
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 150,000円～300,000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 230,000円～275,000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
(2)16時30分～ 9時00分

月給

2人 230,000円～275,000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 226,750円～259,550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 134,000円～134,000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

日給（月額換算）

1人 133,574円～133,574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 140,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 155,000円～185,000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30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3) 8時30分～16時00分

月給

1人 236,240円～433,300円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 236,240円～433,300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

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16245981

普通自動車免許
（宅地建物取引士
又は二級建築士の
どちらかあれば尚
可）

火祝他 株式会社　ヨシ
隔　週

秋田県秋田市横森５丁目１－１

7人 018-884-5533
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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

現場管理・営業補助

○新築、リフォーム企画、設計、施工時の現場管理及び営業
　担当者のサポート。

看護職員（夜勤あり）

○入所者の健康管理に関する業務を担当していただきます。
（入所定員１００名に対し看護職員１２名で対応しています）

＊就業時間（２）は夜勤（月３～４回程度）


看護師または准看
護師

他 医療法人　三愛会　介護老人保健施
設　悠久荘その他
秋田県秋田市御所野堤台３丁目３－
１

55人 018-892-7800

不問
213人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16243381

看護職員

○入所者の健康管理に関する業務を担当していただきます。
（入所定員１００名に対し看護職員１２名で対応しています）




看護師または准看
護師

他 医療法人　三愛会　介護老人保健施
設　悠久荘その他
秋田県秋田市御所野堤台３丁目３－
１

55人 018-892-7800

不問
213人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16244681

看護職【正社員】

○デイサービスにおける看護業務全般を担当していただき
　ます。
・バイタルチェック
・服薬管理
・急変時対応
・その他、付随する業務
※ユニフォーム貸与あり。
【働き方改革関連認定企業】【秋田県】介護サービス事業所認
定評価制度

看護師又は准看護
師

日他 株式会社　虹の街　まごころセンター
毎　週

秋田県秋田市牛島西１丁目１０番１６
号

21人 018-884-1152

不問
390人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16249881

一般事務「秋田営業
所」

【仕事の内容】
・受付（事務所フロント）
・パソコン打ち込み（売り上げ等）
・請求書作成ならびに送付
・電話応対
・その他、付随する業務
＊パソコン処理等において、レンタル単価等の多様に応じた
事務処理が求められます。事務が主体ですが、取引先との
連絡書類等の発送作業（封筒詰め、宛先記入等）もありま
す。

不問

土日祝他 株式会社　みちのく産業
毎　週

秋田県秋田市四ツ小屋末戸松本字
地蔵田２６９－３

11人 018-839-8505

パソコン操作が可
能な方（ワードによ
る文書作成）

16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16260381

一般事務

○一般事務業務を担当していただきます。
・文書などの資料作成　等
・各種データの入力作業　等
・公文書等の収受、発送及びシステム登録　等
・簿冊の作成や書類の廃棄　等
・事務用品や、切手などの管理　等
・電話や来客の応対　等
・お湯やお茶などの準備や片付け　等

不問

土日祝他 秋田県教育庁教職員給与課
毎　週

秋田県秋田市山王四丁目１－２秋田
地方総合庁舎５階

28人 018-860-5122

パソコンの基本操
作（エクセル・ワー
ドの入力作業等）

28人 秋田県秋田市
平成30年11月1日～平
成31年4月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16275281

一般事務

○一般事務の業務に従事していただきます。
・仕入帳、売掛帳、見積書等の作成
・各省庁への提出書類作成
・パソコン処理
・その他付随する業務

＊外出用務は社用車（ＭＴ車）を使用します。
＊就業時間については相談に応じます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 藤重建設　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港相染町浜ナシ
山６２

14人 018-845-2639

パソコン操作（エク
セル、ワード、イン
ターネット等）
事務経験のある方

14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16279681

薬局での事務業務［秋
田市河辺北野田高屋］

・受付窓口
・処方せんのパソコン入力
・電話応対
・会計
・在庫管理
・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　グッドネイバー
その他

宮城県仙台市泉区泉中央１丁目１２
－２

5人 022-375-1242

簡単なパソコン入
力
薬局事務経験者優
遇

80人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-55929481

現場管理補助（建築）
［秋田県］

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
建築工事における管理業務補助（現場監督）を行っていただきます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業内容の
　伝達　及び　確認）
・現場での安全管理・書類作成・ミーティング　ｅｔｃ
※配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致します。
※未経験の方でも安心して頂ける環境づくりを心がけて
　おります。
【画像情報あり】

普通自動車免許
（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

不問
51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-55948881

現場管理補助（土木）
［秋田県］

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
土木工事における管理業務補助（現場監督）を行っていただきます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業内容の
　伝達　及び　確認）
・現場での安全管理・書類作成・ミーティング　ｅｔｃ
※配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致します。
※未経験の方でも安心して頂ける環境づくりを心がけて
　おります。
【画像情報あり】

普通自動車免許
（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

不問
51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-55952981

℡ 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 143,360円～179,200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 就業場所

月給

1人 140,000円～158,500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) 7時30分～16時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

1人 187,000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 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,000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 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,250円～150,250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) 7時30分～16時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時00分～21時00分 就業場所
(2)10時00分～15時00分

月給

1人 246,911円～348,700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～45歳 就業場所

月給

1人 180,000円～210,000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

時給（月額換算）

3人 133,168円～138,040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

時給（月額換算）

2人 151,920円～151,920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

時給（月額換算）

5人 168,800円～168,800円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 2時00分
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平成30年8月21日発行（平成30年8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

レディース向けのアクセ
サリー等の接客販売
（フォンテ秋田）

○レディース向けのかわいいヘアアクセサリー、バッグ、財
布、ネックレス、ピアスなどを豊富に扱うショップです。
＊試用期間　３か月
（小売販売業一般常識、販売目標、商品在庫管理、
　コミュニケーション能力による）

＊土日祝日勤務可能な方、大歓迎

＊男性も活躍しています

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16269081

不問

他 株式会社　流行屋
その他

秋田県秋田市山王３丁目８－５
　トーカンキャスティール山王６０８号

4人 018-866-9439

18人 018-889-6260

不問

不問
35人 秋田県秋田市

中型免許（８ｔ限定
可）以上

日祝他 株式会社　カンエツ

販売店員（ジロー３１０
店）

○洋菓子、パン、クッキー等の販売業務全般を担当していた
だきます。
・接客業務（レジ会計、包装等）
・商品の陳列、補充
・商品管理
・その他付随する業務

＊就業時時間は（１）（２）の交替制

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

火他 株式会社　ジロー洋菓子店
毎　週

秋田県秋田市御所野下堤２丁目１－
８

不問
160人 秋田県秋田市

68人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16247481

営業職（ルート営業）
（秋田市）

レンタル事業部での募集となり、レンタル商品のルート営業と
なります。

入社時、商品や得意先を覚えていただく為、営業見習いとし
て業務職（６か月以内に営業職に配属します）。

※業務上車を使用する機会：有（社有車）

＊会社概要については、当社ホームページをご覧ください。

株式会社　北日本リースキン
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１番
地１１

隔　週
新潟市北区濁川１００２－２

18人 025-258-3911

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16262981

雇用・労災・健康・厚生
15010-31890281

工場内作業員（正社
員）【軽作業】

○工場内における各種業務に従事していただきます。
・モップ、リネン品、おしぼり等の製品をたたむ作業や製品の
仕上げ作業など

＊どなたでも簡単にできる軽作業です。

不問

日他

31人 018-832-8833

集団調理経験（保
育所調理経験あれ
ばなお可）

47人 018-863-8283

不問
52人 秋田県秋田市

不問

水他 ラーメン　１２３　Ｈｉｈｕｍｉ

調理員

○乳幼児の給食の調理業務に従事していただきます。
　（定員９０名の施設）
・乳幼児の給食調理
・食品の納品チェック
・給食室の掃除

＊離乳食～幼児食を３名で行っていただきます。

調理師免許または
栄養士免許

日祝他 社会福祉法人　太東会　あさひ保育
園その他
秋田県秋田市手形字山崎９２－１８

不問
3人 秋田県秋田市

88人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16289581

調理スタッフ

○店舗にて調理業務をしていただきます。
【主な担当業務】
・食器洗い（食器洗浄機あり）
・店内外の清浄等
・調理補助（盛り付けなど）
・その他付帯する業務

株式会社　アトム　東北営業本部
その他

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

な　し
秋田県秋田市山王２丁目４番６号

3人 0184-43-4900

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-56032681

雇用・労災・健康・厚生
05010-16237981

料理長候補［居酒屋
寧／秋田駅前店］

多種多様な創作和食をお召し上がりいただく居酒屋『寧々家』
です。
調理を中心に、アルバイトの教育や衛生管理、オリジナルメ
ニューの開発など調理業務全般をお願いします。

＊入社式、研修（経営理念、衛生講習、制度説明）がござい
　ますので飲食業未経験でも応募可能です。
＊店長資格研修などもありますのでキャリアアッププランも
　明確です。

不問

他

51人 018-862-2238

炭酸ガス半自動溶
接経験者

25人 022-266-5802

不問
9,200人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（通勤用）

土日他 北斗通信工業　株式会社

溶接工

○工場内にて橋梁、その他鋼構造物の溶接作業を担当しま
す。
・その他、付随する作業

※　働き方改革関連認定企業【秋田県】
　　男女イキイキ職場宣言事業所

炭酸ガス半自動溶
接免許取得者

日祝他 日本機械工業　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字三千刈２４０－
１

不問
40人 秋田県南秋田郡五城目町

84人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010-16272481

車載用電装部品の製
造【五城目町】

＊ハーネスの組み付け
　外観検査
　その他付随する業務
※立ち作業になります。
＊派遣期間：Ｈ３０年９月３日～Ｈ３０年１０月２０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。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、平成３０年１
０月２１日です。

北斗通信工業　株式会社
毎　週

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

毎　週
大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

平成30年9月3日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4639981

平成30年9月3日～平
成30年10月20日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4633881

部品加工・組立（日勤
制）【五城目町】

＊輸送機器部品の加工・組立
＊専用加工機の操作や手作業による組立

＊派遣期間：Ｈ３０年９月３日～Ｈ３０年１０月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３２年１月１７日です。

不問

土日他

毎　週
大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

不問

30人 0187-84-3707

不問
40人 秋田県南秋田郡五城目町

40人 秋田県南秋田郡五城目町
平成30年9月3日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4640781

部品加工・組立【五城
目町】

＊輸送機器部品の加工・組立
＊専用加工機の操作や手作業による組立

＊派遣期間：Ｈ３０年９月３日～Ｈ３０年１０月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３２年１月１７日です。

不問

土日他 北斗通信工業　株式会社



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）

3人 133,168円～133,168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

月給

1人 150,000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 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

3人 133,168円～133,168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

月給

2人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 188,400円～208,800円
就業場所

正社員 TEL
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 176,000円～246,400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) 7時30分～17時00分 就業場所
(2) 7時30分～16時30分

日給（月額換算）

2人 150,500円～161,250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) 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）

1人 201,600円～201,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 160,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 143,220円～143,220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15分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時30分

平成30年8月21日発行（平成30年8月20日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

圧力センサー製造【秋
田市】

＊圧力センサーの製造に係る
　・加工オペレーター　・組立、検査
　・その他付随する業務
※日勤のみも可
＊派遣期間：Ｈ３０年９月３日～Ｈ３０年１０月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３０年１０月５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

日他 北斗通信工業　株式会社
その他

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

不問
40人 秋田県秋田市

平成30年9月3日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4631481

メンテナンス業務（秋田
営業所）

◇マンションや商業施設の立体駐車場の保守点検及び部品
交換等
・保守点検は２～３人一組で行います
・立体駐車場の稼働点検

＊現場エリア：主に秋田市内

＊未経験者歓迎
＊資格取得費用の支援あり


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ティーエスピー東北
その他

岩手県滝沢市大釜外館１１６－１

4人 019-699-3434

不問
19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010-20359581

フレキシブル基盤製造
【秋田市】

＊フレキシブル基盤の製造に係る
　・加工オペレーター　・組立、検査
　・その他付随する業務
※日勤のみも可
＊派遣期間：Ｈ３０年９月３日～Ｈ３０年１０月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３０年１０月５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

日他 北斗通信工業　株式会社
その他

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

不問
40人 秋田県秋田市

平成30年9月3日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4632781

大型トラック運転手

○県内外への一般貨物の配送
　（関東・関西への長距離輸送もあり）


大型自動車免許
（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
132人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16281781

大型ダンプ運転手

○大型ダンプの運転に従事していただきます。
・建設現場からの残土、資材搬入出

＊積込程度できる方尚可
＊冬期間は除雪作業もあります
＊未経験者でも教えます

大型免許（必須）
大型特殊、車両系
建設機械あれば尚
可

土日他 上野建材建設　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山手台２丁目４－９

8人 018-892-7100

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16248781

各種解体作業及び付
帯する作業

・解体現場もしくは処理場において資源廃材の仕分け作業、
積込運搬業務。
・運転業務（免許の範囲、希望者）
・免許取得の為の補助あり
・秋田県内エリア（主要は秋田市内）
・ペレットストーブ設置、メンテナンス業務

＊未経験者歓迎
＊正社員登用制度有

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ヨコヤマコーポレーション
その他

秋田県秋田市上北手猿田字篠田台
９６

13人 018-889-8377

不問
13人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16253681

土木作業員

○ＪＲ各路線の電設土木、設備土木を行います。
○民間工事（造園工事、暗渠工事、一般土木工事）もありま
す。
○その他舗装工事、配管工事等さまざまな工事があります。
＊車両系等の資格があればオペレーター業務を行っていた
だく場合もありますが、基本は手作業（スコップで穴を掘った
り、埋めたりする作業他）になります。


普通自動車運転免
許（通勤および業
務上必要：ＡＴ限定
可）

日祝他 有限会社　山川
その他

秋田県秋田市河辺諸井字福神５１番
地１

19人 018-882-5366

不問
23人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-16292181

米の集荷作業員

○農家からの米の集荷作業と米の検査補助業務に従事して
いただきます。
・配達区域は秋田市内になります（社有車使用）。

＊天候等により、雇用期間は多少変動する場合あり。

＊体力に自信のある方歓迎

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 出羽青岩アグロ株式会社　秋田支店
その他

秋田市雄和田草川字本田２４１－７０

4人 018-881-0355

不問
43人 秋田県秋田市

平成30年9月18日～平
成30年10月15日 労災

05010-16251081

配送業務

○主に建設現場へ仮設トイレの搬送業務に従事していただき
ます。
・自社トラック（２～３ｔＭＴ車）を使用しての配送です。
・看板の取り付け作業も担当していただきます。
・その他、付随する業務

中型自動車免許（８ｔ
限定可）以上（小型移
動式クレーンの免許
があれば尚可）
＊ＡＴ限定不可

土日祝他 株式会社　みちのく産業
毎　週

秋田県秋田市四ツ小屋末戸松本字
地蔵田２６９－３

11人 018-839-8505

不問
16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16259281

配送業務

○２ｔトラックでの配送業務を担当していただきます。
・自動車部品の配送（ルート配送：１日１０件程度）
・伝票と現品のつき合わせ
・倉庫での軽作業、積込みの作業　等
　（トラック運転者教育終了まで倉庫の軽作業となります）
＊配送範囲：主に由利本荘市（出発は秋田市）
＊契約は年度毎の更新となります。
＊就業日数・時間の増減のご希望は相談に応じます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 ホンダ部品販売株式会社　秋田営業
所その他
秋田県秋田市泉菅野１－２０－１４

17人 018-823-4151

不問
200人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-16263581

℡ 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 150,000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00分～17時00分 就業場所

月給

2人 129,900円～153,500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) 6時00分～15時00分 就業場所

月給

2人 129,900円～153,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 2時00分～11時00分 就業場所
(2) 3時00分～12時00分
(3) 4時00分～13時00分

4ページ中 4ページ

平成30年8月21日発行（平成30年8月20日受付分)　Ｎｏ．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

ガス・灯油等の燃料配
達、ストーブ・ボイラー
等販売メンテ

＊冬期は灯油配達が中心です。灯油ロータリー（２ｔ～３．７ｔ）
でお客様へ灯油の配達をしていただきます。
＊配達エリアは秋田市内全域。最初は先輩社員に同行し、
ルート、手順を覚えてもらいます。※危険物取扱資格が必要
ですが、働きながら資格取得も可能ですのでご相談ください。
＊夏期はストーブの分解整備やストーブ・ボイラー・ホームタ
ンクの設備工事等を行っていただきます。ＬＰガスの配送やガ
ス器具の交換、検針業務等も少しずつ覚えてもらいます。

危険物取扱者（種
別不問）
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　ワタナベ燃料
その他

秋田県南秋田郡五城目町高崎字里
下８０－４

4人 018-852-3355

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16257781

配送運転手【４ｔ平ボ
ディー】

○４ｔ平ボディー車による建設資材（県内）の配送業務

＊基本的にルート配送となります
＊荷物の積み降ろしは手作業となります
＊慣れるまで、ふたり体制で慣れてからワンマンとなります


中型自動車免許（８
ｔ限定可・ＡＴ限定不
可）

日他 サンライズ産業　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋天秤野９－５

63人 018-867-2687

４ｔ車の運転経験者
600人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16276181

配送運転手（４ｔ車）

○４ｔ車による県内のコンビニ及びスーパーなどへの配送
　業務

＊基本的にルート配送となります
＊荷物の積み降ろしは手作業となります
＊慣れるまで、ふたり体制で慣れてからワンマンとなります


中型自動車免許（８
ｔ限定可・ＡＴ限定不
可）

日他 サンライズ産業　株式会社

雇用・労災・健康・厚生
05010-16278381

毎　週
秋田県秋田市新屋天秤野９－５

63人 018-867-2687

４ｔ車の運転経験者
600人 秋田県秋田市

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

　

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

　　１．　８月２１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】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　２．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　３．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　　４．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　５．　８月２７日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　　６．　８月２８日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　７．　８月２９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　８．　８月３０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】
　　９．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



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～1,600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 4,000円～4,000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)14時30分～16時30分 就業場所

時給

3人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～21時30分 就業場所
(2) 7時30分～17時30分

時給

1人 769円～769円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17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) 8時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～17時00分

月給（時給換算）

1人 912円～1,077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 35歳以下 (1) 8時30分～14時45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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時00分～ 9時00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

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,000円～1,100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～16時30分 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～12時30分 就業場所

19人 018-893-4137

不問
53人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-16268181

3ヶ月
労災

05010-16242081

介護職員（拓稜ハウス
割山）

○介護業務（館内のみ）に従事していただきます。
・主に、入浴介助に従事していただきます。
　（１日６名前後です）

＊未経験の方、丁寧な指導いたします。
＊定員２０名。


介護職員初任者研
修（ヘルパー２級）
以上

他 株式会社　シンワ
毎　週

秋田県秋田市新屋朝日町１３－２５

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央３丁目４－
４０

20人 018-845-4575

不問
118人 秋田県秋田市

35人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-16270981

介護パート「介護付有
料老人ホーム遥か」

○介護付有料老人ホーム「遥か」において入居者（定員４０
名）の入浴業務に従事していただきます。
【主な仕事内容】
・特定施設での要介護者１日２０名に対する一般浴、機械浴
、更衣、整容等全般



介護福祉士または
介護職員初任者研
修

水土日 社会福祉法人　はまなす会

レディース向けのアクセ
サリー等の接客販売
（フォンテ秋田）

○レディース向けのかわいいヘアアクセサリー、バッグ、財
布、ネックレス、ピアスなどを豊富に扱うショップです。
＊試用期間　３か月
（小売販売業一般常識、販売目標、商品在庫管理、
　コミュニケーション能力による）

＊土日祝日勤務可能な方、大歓迎

＊男性も活躍しています

不問

他 株式会社　流行屋
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目８－５
　トーカンキャスティール山王６０８号

4人 018-866-9439

不問

20人 018-847-1537

不問
45人 秋田県秋田市

労災
05010-16265781

平成30年9月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-16291281

コンビニエンスストア販
売員　（５時～９時）

○コンビニエンスストアでの販売、接客、レジ等業務に従事
　していただきます。
・販売、接客、レジ業務全般
・商品管理（受発注、値付け補充、陳列等）
・店内清掃　等

＊制服貸与します。

不問

他 ローソン秋田土崎港西三丁目店
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目１番３
４号

毎　週
秋田県秋田市将軍野向山７－７

5人 018-847-1688

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）出来る
方

5人 秋田県秋田市

21人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～平
成31年3月15日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16287681

動物病院の診療アシス
タント（正社員）

○当院での診療アシスタントおよび関連業務全般
・診療アシスタント業務
・受付、会計、電話応対等事務関連業務
・パソコンでの入力集計業務等
（ワード、エクセル等による原稿作成・集計・表計算等）
・ペット用品の販売
・その他雑務（清掃、整理整頓、片付け等）

＊採用日については応相談（平成３０年９月１日以降）

不問

木日祝他 ウェルネス小林動物病院（有限会社
リブラ）

事務員

○事務所内における一般事務に従事していただきます。
・主に書類作成（パソコン使用）
・電話応対、来客対応
・事務所内外の清掃作業
・その他付随する業務

＊稀に外出用務あり（社有車使用ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

21人 018-838-3401
パソコン（エクセ
ル、ワード）の基本
操作
（弥生ソフト経験者
尚可）

81人 018-828-1011

不問
520人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16246581

～平成30年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-16264481

事務員

・独自システムを使用して伝票入力、取引先からの電話応
対、発注業務（エクセルフォーマットへの入力）、来客対応。
・それに付随するパソコンを使用した事務作業

＊外出用務はありません


不問

日他 丸大堀内　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－６４

毎　週
秋田県秋田市外旭川字四百刈２５－
１

15人 018-868-5200

不問
519人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

労災
05010-16252381

＜急募＞接客（フロント
受付）

○スイミングスクールにおける接客業務（フロント受付）及び事務全
般を担当していただきます。
・パソコン操作（ワード、エクセル）
・簡単な経理　　・電話対応等
＊１日４時間、週２０時間程度の勤務です。時間はご相談に応じま
す。　（週４０時間勤務も可）
＊１７時～２１時３０分勤務可能な方、特に歓迎します
＊接客であり、笑顔や子供から親しまれることが望まれます＊長期
勤務できる方
＊６ヶ月毎の契約更新（更新時期は３月末、９月末時）

不問

水日他 株式会社ＪＳＳ　秋田スイミングス
クール

超音波検査業務　≪急
募≫

○当病院での腹部超音波検査業務に従事していただきま
す。


＊詳しくは面接にて説明させていただきます。

　


臨床検査技師
看護師
超音波検査士のい
ずれか

火木金土日祝 佐々木内科・循環器科医院
毎　週

秋田県秋田市土崎港東四丁目５－３
８

9人 018-880-2380

腹部超音波検査経
験者

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16274881

普通自動車免許
（宅地建物取引士
又は二級建築士の
どちらかあれば尚
可）

火祝他 株式会社　ヨシ
隔　週

秋田県秋田市横森５丁目１－１

7人 018-884-5533

平成30年8月21日発行（平成30年8月20日受付分)　Ｎｏ．１
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

現場管理・営業補助
（パート）

○新築、リフォーム企画、設計、施工時の現場管理及び営業
　担当者のサポート。

℡ 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～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)10時00分～14時00分 就業場所
(2)11時00分～14時00分
(3)17時00分～21時00分

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～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 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～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 (1) 9時00分～17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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～15時00分 就業場所

時給

1人 792円～792円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～13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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所400人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-16256481

冷蔵室内での商品箱詰
め作業

【主な仕事の内容】
１．コンベアで流れてくる箱（発泡容器）へ、機械の指示通りに
該当の商品を入れ込んでいきます。
２．上記作業に伴う商品の点検、補充作業を行います。
３．作業前準備・後片付け、清掃を行います。

働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言事
業所

不問

金土他 生活協同組合　コープあきた
毎　週

秋田県秋田市土崎港北６丁目１－３
０

120人 018-846-2515

不問

564人 018-864-3117

不問
768人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16271581

労災
05010-16266881

清掃業務

・社員食堂、更衣室、玄関周辺、トイレ等の清掃業務を担当し
ていただきます。
・はき掃除、ふき掃除など食堂の机やトイレ、更衣室等の清
掃をしていただきます。


不問

他 株式会社　たけや製パン
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－６０

毎　週
秋田県秋田市寺内蛭根３丁目２４－
３１

2人 018-862-2502

不問
50人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16236681

清掃作業員（秋田市八
橋老人いこいの家）

○施設内の清掃作業全般に従事していただきます。
・事務室、玄関、廊下、給湯室、トイレ等
・掃除機かけ、モップかけ
・その他、付随する業務あり

不問

他 企業組合　秋田中高年雇用福祉事
業団

食肉加工作業員（週５
日）

○問屋やスーパー向けの食肉加工
・鶏肉・豚肉を包丁（手作業）でスライスする。
・パック詰め。
・商品を配送先毎に箱詰め、仕分作業。

＊立ち作業となります。作業着は貸与します。

＊初めての方には丁寧に指導します。

不問

土日他 株式会社　田口フードサービス
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町４－４６

20人 018-828-0178

不問

20人 018-828-0178

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16235381

雇用・労災・健康・厚生
05010-16234081

食肉加工作業員（週４
日程度）

○問屋やスーパー向けの食肉加工
・鶏肉・豚肉を包丁（手作業）でスライスする。
・パック詰め。
・商品を配送先毎に箱詰め、仕分作業。

＊立ち作業となります。作業着は貸与します。

＊初めての方には丁寧に指導します。

不問

土日他 株式会社　田口フードサービス
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町４－４６

毎　週
秋田県秋田市新屋大川町１０－８

10人 018-828-7447

不問
30人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16233181

食肉加工作業員（週５
日）

○食肉の加工
・鶏肉・豚肉を包丁（手作業）でスライスする。
・袋、パック詰め


＊立ち作業となります。作業着は貸与します。

＊初めての方には丁寧に指導します。

不問

土日他 株式会社　田口フードサービス　食彩
工房

食肉加工作業員（週４
日程度）

○食肉の加工
・鶏肉・豚肉を包丁（手作業）でスライスする。
・袋、パック詰め


＊立ち作業となります。作業着は貸与します。

＊初めての方には丁寧に指導します。

不問

土日他 株式会社　田口フードサービス　食彩
工房毎　週
秋田県秋田市新屋大川町１０－８

10人 018-828-7447

不問

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16238581

不問

水他 ラーメン　１２３　Ｈｉｈｕｍｉ
その他

秋田県秋田市山王２丁目４番６号

3人 0184-43-4900

2ページ中 2ページ
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ホールスタッフ

○店舗にて接客と配膳をしていただきます。
【主な担当業務】
・お客様へのご注文伺い、商品の配膳
・食器洗い（食器洗浄機あり）
・店内外の清浄等
・調理補助（盛り付けなど）
・その他付帯する業務



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

年俸（月額換算）

2人 334,000円～750,000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00分～18時00分 就業場所

月給

1人 250,000円～400,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

月給

2人 230,000円～300,000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
(2) 7時30分～16時30分

月給

1人 180,000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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分
(3)17時00分～ 9時00分

月給

2人 210,000円～270,000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
(2) 7時30分～16時30分

月給

1人 145,000円～155,000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～19時30分 就業場所
(2)12時00分～19時30分
(3) 9時00分～13時00分

月給

1人 135,000円～151,300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 135,000円～151,300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 234,600円～390,000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45分～17時00分 就業場所

月給

1人 234,600円～390,000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45分～17時00分 就業場所

不問
5,188人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 13080-70825081

建築関連資格をお持
ちの方はぜひご応募
ください。
普通自動車運転免許
要

土日祝 住友不動産株式会社
毎　週

東京都新宿区西新宿２－４－１　新
宿ＮＳビル　１９Ｆ

12人 03-3346-1424

平成30年8月22日発行（平成30年8月21日受付分)　Ｎｏ．１
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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

【秋田】戸建リフォーム
の品質管理／正社員
登用あり

住宅リフォーム『新築そっくりさん』の着工からお引渡しまで
の、品質管理に特化した業務です。
※原則土日休み　※転勤なし　※携帯電話貸与

【品質管理】図面と現場の照合や指定された資材を使用して
いるかのチェック、各種検査、現場の棟梁の技術指導、営業
担当との技術的な相談対応
【検査】第三者的な立場で耐震補強（柱や梁など構造躯体の
補強）や屋根・外壁等の防水検査

建設現場の監理

○建設現場の監理業務を担当していただきます。
・現場は秋田県内全域、一部他県あり

　その他付随する業務
・書類の作成、提出
・出勤簿の管理
・社内業務（見積もり等）

＊業務にはマイカーを使用（ガソリン代支給します）


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
土木施工管理技士

日祝他 加藤建設　株式会社
その他

秋田県秋田市泉北三丁目４番２０号

38人 018-862-7947

建築構造物の施工
経験

38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16386781

看護職員（正看）【シフ
ト】

○介護を必要とする高齢者の健康管理
○入居者に関する保健衛生管理
○その他、付随する業務
＊現在、利用者５７名、看護師８名（交替制）
　介護職員２９名で対応。
　（施設全体で６０室あります）
＊未経験者でもマンツーマンで丁寧な指導あり。
【働き方改革関連認定企業】【秋田県】介護サービス事業所認
定評価制度

看護師

他 医療法人　三愛会　アルテンハウゼ
手形住吉町その他
秋田県秋田市手形住吉町１－３

39人 018-874-7553

不問
213人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16369581

看護師または准看護師

○「在宅につながる病棟」での勤務です。
・医師の補助および患者の介助等
・その他、看護に関する業務

※夜勤帯は、１９床を２人体制で対応します。
※制服貸与
※勤務開始日は相談に応じます。

看護師または准看
護師

他 医療法人　栄山会　山王胃腸科
毎　週

秋田県秋田市山王２丁目１番４９号

32人 018-862-5211

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16383981

看護職員（准看）【シフ
ト】

○介護を必要とする高齢者の健康管理
○入居者に関する保健衛生管理
○その他、付随する業務
＊現在、利用者５７名、看護師８名（交替制）
　介護職員２９名で対応。
　（施設全体で６０室あります）
＊未経験者でもマンツーマンで丁寧な指導あり。
【働き方改革関連認定企業】
【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

准看護師

他 医療法人　三愛会　アルテンハウゼ
手形住吉町その他
秋田県秋田市手形住吉町１－３

39人 018-874-7553

不問
213人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16370881

歯科衛生士

○歯科医院業務全般に従事していただきます
・診療介助
・受付事務
・予防処置
・院内清掃　他
＊就業時間（１）～（４）でシフト勤務です。
　シフトは相談のうえ決めます。
＊お子さんの学校行事等へ参加など配慮します。

歯科衛生士免許

日祝 又井歯科クリニック
その他

秋田県秋田市飯島西袋二丁目１６番
１号

3人 018-846-8877

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16345781

職業指導員

【主な作業】
・畑地管理、枝豆栽培（４～８月）
・野菜出荷の選別、袋詰め作業等の受託作業（９～１１月）
・屋内でのタラの芽水耕栽培（１１～４月）
・送迎車運転業務他
・農業に意欲のある方募集します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　スクールファーム河辺
毎　週

秋田県秋田市河辺赤平字小曽根８０
番地

9人 018-882-5128

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16361781

生活支援員

・障がい者の通所者の生活指導、作業支援
・送迎車運転業務
・ケース記録の入力等
・事務作業

不問

日祝他 株式会社　スクールファーム河辺
毎　週

秋田県秋田市河辺赤平字小曽根８０
番地

9人 018-882-5128

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16362881

職業訓練指導員（職業
能力開発職）（機械）

○離職者の早期再就職に向けた職業訓練及び再就職支援、
在職者の専門的知識及び技能・技術の向上に向けた職業訓
練の実施等に従事していただきます。

＊当センターホームページの「募集要項」をご覧ください。
＊平成３１年４月１日からの勤務になります。

募集職種関連の実務経験を平成３１年３月３１日までに１０年
以上有する者

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

58人 018-873-3177

6,707人 秋田県潟上市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16387881

職業訓練指導員（職業
能力開発職）（溶接）

○離職者の早期再就職に向けた職業訓練及び再就職支援、
在職者の専門的知識及び技能・技術の向上に向けた職業訓
練の実施等に従事していただきます。

＊当センターホームページの「募集要項」をご覧ください。
＊平成３１年４月１日からの勤務になります。

募集職種関連の実務経験を平成３１年３月３１日までに１０年
以上有する者

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

職業訓練指導員免
許（機械科）（平成３
１年３月３１日まで
に免許取得可能な
場合でも可）
平成３１年４月１日
時点で６０歳未満
の方

58人 018-873-3177

6,707人 秋田県潟上市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16388281

職業訓練指導員免
許（構造物鉄工科）
（平成３１年３月３１
日までに免許取得
可能な場合でも可）
平成３１年４月１日
時点で６０歳未満
の方

℡ 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 234,600円～390,000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45分～17時00分 就業場所

月給

1人 234,600円～390,000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45分～17時00分 就業場所

月給

1人 234,600円～390,000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45分～17時00分 就業場所

月給

1人 188,000円～202,500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

2人 141,400円～297,200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 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 138,180円～138,180円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 120,000円～128,000円
就業場所

無期雇用派遣 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～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～18時00分
(3) 8時00分～12時00分

月給

1人 236,240円～440,640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 165,000円～190,000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

時給（月額換算）

1人 146,200円～146,200円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～19時00分 就業場所
(2)12時00分～21時30分

時給（月額換算）

1人 129,000円～137,600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 就業場所

求人番号

職業訓練指導員（職業
能力開発職）（電気）

○離職者の早期再就職に向けた職業訓練及び再就職支援、
在職者の専門的知識及び技能・技術の向上に向けた職業訓
練の実施等に従事していただきます。

＊当センターホームページの「募集要項」をご覧ください。
＊平成３１年４月１日からの勤務になります。

募集職種関連の実務経験を平成３１年３月３１日までに１０年
以上有する者

秋田県潟上市天王字上北野４－１４
３

58人 018-873-3177

4ページ中 2ページ

平成30年8月22日発行（平成30年8月21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

6,707人 秋田県潟上市

職業訓練指導員免
許（電気科、電気工
事科）（平成３１年３
月３１日までに免許
取得可能な場合で
も可）
平成３１年４月１日
時点で６０歳未満
の方

職業訓練指導員免
許（建築科、建設
科）（平成３１年３月
３１日までに免許取
得可能な場合でも
可）
平成３１年４月１日
時点で６０歳未満
の方

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16389181

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

職業訓練指導員（職業
能力開発職）（建築）

○離職者の早期再就職に向けた職業訓練及び再就職支援、
在職者の専門的知識及び技能・技術の向上に向けた職業訓
練の実施等に従事していただきます。

＊当センターホームページの「募集要項」をご覧ください。
＊平成３１年４月１日からの勤務になります。

募集職種関連の実務経験を平成３１年３月３１日までに１０年
以上有する者

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

58人 018-873-3177

6,707人 秋田県潟上市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16390681

職業訓練指導員（職業
能力開発職）（ビル管
理）

○離職者の早期再就職に向けた職業訓練及び再就職支援、
在職者の専門的知識及び技能・技術の向上に向けた職業訓
練の実施等に従事していただきます。

＊当センターホームページの「募集要項」をご覧ください。
＊平成３１年４月１日からの勤務になります。

募集職種関連の実務経験を平成３１年３月３１日までに１０年
以上有する者

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

58人 018-873-3177

6,707人 秋田県潟上市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16391981

フラワーコーディネー
ター（生花スタッフ／フ
ラワー愛秋田）

典礼会館にて使用するフラワーの作成や会場のコーディネー
ト、祭壇の装飾、管理、配送等を行って頂きます。
お花が好きな方、お花を通してお客様の心に残るサービスを
提供したい経験者大歓迎☆
典礼会館のコンセプトである「生きる、お葬式。」を通してお客
様の心に寄り添うサービスができるやりがいのあるお仕事で
す！検定等もあり、お花について学ぶ機会は豊富に準備して
おります☆
ぜひ私達と「さらに実力が身に付く」職場で一緒に働きません
か？

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　トレーダー愛
その他

山口県下関市王喜本町６丁目４番５
０号

8人 083-283-2455

経験者優遇
700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 35020-10354281

事務職（県内厚生連９
病院）
【実務経験者】

・将来の秋田県厚生連を担う職員として、医療のプロフェッ
ショナル集団と共にチーム医療の一員として、経営企画、経
理事務、資材（医薬品・医療機器等の購入及び固定資産等
の管理）、人事・給与・社会保険、医療請求等、病院運営全般
に係る業務を行います。

※受付開始日：平成３０年８月２７日（月）

※平成３１年４月１日採用

不問

土日祝 秋田県厚生農業協同組合連合会
毎　週

秋田県秋田市八橋南２丁目１０－１６

4,969人 018-864-2625

実務経験３年以上
（募集要項参照）

4,969人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16372181

事務補助（秋田県警察
本部）　【１０／１～】

○一般事務補助業務を担当していただきます。
・パソコンを使用した文書作成、データ入力
　（使用ソフト：ワード、エクセル、一太郎等）
・来客、電話応対
・その他庶務的な業務（文書整理等）




不問

土日祝他 秋田県警察本部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番５号

700人 018-863-1111

不問
2,300人 秋田県秋田市

平成30年10月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-16306081

医療事務（秋田市内）

○病院での医療事務業務に従事していただきます。
・患者対応、電話対応、診療券発行、金銭授受、問診表整理、現金
出納帳記入
・診療、データの医療端末への取り込み入力、診療報酬明細書点
検、修正、送信
・予防接種・健診請求書作成、自賠責、労災、公務災害に関する請
求事務　等
＊就業時間：（１）（２）は「月火木金」で交替制、（３）（４）は「水土」で
交替制
＊派遣前に事業所にて２日間程度の研修を実施します。
（９時～１７時程度）

（財）日本医療教育
財団主催試験合格
者　＊他団体資格
の方ご相談下さ
い。

日祝 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
その他

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

3人 018-835-4276

不問
97,094人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16382681

総合職（建築技術者／
未経験可）［秋田市・横
手市・大仙市

建設現場における建築施工管理補助業務に従事して頂きま
す
（業者の段取り、作業員への指示、品質管理、工程管理、安
全管理、打ち合せ他）
＊未経験の方には丁寧に基本から教育させて頂きます。
＊未経験やブランクのある方も歓迎致します。
＊随時、各地域にて面接や会社説明会を行っております。
　予約や今後のスケジュール等はお気軽にご連絡ください。
＊就業場所は応相談させて頂きます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　メイジン
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
８　第１日本オフィスビル７階

87人 022-224-6841

ＰＣ操作（エクセル・
ワード）

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-56221481

バス運行管理事務

○バスの運行管理に関する業務全般を担当します。
・運行管理、配車など
・旅行会社との予約に関する対応
・その他、関連業務

※就業時間について
　運行業務対応のため、早出、遅出など不規則な勤務時間と
　なることがあります。

運行管理基礎講習
の修了者（必須）
（旅客運行管理者
は尚可）

他 秋田観光バス株式会社
その他

秋田県男鹿市船川港比詰字大巻７６
－４

12人 0185-24-2111

関連業務経験があ
り運行管理基礎講
習の修了者

37人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1113681

衣類の接客販売

○ジーンズやカジュアルファッションなどをお客様にお買い求
めいただくにあたり、商品を探したりアドバイス等を　
　行っていただきます。
・商品入荷による荷出し、陳列
・レジ業務
・ミシン業務

＊レジ及びミシンの操作については、未経験でもていねいに
指導しますのでご安心ください。

不問

他 株式会社　アメリカ屋　イオンタウン
茨島店その他
秋田県秋田県秋田市茨島４丁目３８
３－２　イオンタウン内

5人 018-896-5221

不問
380人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16325981
株式会社　ＪＡ新あきたライフサービ
スその他
秋田県秋田市広面字土手下１０８番
地１

12人 018-834-8371

不問

職業訓練指導員免
許（ボイラー科）（平
成３１年３月３１日
までに免許取得可
能な場合でも可）
平成３１年４月１日
時点で６０歳未満
の方

56人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-16340381

給油業務「雄和給油
所」

○ガソリンスタンドでの給油業務に従事していただきます。

・料金精算業務
・スタンド内の清掃業務
・稀に自動車を移動することも有り得る

＊ノルマはありません。
＊未経験者の方にはスタッフがサポートいたします。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

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 150,000円～400,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

月給

1人 160,000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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)16時00分～ 9時00分

月給

1人 125,000円～125,000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～19時30分 就業場所
(2)12時00分～19時30分
(3) 9時00分～13時00分

月給

3人 193,500円～193,500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 18歳以上 (1) 8時10分～16時40分 就業場所
(2)12時00分～20時15分
(3)16時20分～ 0時15分

日給（月額換算）

3人 174,300円～186,750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 120,000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 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～200,000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20分 就業場所

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

2人 280,000円～450,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 230,000円～290,000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

平成30年8月22日発行（平成30年8月21日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

営業

○建設業はサービス業である。我々は建設サービス産業を目
　指し、社会に貢献する事を目的とする。
・セブンイレブンの秋田県内全店舗の開発をセブンイレブン
　ジャパン・リクルートスタッフとともに展開する業務
・その他流通店舗に関しては土地情報の提供による受注活動
・ＡＳＪの住宅イベントを通じて全国の登録建築家と顧客を
　マッチングさせ設計から施工まで顧客をサポートする業務
＊秋田県内全域、一部他県あり
＊マイカー使用（ガソリン代支給）　
＊就業時間：（２）は土曜日（休憩なし）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 加藤建設　株式会社
その他

秋田県秋田市泉北三丁目４番２０号

38人 018-862-7947

不問
38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16385481

介護職員

○グループホームでの介護業務一般に従事していただきま
す。
・入浴介助、食事介助、排泄介助、リハビリ介助等
・月６回程度の夜勤があります。

＊夜勤は、利用者９名を１名で対応します。

不問

他 株式会社　グリーンリーフ
その他

秋田県秋田市雄和女米木字高麓沢
４５番地

11人 018-886-4126

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16358381

歯科助手

○歯科医院業務全般に従事していただきます
・診療介助
・受付事務
・予防処置
・院内清掃　他
＊就業時間（１）～（４）でシフト勤務です。
　シフトは相談のうえ決めます。
＊お子さんの学校行事等へ参加など配慮します。

不問

日祝 又井歯科クリニック
その他

秋田県秋田市飯島西袋二丁目１６番
１号

3人 018-846-8877

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16343581

ホール・カウンタース
タッフ　（茨島店）

○ホールおよび景品カウンターにおける接客業務を担当しま
　す。
・玉箱の上げ下ろし
・玉の交換作業
・店内アナウンス　等
＊未経験者へは丁寧に指導いたします。
＊制服貸与
＊通勤手当は２キロ以上に支給。
＊実働６時間４５分

不問

他 株式会社　ＭＱ６　ＭＱリゾート　茨島
店その他
秋田県秋田市茨島２丁目７－２４

20人 018-866-9988

不問
80人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16303881

作業員

○個人宅の庭木の剪定、手入れ
○公園の改修工事、草刈り作業
○災害復旧に伴う土木工事など
※秋田市内の現場が主ですが、由利本荘市、大仙市などの
　現場もあります。
※会社に集合してから現場に向かう場合と、直行直帰の場合
　があります。どちらも社有車の軽トラ、２トントラックを
　使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日 城南園
な　し

秋田県秋田市雄和女米木字川崎７２

0人 018-886-3242

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16368981

綿入れ作業員（見習い
可）

○工場内で布団綿入れ作業に従事していただきます。
・主に布団の綿入れ作業
・綿を入れた後。手縫いで仕上げ作業
・その他、付随する業務

＊初めての方にも丁寧に指導いたします。

不問

土日祝他 株式会社　品川商事　秋田店
毎　週

秋田県秋田市川尻若葉町５－１０

8人 018-867-0216

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16377581

自動車鈑金、塗装

○自動車鈑金全般
・車体の外装
・パネルの取換え
・組付け
・フレーム修正
・へこんだ部分の鈑金　等
○自動車修理箇所の塗装仕上げ
＊引取り、納車等の付随業務もあり。
＊作業着貸与

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　秋田カーサービス
その他

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
３８

21人 018-846-5611

不問
24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16342981

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！

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

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年9月3日～平
成30年10月31日 雇用・労災

05010-16353781

大型運転手（秋田県）

（１）新潟～東北間の一般雑貨の定期運行
（２）関東方面への一般雑貨の配送

＊主に（１）のルートでの運行です。　　　　　　　　　　
＊大型運転経験者は優遇いたします。
　未経験者も可（添乗指導を行います）。

＊会社概要の詳細については、当社ホームページをご覧くだ
　さい。

大型免許

日祝他 西川運輸興業　株式会社
その他

新潟市東区木工新町４３１番地２

20人 025-271-7111

経験者優遇
未経験者も可（添乗
指導を行います）
運転免許取得支援制
度有り

130人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
15010-32071281

クレーンオペレーター

○クレーンオペレーターとして従事していただきます。
・土木、建設土木現場における移動式クレーンによる作業
・クレーンの管理、洗車作業

＊使用重機は１３ｔ～５０ｔ
＊活動エリア：県内全域（主に秋田市）


大型特殊自動車免
許、移動式クレーン
※いずれも必須

日他 日東重機興業　有限会社
その他

秋田県秋田市飯島字砂田３１－９

10人 018-845-6400
クレーンオペレー
ター業務経験者
＊土木作業従事経
験あれば尚可

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16347281

℡ 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～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時00分～16時45分 就業場所
(2) 8時00分～15時00分

4ページ中 4ページ

平成30年8月22日発行（平成30年8月21日受付分)　Ｎｏ．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

配送（秋田営業所）

秋田営業所において下記の業務を行っていただきます。
・主に岩手県内、一部宮城県内の建設現場、管工機材会社
へ　断熱材、管工機材等を配送する業務
・その他、付随する業務

＊社用車（２ｔトラック）を使用していただきます。

準中型自動車運転
免許（ＡＴ限定不
可）
２ｔトラックを運転出
来る免許

日祝他 株式会社　東北安田商会
その他

岩手県紫波郡矢巾町広宮沢１１ー１
９２－６

2人 019-697-8882

不問
17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010-20443081

　　　　●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．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　２．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　　３．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　４．　８月２７日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　　５．　８月２８日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　６．　８月２９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　７．　８月３０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】
　　８．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

●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！

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                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．　９月　３日　ヤマト運輸㈱【荷受作業、軽作業】
　　２．　９月　４日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【デイサービス・ショートステイ介護職員　他】
　

『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 2,500円～2,500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)13時00分～18時30分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分

時給

1人 1,300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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 7時30分～16時30分

時給

1人 1,000円～1,500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) 9時00分～12時00分 就業場所
(2)17時00分～19時30分
(3) 9時00分～13時00分

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 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,070円～1,070円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所
(2)10時30分～17時15分

時給

2人 810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) 9時00分～17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

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 910円～910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15分～17時00分 就業場所

時給

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～13時30分 就業場所
(2)13時30分～18時30分
(3) 9時00分～15時00分

時給

3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) 7時00分～11時00分 就業場所
(2)14時00分～18時00分

126人 018-896-0077

不問
2,600人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-16310781

12ヶ月
雇用・労災

05010-16379781

販売（惣菜部門）【４時
間】

○スーパーマーケット惣菜部門における加工やパック詰め、
値付け、商品陳列、発注等の作業を行っていただきます。
・店舗内業務における各種付随作業もあります。 不問

他 株式会社　伊徳　川尻店
その他

秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

毎　週
秋田県秋田市将軍野東１－４－３８

12人 018-846-5778

不問
36人 秋田県秋田市

2,334人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16384581

事務その他関連業務
（パート）

○事務その他関連業務に従事していただきます。
・受付事務
・発注、伝票入力など
・販売、配達
・患者対応
・その他、薬局内業務

＊外出用務時は社用車（軽ＡＴ車）を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

火日祝他 有限会社　スマイル薬局

事務系スタッフ（理工学
研究科）

所属先：理工学研究科

・物品請求システム伝票入力業務
・外部資金の受入に関する業務
・予算の執行に関する業務
・給与明細の配付、扶養控除申告書のとりまとめ
・その他会計業務に関する事務補助
※採用後、配置換等により変更の可能性があります。
　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

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 018-889-2215

パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ等）
が出来ること。

20人 018-880-5877

パソコン操作できる
方（入力程度で可）

100人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16337781

～平成30年12月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-16334981

事務及び商品管理

・会計業務（配達員が集金した現金の処理）
・パソコンデータ入力（専用ソフトを使用）
・商品の発注（パソコンにてＷｅｂ注文します）
・電話対応（主にお客様）
・雑務（事務所内清掃等）

不問

水土日 株式会社　ハート・デリバリー　明治
けんこう宅配　秋田店毎　週
秋田県秋田市飯島川端１－２－４

毎　週
秋田県秋田市中通３丁目２番４４号

16人 018-884-7090

パソコン基本操作
（主にエクセル）

36人 秋田県秋田市

21人 秋田県秋田市
～平成31年8月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-16327481

一般事務

○経理、人事事務全般を担当していただきます。
・データ入力
・パソコンを利用した資料作成
・電話対応など
・郵送書類の仕分、発送手配
＊お客様の経理、総務の事務業務を受託しています。
（事前研修あります）
＊勤務日数及び勤務時間は相談に応じます。

不問

土日祝 株式会社　テクノス秋田

共済事務

○共済組合・互助会の事務を担当していただきます。
・共済組合資格に関すること
・団体生命保険に関すること
・共済貸付に関すること
・年金の手続き及び問い合わせ等の対応
・パソコンを使用しての入力業務　等

＊上記事務のうち、採用後に担当する業務を決定します。

不問

土日祝 地方職員共済組合秋田県支部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１　秋
田県総務部人事課内

21人 018-860-1051

パソコン基本操作
（エクセル、ワード
等）可能な方

27人 080-5044-2363

不問
159,800人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05010-16336481

労災
05010-16346881

内勤事務

○秋田新屋センターで荷受業務（荷受、梱包等）をしていただ
きます。
・主に社内間での電話応対業務（一部顧客対応あり）
・業務用資材の棚卸、在庫管理
・その他付随する業務

不問

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田新屋セ
ンター毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－９２

な　し
秋田県秋田市飯島西袋二丁目１６番
１号

3人 018-846-8877

不問
3人 秋田県秋田市

213人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-16371281

歯科衛生士（パート）

○歯科医院業務全般に従事していただきます
・診療介助
・受付事務
・予防処置
・院内清掃　他

＊就業時間（１）～（３）の中でご希望をお聞きします。
　ご相談ください。
＊お子さんの学校行事等へ参加など配慮します。

歯科衛生士免許

日祝 又井歯科クリニック

看護職員（パート）

○介護を必要とする高齢者の健康管理
○入居者に関する保健衛生管理
○食事介助の補助業務もあります。

＊現在８人体制で業務を行っております。
　（施設全体で６０室あります）
【働き方改革関連認定企業】
【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

看護師　または　准
看護師

他 医療法人　三愛会　アルテンハウゼ
手形住吉町毎　週
秋田県秋田市手形住吉町１－３

39人 018-874-7553

不問

調剤業務
36人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-16380081

薬剤師免許
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月水木日祝 有限会社　スマイル薬局
毎　週

秋田県秋田市将軍野東１－４－３８

12人 018-846-5778

平成30年8月22日発行（平成30年8月21日受付分)　Ｎｏ．１
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

薬剤師（パート）

○薬剤師業務に従事していただきます。
・保険調剤業務、服薬指導
・薬歴管理
・その他、薬局関連業務

＊原則、火・金・土の勤務となりますが、勤務曜日、時間等に
ついては、相談に応じます。

℡ 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

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) 7時30分～14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) 7時30分～11時30分 就業場所

時給

2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) 7時00分～14時00分 就業場所
(2)11時00分～18時00分

時給

1人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～18時00分 就業場所

時給

2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) 7時00分～14時00分 就業場所
(2)11時00分～18時00分

時給

1人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～11時00分 就業場所

時給

2人 760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)16時00分～20時00分 就業場所
(2)18時30分～22時30分

時給

2人 830円～870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

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

2人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)16時00分～22時00分 就業場所13人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16332381

コンビニエンスストアス
タッフ（１６時～２２時）

○コンビニエンスストアの業務全般に従事して頂きます。
・レジ会計、店内外の清掃、商品の検品、商品陳列、補充、
発注
・揚げ物、おでん等の簡単な調理
・その他付随する業務

＊ユニフォーム貸与
＊勤務曜日等は相談に応じます。

不問

他 セブンイレブン　秋田山王１丁目店
毎　週

秋田県秋田市山王一丁目１２－２５

13人 018-824-5415

不問

126人 018-896-0077

不問
2,600人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-16323381

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16322081

販売（青果部門）【４時
間】

○スーパーマーケット青果部門における野菜のカットや
　パック、袋詰め、陳列等の作業を行っていただきます。

＊店舗内における付随する業務もあります。

＊１年ごとの契約更新

不問

他 株式会社　伊徳　川尻店
その他

秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

その他
秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

126人 018-896-0077

不問
2,600人 秋田県秋田市

2,600人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-16320281

販売（青果部門）【６時
間】

○スーパーマーケット青果部門における野菜のカットや
　パック、袋詰め、陳列等の作業を行っていただきます。

＊店舗内における付随する業務もあります。

＊１年ごとの契約更新

不問

他 株式会社　伊徳　川尻店

販売（夜間スタッフ）【４
時間】

○スーパーにおいて夜の売り場の管理（値段ラベル貼り付け
商品管理）及び閉店作業等を行っていただきます。
・店舗内における付随する業務もあり 不問

他 株式会社　伊徳　川尻店
その他

秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

126人 018-896-0077

不問

126人 018-896-0077

不問
2,600人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-16318581

12ヶ月
労災

05010-16316681

販売（サポート部門）【４
時間】

　○スーパーマーケットサポート部門におけるレジ操作、
　接客、包装、お客様をお迎えするＰＯＰ作成等を行って
　いただきます。
・店舗内業務における各種付随作業もあります。

＊週２０時間未満の労働時間です（月８０時間程度）

不問

他 株式会社　伊徳　川尻店
その他

秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

その他
秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

126人 018-896-0077

不問
2,600人 秋田県秋田市

2,600人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-16315381

販売（日配部門）【４時
間】

○日配部門のお仕事全般です。

・商品陳列
・ＰＯＰ作成
・値引き作業
・発注など
＊初めての方でも研修指導致しますので、ご安心ください。
＊１年ごとの契約更新

不問

他 株式会社　伊徳　川尻店

販売（日配部門）【６時
間】

○日配部門のお仕事全般です。

・商品陳列
・ＰＯＰ作成
・値引き作業
・発注など
＊初めての方でも研修指導致しますので、ご安心ください。
＊１年ごとの契約更新です。

不問

他 株式会社　伊徳　川尻店
その他

秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

126人 018-896-0077

不問

126人 018-896-0077

不問
2,600人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-16314081

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16313181

販売（ベーカリー部門）
【４時間】

○スーパーマーケットベーカリー部門におけるパンの製造、
商品陳列、値付け、接客（レジ）等の作業を行っていただきま
す。
・店舗内業務における各種付随作業もあります。

不問

他 株式会社　伊徳　川尻店
その他

秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

その他
秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

126人 018-896-0077

不問
2,600人 秋田県秋田市

2,600人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-16312281

販売（ベーカリー部門）
【６時間】

○スーパーマーケットベーカリー部門におけるパンの製造、
商品陳列、値付け、接客（レジ）等の作業を行っていただきま
す。
・店舗内業務における各種付随作業もあります。

不問

他 株式会社　伊徳　川尻店

販売（精肉部門）【４時
間】

○スーパー精肉部門における食肉の加工や値付け、商品陳
列、パック詰め等の作業を行っていただきます。

＊店舗内における付随する業務もあります。

＊１年ごとの契約更新

不問

他 株式会社　伊徳　川尻店
その他

秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

126人 018-896-0077

不問

不問
2,600人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16311881

不問

他 株式会社　伊徳　川尻店
その他

秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

126人 018-896-0077

4ページ中 2ページ

平成30年8月22日発行（平成30年8月21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

販売（精肉部門）【６時
間】

○スーパー精肉部門における食肉の加工や値付け、商品陳
列、パック詰め等の作業を行っていただきます。

＊店舗内における付随する業務もあります。

＊１年ごとの契約更新



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 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)12時00分～16時00分 就業場所
(2)16時10分～20時10分

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)16時00分～19時00分 就業場所

時給

3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 就業場所

時給

1人 925円～925円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30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
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～12時00分 就業場所
(2)17時00分～19時30分
(3) 9時00分～13時00分

時給

2人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～13時30分 就業場所

時給

3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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～ 9時00分 就業場所
(2)11時00分～15時00分
(3)19時00分～21時30分

時給

3人 900円～1,300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 18歳以上 (1) 8時10分～16時40分 就業場所
(2)12時00分～20時15分
(3)16時20分～ 0時15分

時給

1人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～20時00分 就業場所

時給

7人 900円～950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30分 就業場所

17人 018-862-6611

不問
34人 秋田県秋田市

平成30年9月18日～平
成30年12月29日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16351581

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16333681

きりたんぽ製造及び雑
務

○きりたんぽ製造及び雑務
・きりたんぽの製造に係る全ての工程に従事して頂きます。
・重量物（米や鍋）を持ち運びする作業があります。
＊力仕事のため、体力に自信のある方を希望します。
＊作業の進み具合により就業時間の多少の増減あります。
＊残業あります。
＊作業用白衣貸与。　
＊契約更新はありません。

不問

日 株式会社　料亭濱乃家
な　し

秋田県秋田市大町４丁目２－１１

毎　週
秋田県秋田市高陽幸町１４番２７

180人 018-896-1133

不問
2,600人 秋田県秋田市

80人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16304281

ベーカリー部門　【新国
道店】（１３：００～２０：０
０）

○スーパーマーケットのベーカリー部門で、手作りのパン
　作り、商品陳列、お会計、接客等を担当します。

＊初めての方でも研修指導いたしますのでご安心くだい。

＊１年毎の契約更新です。
＊土日祝は交代で休みとなります。

不問

他 株式会社　伊徳　新国道店

ホール・カウンタース
タッフまたはコーヒース
タッフ（茨島）

○ホールおよび景品カウンターにおける接客業務を担当しま
　す。
・玉箱の上げ下ろし　　・玉の交換作業
・店内アナウンス　等
＊コーヒースタッフも同時募集（時間給９００円～）
＊未経験者へは丁寧に指導いたします。
＊制服貸与
＊通勤手当は２キロ以上に支給。
＊実働６時間４５分

不問

他 株式会社　ＭＱ６　ＭＱリゾート　茨島
店毎　週
秋田県秋田市茨島２丁目７－２４

20人 018-866-9988

不問

2人 018-865-3500

不問
2人 秋田県秋田市

労災
05010-16339281

雇用・労災
05010-16330181

飲食店スタッフ

○当店ホール担当者として業務に従事していただきます。
【主な業務内容】
＊ラーメン店での接客業務全般を行っていただきます。
（注文伺い、配膳及び下膳、レジ清算業務、食器の洗浄、
　店内の清掃等）

不問

他 らーめん鷹島
毎　週

秋田県秋田市高陽幸町８－１７

毎　週
秋田県秋田市山王中園町３－８

15人 018-863-7533

不問
15人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市

労災
05010-16344481

弁当調理《急募》

○惣菜や弁当の調理業務に従事していただきます。　　　
・野菜などのカット作業
・弁当の盛り付け作業
・揚げ物等
・その他　付随する業務

＊衛生面に関心のある方を希望いたします。

＊惣菜、弁当の調理経験者優遇します。

不問

日他 合資会社　一力

歯科助手（パート）

○歯科医院業務全般に従事していただきます
・診療介助
・受付事務
・予防処置
・院内清掃　他

＊就業時間（１）～（３）の中でご希望をお聞きします。
　ご相談ください。
＊お子さんの学校行事等へ参加など配慮します。

不問

日祝 又井歯科クリニック
な　し

秋田県秋田市飯島西袋二丁目１６番
１号

3人 018-846-8877

不問

43人 018-838-4500

不問
314人 秋田県秋田市

～平成31年4月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-16349081

労災
05010-16376981

介護員（ショートステイ）
【日勤】【産休代替】

○家庭的な雰囲気の中でショートステイ利用者様に対しての
介護業務全般や日常生活のお世話をしています。
・食事介助、入浴介助、排泄介助
・レクリエーション等の介助　
＊入所定員２８名（ユニット型）介護スタッフ１７名で担当＊未
経験者については、マンツーマンで丁寧な指導をいたします。
安心してご応募ください。
【働き方改革関連認定企業】
【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

不問

他 株式会社　虹の街　やすらぎの郷
その他

秋田県秋田市泉中央５丁目１－１６

毎　週
秋田県秋田市大町３丁目５－８
ウィング・グラン４Ｆ

0人 018-874-7547

不問
25人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

労災
05010-16328781

スイーツ販売、レジ業
務

【新規店舗オープンに伴う募集です！！】
○秋田駅周辺に３０年９月オープン予定のテイクアウト専門ス
イーツ店にて
・スイーツの販売　　・簡単な調理
・お客様対応　　・その他付随する業務
＊エプロン貸与いたします。
※働き方改革関連認定企業【秋田県】
　男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 ノリット・ジャポン　株式会社

販売員≪急募≫

○接客・レジ打ち・商品補充お願いします。

○揚げ物等、簡単な惣菜調理もお願いします。


　
　　　　　・・・・・≪急　　募≫・・・・・　　　　　　　　　　　


不問

日他 合資会社　一力
その他

秋田県秋田市山王中園町３－８

15人 018-863-7533

不問

不問
18,731人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

21020-10854881

不問

他 株式会社　セリア
毎　週

岐阜県大垣市外渕２丁目３８番地

7人 0584-89-8858

平成30年8月22日発行（平成30年8月21日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

販売員（Ｓｅｒｉａ生活良
品　フレスポ御所野店）

店舗での接客、商品陳列、レジ業務など
　未経験でも安心！　　
　　お店で働いた経験がなかったり、ブランクのある方でも大
丈夫！　　
　　初めての方でも働きやすい仕組みが整っています。　
　　働く時間が選べる！　　
　「週に１日」や「１日２時間」といった短時間でもＯＫ！　　
　　学生や子育て中の方でも気軽に働くことができます。　
　　キャリアアップ可能！

℡ 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 1,100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 (1)13時30分～21時30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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～15時30分 就業場所

時給

1人 1,100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 (1)13時30分～21時30分 就業場所

時給

2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 不問 (1) 7時00分～ 9時00分 就業場所

時給

6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) 8時30分～15時30分 就業場所

時給

2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) 9時00分～16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) 8時00分～13時00分 就業場所

88人 018-862-2611

不問
1,000人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-16378481

労災
05010-16326581

加食部門（割山店）

○加食部門において

・商品の陳列、補充
・検品、発注等

＊土、日、祝日勤務可能な方（面接の際応相談）

不問

他 株式会社　ナイス
その他

秋田県秋田市新屋豊町３－４８

毎　週
秋田県秋田市川尻若葉町５－１０

8人 018-867-0216

不問
10人 秋田県秋田市

200人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16309981

軽作業員（９時～１６
時）

○工場内の軽作業全般をおこないます
・布団の洗浄（羽毛の洗浄）
・客先別に商品を梱包し発送の手配をします（伝票記入有）
・その他工場内雑務等

＊上着（ジャンパー）貸与します。マスクは支給します

不問

土日祝他 株式会社　品川商事　秋田店

野菜の加工（フレッシュ
センター）

○野菜の袋詰め作業を担当します。
＊野菜のパック詰めなど。
＊就業日数、時間は相談により決定します。
＊週４日の勤務
＊準社員への昇進あり：求人特記事項欄参照

【　業務拡大のための募集です　】

不問

月水日 株式会社　松紀　フレッシュセンター
毎　週

秋田県秋田市外旭川字待合８３－１

50人 018-868-6522

不問

20人 018-866-9988

不問
80人 秋田県秋田市

労災
05010-16302781

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16359681

清掃スタッフ（茨島）

○ホール全般の清掃作業に従事していただきます。
・業務用掃除機やモップを使用しての床掃除
・男女トイレの掃除
・喫煙場所に設置された灰皿の掃除

不問

他 株式会社　ＭＱ６　ＭＱリゾート　茨島
店毎　週
秋田県秋田市茨島２丁目７－２４

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－９２

27人 080-5044-2363

不問
159,800人 秋田県秋田市

100人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16338881

集配業務（パート７時
間）

・秋田新屋センターで宅配便とＤＭ便を当社車両にて配達、
集荷していただく業務になります。
・その他、付随する業務

＊２ｔ車を使用
＊３ヶ月毎の契約更新制

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
＊中型免許（８ｔ限
定可）あれば尚可

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田新屋セ
ンター

配達兼事務スタッフ

・伝票チェック
・電話対応（主にお客様）
・パソコンデータ入力（専用ソフトを使用）
・午前中は商品の配達業務。社用車（軽・ＡＴ車）を使用
・月１回（主に月末）９：３０～１１：３０　店内会議

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

水土日 株式会社　ハート・デリバリー　明治
けんこう宅配　秋田店毎　週
秋田県秋田市飯島川端１－２－４

20人 018-880-5877

パソコン操作できる
方（入力程度で可）

不問
159,800人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16335581

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
＊中型免許（８ｔ限
定可）あれば尚可

他 ヤマト運輸株式会社　秋田卸町セン
ター毎　週
秋田県秋田市卸町５丁目１－８

25人 080-5068-2100

4ページ中 4ページ

平成30年8月22日発行（平成30年8月21日受付分)　Ｎｏ．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

集配業務（パート７時
間）

・秋田卸町センターで宅配便とＤＭ便を当社車両にて配達、
集荷していただく業務になります。
・その他、付随する業務

＊２ｔ車を使用
＊３ヶ月毎の契約更新制

　　　　●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．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　２．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　　３．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　４．　８月２７日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　　５．　８月２８日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　６．　８月２９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　７．　８月３０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】
　　８．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



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 230,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 236,420円～433,300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 236,420円～433,300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 180,000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15分～18時15分 就業場所
(2) 8時15分～12時15分
(3) 8時15分～16時15分

月給

1人 160,000円～180,000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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

月給

1人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時15分 就業場所

月給

1人 180,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

日給（月額換算）

2人 136,864円～136,864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 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

時給（月額換算）

1人 127,280円～146,200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
(2)10時30分～18時30分
(3)12時00分～21時00分

経験者のみ（経験
年数不問）

50人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16413681

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　アイセス
その他

秋田県南秋田郡井川町北川尻字下
田面替場１１の１

50人 018-874-3252

平成30年8月23日発行（平成30年8月22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

盤設計

・配電盤、制御盤の設計
　（こう体、単線結線図、シーケンス回路　等の設計）

現場管理補助（電気設
備）［秋田県］

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
電気設備工事における管理業務補助（現場監督）を行っていただき
ます。
・工程管理
（写真撮影及び管理、作業員への作業内容の伝達及び確認）
・現場での安全管理　・書類作成　・ミーティング　ｅｔｃ
※配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致します。
※未経験の方でも安心して頂ける環境づくりを心がけております。
【画像情報あり】

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

不問
51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-56590181

現場管理補助（空調・
衛生設備）［秋田県］

※未経験・ブランクのある方も歓迎します！
空調・衛生設備工事における管理業務補助（現場監督）を行ってい
ただきます。
・工程管理
（写真撮影及び管理、作業員への作業内容の伝達及び確認）
・現場での安全管理　・書類作成　・ミーティング　ｅｔｃ
※配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致します。
※未経験の方でも安心して頂ける環境づくりを心がけております。
【画像情報あり】

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

不問
51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-56589881

看護職

・採血、心電図等検査
・他、看護師業務全般


看護師または准看
護師

日祝他 新田医院
その他

秋田県秋田市泉一ノ坪２６－２３

4人 018-868-2900

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16429081

保育

○保育業務全般を行っていただきます。
　対象年齢は０～２歳児です。
 保育士

土日祝他 小規模保育事業所　もりのらくえん
毎　週

秋田県秋田市桜３丁目９－３

8人 090-4631-1960

不問
8人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-16408781

社会保険事務・許認可
事務

○次のような社会保険等の事務に従事していただきます。
・健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険等の手続事務
・給与計算
・建設業許可申請の手続事務
・パソコン使用による関係書類作成
＊外出時は事務所のＡＴ車を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 大津社会保険労務士　事務所
その他

秋田市泉南１丁目７－１４

2人 018-824-4663

エクセル、ワード、一
太郎等、パソコン操作
可能な方、 字のきれ
いな方希望します。

2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16443281

人事アシスタントマネー
ジャー

○人事アシスタントマネージャーの業務を行っていただきま
す。
・社員の採用
・目標管理
・評価制度　等にかかわる業務

＊社員の「やる気」について考えてもらうのが仕事です。

不問

土日祝 フォームズ　株式会社
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目３－１０　秋
田スカイプラザ６階

6人 018-874-7397

ワード、エクセル等
のＯｆｆｉｃｅソフトの使
用経験

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16442881

一般事務補助

＊一般事務補助
＊文書整理
＊パソコン操作（一太郎・Ｅｘｃｅｌ等）
＊電話応対
＊接客（お茶出し等）


不問

土日祝他 秋田県農林水産部農林政策課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

43人 018-860-1721

パソコン操作可能
であること

3,500人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-16439681

一般事務補助

○事務補助
○文書受付、整理
○パソコン操作（Ｅｘｃｅｌ，Ｗｏｒｄまたは一太郎等）
○電話対応
○書類発送
○来客対応（給茶等）

＊雇用契約の更新は、最長平成３２年３月末まで
　（１２ヵ月経過時に１カ月の雇用中断あり）

不問

土日祝 秋田県観光文化スポーツ部観光戦
略課毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－１

10人 018-860-1461


パソコン操作（エク
セル、ワードまたは
一太郎）

3,000人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・公災・健康・厚生
05010-16445081

医療事務【産休代替】

○薬局業務全般に従事していただきます。
・薬局受付業務・患者対応
・伝票入力、整理
・他、薬局への小分け業務
・清掃等

＊マイカー使用の場合有（ガソリン代支給）
＊制服貸与

不問

日祝他 仁井田薬局
毎　週

秋田県秋田市仁井田新田２丁目１５
－２４

7人 018-839-5491

パソコン操作可能
な方（ワード、エク
セル）
経験者優遇

7人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～平
成31年5月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16402081

℡ 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 188,000円～209,000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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 163,000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 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 146,200円～146,200円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所
(2)10時00分～19時30分
(3)12時00分～21時30分

月給

1人 152,000円～266,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 145,000円～255,000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45分～17時30分 就業場所

月給

2人 190,200円～199,200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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 7時30分～16時30分
(3) 9時45分～19時00分

日給（月額換算）

1人 133,900円～144,200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) 6時00分～15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

月給

1人 160,000円～220,000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

時給（月額換算）

1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 145,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 145,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

4ページ中 2ページ

平成30年8月23日発行（平成30年8月22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

ブライダルプランナー
（ノートルダム秋田）

○新郎新婦様と、結婚式当日までの打ち合わせを行い、一緒
　に結婚式を作り上げていくお仕事です。

○挙式披露宴の進行・演出などのウエディングの具体的なプ
ランや段取りを行っていただきます。



雇用・労災・健康・厚生
05010-16446381

不問

火他 株式会社　へいあん秋田
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－７５

13人 018-862-5115

1人 019-623-0707

パソコン操作（ワード・
エクセル）
（派遣営業・医療介護
関連の経験あれば尚
可）

不問
350人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　アメリカ屋　イオンモール
秋田店

営業スタッフ人材コーデ
イネーター（正社員）
（秋田市近郊）

・病院や介護施設への派遣先開拓や人材紹介、派遣業務等の営業
業務。
・派遣登録者の募集から採用までの業務。
・登録スタッフの配置や就業時間の管理、アフターフォロー等の人材
管理、スタッフ教育。
・社内における事務処理、清掃業務。
・はじめての方でも安心して活躍していただけるやりがいの
　あるお仕事です。
※社用車または自家用車を使用します。
※エリア：秋田市及び近郊

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ヒロキャリアスタッフ　ケア
スタッフサービスその他
岩手県盛岡市菜園２－１－９

不問
380人 秋田県秋田市

403人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010-20513281

店舗販売スタッフ

○ジーンズを中心としたカジュアルウェアや雑貨の販売が
　主な仕事です。

・商品陳列、補充
・マニュアルに沿っての売り場づくり、ディスプレイ
・ミシンによるジーンズの丈直し（習熟度による）
・お客様対応


松田自動車興業　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地３０９－２

その他
秋田県秋田市御所野地蔵田１丁目１
－１　イオンモール秋田３Ｆ

6人 018-889-8088

雇用・労災・健康・厚生
05010-16401181

雇用・労災・健康・厚生
05010-16395881

カーライフアドバイザー
（軽自動車の販売）

・ご来店されたお客様に軽自動車を販売するお仕事です。お客様へ
は、テレビＣＭ，ホームページやチラシなどでご案内しますので、訪
問販売などは一切ありません。ノルマなどはないため自分の満足の
いく接客が可能です。お客様にピッタリのカーライフを提案していま
す。
・平日は納車の準備や展示車両の準備、仕入れなどを行い、週末に
は主に店頭での販売を行います。
・販売だけでなく、アフターフォローもしっかりと対応するため、お客
様と生涯にわたり関係を築いていくことが出来　る魅力的なお仕事で
す。※年末に新店舗ＯＰＥＮ！
　新しいお店で一緒に働きませんか？

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

木祝他

22人 018-863-3455

不問

16人 018-875-2058

パソコン操作
32人 秋田県秋田市

介護職員初任者研
修又はヘルパー２
級
（介護福祉士あれ
ば尚可）

他 社会福祉法人　新成会　特別養護老
人ホーム新成園

営業

○営業部の建装部門にて秋田県内の設計事務所、建設会社
に建築付帯工事に関する営業及び現場管理に従事していた
だきます。

＊エリアは秋田県内
＊社用車使用（ＡＴ車）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　マルシン
その他

秋田県秋田市泉南１－２－４

不問
136人 秋田県秋田市

22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16427281

介護員（正社員）

○特別養護老人ホームにおける介護業務に従事していただ
きます。
・入浴、食事、排泄介助及びレクリエーション等　

＊入所者５０名に対し介護スタッフ２４名体制　

＊就業時間（４）１６：００～９：００（月４回程度）
　　　　　（夜勤：交替で２１０分の仮眠）
　　　　　（１）～（４）の交替制


社会福祉法人　えびす会　特別養護
老人ホーム　海松園毎　週
秋田県秋田市下新城中野字街道端
西２３３－４７

毎　週
秋田県秋田市浜田字元中村２８０－
９

69人 018-828-0022

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16420381

雇用・労災・健康・厚生
05010-16412381

調理員

○調理業務全般の作業に従事していただきます。
　栄養士の立てた献立に添った食事の調理、入所者への提
供、後片付け、食器の洗浄等

＊定員：主に６５歳以上のお年寄りで５４名

＊正社員への昇格もあります。

不問

他

6人 018-833-6611

不問

34人 018-873-3505

不問
67人 秋田県秋田市

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

ＬＰガスサービススタッ
フ

○ＬＰＧに係る業務全般となります。
・プロパンガス使用のお客様に対して、保安、検針、設置機器
のメンテナンス、機器販売などトータルホームライフを提供・
サービスする仕事です。
・制服は貸与します。
・スタッフ同行を繰り返し、丁寧に指導します。
＊働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　山二
その他

秋田県秋田市中通２丁目２－３２

不問
23,000人 秋田県秋田市

360人 秋田県秋田市
～平成31年3月15日

雇用・労災・健康・厚生
05010-16397181

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９月１０日～Ｈ３０年１０月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３２年８月１５日です。

アキタテクノス　合同会社
その他

秋田県秋田市豊岩小山字下モ田４５
２番地３（豊岩工業団地内）

その他
秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

雇用・労災・健康・厚生
05010-16430981

平成30年9月10日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4669281

検査員

○ＮＣ自動盤（旋盤）による機械部品の加工後の製品検査を
行っていただきます。
・加工品は小さいものが多く、そのため細かい作業が主にな
ります。
・部品はφ１～φ１００までのものになります。

＊未経験の方でも仕事をしながら技術の習得ができます。

不問

日他

その他
秋田県秋田市豊岩小山字下モ田４５
２番地３（豊岩工業団地内）

4人 018-838-0633

不問

4人 018-838-0633

不問
4人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16431581

機械部品加工　（ＮＣ自
動盤・ＮＣ旋盤）

○ＮＣ自動盤（旋盤）による機械部品の加工、並びに補助作
業に従事していただきます。
・プログラム作成。品質・保守管理も含みます。
・部品はφ１～φ１００までのものになります。

＊未経験の方でも仕事をしながら技術の習得ができます。

不問

日他 アキタテクノス　合同会社



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 160,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～40歳 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)16時00分～ 1時00分

時給（月額換算）

1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）

1人 190,800円～190,800円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)16時00分～ 0時00分
(3) 0時00分～ 8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 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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 7時30分～16時15分
(3)13時15分～22時00分

月給

1人 164,600円～265,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 155,800円～182,000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 26歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 164,600円～265,000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8月23日発行（平成30年8月22日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

めっき作業員

○製造ラインによる金属めっき工程作業全般を中心に作業し
　ていただきます。
・車の部品や電子部品などのめっき作業
　　　
＊経験がない方でも丁寧に教えますので、安心してご応募く
　ださい。
＊作業着貸与します。

不問

土日他 太平化成工業　株式会社
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山６－１

63人 018-845-0442

不問
86人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16400281

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９月３日～Ｈ３０年１０月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３１年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

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県秋田市

平成30年9月3日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4671681

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９月１０日～Ｈ３０年１０月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３１年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
23,000人 秋田県潟上市

平成30年9月10日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4666481

製造工【秋田市茨島】

＊石英ルツボ（ガラス容器）の製造
　・溶融炉を使用しルツボを形成する業務

＊派遣期間：Ｈ３０年９月１０日～Ｈ３０年１０月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３１年９月１１日です。

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所
その他

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県秋田市

平成30年9月10日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4670381

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９月１０日～Ｈ３０年１０月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成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
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

平成30年9月10日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4668881

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９月１０日～Ｈ３０年１０月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成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

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県秋田市

平成30年9月10日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4667781

設備の保守管理

○施設・設備の保守管理業務に従事して頂きます。
・空調の整備
・衛生・電気・設備の修理及び管理

＊原則として年度毎の更新
＊制服貸与します。

危険物取扱者（乙
種第４類）

他 一般財団法人　秋田県総合公社　脳
研センター事務所その他
秋田県秋田市千秋久保田町６－１０

26人 018-884-1912

不問
162人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-16440481

メカニック（自動車整
備）
【飯島店】

○国産全メーカーの車検や整備が中心のお仕事です。
　国土交通省の指定工場なので、車検は国の検査場に持ち
込むことなく、すべて当社で行います。
・車検のコバックに加盟していますので、仕事のシステムは充
実しています
・営業職の転属はありません。生涯に亘って整備士として活
躍できます
・作業着（つなぎ）安全靴などは会社で支給します

３級整備士以上（ガソ
リン・ディーゼル問わ
ず）
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

日祝他 松田自動車興業　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地３０９－２

16人 018-875-2058

２年以上の自動車
整備経験者

32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16403381

メカニック（自動車整
備）見習い【飯島店】

○国産全メーカー・全車種の車検、重整備、軽整備などが中
心のお仕事です。指定整備工場でたくさんの職務経験を積む
ことが出来ます。
・営業職への転属がなく、生涯にわたって整備士としてお客
様のカーライフをサポートできます。
＊整備士としてのレベルアップのための研修なども充実して
います。
＊作業服、安全靴などは支給します。
※事業好調のための増員求人です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

木祝他 松田自動車興業　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地３０９－２

16人 018-875-2058

不問
32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16404681

メカニック（自動車整
備）
【八郎潟】

○国産全メーカーの車検や整備が中心のお仕事です。
　国土交通省の指定工場なので、車検は国の検査場に持ち
込むことなく、すべて当社で行います。
・車検のコバックに加盟していますので、仕事のシステムは充
実しています
・営業職の転属はありません。生涯に亘って整備士として活
躍できます
・作業着（つなぎ）安全靴などは会社で支給します

３級整備士以上（ガソ
リン・ディーゼル問わ
ず）
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

木祝他 松田自動車興業　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地３０９－２

16人 018-875-2058

２年以上の自動車
整備経験者

32人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010-16405981

℡ 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 155,800円～182,000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 26歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 146,000円～146,000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

月給

1人 200,000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 18歳以上 (1) 8時30分～ 8時29分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

1人 160,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時30分～ 8時29分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

1人 220,000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 35歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 180,000円～225,000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

月給

1人 155,000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 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 144,400円～144,400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

時給（月額換算）

1人 134,726円～134,726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15分 就業場所

4ページ中 4ページ

平成30年8月23日発行（平成30年8月22日受付分)　Ｎｏ．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

メカニック（自動車整
備）見習い【八郎潟町】

○国産全メーカー・全車種の車検、重整備、軽整備などが中
心のお仕事です。指定整備工場でたくさんの職務経験を積む
ことが出来ます。
・営業職への転属がなく、生涯にわたって整備士としてお客
様のカーライフをサポートできます。
＊整備士としてのレベルアップのための研修なども充実して
います。
＊作業服、安全靴などは支給します。
※事業好調のための増員求人です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

木祝他 松田自動車興業　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地３０９－２

16人 018-875-2058

不問
32人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010-16406581

（請）運転手（役員車の
運転）［秋田市］

・役員車（社有車）の運転
・車両点検、清掃、給油等の維持管理
・役員の自宅送迎有り


　　　＊＊＊　　急募　　＊＊＊

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 日本総合サービス　株式会社　仙台
支店毎　週
宮城県仙台市青葉区二日町１１－１
１　ＡＮＤＯビル２階

1人 022-224-6901

不問
1,800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

04010-56536981

建物設備管理員（秋田
キャッスルホテル）

○建物内設備保守管理業務を担当していただきます。
・施設内の巡回
・設備機器の点検
・メーター検針　
・他　電球交換・パイプ修理・館内の簡単な修理等　
＊賃金は経験・資格により決定します。
＊建物の修繕時、大型工事が契約できた場合主任技術者も
しくは監理技術者として業務にあたる場合もあります。

管工事施工管理技
士１級　必須
ボイラー技士２級、
電気工事士２種
尚可

他 株式会社　秋田東北ダイケン
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目２－３２　山
二ビル５階

6人 018-832-0401

不問
530人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16433781

建物設備管理員（秋田
キャッスルホテル）ボイ
ラー、電気工事

○建物内設備保守管理業務を担当していただきます。
・施設内の巡回
・設備機器の点検
・メーター検針　
・他　電球交換・パイプ修理・館内の簡単な修理等　

＊賃金は経験・資格により決定します。


ボイラー技士２級、
電気工事士２種

他 株式会社　秋田東北ダイケン
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目２－３２　山
二ビル５階

6人 018-832-0401

不問
530人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16435281

住宅メンテナンス工事
／秋田支店

●住宅の基礎の補強・補修工事
●内外装のリフォーム・塗装・防湿工事
●防水・断熱・シロアリ駆除工事など
業界Ｎｏ．１の給与を目指しており、努力すればするほど昇給
することができます。上記の業務以外にも、ハウスメーカー・
工務店を通じての敷地調査、地盤調査、地盤改良、床暖房、
瑕疵担保取次、防水・断熱・シロアリ駆除・リフォーム工事等
を行っております。これら業務全般を手伝っていただくことも
あります。
＊経験のない業務でも、丁寧に指導・教育いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ピコイ
その他

東京都千代田区神田東松下町１７
フリージアグループ本社ビル５Ｆ

5人 03-6635-1833

不問
307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010- 3960082

構内作業員（建設用仮
設資材の整備及び整
理）

○建築・建設現場へリースする建設用資材（鋼矢板、足場板
等）の整備及び整理などの作業に従事して頂きます。

＊屋外作業が主です。

＊未経験の方でも指導致します。

不問

日祝他 日開企業　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
３１

5人 018-846-7612

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16396281

マット・モップ等の交換
作業および配送

○レンタル業務及び配送に従事していただきます。
・清掃用具、おしぼり、リネン品等を扱っています。

＊活動エリアは秋田県内になります。
　（ハイエース使用）

＊慣れるまでは、前任者との引き継ぎ（１週間～２週間程度）
があります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　北日本リースキン
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１番
地１１

47人 018-863-8283

不問
52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16428181

収集業務作業員（空き
瓶・缶・使用済乾電池）

○秋田市からの受託業務である資源化物（空き瓶・空き缶・
使用済乾電池）をトラック・塵芥車での収集作業および
　空き瓶を入れるプラスチックケース（Ｐ箱）の配置作業

＊資源化物収集運搬作業の場合は、運転業務はありませ
ん。
＊やや体力を必要とする仕事です。
＊制服貸与


不問

土日他 公益財団法人　秋田市総合振興公
社毎　週
秋田県秋田市河辺豊成字虚空蔵大
台滝１－１

99人 018-829-3568

不問
154人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-16444181

自動車洗車業務他

○自動車の洗車等の業務に従事していただきます。
・自動車の洗車、車内の清掃
・自動車の引き取り、納車業務
・自動車の移動業務
・その他、付随する業務

＊自動車の洗車が主作業になります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

火他 株式会社　東北マツダ（秋田事業部）

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16437081

その他
秋田県秋田市八橋新川向１５－３９

30人 018-865-7611

不問
778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

2人 1,900円～1,900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 就業場所

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 就業場所

時給

4人 1,900円～1,900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 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) 9時00分～16時30分 就業場所
(2) 9時00分～12時30分

時給

2人 780円～830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～17時00分 就業場所

時給

1人 840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) 7時45分～14時45分 就業場所
(2) 7時45分～12時45分
(3)10時00分～15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)17時00分～21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 18歳以上 (1) 3時00分～ 7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)10時00分～15時30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

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時30分～16時10分 就業場所
(2)12時00分～19時45分
(3)16時05分～23時30分

15人 018-884-1230

不問
30人 秋田県秋田市

労災
05010-16394781

雇用・労災
05010-16436181

ホール業務（週２～３
日）

・スロット専門店内での、ホール、カウンター接客のお仕事で
す。
・ホール関係（コインの補給、台のメンテナンス等）
・カウンター関係（お客様の景品交換、マイクアナウンス　等）

＊未経験者の方でも、採用後丁寧に指導しますので安心して
応募下さい。

不問

他 株式会社　第一企画　ＥＳＰＡＳＯ　東
通店毎　週
秋田県秋田市東通８丁目１－１１

毎　週
秋田県秋田市八橋本町５－６－１

7人 018-824-1313

不問
7人 秋田県秋田市

47人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-16434881

ホール係兼雑務

○中華料理店における給仕業務および雑務
・オーダー取り
・料理の給仕
・レジ打ち
・野菜や食器の洗い
・開店前の清掃や準備
＊テーブル席、小上がり、カウンター含め約３０席
＊一日平均１００名程の来客者
　スタッフ７名で対応しています。

不問

水日祝 有限会社　盛

調理員（パート）

○早朝の調理作業全般に従事していただきます。
・食材の加工が主な仕事になります。
・８人で２，０００食分の弁当のおかずを調理します。
・食器等の洗い物に関する作業はありません。

【働き方改革関連認定企業】
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

日他 有限会社　秋田ランチサービス
その他

秋田県秋田市仁井田本町４丁目１－
３２

47人 018-839-6123

不問

56人 018-863-2111

不問
64人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05010-16438381

3ヶ月
労災

04010-56527681

調理師補助（魚河岸）

○大町ビル５Ｆ厨房内での調理補助を行っていただきます。
・料理の仕込、下処理
・盛り付け
・調理道具の後片づけ、食器の洗浄
・その他、付随する業務
＊夕方からのパートタイムになります
＊調理経験者優遇
＊更新後は、年度更新となります。

不問

日他 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

毎　週
宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８
－２

17人 022-348-2273

不問
19,700人 秋田県秋田市

26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16426881

調理職員（デイサービ
ス）［秋田土崎営業所／
秋田市］

・デイサービスを利用されるお客様に提供する食事やおやつ
の調理業務、食材の買い出し、発注、各種記録等の業務で
す。
・お客様お一人おひとりの嗜好・食形態にあわせて調理する
とともに衛生管理も行います。

＊定員４０名：１日平均利用人数２５名程度
＊１～２名体制で調理します
＊３ヶ月毎契約更新

不問

他 株式会社　ツクイ　東北圏

調理（西武店）

○そば店の調理業務を担当していただきます。
・そば店の調理、天ぷら揚げ、盛付　等
・皿洗い、その他、付随する業務　等

＊初めての方にも他の従業員が指導します。

＊白衣貸与

不問

他 ヤマヨ商事　株式会社
毎　週

秋田県秋田市泉南１丁目１６－１５

9人 018-867-1305

不問

8人 018-869-5760

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16410181

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-16422981

一般事務

○事務業務全般
（仕事内容詳細）
・伝票の起票、各種帳簿の記帳
・請求書作成および発行
・パソコンでの数字等の入力業務（エクセル、ワード）
・銀行等への外出業務（ＡＴ軽　社有車使用）
・電話応対
・その他


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　はなせ
毎　週

秋田県秋田市外旭川字待合２８

毎　週
秋田県秋田市八橋南１丁目８－５

8人 018-865-0252

不問
32人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-16411081

訪問看護師（短時間）

○訪問看護ステーションにおいて、看護業務に従事していた
だきます。
・利用者宅への訪問看護
・投薬、バイタルチェック、医師の指示書による看護業務
・報告、記録、物品の整理
・ケアカンファレンス（打合せ）への参加
＊就業時間については相談に応じます。
＊マイカー使用（借上料あり）。
＊１２か月毎の原則更新となります。

＊正看護師資格
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 一般社団法人　秋田市医師会

看護師（看護師・准看
護師）

○内科外来の看護業務、医師の診察補助、採血・点滴などを
担当していただきます。
　（内視鏡業務は常勤の専任看護師が行います）

＊労働日数については、相談に応じます。

看護師、准看護師

日祝他 いなば内科胃腸科クリニック
その他

秋田県秋田市外旭川字待合１４－３

5人 018-868-1781

不問

不問
32人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-16399381

＊正看護師資格
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 一般社団法人　秋田市医師会
毎　週

秋田県秋田市八橋南１丁目８－５

8人 018-865-0252

平成30年8月23日発行（平成30年8月22日受付分)　Ｎｏ．１
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

訪問看護師

○訪問看護ステーションにおいて、看護業務に従事していた
だきます。
・利用者宅への訪問看護
・投薬、バイタルチェック、医師の指示書による看護業務
・報告、記録、物品の整理
・ケアカンファレンス（打合せ）への参加
＊就業時間については相談に応じます。
＊マイカー使用（借上料あり）。
＊１２か月毎の原則更新となります。

℡ 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

時給

1人 750円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 740円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 760円～760円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～15時00分 就業場所

時給

2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 不問 就業場所

13人 018-863-5770

不問
13人 秋田県秋田市

労災
05010-16441781

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-16407481

産業廃棄物の分別作
業員（建築現場の廃材
等）

○回収した産業廃棄物（建設現場の廃材等）の分別作業
・リサイクルボックスの中を分別し、リサイクルできる物とでき
ない物に分ける作業です。

＊初心者の方でも出来ますので、ご相談ください。
　　　

不問

日祝他 株式会社　アーバック
その他

秋田県秋田市向浜１丁目８番３号

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目２－３２　山
二ビル５階

1人 018-832-0401

不問
1,552人 秋田県秋田市

28人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-16414981

営繕業務（コンフォート
ホテル秋田）

○「コンフォートホテル秋田」での営繕業務です。
・館内エアコンのフィルター清掃、消耗品補充
・メーター検針、簡単な修理
・除草、除雪、機器点検ほか

＊エアコンのフィルター清掃は脚立を使用しての作業です。

＊年度毎の契約更新あり。

不問

水日 株式会社　秋田東北ダイケン

保育補助

○保育補助（園児０～２才）業務を担当していただきます。
・おやつや夕食の準備、片付け
・玩具、教材、設備等の消毒
・園内の清掃など
＊園児は８０名です。
＊就業時間は相談に応じます。
＊本人の勤務状況等により年度毎の更新あります。

不問

土日祝他 社会福祉法人　さわらび会　秋田駅
東保育園毎　週
秋田県秋田市東通３丁目６－８

28人 018-837-4152

不問

不問
17人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-16409881

不問

土日祝他 学校法人加藤学園　認定こども園土
崎幼稚園毎　週
秋田市土崎港中央４丁目５番４２号

17人 018-845-1297

2ページ中 2ページ

平成30年8月23日発行（平成30年8月22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

教育・保育補助（９：００
～１４：００）

○保育補助を担当していただきます。
【主な仕事の内容】
・子どもの保育指導の補助にあたっていただきます（年少クラ
ス）。
・保育業務および行事などでの作業の補助業務
・保育士１１名で対応しております。


　　　　●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．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　　２．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】
　　３．　８月２７日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　　４．　８月２８日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　５．　８月２９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　６．　８月３０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】
　　７．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



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 140,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 193,300円～251,500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30分～17時30分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

時給（月額換算）

1人 174,600円～261,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16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

日給（月額換算）

1人 157,320円～165,600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) 5時00分～14時30分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

月給

1人 138,358円～156,123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15分 就業場所

月給

1人 140,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 147,000円～147,000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15分 就業場所

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30分～17時15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) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 145,000円～145,000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) 9時00分～17時15分 就業場所

以下のうち、いずれ
か
一級または二級土
木施工管理技士
一級または二級建
築施工管理技士

23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16487381

日祝他 株式会社　佐々木組
その他

秋田市南通みその町４－７３

13人 018-832-2396

平成30年8月24日発行（平成30年8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

現場施工管理

○土木建築現場での施工、工程、安全管理等の総合的責任
者としての立場での管理
・現場での責任者として、施工に必要な技術上の指導、管
理、監督を行って頂きます。

＊現場は主に秋田市、大仙市となります。
＊現場へは社有車、または自家用車使用（ガソリン代支給）
＊原則として資格所持者の方を希望しますが、資格のない方
でも相談に応じます。

看護師・准看護師（老
人ホーム幸楽園）

・老人ホーム幸楽園のご利用者の看護業務、血圧測定など
の健康管理業務及び、協力医療機関の嘱託医の連携のも
と、必要な業務を行っていただきます。

・医療機関の受診付き添い、薬の管理等。

・６０名の利用者を、４人体制で担当。



看護師または准看
護師

他 社会福祉法人　幸楽会
毎　週

秋田県秋田市上新城中字片野４

38人 018-870-2224

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16457581

パート看護職員（桜参
番館）／秋田市

《平成３０年６月　新規オープン》


・有料老人ホームでのお客様の健康管理及び
　機能訓練などの充実した生活のお世話

＊問い合わせは、ハローワークを通してお願いします

＊応募には、「ハローワークの紹介状」が必要です

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
正看護師　または
准看護師

他 株式会社　さわやか倶楽部
その他

北九州市小倉北区熊本２丁目１０番
１０号　内山ビル１階

15人 093-551-5555

不問
2,500人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
40060-18232581

栄養士／秋田市上北
手百崎二タ子沢／在籍
出向

・施設内での給食業務
　調理、仕込、配膳、下膳等。その他提供業務に付随する業
務
・食数：朝９０食、昼１１０食、夕９０食
・従業員総数：８名　朝２名、昼３名、夕２名体制

※グループ会社への在籍出向となります。電話窓口及び面
接については、グループ会社在籍のシダックス（株）の担当が
行います。

栄養士免許

他 シダックス　株式会社
その他

東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地
３

152人 0424-89-8914

不問
22,617人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13200-14659281

事務職員

○居宅サービス推進課において事務業務に従事していただ
きます。
・主にホームヘルパーステーションの請求等業務
・事務一般（パソコン処理あり）
・電話対応、来客対応
・法人本部事務室において日直業務（３人体制程度）
（土日出勤あり、月に１～２回程度）
＊外出用務（ＡＴ軽社有車使用）
＊エクセル、ワードの操作が出来る方

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　憲寿会　介護老人保
健施設　千秋苑その他
秋田県秋田市外旭川字神田５９２

91人 018-868-1355

パソコン操作（エク
セル、ワード）

91人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16478081

事務員

○主に経理事務に従事していただきます。
・電話応対、来客応対
・銀行廻り（自家用車使用、ガソリン代支給）
・資料作成、パソコン入力　等
・その他、付随する業務

※働き方改革関連認定企業【秋田県】
　男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　男鹿興業社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－９８

11人 018-828-8905

パソコンの基本操
作（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）

45人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16466781

一般事務補助

・各種文書等（図面含む）の作成補助及びシステム入力作業
（使用ソフト　一太郎、エクセル、ワード）
・事務所内での庶務全般
（電話、来客応対等）

不問

土日祝他 国立研究開発法人　森林研究・整備
機構　森林整備センター　秋田水源毎　週
秋田県秋田市川元山下町８番２８号
秋田県森林組合会館３階

4人 018-866-5611

パソコン基本スキ
ル（ワード、エクセ
ル、一太郎）

356人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-16475881

一般事務補助　（臨時
職員）　【西部市民サー
ビスセンター】

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり（最長２年）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

15人 018-866-2012

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～平
成31年2月28日 雇用・公災・健康・厚生

05010-16448981

事務≪産休代替≫

○奨学金に関する事務補助
・募集、選考、貸付、収納、督促、問い合わせ対応等
○所内庶務業務の補助（備品の発注等）


＊産休代替職員の募集です。

＊雇用期間の更新はありません。

不問

土日祝他 公益財団法人　秋田県育英会
毎　週

秋田県秋田市山王４－１－２

9人 018-860-3552
パソコン操作
（エクセル・ワード
使用定形フォーム
への入力ができる
こと）

14人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16465481

損保事務（秋田市）

派遣先事業所において下記の業務をご担当いただきます。

・事故受付、データ入力
・保険金支払いに関る事務
・電話対応
・書類作成・整理
その他関連する業務をご担当いただきます。

不問

土日祝他 株式会社　東京海上日動キャリア
サービス　盛岡支社毎　週
岩手県盛岡市開運橋通５番１　盛岡
東京海上日動ビル　４階

5人 019-654-3142

パソコン基本操作
可能な方
（損保経験者歓迎）

500人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

03010-20647981

℡ 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

3人 150,400円～203,200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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 6時15分～15時30分
(3)10時00分～19時00分

月給

2人 150,400円～203,200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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 6時15分～15時30分
(3)10時00分～19時00分

月給

3人 165,000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 不問 就業場所

日給（月額換算）

1人 140,760円～165,600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) 5時00分～14時30分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

日給（月額換算）

1人 140,760円～165,600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) 5時00分～14時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

日給（月額換算）

1人 140,760円～165,600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) 5時00分～14時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

月給

2人 203,060円～303,060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 18歳～62歳 就業場所

月給

2人 160,000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 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 129,475円～129,475円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 0時00分～ 9時00分 就業場所

月給

1人 170,420円～173,850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

日給（月額換算）

1人 126,000円～126,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

2ページ中 2ページ

平成30年8月24日発行（平成30年8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

介護員（特養老人ホー
ム幸楽園）

○特別養護老人ホームにおいて、ご利用者の介護業務全般
（食事、入浴、排泄、余興活動等）を担当していただきます

＊買い物代行もあり（社用車使用）
＊夜間勤務は月３～５回程度あり、２名体制
＊未経験者の方マンツーマンで丁寧な指導有



雇用・労災・健康・厚生
05010-16455681

介護職員初任者研修
（ヘルパー２級）以上
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　幸楽会
毎　週

秋田県秋田市上新城中字片野４

38人 018-870-2224

38人 018-870-2224

不問

不問
70人 秋田県秋田市

調理師免許

他 株式会社　秋田キャッスルホテル

介護員（ショートステイ
幸楽園）

○ショートステイにおいて、ご利用者の介護業務全般
（食事、入浴、排泄、余興活動等）を担当していただきます

＊買い物代行もあり（社用車使用）
＊夜間勤務は月３～５回程度あり、２名体制
＊未経験者の方マンツーマンで丁寧な指導有



介護職員初任者研修
（ヘルパー２級）以上
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　幸楽会
毎　週

秋田県秋田市上新城中字片野４

不問
558人 秋田県秋田市

70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16456981

調理業務

○調理業務に従事していただきます。

・宴会や婚礼における、主に西洋料理の仕込みと調理



働き方改革関連認定企業【秋田県】
男女イキイキ職場宣言事業所

シダックス　株式会社
その他

東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地
３

その他
秋田県秋田市中通１丁目３番５号

24人 018-834-1141

雇用・労災・健康・厚生
13200-14664481

雇用・労災・健康・厚生
05010-16452181

調理補助又は調理師
／秋田市上北手百崎
二タ子沢／在籍出向

・施設内での給食業務
　調理、仕込、下膳等。その他提供業務に付随する業務
・食数：朝９０食、昼１１０食、夕９０食
・従業員総数：８名　朝２名、昼３名、夕２名体制

※グループ会社への在籍出向となります。電話窓口及び面
接については、グループ会社在籍のシダックス（株）の担当が
行います。

調理師免許あれば
尚可

他

152人 0424-89-8914

不問

152人 0424-89-8914

不問
22,617人 秋田県秋田市

調理師免許あれば
尚可

他 シダックス　株式会社

調理補助又は調理師
／秋田市泉菅野／在
籍出向

・施設内での給食業務
　調理、仕込、配膳、下膳
・食数：朝９０食、昼１１０食、夕９０食
・従業員総数：８名　朝２名、昼３名、夕２名体制

※グループ会社への在籍出向となります。電話窓口及び面
接については、グループ会社在籍のシダックス（株）の担当が
行います。

調理師免許あれば
尚可

他 シダックス　株式会社
その他

東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地
３

不問
22,617人 秋田県秋田市

22,617人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13200-14674881

調理補助又は調理師
／秋田市添川境内川
原／在籍出向

・施設内での給食業務
　調理、仕込、配膳、下膳等
　その他提供業務に付随する業務
・食数：朝８０食、昼１００食、夕８０食
・従業員総数：８名　朝２名、昼３名、夕２名体制

※グループ会社への在籍出向となります。電話窓口及び面
接については、グループ会社在籍のシダックス（株）の担当が
行います。

株式会社　ダイニングファクトリー
な　し

栃木県宇都宮市宿郷２－７－３　ＩＲ
ビル５Ｆ

その他
東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地
３

152人 0424-89-8914

雇用・労災・健康・厚生
09016- 2516181

雇用・労災・健康・厚生
13200-14676181

調理・ホールスタッフ
（秋田県秋田市）

飲食店において、以下の業務を担当していただきます。
○調理　○ホール接客　○レジ・清掃等　○店舗管理
仕事の内容は、相談により決定いたします。
※調理師の免許をお持ちでなくても食に興味があり、やる気
のある方、仕事に対して前向きに取り組める方なら、歓迎い
たします。
　＊未経験者歓迎。
　＊賄い補助あり。

不問

他

13人 018-865-1631

不問

9人 028-610-0568

不問
1,000人 秋田県秋田市

・中型自動車免許
（８ｔ限定可：ＭＴ車）
以上
・準中型免許

日祝他 武蔵貨物自動車　株式会社　秋田支
店

シャッター製造作業員

○文化シャッター工場内にて、製造作業をします。
・シャッター部品の組立、塗装、梱包作業
・その他、付随する業務

＊未経験者でも丁寧に指導します。
　工場内作業未経験者、男女ともに歓迎します。

不問

日祝他 有限会社　秋田臨海商事
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－３

・トラック運転経験１
年以上

984人 秋田県秋田市

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16480581

普通集配運転手（雑誌
等）

○秋田市近郊の集配業務

＊集配物は雑誌が主
・重量は様々です。

＊基本的にワンマンでの仕事
・数日間は、先輩社員の同行指導等、仕事のやり方を教えま
す。

＊使用車種は、３ｔ～４ｔトラックです

株式会社　ニチイケアネット
毎　週

東京都千代田区神田駿河台２－５－
１２

その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１３３

22人 018-828-0634

雇用・労災・健康・厚生
13010- 4718282

雇用・労災・健康・厚生
05010-16471981

福祉用具のルート配送
／秋田市

医療・福祉業界で大手のニチイ学館１００％子会社です。

・貸与事業者（介護ショップ）等指定先へ商品の配送・回収
（２０ｋｇ程度の荷物あり）
・倉庫業務全般（在庫管理、入出荷処理、倉庫整理）
※仕事をしながら商品を覚えていくので、知識・経験は不問で
す。入社後１ヶ月～２ヶ月間は、仕事の流れをひと通り学んで
いただきながら、取引先へ同行訪問します。

普通自動車第一種
運転免許（ＡＴ可）

日他

その他
秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目６
０番地

54人 0185-45-2215

不問

2人 03-5281-1165

不問
300人 秋田県秋田市

54人 秋田県南秋田郡大潟村
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1116481

作業員

○構内の作業などの業務です。
・米袋の清掃
・構内の清掃
・文書の配送（大潟村内）
　社用車（軽・普通、ＡＴ車）を運転します。

※雇用期間は、６ヶ月ごとの更新です。
※秋の繁忙期は、勤務シフトの変更があります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　大潟村カントリーエレベー
ター公社



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 1,041円～1,041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～16時00分 就業場所

時給

1人 910円～910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45分 就業場所

日給（時給換算）

1人 849円～849円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給

1人 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～17時00分 就業場所
(2)13時00分～21時00分

時給

2人 1,000円～1,100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～890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～14時00分 就業場所
(2)13時00分～16時00分

時給

5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) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～22時00分
(3)22時00分～ 8時00分

時給

5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) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～22時00分
(3)22時00分～ 8時00分

日給（時給換算）

1人 740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)10時30分～15時30分 就業場所

時給

4人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

0人 090-2769-5858

不問
0人 秋田県秋田市

労災
05060- 4656681

～平成30年11月16日
労災

05010-16481481

運搬作業員（８／２９、３
０のアルバイト）

●倉庫から紙おむつをコンテナまで運搬する仕事です。
・１つ２ｋｇのおむつの袋を１回４つ運びます。
・約４０００個のおむつを６人で運ぶ作業です。
　８月２９日、３０日の２日間のアルバイトとなります。

【運搬作業のため体力が要求されます】

作業が早く修了した場合、賃金は実働時間分の支払いとなり
ます。

不問

他 株式会社　祥恒商事　十文字支店
その他

秋田県横手市十文字町睦合字中福
島１４

その他
秋田県秋田市大町二丁目２－１２

9人 018-824-1211

不問
13人 秋田県秋田市

7,000人 秋田県秋田市
2ヶ月

労災
13040-98558481

接客（秋田犬ふれあい
事業）

「秋田犬ふれあい事業業務」のふれあい責任者として
　千秋公園の秋田犬ふれあいの拠点で秋田犬と観光客の
　ふれあいの接客をします。
・その他、業務日報等の記録や簡単な観光案内もします。

※動物取扱責任者の有資格者を優遇します。
※土日祝日勤務が主になります。

不問

他 公益財団法人　秋田観光コンベン
ション協会

和風ファストフード店
「なか卯」での接客・調
理／秋田市

◎「丼ぶり」と「京風うどん」を主力メニューとした「なか卯」で
の接客・調理・清掃業務です。
＜地域に密着した「なか卯」で一緒に楽しく働きませんか？＞
●接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提供、食器の
片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛りつけ、洗いもの）
●清掃（店頭と店内を清潔に保つお掃除）
※難しい仕事内容ではありません。未経験の方も先輩スタッ
フによる丁寧な研修がありますので安心してご応募下さい。

不問

他 株式会社　なか卯
毎　週

東京都港区港南２－１８－１　　ＪＲ品
川イ－ス卜ビル５Ｆ

20人 0120-129-073

不問

20人 0120-129-073

不問
7,000人 秋田県秋田市

2ヶ月
労災

13040-98556981

平成30年9月1日～平
成31年3月31日 労災

05010-16462681

和風ファストフード店
「なか卯」での接客・調
理／秋田市

◎「丼ぶり」と「京風うどん」を主力メニューとした「なか卯」で
の接客・調理・清掃業務です。
＜地域に密着した「なか卯」で一緒に楽しく働きませんか？＞
●接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提供、食器の
片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛りつけ、洗いもの）
●清掃（店頭と店内を清潔に保つお掃除）
※難しい仕事内容ではありません。未経験の方も先輩スタッ
フによる丁寧な研修がありますので安心してご応募下さい。

不問

他 株式会社　なか卯
毎　週

東京都港区港南２－１８－１　　ＪＲ品
川イ－ス卜ビル５Ｆ

毎　週
秋田県秋田市南通築地２－６

32人 018-833-4614

保育所、福祉施
設、飲食店等にて
調理の経験がある
方

32人 秋田県秋田市

70人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-16447681

調理補助（パート）

○保育園の給食業務に従事していただきます。
・乳幼児の給食を作る補助として働いていただきます。
　（１００名分）
・調理（給食、おやつ）、食器洗い
・厨房内の片づけ、清掃　等



＊給食は栄養士２名、調理補助１名の３名体制です。

不問

土日祝 社会福祉法人　秋田県母子寡婦福
祉連合会　あきた保育園

訪問介護員

○自宅で生活されている方（要支援、要介護者）への生活援
　助（炊事洗濯、掃除、買い物代行他）及び身体介護（排
　泄、入浴、食事等の介助）を行っていただきます。

＊秋田市内全域での業務です。（北部地区中心）
＊利用者様宅へは１人で訪問しますが、最初は同行します。
＊常勤フルタイムへの移行の可能性もあり
＊雇用契約は年度更新です。


ヘルパー２級（介護
職員初任者研修）
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 社会福祉法人　幸楽会
毎　週

秋田県秋田市上新城中字片野４

6人 018-870-2224

不問

3人 022-232-5201

不問
740人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

04010-56856381

平成30年9月26日～平
成30年11月1日 雇用・労災

05010-16454381

ベビー子供服販売［秋
田市］

当社製品の販売及び管理業務
簡単なパソコン操作

＊６ヶ月毎契約更新

不問

他 丸高衣料　株式会社　仙台支店
毎　週

宮城県仙台市若林区卸町２丁目６－
３

毎　週
秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

110人 018-881-3330

不問
110人 秋田県秋田市

2,334人 秋田県秋田市
平成30年11月1日～平
成33年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16458481

事務補助（企画経営
室）
（アルバイト）

・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
・テープ起こし、データ入力業務
・書類整理・消耗品の管理
・その他雑務

＊９月２６日～１１月１日までの間で１９日間の勤務となりま
す。勤務日については相談のうえ決定します。

不問

土日祝 秋田県農業試験場

事務系スタッフ（経理・
調達課）

所属先：経理・調達課

・共同研究の支出決議書作成
・奨学寄附金の支出決議書作成

※採用後、配置換等により変更の可能性があります。

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

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 018-889-2215

パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ等）
が出来ること。

パソコン操作（主に
Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）

457人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-16453081

不問

金土日祝他 秋田県立大学事務局
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字街道端
西２４１－４３８

209人 018-872-1500

平成30年8月24日発行（平成30年8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

実験・研究補助

○本学生物資源科学部　生物生産科学科　植物保護研究室
において研究補助業務に従事していただきます。

・具体的には、農作業（農業機械の操作はしない）、植物の育
成、実験・栽培器具の洗浄、データ整理等
・将来的には専門知識が無くてもできる実験を行っていただく
予定です。

℡ 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

1人 740円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～15時30分 就業場所
(2)10時00分～18時00分
(3) 8時30分～15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 就業場所

時給

1人 900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 64歳以下 (1) 5時45分～ 6時45分 就業場所
(2) 7時45分～ 8時45分
(3) 9時00分～10時45分

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 (1) 8時30分～11時00分 就業場所
(2)13時00分～16時00分

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 就業場所8人 秋田県秋田市

労災
05010-16461381

清掃等

〇店内の清掃等に従事していただきます。
・ホール、トイレの清掃
・掃き、拭き、掃除機かけ
・宴会のセットを行う仕事もあります。

　週の労働時間は２０時間未満で調整いたします。


不問

他 旬季　ぷくぷく（株式会社　マムアー
ス）毎　週
秋田県秋田市山王２丁目１１－４０－
２

8人 018-866-5222

不問

8人 018-866-5222

不問
8人 秋田県秋田市

労災
05010-16460081

労災
05010-16459781

清掃、雑用他

○和食中心のお店における各業務に従事していただきます。
・店内での清掃、後片付け
・料理下ごしらえ補助
・開店準備（接客あり）
・電話応対
・領収書作成　等

＊就業時間は早出等変動あり
　週の労働時間は２０時間未満で調整いたします。


不問

他 旬季　ぷくぷく（株式会社　マムアー
ス）毎　週
秋田県秋田市山王２丁目１１－４０－
２

その他
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

11人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16479381

清掃スタッフ（新日本海
フェリー）

○フェリー船内およびフェリーターミナル館内の日常清掃
　業務全般に従事していただきます。
・フェリー船内の室内清掃、ベッドメイク、ゴミ集め等
・ターミナル館内の日常清掃全般
　（トイレ、床、待合室、他の清掃）

＊制服は貸与します。
＊採用時に健診、研修あります。

不問

月他 株式会社　友愛ビルサービス

菓子製造補助

・商品（和菓子・洋菓子）製造補助作業
・商品（和菓子・洋菓子）の包装ライン業務
・完成品の箱詰め
・完成品の機械による箱詰め
・機械の看視、不良品のチェック
・機械の分解洗浄、道具の洗物
・倉庫への荷運び（社有車使用－バンタイプ）
・清掃


普通運転免許（ＡＴ
限定可）

他 株式会社　ゆう幸
毎　週

秋田県秋田市御所野下堤３丁目２－
３

12人 018-827-5636

不問

不問
4人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05010-16451281

不問

日祝他 保育所ちびっこランドにいだ園
毎　週

秋田県秋田市仁井田二ツ屋１丁目３
番４７号

4人 018-835-7885

2ページ中 2ページ

平成30年8月24日発行（平成30年8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

保育補助

○保育業務に従事していただきます。
　・乳幼児（０～６歳）の保育業務全般。
　・定員２０名程度の乳幼児を、３～４名で担当します。
　・行事の準備、他、付随する業務もあります。


＊育児中の方、歓迎します。

　　　　●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．　８月２７日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　　２．　８月２８日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　３．　８月２９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　４．　８月３０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】
　　５．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



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 265,000円～510,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 195,000円～310,000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) 8時00分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分

月給

1人 165,000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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00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 64歳以下 (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 186,000円～210,000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45分～17時15分 就業場所

月給

1人 150,000円～300,000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 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1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

日給（月額換算）

2人 132,916円～132,916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 188,000円～209,000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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 188,000円～209,000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)10時00分～19時00分 就業場所

12人 018-862-5115

不問
350人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16518381

雇用・労災・健康・厚生
05010-16517081

コスチュームアドバイ
ザー（ノートルダム秋
田）

○新郎新婦様との衣装のお打合せ、ご提案・衣装の管理・
フィッティング等を行っていただくお仕事です。・お打合せでは
お客様との会話の中から想いを汲み取り、新郎新婦様の想
い描くコーディネートを考え、数ある衣装の中からお二人を最
高に引き立てる衣装をご提案していただきます。
＊あなたが新郎新婦様に寄り添った接客を行うことで、一生
心に残る素敵な結婚式を創ることができますよ☆
＊新郎新婦様の想いをカタチにするお手伝いをしませんか？
＊未経験の方も安心の研修を準備しております。

不問

火他 株式会社　へいあん秋田
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－７５

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－７５

12人 018-862-5115

不問
350人 秋田県秋田市

283人 秋田県秋田市
平成30年11月1日～平
成31年3月10日 雇用・公災・健康・厚生

05010-16534381

バンケットスタッフ（ノー
トルダム秋田）

○新郎新婦様に替わり、披露宴の進行や当日の会場のアイ
テムチェックなど、打ち合わせなどで作り上げてきたものを「カ
タチ」にしていくお仕事です。　・式当日のお客様のご案内や、
進行状況の把握、そして式中の演出やサプライズなど、タイミ
ング見て他のスタッフに指示を出していただき、「最高に輝く
瞬間」を作り上げていただきます。
＊新郎新婦様が主役であり、ホストであるウェディングパー
ティーを完全バックアップしていただくお仕事です☆
＊初めはわからなくて当然です！社内育成制度、教育カリ
キュラムを準備しておりますので、ご安心ください。

不問

火他 株式会社　へいあん秋田

一般事務補助（臨時）

○事務補助業務に従事していただきます。
・書類整理
・来客対応、電話対応
・その他、付随する業務

＊パソコン操作あり


不問

土日祝 秋田県秋田地域振興局農林部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番２号

73人 018-860-3312

パソコン操作（初級
程度）

133人 018-864-6200

パソコン操作の可
能な方（ワード、エ
クセル）

146人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16508181

雇用・労災・健康・厚生
05020- 3896981

事務職

○本人の適性、経験を踏まえ、経理、総務、労務事務のいず
れかを担当していただきます。

・経理（支払業務、伝票起票（ＰＣ使用）等）
・総務（資格管理を担当予定）
・労務管理（各社会保険関係の事務手続き）

＊外出用務の際は社用車（ＡＴ）を使用

不問

日他 千代田興業　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－４９

秋田県能代市鰄渕字下悪戸５２－２
５

13人 0185-88-8152

13人 秋田県能代市

＊林業技士又は一
級土木施工管理技
士、二級土木施工
管理技士　あれば
尚可
＊普通自動車運転
免許（ＡＴ限定不
可）

232人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16538481

総合職

＊業務拡大の為、事務、労務管理、営業等に従事して頂きま
す。
・社用車又は、自家用車で現場回り、営業、役所等へ行って
もらいます。　　　　
・自家用車を使用した場合は、ガソリン代支給します。
・パソコンにて管理・事務書類を作成します。

日他 株式会社グリーンクラフト
その他

介護支援専門員（ケア
マネージャー）（土崎病
院）≪急募≫

・ケアプラン作成
・給付管理
・利用者とサービス業者の調整
・その他、付随する業務

＊退職者補充の為

※働き方改革関連認定企業【くるみん】

介護支援専門員

土日祝 医療法人　運忠会
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

5人 018-845-4151

不問

6人 018-838-0206

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）
経験者優遇

48人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-16512481

雇用・労災・健康・厚生
05010-16545481

生活支援員

◎障害を持つ方々の就労支援・作業指導や就労に関する相
談業務
・作業環境の整備、作業の割振り、その他
・就業支援Ｂ型に関わる業務を対応
・支援記録等の記入（手書き、ＰＣ入力）
・送迎業務（ワゴン車（ＡＴ）片道３０分程度の距離です）

※雇用開始時期：随時
＊宮城県大崎市のグループホームに、月に数回、応援の出
張がある予定です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）、社会
福祉主事または介
護福祉士の資格が
あれば尚可

日他 株式会社　北上の郷
その他

南秋田郡五城目町大川大川字大堤
３９－１

その他
秋田県秋田市旭南３丁目８－３

14人 018-864-6688

不問
14人 秋田県秋田市

131人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16544581

歯科衛生士（正社員）

○当院において歯科衛生士業務に従事していただきます。
・歯科衛生指導　
・歯科診療補助　等　
・その他、付随する業務

＊就業時間（２）は土曜日の勤務（休憩なし）
＊制服は貸与いたします。

歯科衛生士

日祝他 医療法人　玉木歯科医院

フィールドＳＥ
・お客様のニーズに合わせたパッケージソフトのカスタマイズ
から導入、立会い
・パッケージソフトは臨床検査システム電子カルテ等
・納入後のアフターサポート
・社用車（ＡＴ車）使用
・エンジニア未経験者応募可、しっかりと研修を行います。

普通自動車（ＡＴ限
定可）

日祝他 株式会社　南部医理科　秋田営業所
隔　週

秋田県秋田市手形字十七流１８１

15人 018-832-1514

不問

平成30年8月27日発行（平成30年8月24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

土木技術者（積算・工
事監督支援）［秋田市］

国交省等が発注する工事の数量のとりまとめや設計図書の
作成を行う業務です。
工事監督支援は、発注した工事が適切に行われているかを
発注者側の立場で監督する業務です。

＊社有車、マイカーの両方使用。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
土木施工管理技士
（１級、２級）

土日祝他 株式会社　スタッド　東北支店
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目９－
８　日宝本町ビル２階

6人 022-716-0152

土木工事の積算業
務１年以上
または公共工事の
経験１年以上

140人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-57047481

℡ 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 188,000円～209,000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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 230,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時50分～18時20分 就業場所
(2)10時30分～20時00分
(3)11時30分～21時00分

月給

1人 140,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～15時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)13時30分～21時30分

月給

1人 300,000円～355,300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)10時00分～19時00分 就業場所
(2)12時30分～21時30分

月給

1人 140,000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) 7時00分～16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

月給

1人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 130,000円～145,000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) 5時30分～13時40分 就業場所
(2)11時05分～19時15分

月給

2人 203,060円～303,060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 18歳～62歳 就業場所

月給

2人 170,000円～170,000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 就業場所

月給

2人 170,000円～170,000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 就業場所

月給

2人 160,000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 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16529581

グリーンコーディネー
ター
（正社員）

○商業施設のグリーンディスプレイにかかる業務に従事して
いただきます。
・主に秋田市内のホテル、病院、他施設の観葉植物のリース
交換作業
・コンテナガーデンの花苗植替え作業
・ハウス内での植物育成作業

＊基本２人での作業となります。
＊社用車使用（ＭＴ２ｔバン、軽ワゴン）

準中型自動車免許
（ＡＴ不可）

日祝他 有限会社　秋田植物園
その他

秋田県秋田市飯島字薬師田３３５

5人 018-846-2115

不問

8人 018-829-4530

不問
120人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16522881

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16521781

一般スタッフ（店長候
補）

＊店舗スタッフとしてスタートし、店舗責任者を目指して頂き
ます。その後、幹部社員か社員独立のどちらか希望の道へ
進んで頂きます。
＊ＴＲＥｎＴＡ店舗におけるスタッフ業務全般
・ホールでのご案内等、接客業務　・商品の調理、盛り付け
等
＊店舗管理業務
・従業員の就業管理　・商品在庫の管理　等
※契約更新（６ヶ月後）の際、正社員への登用の可能性があ
ります。

不問

他 株式会社　ＴＲＥｎＴＡ　Ｆｏｏｄ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ　スパゲッティ専門店　トレンタ御所その他
秋田県秋田市御所野地蔵田２丁目１
－６

その他
秋田県秋田市外旭川字四百刈５－１

8人 018-869-7630

不問
120人 秋田県秋田市

1,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
09016- 2563881

一般スタッフ（店長候
補）

＊店舗スタッフとしてスタートし、店舗責任者を目指して頂き
ます。その後、幹部社員か社員独立のどちらか希望の道へ
進んで頂きます。
＊ＴＲＥｎＴＡ店舗におけるスタッフ業務全般
・ホールでのご案内等、接客業務　・商品の調理、盛り付け
等
＊店舗管理業務
・従業員の就業管理　・商品在庫の管理　　　等
※契約更新（６ヶ月後）の際、正社員への登用の可能性があ
ります。

不問

他 株式会社　ＴＲＥｎＴＡ　Ｆｏｏｄ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ　スパゲッティ専門店　トレンタ外旭

調理・ホールスタッフ
（秋田県秋田市）

飲食店において、以下の業務を担当していただきます。
○調理　○ホール接客　○レジ・清掃等　○店舗管理
仕事の内容は、相談により決定いたします。
※調理師の免許をお持ちでなくても食に興味があり、やる気
のある方、仕事に対して前向きに取り組める方なら、歓迎　い
たします。
＊未経験者歓迎。
＊賄い補助あり。

不問

他 株式会社　ダイニングファクトリー
な　し

栃木県宇都宮市宿郷２－７－３　ＩＲ
ビル５Ｆ

9人 028-610-0568

不問

27人 018-877-6141

不問
372人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16492281

雇用・労災・健康・厚生
05010-16511581

調理員（杉の里）

○ショートステイ杉の里での調理業務です。
（入所者３０名分の食事を作ります）
・食事の調理業務
・栄養士１名、調理師２名、パート調理員１名体制

不問

他

秋田県潟上市昭和大久保字北野出
戸道脇４１

その他
秋田県秋田市寺内イサノ１０１番地
アルファコート１Ｆ

20人 018-866-0888

120人 秋田県秋田市

サービス提供責任者
（たんぽぽ広面）

○訪問介護サービスのコーディネート業務
・訪問介護計画書の作成
・お客様やご家族等及び担当ヘルパーとの連絡調整
・サービス担当者会議への出席
○訪問介護業務（身体介護・生活援助）

＊訪問範囲：主に秋田市内
＊外出用務には自家用車使用（ガソリン手当別途支給）

他 株式会社　レヴァレンス

介護福祉士（介護
職員実務者研修修
了者可）
普通自動車免許
（自家用車使用）

医療法人　仁政会　杉山病院
毎　週

14人 018-866-2660

不問
60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16501681

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13080-71213981

介護員【急募】

○施設内利用者の介護業務全般　
・入浴、食事、排泄等の介護
・利用者約１５名を７～８名の介護員で介護しております。
・社用車を使用して訪問介護もあります。

＊就業時間（１）～（４）の交替制
　（４）１７：００～９：００（月５～６回程度）
　（休憩１２０分、夜勤手当　３，５００円）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 小規模多機能型居宅介護「ゆりかも
め」（株式会社サウスビーチ）毎　週
秋田県秋田市新屋南浜町３番１９号

その他
東京都新宿区西新宿１－２６－２　新
宿野村ビル２２Ｆ

3人 03-3340-6711

不問
627人 秋田県秋田市

60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16493181

営業（資格スクールの
生徒募集）／秋田支店

建築士・宅建等の国家資格の取得を目指す方に対して学習
アドバイスやスクール利用を提案する業務を担当していただ
きます。
入社後も教室運営スタッフと協力して合格に向けてのサポー
トを行いますので「モノを売って終わりの営業」ではありませ
ん。
合格を一緒に喜び合い、生徒から感謝されるのは他の仕事
では味わうことのできない大きな魅力です。
また、新規顧客の開拓業務として、建設・不動産業界の企業
や建築系の大学・専門学校に対して各種ガイダンス・セミナー

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　総合資格

バリスタ・調理補助

○ナガハマコーヒーのカフェの中でサーブや接客をする業務
です。
・カウンター内でドリンクを作成するバリスタ業務もあります。
・キッチンへ盛付けのフォローに入るケースもあります。
・レジ会計業務





不問

他 ナガハマコーヒー　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字小谷地１１０
－１

16人 018-869-7666

不問

販売スタッフ・ギフトアド
バイザー（秋田店・正社
員）

＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・時計等、幸せなプレゼント
選びのお手伝いをする仕事です。（ブランド品や当社オリジナ
ルブランドの販売・商品管理・　ディスプレイ等）
＊未経験者の方も努力次第で様々なキャリアアップが可能で
す。
＊年間休日１２０日で土日祝も交替でお休みいただけます。
＊安心の東証ＪＡＳＤＡＱ上場企業で働きませんか。

不問

他 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
その他

東京都中央区銀座１－１６－１　東貨
ビル４Ｆ

400人 秋田県秋田市

4人 03-3562-7523

不問

不問
350人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010- 5198282

雇用・労災・健康・厚生
05010-16520481

不問

火他 株式会社　へいあん秋田
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－７５

12人 018-862-5115

3ページ中 2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

ブライダルアドバイザー
（ノートルダム秋田）

○ご見学に訪れた新郎新婦様の窓口となるポジションです。
施設のご案内やコミュニケーションを通じて、お二人にとって
最高のウェディングをご提案していただきます。・お二人を「こ
こで結婚式を挙げたい！」という気持ちに導いてください。お
客様の求めるウェディングをご提案から携わることができるの
で、お二人の想いが「カタチ」になった時の感動はこのお仕事
でしか感じることができません☆＊初めは分からなくて当然で
す！
＊社内育成制度・教育カリキュラムを準備していますので、ご
安心ください。☆基礎からしっかり身に付けていきましょう☆



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）

3人 184,800円～184,800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00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

3人 146,160円～146,160円
就業場所

正社員以外 TEL
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

時給（月額換算）

1人 162,750円～162,750円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 152,640円～161,120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 18歳以上 (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）

3人 146,880円～146,880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 160,000円～190,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）【中
型有れば尚可】
危険物取扱者（乙
種四類、丙尚可）

25人 018-888-8398

不問
25人 秋田県秋田市

株式会社　ヨロズヤ
な　し

秋田県秋田市豊岩小山字狐森３２５
番

雇用・労災・健康・厚生
05010-16528981

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16548281

配送助手

○弊社所有の事務用品、ＯＡ機器、エアコン、ストーブ、生活
家電全般等のアイテムを県内（酒田方面含む）の工事現場事
務所やアパート、イベント会場に配達、設置、回収します。ま
た社内でそれら商品の整備も行います。
○配送は通常メインドライバーと２人以上で行い、入社約２年
は配送助手として経験を積みます。

＊社名の通り、配送、設置、内装工事、空調工事等、さまざま
な作業を通じお客様のニーズに応えていきます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他

灯油配達員

○会社及び一般家庭への灯油の配達業務です。

・タンクローリー（２ＫＬ・３ＫＬ）での配達です。

＊配達範囲は秋田市内が中心となります。

＊ユニホーム、安全靴は準備致します。


日祝他 富士鉱油　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市外旭川字三後田１８７
－１

14人 018-868-6655

219人 秋田県秋田市

20人 090-5355-7690

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16542681

平成30年9月10日～平
成30年10月31日 雇用・労災

05010-16516181

電子部品の組立

○電子部品の基盤実装のオペレータ（機械操作）及び検査作
業

＊未経験者の方も歓迎

不問

土日他 有限会社　プラズマ
毎　週

秋田市保戸野桜町１８－１９　サンシ
ティみうら１０１

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

640人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05020- 3891281

薬剤等の成分分析【秋
田市】

○秋田市内の派遣先において、粉末や薬剤の成分分析（成
分測定）やＰＣ作業など

＊座り仕事です。
＊５～１０ｋｇの重量物を持つことがあります。
＊その他、付随する作業あり。

不問

土日他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

製造要員［ワイヤー
ハーネス／五城目分工
場］

○当社五城目分工場において、自動車用ワイヤーハーネス
の製造業務（組立作業・検査）に従事していただきます。
◇コンベアラインで、電線をテープで束ねる仕事です。


＊応募の方は、面接時に履歴書と紹介状を持参して下さい。

普通自動車免許
（通勤用）

土日他 東北部品　株式会社　秋田工場
毎　週

秋田県能代市二ツ井町駒形字烏野
３－３

75人 0185-75-2046

不問

不問
0人 秋田県南秋田郡大潟村

平成30年9月20日～平
成30年11月20日 労災

05010-16537581

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　みらい共創ファーム秋田
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字西４丁目８
８番地

0人 0185-45-3603

平成30年8月27日発行（平成30年8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

農作業員

○農作業全般に従事していただきます。
・玉ねぎの苗の移植に伴う作業補助を中心とした各農作業を
行っていただきます。

＊運搬等で軽トラック運転する場合もあり。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



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

　

　　　　　　　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．　８月２７日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　　２．　８月２８日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　３．　８月２９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　４．　８月３０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】
　　５．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】
　　６．　９月　３日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、介護員、看護師・准看護師　他】
　　７．　９月　４日　あさひ自動車㈱【タクシー乗務員、配車係員】
　　８．　９月　５日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　９．　９月　６日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　１０．　９月　７日　社会福祉法人晃和会【介護職員】
　１１．　９月１０日　㈱和敬園　ショートステイ「御所野の森」【介護職】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

●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！

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                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．　９月　３日　ヤマト運輸㈱【荷受作業、軽作業】
　　２．　９月　４日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【デイサービス・ショートステイ介護職員　他】
　

『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 1,100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 (1) 9時00分～12時30分 就業場所
(2)14時00分～18時30分
(3) 9時00分～13時00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 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

時給

1人 850円～950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00分 就業場所
(2)14時30分～18時00分

時給

6人 800円～800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 (1)13時00分～17時00分 就業場所
(2)16時00分～20時00分
(3)13時00分～20時00分

時給

6人 800円～800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 (1) 7時30分～11時30分 就業場所
(2)16時00分～20時00分
(3)17時00分～21時00分

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) 9時30分～18時00分 就業場所

時給

1人 1,400円～1,400円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時50分～21時00分 就業場所

時給

3人 760円～830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 970円～990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

平成30年8月27日発行（平成30年8月24日受付分)　Ｎｏ．１
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

歯科衛生士（パート）

○当院において歯科衛生士業務に従事していただきます。
・歯科衛生指導　
・歯科診療補助　等　
・その他、付随する業務
＊就業時間（１）（２）選択できます
　　　　　（１）（２）の連続勤務もあります
　　　　　土曜日は（３）のみ
＊就業日数、時間は相談に応じます
＊制服は貸与いたします。

歯科衛生士

日祝他 医療法人　玉木歯科医院
その他

秋田県秋田市旭南３丁目８－３

14人 018-864-6688

不問
14人 秋田県秋田市

労災
05010-16546781

生活支援員

◎障害を持つ方々の就労支援・作業指導や就労に関する相
談業務
・利用者の作業支援補助
・支援記録等の記入（手書き、ＰＣ入力）
・送迎業務（ワゴン車（ＡＴ）、３０分程度の距離です）
・環境整備（施設内外の清掃、洗車、整理整頓）
・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　北上の郷
その他

南秋田郡五城目町大川大川字大堤
３９－１

6人 018-838-0206

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

48人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-16513781

保育士又は保育補助
（日・祝祭日のみ）

○休日・祝祭日の保育業務に従事していただきます。
　　　　
園児５～６名を３人体制（職員２名、補助１名）でみます。


不問

月火水木金土他 社会福祉法人　楢山保育園
毎　週

秋田県秋田市南通宮田１６－３０

30人 018-832-5008

不問
30人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-16524181

医療事務

○医院内での医療事務業務を担当していただきます。
・受付
・会計
・レセプト作成
・その他付随する業務

不問

日祝他 医療法人　敬寿会　鈴木内科胃腸科
医院な　し
秋田県秋田市牛島東２丁目２－３７

8人 018-834-1165
パソコン操作（ワー
ド・エクセル等）の
できる方
医療事務経験者尚
可

8人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16533081

チェッカー担当【秋田
市】

秋田市内の派遣先においてチェッカー担当をしていただきま
す。

※制服貸与。初心者の方へも丁寧に指導します。

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年9月10日～平
成30年10月31日 労災

05010-16505781

商品の陳列【秋田市】

○秋田市のスーパー内の青果コーナーで、商品のパック詰め
や品出し、片付け、清掃などの作業をしていただきます。

※その他付随する作業あり

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年9月10日～平
成30年10月31日 雇用・労災

05010-16498581

サービスカウンター【土
崎店】

○お菓子販売、宅急便取扱い等　お客様対応を担当します。

＊土、日、祝日も出勤できる方を希望します
＊雇用期間：本人の勤務状況等により１年毎の更新あり



働き方改革関連認定企業【秋田県】
男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 生活協同組合　コープあきた
毎　週

秋田県秋田市土崎港北６丁目１－３
０

55人 018-846-2515

不問
428人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16540081

販売・ギフトアドバイ
ザー（秋田店・パート）

＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・時計等、幸せなプレゼント
選びのお手伝いをする仕事です。
（ブランド品や当社オリジナルブランドの販売・商品管理・
ディスプレイ等）
＊未経験者歓迎。
＊安心の東証ＪＡＳＤＡＱ上場企業で働きませんか。
　あなたの活躍をお待ちしています。
＊ノルマはありません。
＊是非ホームページもご覧ください。

不問

他 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
その他

東京都中央区銀座１－１６－１　東貨
ビル４Ｆ

4人 03-3562-7523

不問
400人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

13010- 5200382

販売（ダイソードン・キ
ホーテ秋田店）

店舗の運営に関わる、レジ接客・ご案内・品出し・商品整理な
どをスタッフ全員で協力して行います。
店舗毎に勤務時間の詳細が異なります。応募時にお問合せく
ださい。

就業場所：秋田県秋田市旭北錦町４－５８　
　　　　　ドン・キホーテ秋田１階
　　　　　ダイソードン・キホーテ秋田店
＊応募を希望される方は必ずハローワークの窓口で、紹介状
の交付を受けてください。

不問

他 株式会社　大創産業（ＤＡＩＳＯ／ダイ
ソー）毎　週
広島県東広島市西条吉行東１丁目４
番１４号

10人 082-420-0100

不問
16,000人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

34020-12285681

介護職員（特別養護老
人ホーム金寿園）

○特別養護老人ホーム利用者の介護業務に従事していただ
きます。
・食事や身体介助および入浴・排泄介助等の日常生活を支え
る介護業務全般
・その他、付随する介護業務
＊特養は５０名の利用者を約２０名で対応。
＊更新後は、１年毎の契約更新となります。
※正社員登用制度あり（正社員の場合夜勤あり）

介護職員初任者研
修またはホームヘ
ルパー２級以上

他 社会福祉法人　秋田中央福祉会
その他

秋田県秋田市外旭川三千刈１１４番
地１

54人 018-803-9011

不問
163人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-16536981

℡ 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～1,400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 不問 就業場所

時給

1人 740円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 830円～1,100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 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)18時00分～23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

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時30分～16時10分 就業場所
(2)12時00分～19時45分
(3)16時05分～23時30分

時給

1人 900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 (1) 8時30分～15時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

3人 850円～850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 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 7時00分～11時00分
(3)12時00分～16時00分

2ページ中 2ページ

平成30年8月27日発行（平成30年8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

訪問介護員（たんぽぽ
広面）

○訪問介護業務全般を担当　　　　　　　　　　　　　　　
・利用者宅に訪問して、調理、掃除、買物、身体介護等の手
伝い

＊希望する曜日・時間をもとに就業していただきます。（希望
する曜日の午前中・午後のみでも可能です。）　　

＊自家用車使用（ガソリン代支給）

労災
05010-16510981

・介護職員初任者
研修修了者（ホー
ムヘルパー２級以
上）
・普通自動車免許

他 株式会社　レヴァレンス
毎　週

秋田県秋田市寺内イサノ１０１番地
アルファコート１Ｆ

20人 018-866-0888

4人 0185-27-8385

不問

不問
120人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　ＴＲＥｎＴＡ　Ｆｏｏｄ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ　スパゲッティ専門店　トレンタ御所

接客および調理補助
（社員食堂）

○工場の社員食堂内での業務全般です。
・接客、調理補助などが主な仕事です。
・昼食メニューを提供、４０～５０食
・食堂営業時間は、１１：３０～１３：３０
・営業時間以外は、仕込み作業や片付け、清掃作業など
○所内の事業所への弁当配達
・秋田火力発電所の構内、社有車（軽ＡＴ）を運転

※昼食付きです。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ひろまる食品工房
毎　週

秋田県男鹿市船川港船川字片田７１
－２６

不問
120人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

雇用・労災
05011- 1118881

ホール・キッチン担当１
６時～（御所野店）

○ホール内における接客業務全般
・お客様を席へご案内
・料理、飲み物の配膳
・飲食後の食器等の片付け
・調理及び調理補助
・店内外の清掃作業
・その他付随する業務
※土曜日・日曜日・祝日の勤務できる方を歓迎します。
※労働時間、休日、労働日数は相談に応じます。

歩摘亭
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目４－２０

毎　週
秋田県秋田市御所野地蔵田２丁目１
－６

8人 018-829-4530

労災
05010-16535681

労災
05010-16526381

ホールスタッフ

・ホール業務及び調理補助
・お客様からのオーダー取り
・ドリンクの制作
・調理の盛付、提供
・その他、付随する業務

不問

日祝他

15人 018-884-1230

不問

1人 018-853-1463

不問
1人 秋田県秋田市

・普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
・危険物取扱者（丙
種以上）

日他 合資会社　丸伊商店

ホール業務（週５～６
日）

・スロット専門店内での、ホール、カウンター接客のお仕事で
す。
・ホール関係（コインの補給、台のメンテナンス等）
・カウンター関係（お客様の景品交換、マイクアナウンス等）

＊未経験者の方でも、採用後丁寧に指導しますので安心して
応募下さい。

不問

他 株式会社　第一企画　ＥＳＰＡＳＯ　東
通店その他
秋田県秋田市東通８丁目１－１１

不問
71人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16514881

灯油配達

○灯油の配達業務に従事していただきます。
・注文連絡のあった事業所、一般家庭等を回り、ホームタンク
やポリタンクに注入し販売をします。
・主に秋田市内、２Ｋローリー車を使用します。

＊来シーズンの雇用あり
＊未経験者でも、親切丁寧に指導しますので応募は可能で
す。


株式会社　しもむら
毎　週

秋田市南通築地３－３８

その他
秋田県秋田市東通１丁目２－１

12人 018-835-9565

労災
05010-16547881

平成30年10月1日～平
成31年4月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16515281

ルート配送及販売
（パート）

○お取引先（道の駅、温泉施設、一般小売店、事業所の売店
等）へ、お菓子・飲料水・玩具の納品及び販売業務に従事し
ていただきます。

＊配送は、社用車（ＭＴ）使用
＊配送範囲は、県内全域です。
＊新規開拓していただく場合もあります。
＊時間・日数等ご相談に応じます
＊未経験者の方、歓迎します
＊６０歳以上の方、歓迎します

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他

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

不問

7人 018-832-6766

不問
7人 秋田県秋田市

14,000人 秋田県秋田市
平成30年9月10日～平
成30年10月31日 雇用・労災

05010-16519681

米を炊く釜の洗浄作業
【秋田市】

〇秋田市内の食品工場において、米を炊く釜を洗う作業をし
ていただきます。

※釜は重さがあり、力仕事になります。

※その他、付随する作業あり。

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所


