護師、准看護師
資格保有者歓迎）

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14436381

訪問介護員（ケアセン
ターりん北部事業所）
（仮）

○訪問介護業務に従事していただきます。
・食事、入浴、排泄介助等の身体介護
・調理、掃除、買い物等の生活援助

＊ご利用者宅へは自家用車を使用して移動していただきます
（１ｋｍ当たり２０円支給）。
＊未経験者の方も歓迎します。
＊土日の朝夜の勤務可能な方


介護福祉士または介
護職員実務者研修修
了者以上
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

他



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 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

1人 176,000円～211,200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 18歳以上 (1) 4時30分～14時00分 就業場所
(2) 5時30分～15時00分
(3) 9時00分～18時30分

時給（月額換算）

2人 192,050円～192,050円
就業場所

有期雇用派遣 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) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)16時00分～23時00分
(3)23時00分～ 8時00分

日給（月額換算）

3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) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 220,000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 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 166,000円～197,000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)10時00分～18時20分 就業場所

時給（月額換算）

1人 168,053円～168,053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

時給（月額換算）

1人 168,053円～168,053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 173,000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) 6時00分～15時00分 就業場所

月給

1人 181,000円～234,000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

平成30年7月23日発行（平成30年7月20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

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 05010-14406481

調理師（秋田市）

請負先である秋田大学医学部付属病院において下記の業務
を行っていただきます。
・入院患者様への食事提供業務
・調理、盛付、食器洗浄など

＊雇用について　１年毎の契約更新あり
　（但し勤務内容に問題が無い限り）
＊入院患者数：６００名程度

調理師免許

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

63人 019-629-2384

不問
44,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-18021881

製造業務

原料のセット、機械操作、薬剤の吹き付け作業、寸法測定な
どをお願いします。

＊一部製品を起こす作業があります（１００ｋｇを２名で行いま
す）が、ほぼ派遣先社員がフォークリフトやクレーンを使用し
て作業します。

不問

他 アデコ　株式会社　秋田支社
その他

秋田県秋田市中通４丁目５－６　秋
銀明治安田ビル４階

0人 018-884-7855

不問
2,500人 秋田県秋田市

平成30年8月20日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14443081

とび、塗装、製缶工

○下記の業務の内から適性を見て担当していただきます。

・構内での足場組立、解体
・プラント配管製作し、主に仕上げ、塗装、その他雑仕事をし
ます。
・鋼製煙突の製作、施工
・建築金物の製作
・現場工事（主に県外となります）


普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
玉掛け、ガス又は
アーク溶接技能資格
あれば尚可

土日他 株式会社　日誠プラント工事
毎　週

潟上市昭和乱橋字大篭４９番地
（株）日誠工業構内

3人 018-877-6080

不問
3人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14433281

サッシ組立他

○次のような業務に従事していただきます。
・住宅新築現場、リフォーム現場での打ち合わせ
・サッシの組立、調整
・あみ戸の取付（アフターメンテナンス）
・エクステリア（風除室、カーポート等）の現場調整
・見積り、打ち合わせ、取付、加工
・建材の配達

＊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
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

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14462581

自動車整備士（正社
員）【秋田店】

○自動車整備の仕事に従事していただきます。
・ガソリン車を主とした車検、点検、一般整備　　　　　
・引取、納車業務等
・パソコン操作あり
・点検、整備内容のお客様への説明
・部品等の発注作業
・その他付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
国家整備士３級以
上

火他 株式会社　日産サティオ秋田　秋田
店その他
秋田県秋田市寺内字イサノ４４－１

18人 018-862-2332

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）
自動車整備

112人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14424881

大型運転手

○１４ｔ車で主に県内への運搬業務となります
（主に雑貨。一部東北圏内への運搬もあります。）

○タンクローリー車で主に県内及び東北圏内への運搬業務と
なります。

大型自動車免許
フォークリフト、玉
掛け

日祝他 秋田港北トラック　株式会社
隔　週

秋田県秋田市土崎港西４丁目６－４
４

38人 018-845-0711

大型自動車運転経
験３年以上

38人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14440881

２ｔ、４ｔ運転手

○２ｔおよび４ｔ箱車で雑貨等のルート配送業務に従事してい
ただきます。
・荷物の積み下ろしはフォークリフト使用
・配送エリアは秋田市内および県内

中型自動車免許（８
ｔ限定可）ＡＴ限定不
可
フォークリフト

日祝他 秋田港北トラック　株式会社
隔　週

秋田県秋田市土崎港西４丁目６－４
４

38人 018-845-0711

自動車運転経験３
年以上

＊普通自動車免許
※必要に応じて中
型自動車免許等を
取得して頂く場合
があります（取得支
援制度あり）

38人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14441281

中型トラックドライバー
（業務用食材の配達）
【秋田営業所】

＊著名メーカーの食品や業務用食材の配送をして頂きます。
　○主な配送地域は秋田市・由利本荘市・潟上市・男鹿市
　　になります。
　○配送ルートは固定されており、マニュアルも完備され
　　ていますので、研修もスムーズに行うことができます。

※一般家庭への宅配業務ではありません。
　配送ルートは、研修終了後に見極めの上、決定致します。

他 六郷小型貨物自動車運送　株式会
社その他
秋田県仙北郡美郷町六郷字往還南
１２－１

36人 0187-84-2132

120人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05040- 4065181

大型ダンプ運転手

○大型ダンプで骨材運搬作業を担当していただきます。
（仕事内容）
・砕石、砂、アスファルト合材等の運搬
・積み込み作業あり（ローダー、バックフォー使用）
・その他、付随する業務

＊秋田市内中心ですが、地域外の作業に携わる場合があり
ます。
＊冬期は除雪、排雪作業あり

大型一種免許
車両系建設機械あ
れば尚可

日他 加藤興業株式会社
その他

秋田県秋田市雄和田草川字本田１１
５－３

7人 018-838-4875

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14392781

℡ 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 200,000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 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所

月給

1人 180,000円～220,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 210,100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 不問 (1) 7時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 187,000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 不問 (1) 7時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 147,200円～257,000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

月給

2人 187,000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 不問 (1) 7時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

2人 136,200円～181,600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～16時40分 就業場所

月給

2人 168,500円～227,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 144,160円～152,640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00分～17時00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00分～16時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 168,446円～168,446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45分 就業場所
平成30年8月20日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14445681

その他
秋田県秋田市中通４丁目５－６　秋
銀明治安田ビル４階

0人 018-884-7855

不問
2,500人 秋田県秋田市

600人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14405581

検査・梱包業務

出荷前製品の寸法最終チェック
数値確認等の検査・製品梱包をお願いします。

＊一部製品を起こす作業があります（１００Ｋｇを２名で行いま
す）が、ほぼ派遣先社員がフォークリフトやクレーンを使用し
て作業します。

不問

日祝 アデコ　株式会社　秋田支社

ゴミ運搬・清掃（細谷病
院）

○「細谷病院」にて以下の業務を担当していただきます。
・ゴミ収集
・日常清掃
・ガラス拭き、ワックス掛けほか

＊ごみ収集では重い物の移動があり体力を必要とする業務
です。

不問

日 厚生ビル管理　株式会社
な　し

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

2人 018-823-4061

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

貨物自動車運転者【タ
ンクローリー】

○タンクローリー業務に従事していただきます。

・大型タンクローリーで県内・近隣ガソリンスタンド、工場への
石油製品の配送業務。

大型免許・危険物
丙種

日祝他 秋印　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字一本木８０－
４

86人 018-869-7890

不問
132人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14391481

管理（アパート等管理
物件のメンテナンス）

○主にアパート等の簡易なメンテナンス作業を行っていただ
きます。
・入居者からの連絡による簡易なメンテナンス
（大規模なものは業者に委託します。）
○入退去の立会い業務
・入居時チェックをお客様と一緒に行う。
（写真撮影）

＊社有車使用（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）　不動
産や住まい関連の
資格保有者優遇

他 株式会社　秋田住宅流通センター
その他

秋田県秋田市山王７丁目９－３５

70人 018-864-4717

不問
70人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14418181

建物解体工事施工技
士

○当社で行なう各種業務に従事していただきます。
【主な業務内容】
・建物解体工事　・廃棄物の搬出
＊内部、外部解体

＊活動エリア：秋田県内
　
＊社用車使用（２ｔ～４ｔ　ＭＴトラック）

・普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
・解体工事施工技
士

日祝他 ケン開発　株式会社
その他

秋田県秋田市下新城長岡字毛無谷
地５６－１

8人 018-872-1180

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14381981

建物解体作業員

○当社で行なう各種業務に従事していただきます。
【主な業務内容】
・建物解体工事　・廃棄物の搬出
＊内部、外部解体

＊活動エリア：秋田県内
　
＊社用車使用（２ｔ～４ｔ　ＭＴトラック）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 ケン開発　株式会社
その他

秋田県秋田市下新城長岡字毛無谷
地５６－１

8人 018-872-1180

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14382581

一般作業員≪急募≫

○消防設備の設置や点検業務および一般電気工事等に従
事していただきます。

＊現場は主に秋田市内および秋田県内
＊移動には社有車を使用（ＡＴ車）

※未経験者には親切、丁寧に指導いたします。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
電気工事資格あれ
ば尚可

日祝他 株式会社　オルテクス
その他

秋田県秋田市泉北１丁目１８－２７

6人 018-853-8647

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14430481

土木工事作業員

○当社で行なう各種業務に従事していただきます。
【主な業務内容】
・土木工事全般

＊活動エリア：秋田県内

＊社用車使用（２ｔ～４ｔ　ＭＴトラック）　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 ケン開発　株式会社
その他

秋田県秋田市下新城長岡字毛無谷
地５６－１

8人 018-872-1180

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14380681

土木工事作業員

○一般土木工事における工事前測量、丁張掛け等業務に従
事していただきます。
・工事前測量
・丁張掛け　等
・施工管理補助

＊現場は、秋田市・潟上市・男鹿市が主となります。
＊現場への直行直帰になります。

日祝他 シブキ技術開発
その他

秋田県秋田市将軍野堰越８－１０－
４０２

2人 018-846-8969

2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14421581

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
車両系建設機械等
あれば尚可
中型免許（８ｔ限定、
ＡＴ不可）あれば尚
可

倉庫作業及び配達

○冷凍庫内での冷凍商品の荷受、荷出作業に従事していた
だきます。
・１日、２～３件の小売店、スーパーへの配達作業あり
　（軽トラ、１．５ｔ、２ｔ保冷トラックの何れかを使用、一部手積
み手降ろしあり、主に秋田市内）
・社有車はＭＴ車、ＡＴ車

＊防寒具・制服貸与

普通自動車運転免
許（ＡＴ不可・中型
尚可）

土日他 株式会社　丸大冷蔵　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－６４

17人 018-828-1555

不問
206人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14378281

集配運転手（２ｔ車）

○集配運転手として集配業務に従事していただきます。
・航空貨物の荷物を秋田市内のお客様へ集配（２ｔＭＴ車使
用）
・日報処理等の事務業務
＊１日平均３０件程度の配達です。
＊重量物はほぼ無しです。
＊３ヶ月毎の契約更新
＊１ヶ月のモデル賃金：１８６，６６０円～
　　　　　　　　　　　１９７，６４０円程度（諸手当含）
＊正社員となった場合に転勤の可能性がありますが稀です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 セイノースーパーエクスプレス株式会
社　秋田営業所

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14394281

その他
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
７１

6人 018-857-5551

不問
2,600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

時給（月額換算）

2人 170,000円～170,000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

時給（月額換算）

2人 170,000円～170,000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

時給（月額換算）

2人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時30分～20時30分 就業場所
(2)20時30分～ 8時30分

時給（月額換算）

8人 170,000円～170,000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57人 秋田県南秋田郡大潟村
1ヶ月

労災
05011-  997281

籾搬入の受付、その他
補助作業
（アルバイト）

○籾搬入の受付及び伝票発行、自主検定・検査補助　　　　
＊９月中旬から約１ヶ月間のアルバイト雇用です。
１．稲刈り期間の作業となりますので、雇用開始日について
は追って連絡いたします。
２．天候などによって、勤務時間が変更になる場合がありま
す。
３．残業勤務のできる方を希望します。
４．表示している賃金は、実働８時間以内の時給です。
　残業、深夜勤務の場合は、定められた割増賃金を支給しま
す。

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 株式会社　大潟村カントリーエレベー
ター公社な　し
秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目６
０番地

57人 0185-45-2215

不問

57人 0185-45-2215

不問
57人 秋田県南秋田郡大潟村

1ヶ月
労災

05011-  996881

1ヶ月
労災

05011-  995781

籾乾燥作業（２交替勤
務）
（アルバイト）

○籾の乾燥作業（２交替勤務）　　　　　
＊９月中旬から約１ヶ月間のアルバイト雇用です。
１．稲刈り期間の作業となりますので、雇用開始日について
は追って連絡いたします。
２．天候などによって、勤務時間が変更になる場合がありま
す。
３．残業勤務のできる方を希望します。
４．表示している賃金は、実働８時間以内の時給です。
　残業、深夜勤務の場合は、定められた割増賃金を支給しま
す。

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 株式会社　大潟村カントリーエレベー
ター公社な　し
秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目６
０番地

な　し
秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目６
０番地

57人 0185-45-2215

不問
57人 秋田県南秋田郡大潟村

57人 秋田県南秋田郡大潟村
1ヶ月

労災
05011-  994481

籾摺り作業「施設課」
（アルバイト）

○３０キロの新袋詰作業　　　　　
＊９月中旬から約１ヶ月間のアルバイト雇用です。
１．稲刈り期間の作業となりますので、雇用開始日について
は追って連絡いたします。
２．天候などによって、勤務時間が変更になる場合がありま
す。
３．残業勤務のできる方を希望します。
４．表示している賃金は、実働８時間以内の時給です。
残業、深夜勤務の場合は、定められた割増賃金を支給しま
す。

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 株式会社　大潟村カントリーエレベー
ター公社

籾サンプル運搬作業
「業務課」
（アルバイト）

○籾のサンプルを運搬する作業　　　　　
＊９月中旬から約１ヶ月間のアルバイト雇用です。
１．稲刈り期間の作業となりますので、雇用開始日について
は追って連絡いたします。
２．天候などによって、勤務時間が変更になる場合がありま
す。
３．残業勤務のできる方を希望します。
４．表示している賃金は、実働８時間以内の時給です。
　残業、深夜勤務の場合は、定められた割増賃金を支給しま
す。

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 株式会社　大潟村カントリーエレベー
ター公社な　し
秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目６
０番地

57人 0185-45-2215

不問

不問
57人 秋田県南秋田郡大潟村

1ヶ月
労災

05011-  993581

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 株式会社　大潟村カントリーエレベー
ター公社な　し
秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目６
０番地

57人 0185-45-2215
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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

仮検作業「業務課」（ア
ルバイト）

○籾のサンプルを採取する作業　　　　　
＊９月中旬から約１ヶ月間のアルバイト雇用です。
１．稲刈り期間の作業となりますので、雇用開始日について
は追って連絡いたします。
２．天候などによって、勤務時間が変更になる場合がありま
す。
３．残業勤務のできる方を希望します。
４．表示している賃金は、実働８時間以内の時給です。
　残業、深夜勤務の場合は、定められた割増賃金を支給しま
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。

【はじめての簿記・パソコン基礎科】 締め切り迫る！

ＯＡステーション秋田校（秋田市泉菅野）において８月７日から４
か月間の求職者支援訓練が予定されています。

Ｗｏｒｄ操作・Ｅｘｃｅｌ操作・簿記会計基礎を学習できる訓練です。
スキルＵＰ↑↑して早期就職を目指しませんか？の方は５月２２日（火）までに、住所を管轄す

るハローワークにお申し込みが必要です。

受講をご希望の方は、７月２３日（月）までに住所を管轄するハ
ローワークに申込みが必要です。



　　　　●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．　７月２３日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　２．　７月２４日　㈱全建【大型ウイング乗務員、トレーラー乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
　　３．　７月２５日　あいおいニッセイ同和損害保険㈱【営業職】
　　４．　７月２６日　㈱ＪＡＷＡ「さらさ秋田駅前」【看護師又は准看護師、介護職員】
　　５．　７月２７日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　６．　７月３０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　７．　７月３１日　㈱キャッスルホテル【ホテル内調理補助、病院・介護施設の調理補助　他】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）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．　７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７社参加）【警備員】
　

『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

時給

1人 1,200円～1,500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)17時00分～21時00分 就業場所

時給

1人 850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) 5時00分～14時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

時給

3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 不問 (1) 6時00分～ 9時30分 就業場所
(2)18時00分～22時00分

時給

6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 不問 (1) 6時00分～13時00分 就業場所
(2)15時00分～22時00分

時給

1人 752円～752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～13時00分 就業場所

時給

1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 (1)11時00分～17時15分 就業場所

時給

1人 900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 (1) 9時00分～15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

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

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)13時30分～17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

5人 018-853-4150

不問
5人 秋田県秋田市

労災
05010-14400181

12ヶ月
雇用・労災

05010-14404981

美容師補助

○美容師補助業務に従事していただきます。
・床の掃き掃除　・受付（電話での予約確認）
・タオルの洗濯
・器具の洗浄
・お客様へのドリンク提供
・その他、付随する業務

＊土・日・祝日勤務できる方であれば尚可

不問

月他 ｆａｍ★
毎　週

秋田県秋田市東通８丁目１－１７

その他
秋田県秋田市下北手梨平字登館８
番地

14人 018-839-5977

不問
180人 秋田県秋田市

9人 秋田県潟上市

労災
05010-14457881

介護員兼調理員

○「幸の家」での調理、介護業務全般、見守り等を担当してい
ただきます
・利用者２５名を１４名のスタッフで対応
＊未経験者には、マンツーマンで指導いたします。


＊雇用期間：１年毎の更新有り

不問

他 社会福祉法人　桜丘会

靴販売員

○靴の販売接客、レジ、商品の陳列、出荷、整理等の業務の
ほか、販売に付随する業務に従事していただきます。
（清掃業務のほか、開店および閉店準備等）



不問

他 株式会社　アルペン　ミフトメルシティ
潟上店毎　週
秋田県潟上市飯田川飯塚字岡谷地
１番７

9人 018-877-7005

不問

1人 018-828-8170

＊エクセル・ワード
できる方
＊事務経験のある
方歓迎

35人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14388081

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-14431781

事務

○次のような一般事務業務に従事していただきます。
・支払い等に関するデータ入力、及び付随する庶務業務
・従業員に関する出勤簿等の管理
・帳票の整理等
・電話、来客の応対
・その他の庶務業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 有限会社　ｔｏ　ｂｅ
毎　週

秋田県秋田市新屋比内町１３番１号

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

15人 018-835-4276

受付、窓口業務
95,094人 秋田県秋田市

768人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-14395181

施設案内等（秋田市）

○公共施設において次の業務に従事していただきます。
・案内、誘導業務
・ＰＣ検索
・電話案内



＊雇用期間は年度毎の更新予定です。

不問

土日祝他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店

医事課パート職員


○医事課における受付業務を担当していただきます。
・総合案内において再来患者の受付や案内、質問等への対
応
・保険証の番号などのデータをパソコンに入力　
・電話応対、他部署との連絡・連携
・その他、付随する業務全般



不問

土日祝他 地方独立行政法人　市立秋田総合
病院毎　週
秋田県秋田市川元松丘町４－３０

768人 018-823-4171

簡単なパソコン操
作ができること（エ
クセル）

8人 018-889-7001

不問
25人 秋田県秋田市

労災
05010-14397381

雇用・労災
05010-14396081

世話人

○グループホーム（障害者）の世話人
・利用者からの相談、支援、食事提供
・入浴、介護の必要なし


＊平成３０年１０月１日より採用予定です。

不問

他 社会福祉法人　緑光福祉会　就労継
続支援Ｂ型　緑光苑毎　週
秋田県秋田市下北手宝川種ケ崎８１
番地１７

毎　週
秋田県秋田市下北手宝川種ケ崎８１
番地１７

8人 018-889-7001

不問
25人 秋田県秋田市

44,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010-18034681

世話人

○グループホーム（障害者）の世話人
・利用者からの相談、支援、食事提供
・入浴、介護の必要なし


＊平成３０年１０月１日より採用予定です。

不問

他 社会福祉法人　緑光福祉会　就労継
続支援Ｂ型　緑光苑

栄養士（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
　調理、盛付、洗浄、献立、帳票作成　など
　栄養管理業務全般
＊利用者数：６０名程度
＊雇用について
　１年毎の契約更新有り（但し、勤務内容に問題が無い限り）

栄養士免許

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

6人 019-629-2384

不問

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

55人 秋田県秋田市
3ヶ月

労災
05010-14446981

看護師または准看
護師

火木土日祝他 医療法人　杏仁会　御所野ひかりク
リニック毎　週
秋田県秋田市仁井田字横山２６０－
１

7人 018-829-8880

平成30年7月23日発行（平成30年7月20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

看護師または准看護師
（ひかり桜ケアクリニッ
ク）

○睡眠時無呼吸外来診療の補助業務
・外来患者様の受付
・予約管理（パソコン使用）
・検査の補助
・その他、付随する業務

＊月・水・金曜日の週３日勤務になります。

＊採血・注射などの業務はありません。

℡ 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 850円～1,000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 18歳以上 (1) 4時30分～13時30分 就業場所
(2) 5時30分～14時30分

時給

1人 750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) 5時00分～14時00分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

時給

1人 780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) 5時00分～14時00分 就業場所
(2)10時00分～19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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所

時給

1人 780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) 5時00分～14時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

時給

1人 750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) 5時00分～14時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

時給

1人 750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 就業場所

時給

1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 (1)10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 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給

3人 900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 18歳以上 (1)11時00分～15時00分 就業場所
(2)12時00分～15時00分
(3)19時00分～ 0時00分

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 (1) 9時30分～17時30分 就業場所
(2)11時00分～19時00分

44人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14461981

ホール係（Ｖｉｌｌａフロー
ラ）

○秋田市雄和観光交流館「Ｖｉｌｌａフローラ」において接客業務
をお願いします。
・お客様へのご注文伺いおよび配膳
・レジの操作
・ホールの清掃
・各種宴会の準備

※ご経験のない方でも懇切丁寧にお教えいたしますので、心
配いりません！

不問

他 株式会社　雄和振興公社
毎　週

秋田県秋田市雄和妙法字糠塚１－１

10人 018-881-3011

不問

7人 018-827-4707

不問
7人 秋田県秋田市

労災
05010-14399981

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14458281

ホール及びキッチンス
タッフ

・キッチンスタッフ
・オーダー取り
・飲食物の提供
・レジ業務
・食器洗浄
・店内清掃
・ドリンク、軽食などの簡単な調理
・その他、付随する作業
＊Ｗｉ－Ｆｉ設備ありのスタイリッシュなカフェです

不問

日他 合同会社　ユイリ
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目１６－１１
八竜ビル２Ｆ

毎　週
秋田県秋田市東通６丁目７－６

87人 018-832-0023

不問
87人 秋田県秋田市

44,000人 秋田県潟上市
12ヶ月

雇用・労災
03010-18053581

調理師

○整形外科医院における調理業務を担当していただきます。

・入院患者さんへの簡単な昼食と夕食の調理。
　盛付け、配膳、洗浄、後片付けなど

・２０～３０食程度を３～４人で調理します。


調理師免許（必須）

他 医療法人　城東整形外科

調理員（潟上市／１０：
００～）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
  調理、盛付け、食器洗浄など
　厨房内での業務全般
入所者数：４０名程度

＊雇用について
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

4人 019-629-2384

不問

4人 019-629-2384

不問
44,000人 秋田県潟上市

12ヶ月
雇用・労災

03010-18052981

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-18046481

調理員（潟上市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
利用者様への食事提供業務
調理、盛付、食器洗浄など

＊利用者数：４０名程度

＊雇用について　
　１年毎の契約更新あり　　　　　　　　　　　　　　　　
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

不問

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

6人 019-629-2384

不問
44,000人 秋田県秋田市

44,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010-18041081

調理員（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄　など
　　
＊利用者数：６０名程度

＊雇用について
　１年毎の契約更新有り　
　（但し、勤務内容に問題が無い限り）

不問

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店

調理師（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄　など
　　
＊利用者数：６０名程度

＊雇用について
　１年毎の契約更新有り
　（但し、勤務内容に問題が無い限り）

調理師免許

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

6人 019-629-2384

不問

4人 019-629-2384

不問
44,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-18031181

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-18030281

調理師（秋田市）

請負先事業所おいて責任者の指示のもと
　園児への食事提供業務
　調理、盛付け、食器洗浄
　厨房内での業務全般

　園児数：４０名程度

＊雇用について　１年毎の契約更新あり
　（但し勤務内容に問題が無い限り）

調理師免許
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

2人 019-629-2384

不問
44,000人 秋田県秋田市

44,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010-18029481

調理員（秋田市）

請負先事業所おいて責任者の指示のもと
　患者様への食事提供業務
　調理、盛付け、食器洗浄
　厨房内での業務全般

　患者数：５名程度

＊雇用について　１年毎の契約更新あり
　（但し勤務内容に問題が無い限り）

不問

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店

調理員（秋田市）

請負先事業所おいて責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
　調理、盛付け、食器洗浄
　厨房内での業務全般

　利用者数：１７０名程度

＊雇用について　１年毎の契約更新あり
　（但し勤務内容に問題が無い限り）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

7人 019-629-2384

不問

不問
44,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-18025381

不問

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

58人 019-629-2384
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平成30年7月23日発行（平成30年7月20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

調理員（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　入院患者様への食事提供業務
　調理、盛付け、食器洗浄など

＊患者数：６００名程度

・雇用について
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）



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 738円～738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)17時00分～ 9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 不問 (1) 8時30分～16時30分 就業場所

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) 5時00分～10時00分 就業場所

時給

2人 780円～880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～15時00分 就業場所

時給

2人 1,000円～1,500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) 7時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

時給

2人 1,000円～1,500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) 7時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

時給

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)11時10分～16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 不問 (1)13時00分～19時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)23時00分～ 0時30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00分～13時00分 就業場所

36人 018-835-3673

不問
47人 秋田県秋田市

平成30年8月1日～平
成31年2月28日 雇用・労災

05010-14463481

12ヶ月
労災

05010-14389381

きりたんぽの袋詰め、
箱詰め（平成３１年２月
２８日まで）

・きりたんぽの袋詰め・箱詰め
・その他付随する作業

不問

他 有限会社　斎藤昭一商店　本社工場
毎　週

秋田県秋田市楢山城南新町３４－１
３

その他
秋田県秋田市泉中央３丁目５－１２

10人 018-896-5911

不問
2,900人 秋田県秋田市

50人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14432881

清掃スタッフ（マルハン
臨海店）２３：００～０：３
０

○閉店後のパチンコ店内外の清掃
・パチンコ台、灰皿の拭き上げ、床の拭き掃き等
・トイレ清掃
・店外（駐車場等）のゴミ拾い等
＊未経験の方でも丁寧に指導いたしますので応募可です。
＊月２０日程度の稼働
＊６人でのシフト制となります。　　　　　　
＊雇用期間は１年毎の契約更新
＊契約更新：本人の勤務状況による。相談の上決定します。

不問

他 中越クリーンサービス　株式会社　秋
田営業所

配送

○生麺、ゆで麺等、日配品のセンター配送を担当していただ
きます。
・スーパーマーケット、運送会社の配送センター等へ２ｔト
ラックにて配送します。
・トラックへの積込み作業あり

＊配送先は秋田市内です。
＊スーパーの定期便への配送もあり。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 ヤマヨ　株式会社
毎　週

秋田県秋田市泉中央１丁目３－５６

50人 018-863-5344

不問

17人 0197-67-1233

不問
138人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

03070- 4377281

雇用・労災
05010-14383481

食品補充作業（秋田
市）

■コープ共同購入の食品補充作業です。

・仕入先のトラックから運びこまれた商品を専用の棚に補充
　積載する作業となります。
・取扱い商品は青果、冷蔵食品です。
・商品の重さは、１～１０キロ程度です。

不問

金土 株式会社　ロジックスサービス　北上
本部毎　週
岩手県北上市相去町山田２－１８
北上オフィスプラザ２０８号室

その他
秋田県秋田市下新城長岡字毛無谷
地５６－１

8人 018-872-1180

不問
9人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14384781

土木工事作業員

○当社で行なう各種業務に従事していただきます。
【主な業務内容】
・土木工事全般

＊活動エリア：秋田県内

＊社用車使用（２ｔ～４ｔ　ＭＴトラック）　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 ケン開発　株式会社

建物解体作業員

○当社で行う各種業務に従事していただきます。

〈主な業務内容〉
＊建物解体工事、廃棄物の搬出
　・内部・外部解体
　・活動エリアは秋田県内
　・社用車使用（２ｔ～４ｔ　ＭＴトラック）


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 ケン開発　株式会社
その他

秋田県秋田市下新城長岡字毛無谷
地５６－１

8人 018-872-1180

不問

50人 018-874-3252

不問
50人 秋田県南秋田郡井川町

1ヶ月
雇用・労災

05010-14426181

～平成30年9月30日
労災

05010-14439581

製造組立

○各種産業設備向けの機器に搭載されるプリント基板や制
御盤の組立作業に従事して頂きます。
・主に一般的な工具を用いての電子部品の組立作業を担当
して頂きますので、大きな危険や体力が必要な作業はありま
せん。電子部品の製造経験がなくても、熟練したスタッフが生
産設備の取り扱い及び必要な製造技術をマンツーマンで指
導します。

不問

土日祝 株式会社　アイセス
毎　週

秋田県南秋田郡井川町北川尻字下
田面替場１１の１

毎　週
秋田県秋田市中通１丁目３番５号

27人 018-834-1141

不問
559人 秋田県秋田市

32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14385881

サンドイッチの製造（短
期）


○サンドイッチの製造をしていただきます。
　初心者の方でも安心してご応募ください。

　＊９月３０日までの短期アルバイトです。

不問

土日祝 株式会社　秋田キャッスルホテル

プレス機械オペレー
ター

○工場内で、安全プレスを使ってのＯＡ部品製造の仕事です

・機械に部品をセットし、操作する
・立ち仕事になります

不問

土日 広沢工業　株式会社　秋田工場
毎　週

秋田県秋田市御所野湯本４丁目１－
１

29人 018-839-4888

不問

不問
130人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14398681

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水木日 社会福祉法人　新成会　介護老人保
健施設　友愛の郷毎　週
秋田県秋田市浜田字元中村２８０－
２９

67人 018-828-1100

平成30年7月23日発行（平成30年7月20日受付分)　Ｎｏ．３
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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

宿直員

○宿直員として従事していただきます。
・戸締り、火気、入所者の確認等
・その他、付随する業務
＊日直勤務（日曜日）電話応対、来客応対（家族訪問時）

＊１９時、２０時、２１時、２２時の１時間毎に４回巡視
＊月・火・金・土曜日勤務。
＊緊急時対応のため施設所有車運転の可能性あり
（入所者の救急受診等）

℡ 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。



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 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)12時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)18時30分～20時30分 就業場所
12ヶ月

労災
03010-18026681

洗浄員（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと、洗浄業務及び
その他の付随する業務を行っていただきます。

＊入院患者数：６００名程度

＊雇用について
１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

66人 019-629-2384

不問

不問
47人 秋田県秋田市

44,000人 秋田県秋田市

平成30年8月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災

05010-14464781

不問

他 有限会社　斎藤昭一商店　本社工場
毎　週

秋田県秋田市楢山城南新町３４－１
３

36人 018-835-3673

4ページ中 4ページ
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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

きりたんぽの箱詰作業
（平成３０年１２月３１日
まで）

○きりたんぽの箱詰め作業を担当していただきます。

・その他生産関連作業も担当していただきます。
（台車による資材運搬など）


【はじめての簿記・パソコン基礎科】 締め切り迫る！

ＯＡステーション秋田校（秋田市泉菅野）において８月７日か
ら４か月間の求職者支援訓練が予定されています。

Ｗｏｒｄ操作・Ｅｘｃｅｌ操作・簿記会計基礎を学習できる訓練で
す。スキルＵＰ↑↑して早期就職を目指しませんか？の方は５月２２日（火）ま

でに、住所を管轄するハローワークにお申し込みが必要です。

受講をご希望の方は、７月２３日（月）までに住所を管轄する
ハローワークに申込みが必要です。

●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。

　１．　７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７社参加）【警備員】
　

『会社説明会』のご案内


