
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 234,850円～234,850円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 265,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

月給

1人 180,000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) 8時30分～17時10分 就業場所

月給

1人 184,860円～184,860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) 8時30分～18時00分
(3) 8時30分～17時30分

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 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 179,643円～179,643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15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 155,700円～166,400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00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 133,470円～167,260円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

不問
94,964人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14818581

・正看護師
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 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

28人 018-835-4276
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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

看護職員（訪問看護／
ニチイケアセンター秋
田）

○療養生活の相談支援、病状や健康状態の観察・相談支援、　専門
的観察下での介護
（食事の援助、排泄処置と援助、保清援助、投薬支援）
○医療処置・治療上の看護
（経管栄養、胃瘻、創傷処理、在宅酸素療法、膀胱留置カテーテル、
人工呼吸器、気管カニューレ処理、吸引・吸入、ＣＡＰＤ、ＩＶＨ、ストマ
処置、検査補助等）
○在宅リハビリテーションで家族の介護支援・相談・指導
　認知症及び精神看護、ターミナルケア
＊平成２７年６月より手当等新設

臨床検査技師　≪急募
≫

○当病院での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

日祝他 佐々木内科・循環器科医院
その他

秋田県秋田市土崎港東四丁目５－３
８

9人 018-880-2380

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14808681

栄養士（一般職事務職
員）
【栄養短期大学】

○秋田栄養短期大学において、授業における実験、実習の
手伝いに従事していただきます。

・担当教員のもとで、学生の実験・実習の補助
・授業の準備、後片付け


栄養士資格（管理
栄養士があれば尚
可）

土日祝他 学校法人　ノースアジア大学
毎　週

秋田県秋田市下北手桜字守沢４６－
１

3人 018-836-3319

不問
248人 秋田県秋田市

36ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14787681

≪急募≫生活相談員
（ニチイケアセンター秋
田）

○通所介護業務における生活相談業務及び介護業務に従事
していただきます。
＊社会福祉士か社会福祉主事任用資格保有者又はケアマ
ネージャー経験１年以上で相談員業務が出来ます。
＊就業前後も充実の体制でサポートします。　（事前研修、現
場研修等）
＊１ヶ月１７０Ｈ程度の雇用契約になります。
＊Ｈ２７年６月より手当等新設
・介護支援専門員１年以上、または生活相談員の経験者

他 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

28人 018-835-4276

94,964人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14820281

・普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
・ヘルパー２級
・社会福祉士か社
会福祉主事任用資
格何れか

分譲に係る補助的業務

○次のような補助的業務に従事していただきます。

・南ヶ丘ニュータウンの案内所で来訪者や電話の対応
・購入希望者等の現地案内等
・同地内の維持管理（刈払機による除草作業等）



【勤務開始は９月３日です】

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 秋田県建設部建築住宅課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

2人 018-860-2561

不問
17人 秋田県秋田市

平成30年9月1日～平
成30年11月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010-14778381

経理・一般事務

○経理、一般事務業務を担当していただきます。
・一般事務業務全般
・電話、ＦＡＸでの受注
・簡単なパソコンを使用しての管理業務
・業者への見積もり・請求書作成・売上計算
・各種届出業務

＊外出用務あり（社有車使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 フォローウインド　株式会社
毎　週

秋田県秋田市泉北４丁目２－１０　道
田ビル３階

2人 018-874-8319

簡単なパソコン操
作

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14769081

一般及び医療事務補
助

○国民健康保険・後期高齢者医療診療報酬等審査支払事
務、介護・障害介護給付費審査支払事務、保健事業（特定健
診・特定保健指導の支援事務）など



＊採用日時：平成３１年４月１日から

不問

土日祝他 秋田県国民健康保険団体連合会
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目２－３　秋
田県市町村会館４Ｆ

76人 018-862-6864

不問
85人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14821181

一般事務補助

○一般事務補助業務に従事していただきます。
・パソコン操作、入力、資料作成
・電話応対、来客の取り次ぎ、湯茶準備
・各種システム入力
・その他、行政事務の補助

＊専用システム等の操作方法は指導します。

【勤務開始は９月３日です】

不問

土日祝他 秋田県建設部　建設政策課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番１号

21人 018-860-2411

パソコンの一般的
な操作

3,500人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～平
成31年2月28日 雇用・公災・健康・厚生

05010-14779681

医療クラーク（医師事務
作業
補助）【嘱託】

・診療事務補助
・文書作成（診断書等）補助
・各種データ整理
・診断記録への入力代行　他

＊年度毎の更新あり
＊パソコン（ワード、エクセル）を使いこなせることが必要で
す。
＊電子カルテシステムを使いこなせること（電子カルテシステ
ムの操作は、採用後に研修を実施します）

医師事務作業補助
者

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

768人 018-823-4171

パソコン（ワード、エ
クセル）ができるこ
と（必須）

768人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14784181

販売（パティズ秋田店）

＜業務内容＞（個人ノルマは無し）
＊雑貨の販売　＊商品の仕入れ　＊商品ディスプレイ
＊商品管理　　＊レジ打ち　　　＊ラッピング
＊店内レイアウトなど店舗運営に係る業務全般
若者向けのアクセサリー・ファンシーグッズ等の小物を扱っており、
接客や販売のお仕事が未経験の方でも、自信を持ってお店に立て
るよう、商品知識やレジの打ち方など、先輩スタッフが丁寧に指導い
たします。
お店のレイアウトやディスプレイ等スタッフみんなで考えるので、自分
たちのイメージに合ったお店作りができます。

不問

他 株式会社パティズ
その他

福島県会津若松市インター西３１番
地

4人 0242-32-0101

不問
590人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
07030- 5557181

℡ 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～150,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 145,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 5時00分～14時00分
(3)14時00分～23時00分

月給

1人 238,000円～238,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)11時00分～22時00分

月給

2人 173,500円～300,000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 18歳以上 (1) 7時30分～16時30分 就業場所
(2)13時30分～22時30分
(3)22時30分～ 9時00分

月給

2人 127,920円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

日給（月額換算）

1人 168,175円～168,175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 60歳以上 (1) 6時30分～15時15分 就業場所
(2) 9時00分～17時45分
(3)14時15分～23時00分

時給（月額換算）

5人 168,000円～168,000円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 2時00分

月給

1人 180,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 138,000円～138,000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 155,000円～165,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
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平成30年7月31日発行（平成30年7月30日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

店舗スタッフ

〇「ミスタードーナツ」（秋田県内９店、青森下田１店）　での店
舗スタッフ業務に従事していただきます。
【主な仕事内容】
・ドーナツの製造、接客、清掃　等
＊土、日、祝日勤務可能な方

＊未経験の方も指導いたします（教育システム制度あり）

＊制服支給

不問

他 エムディフード東北　株式会社
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目５－２　明
治安田生命秋田第２ビル７階

12人 018-825-9555

不問
152人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14777081

介護職員

○定員３０名の介護付き高齢者向け賃貸住宅において、
　介護業務に従事していただきます。
・ご利用者の日常生活のお手伝い
・食事介助、排泄介助、入浴介助　　・安全確認（見守り）
・サービス記録の記入
・レクリエーションの実施
・その他、必要な介助
＊夜勤は月４～５回、１名体制
＊未経験者でも応募可

不問

他 セントシェアハウス株式会社
その他

秋田県秋田市新屋比内町２２番２２
号

18人 018-828-2721

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14811881

店長候補【イオンモー
ル秋田御所野店】

◆店舗運営とスタッフの労務管理
◆店舗内で使用する食材の仕込みと管理
◆お客様からのオーダー受付と料理の提供
◆食器類の片付け、厨房での皿洗い業務
◆会計等のレジ業務
＊独立を考えている方大歓迎
＊新規出店に伴う店長業務も指導します

※就業時間は８時間のシフト制となります

不問

他 株式会社　元氣屋
その他

北秋田市綴子字糠沢上谷地４４４－
１

4人 0186-84-8056

不問
52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05031- 1396481

ホテルスタッフ（正社
員）

○ホテルフロント係として、次の業務に従事していただきま
す。　　　　　　　　　　　　　　
・予約受付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・接客応対
・インターネットでの予約管理　　　　　　　　　　　　
・簡単なパソコン入力業務あり

＊全国転勤可能な方尚可

不問

他 ルートインジャパン　株式会社　ルー
トイングランティア秋田　ＳＰＡ　ＲＥＳ毎　週
秋田県秋田市中通５丁目２－１

105人 018-825-5411

不問
12,970人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14785081

サービス係

○ホテル、宴会、レストランのサ―ビス業務全般です。
・接客、注文受け付け
・配膳、片付け
・レジ、会計業務
・混雑時の厨房補助、ドリンク作り
・その他

＊契約更新の可能性があります（１２か月ごと）。
＊正社員登用制度あります。

不問

他 株式会社　ルーラル大潟
その他

秋田県南秋田郡大潟村字北一丁目
３番地

73人 0185-45-3311

不問
105人 秋田県南秋田郡大潟村

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14792181

自動車駐車場に関する
業務　　【６０歳以上】

○自動車駐車場に関する業務を担当していただきます。
・自動車駐車場の駐車料金の徴収業務
・駐車場内の整備、清掃及び軽易な補修作業
・駐車場の誘導及び利用者サービス向上に関すること
・その他、業務管理室所管の業務全般

不問

他 一般財団法人　秋田市駐車場公社
その他

秋田県秋田市中通２丁目６番２号

28人 018-832-1181

不問
28人 秋田県秋田市

平成30年9月1日～平
成30年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14793081

（派）マシンオペレー
ター［南秋田郡五城目
町］

自動車用・二輪車用コイル製品にコーティングする機械操作
のオペレーター

不問

日他 株式会社　プレステップ
その他

宮城県仙台市青葉区国分町１丁目６
－１８　東北王子不動産ビル７階

2人 022-216-5563

不問
50人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
04010-50879481

防水工

○建築工事現場での防水工事作業に従事していただきま
す。
・新築、改修どちらもあります。（主に公共事業）
・現場への資材運搬作業などもあります。
・社用車使用

＊現場は主に秋田県内（県外での作業もあります）

＊経験ない方は入社後指導します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝 株式会社　ディアン防水工業
毎　週

秋田県秋田市金足下刈字雨池５２－
１５

4人 018-853-5622

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14795681

ルート配送及販売

○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。

＊新規開拓していただく場合もあります。

＊配送は、社用車（ＭＴ）使用

＊配送範囲は、県内全域です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　しもむら
その他

秋田市南通築地３－３８

7人 018-832-6766

営業経験者
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14776181

リネンキーパー（秋田
キャッスルホテル）

○ホテル内で使用するリネン品・テナント様の
　白衣・制服等　の集配・管理

・リネン品の在庫管理
・白衣、制服等の伝票作成
・その他付随する業務

＊２０Ｋｇ程度の重量物を扱う仕事もあります。
　（１人体制の仕事です）

不問

日他 秋田基準寝具　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋字イサノ６－１

1人 018-862-4525

不問
350人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14801481



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 800円～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～18時00分 就業場所

時給

1人 742円～742円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～20時15分

時給

1人 750円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時30分 就業場所

時給

1人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)11時00分～17時00分 就業場所

日給（時給換算）

20人 2,000円～2,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 7時00分～ 9時00分 就業場所
(2)17時00分～19時00分

日給（時給換算）

20人 1,368円～1,368円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 18歳以上 (1)10時00分～ 0時00分 就業場所

時給

2人 742円～742円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

2人 742円～742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～22時00分 就業場所
(2)17時00分～21時00分

時給

2人 820円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

1人 1,085円～1,295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

28人 018-835-4276

不問
94,964人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-14814081

12ヶ月
雇用・労災

05010-14813181

訪問介護員（ニチイケ
アセンター秋田）

○在宅における身体介護・生活援助・身の回りのお世話等の
訪問介護業務に従事していただきます。
＊月５０～１００時間の勤務です。
（月額６～１０万円程度）
＊就業前後も充実の体制でサポート（事前、現場研修等）
＊年度毎の１年契約更新です。
＊正社員登用制度、キャリアアップ制度あります。

・ヘルパー２級以上も
しくは、介護職員初任
者研修修了者　
・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

他 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

毎　週
秋田県秋田市新屋比内町２２番２２
号

18人 018-828-2721

不問
35人 秋田県秋田市

18人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-14782881

介護職員（パート）

○定員３０名の介護付き高齢者向け住宅において、介護業務
に従事していただきます。
・利用者様の日常生活のお手伝い
　（起床就寝介助、食事介助、入浴介助、排泄介助、体位変
換、安全確認（見守り）、その他必要な介助）
・サービス記録の記入
・レクリエーションの実施　等

不問

他 セントシェアハウス株式会社

コンビニエンスストア店
（１７時～）

○コンビニエンスストアにおける業務全般を担当していただ
　きます。
（仕事内容詳細）
・レジ接客
・商品の検品、陳列、発注業務
・ホットスナック等の簡単な調理
・その他、付随する業務
＊採用後はレジ研修実施致します。
＊ユニフォーム貸与します。　　　　＊土日勤務できる方

不問

他 セブンイレブン秋田土崎港北７丁目
店その他
秋田県秋田市土崎港北７丁目５－１
６

18人 018-845-9700

不問

18人 018-845-9700

不問
18人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-14781781

平成30年8月18日～
労災

04010-50766781

コンビニエンスストア店
（９時～）

○コンビニエンスストアにおける業務全般を担当していただ
　きます。
（仕事内容詳細）
・レジ接客
・商品の検品、陳列、発注業務
・ホットスナック等の簡単な調理
・その他、付随する業務
＊採用後はレジ研修実施致します。
＊ユニフォーム貸与します。

不問

他 セブンイレブン秋田土崎港北７丁目
店その他
秋田県秋田市土崎港北７丁目５－１
６

な　し
宮城県仙台市青葉区一番町２丁目４
番１号　仙台興和ビル１２階

0人 022-225-3871

不問
350人 秋田県秋田市

350人 秋田県秋田市
平成30年8月1日～

労災
04010-50765481

渋滞長調査／アルバイ
ト／秋田市中心部集合

◎渋滞長調査
◎勤務地：山形県鶴岡市周辺（秋田市中心部集合）
◎日程：８／１８（土）
※悪天候時、中止の可能性有
◎時間：１０時～２４時（１４ｈ調査／休憩有）
◎集合：調査当日早朝６：１５に秋田市中心部に集合後、
　　　　弊社車両にて送迎
◎手当：日給１３，０００円（交通費込）
　　　　※調査終了後、現金にて支払い

不問

他 株式会社　サーベイリサーチセンター
東北事務所

渋滞長調査／アルバイ
ト／秋田市中心部集合

◎渋滞長調査
◎勤務地：秋田県鹿角市周辺
◎日程：８／１（水）
※悪天候時、８／２（木）に順延の可能性有
◎時間：７時～９時、１７時～１９時（計４ｈ調査）
◎集合：調査当日早朝３：３０に秋田市中心部に集合後、
　　　　弊社車両にて送迎
◎手当：日給８，０００円（交通費込）
　　　　※調査終了後、現金にて支払い

不問

他 株式会社　サーベイリサーチセンター
東北事務所な　し
宮城県仙台市青葉区一番町２丁目４
番１号　仙台興和ビル１２階

0人 022-225-3871

不問

28人 018-835-4276

ＰＣ操作可能な方
（エクセル・ワード）
事務経験者

94,964人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-14819481

6ヶ月
雇用・労災

05010-14804281

事務員（ニチイケアセン
ター秋田）

ニチイケアセンター秋田での事務と若干の介護のお仕事で
す。
○介護事業所における一般事務
・給付請求事務
・従業員の勤怠処理
○コンピュータ操作
・既存フォームへのデータ入力
○月１６時間程度の介護業務があります。
＊１日５時間程度、１ヶ月１００時間の勤務です。　
＊年度毎の１年契約更新です。

・普通自動車免許（Ａ
Ｔ車限定可）
・初任者研修修了者
または初任者研修受
講可能な方

土日祝 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

毎　週
秋田県秋田市仁井田二ツ屋１丁目３
番４４号

6人 018-831-3911

不問
6人 秋田県秋田市

43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

05010-14788981

調剤薬局事務（急募）
パート

○調剤薬局事務全般に従事します。
　・薬局における受付業務
　・伝票入力、整理
　・患者対応
　・保険請求事務
  ・他、薬局への小分け、お薬の届け業務（マイカー使用）
　・雑用（掃除等）
　・パソコンによる処方箋の入力

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 ハーモニー薬局

一般事務等

・職員の事務補助
・来館者応対
・電話応対
・館内清掃

不問

水日祝 一般財団法人　秋田市勤労者福祉
振興協会毎　週
秋田県秋田市御所野地蔵田３丁目１
－１

5人 018-826-1800

不問

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14806081

不問

月他 株式会社　ビー・エイチ　【ｂｒａｖｅ】
その他

秋田県秋田市山王５丁目９－９
アスキス１階

2人 018-866-7766

平成30年7月31日発行（平成30年7月30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

セラピスト

○セラピストとして以下の業務を担当していただきます。
・マッサージ　・オイルトリートメント
・リンパドレナージュ　・フットセラピー
・ボディセラピー　・カラーリスト
・ヘッドスパ　等

＊未経験者には指導いたします。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



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 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)18時00分～21時00分 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 65歳以上 (1) 6時30分～14時30分 就業場所
(2)13時30分～21時30分

日給（時給換算）

1人 738円～738円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)17時00分～ 9時00分 就業場所

時給

1人 770円～770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)10時00分～17時00分 就業場所
(2)13時00分～16時00分
(3)13時00分～17時00分

時給

1人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時30分～15時30分 就業場所

時給

1人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 738円～800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) 7時00分～14時00分 就業場所
(2) 9時00分～16時00分

105人 秋田県南秋田郡大潟村
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14791281

客室清掃

○下記業務を行っていただきます
・客室清掃
・ベットメイク
・ふとん敷き
・その他、付随する作業

不問

他 株式会社　ルーラル大潟
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字北一丁目
３番地

73人 0185-45-3311

不問

12人 018-823-4061

不問
593人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-14780481

労災
05010-14771581

清掃員（県立大学秋田
キャンパス）

○「秋田県立大学秋田キャンパス」内の日常清掃業務を担当
していただきます。
・施設内男女トイレの清掃
・通路、オフィスフロアなどの清掃　

＊午前の４時間、週６日程度のお仕事です。

＊年度毎の契約更新予定あります。

不問

日祝 厚生ビル管理　株式会社
な　し

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

1人 018-862-3251

不問
476人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市
～平成30年12月10日

労災
04010-50813781

清掃業務（テナントビル
３件）

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

＊３ヶ所のビルを火・木・土曜日の週３日清掃します。

＊勤務中、禁煙に対応できる方を希望します。

不問

月水金日 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズ

清掃及び簡単な修理作
業［秋田市］

◎病院のベット脇にあるテレビ・冷蔵庫付きの木製キャビネッ
ト（床頭台）の清掃及び簡単な修理作業。
・誰にでもできます
・女性患者様の病室でも作業もあります。

＊基本６ヶ月の契約ですが、問題なければ更新します。
　（基準日：６／１１・１２／１１）
＊慣れるまでは、一緒について指導します。

不問

他 株式会社　パースジャパン　東北営
業所毎　週
宮城県仙台市若林区伊在字白山前
３６－２

3人 022-390-0650

不問

9人 018-866-8666

不問
95人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14789581

平成30年9月1日～平
成30年11月30日 雇用・労災

05010-14794381

夜間ホール管理業務

○夜間におけるお客様からの対応及びホール内の巡回業務
を担当していただきます。

＊仮眠も可能です。
＊実作業時間数は、２時間程度です。


不問

他 株式会社　こすもす秋田
その他

秋田県秋田市寺内字三千刈２３８－
１

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目６番２号

28人 018-832-1181

不問
28人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

労災
05010-14770981

自転車・バイク駐車場
に関する業務

○自転車・バイク駐車場に関する業務を担当していただきま
す。
・自転車、バイク駐車場の駐車料金の徴収業務
・駐車場内の整備、清掃作業等
・自転車・バイク駐車場定期駐車券の発行
・回数駐車券の販売

不問

他 一般財団法人　秋田市駐車場公社

ホールスタッフ

○店内において、ホール接客を中心に従事していただきま
す。
・お客様の注文取りや出来上がった料理の配膳
・皿洗い
・掃除
・その他付随する業務

＊和食がメインです。
＊客席数は２１席です。

不問

日 和しょく　徳
毎　週

秋田県秋田市楢山南中町１－３

4人 018-893-6951

不問

不問
7人 秋田県秋田市

労災
05010-14816681

美容師免許

月火水木金祝他 株式会社　ビー・エイチ　【ｂｒａｖｅ】
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目９－９
アスキス１階

7人 018-866-7766

2ページ中 2ページ

平成30年7月31日発行（平成30年7月30日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

美容師（アシスタント：
パート）

○スタイリストの補助技術以外での業務
・床の掃除、洗い物、ドリンク・雑誌の提供、ワゴン・セット面の
かたづけ等簡単な作業。丁寧に指導いたします

＊メイク、エステに興味のある方歓迎
＊ネイル、まつ毛エクステに興味のある方歓迎

＊土曜、日曜のみの勤務です（週２日の勤務）

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

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

　　１．　７月３１日　㈱キャッスルホテル【ホテル内調理補助、病院・介護施設の調理補助　他】
　　２．　８月　１日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　３．　８月　２日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員　他】
　　４．　８月　３日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　　５．　８月　６日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　６．　８月　７日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　７．　８月　８日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　８．　８月　９日　横浜電子工業㈱【製造・設備保守、機械設計、電子部品製造】
　　９．　８月１０日　㈲クリーンマジック「ﾊｰﾄﾌﾙｹｱ秋田」【ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護職員、栄養士】
　１０．　８月１７日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内



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 220,000円～350,000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 就業場所

月給

1人 330,480円～558,140円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 160,000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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 2時00分
(3) 1時00分～10時00分

月給

2人 200,000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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 330,480円～558,140円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 330,480円～558,140円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 205,000円～295,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

年俸（月額換算）

1人 250,000円～650,000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

年俸（月額換算）

2人 250,000円～650,000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

018-886-5900

138人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成34年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14823381

日本語及び英語で
の業務遂行が可能
であること。（ＴＯＥＩ
Ｃ９００点相当以
上）
パソコン操作がで
きること。

平成31年4月1日～平
成34年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14825981

一般事務

○大学事務局において、総務、教職員支援、企画。学生支
援、入試、キャリア支援、教務、留学生派遣・受け入れ、
　学修支援等の業務のいずれかに従事していただきます。

＊３年間の任期中の評価により、定年までの期間の定めのな
い雇用契約に転換する場合があります。

土日祝他 公立大学法人　国際教養大学
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１９
３－２

138人

秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１９
３－２

138人 018-886-5900

138人 秋田県秋田市

・図書館での３年以
上の実務経験を有
すること。
・図書館の総合シ
ステムや電子リ
ソースを取り扱うた
め、必要な基礎的
情報知識・技術を
持っていること。

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14836481

専門職員（図書館司
書）

○大学図書館で各種学術情報の収集、整理、提供、発信、公開、保
存などのサービスを通じて、利用者（学生・教職員・学外利用者）を
支援し、教育や研究の発展に貢献する図書館専門職員です。
○世界標準を目指す国際教養大学の図書館員として、留学生や海
外職員を含む利用者のニーズに合わせてサービスを提供します。
○学内の職員だけでなく、学外の委託会社職員と連携しながら、選
書、発注、受入、目録、利用、蔵書管理など図書館業務全般に携わ
る仕事です。電子資料、図書館利用ガイダンス、レファレンスサービ
スなどのサービス業務も担当。

・図書館司書資格 ・日本語及び英語が堪能であること。

土日祝他 公立大学法人　国際教養大学
毎　週

看護師・准看護師

・障害児のみまもり
・たん吸引、栄養補水等
・投薬管理
・その他、看護業務



看護師又は、准看
護師

土日祝他 アイル合同会社
毎　週

秋田県秋田市保戸野桜町１５番３９
号

4人 018-866-1121

不問

4人 018-887-7222

不問
154人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14832381

雇用・労災・健康・厚生
04010-51048481

保健師（旭川地域包括
支援センター友遊）

・介護予防ケアマネジメント
・総合相談支援業務
・権利擁護業務
・包括的、継続的ケアマネジメント



保健師

他 社会福祉法人　友遊会
その他

秋田県秋田市飯島道東１丁目５－１

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

施工管理５年以上
ＰＣ操作（エクセル・
ワード）

273人 秋田県秋田市

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-51112881

土木施工管理［秋田
市・横手市・大仙市］

各建設現場における土木施工管理業務に従事して頂きま
す。
（施工業者手配、作業員への指示、品質管理、工程管理、安
全管理、打ち合わせ他）

※ご本人の希望や適性を踏まえて担当現場を決定致しま
す。
※施工管理経験があれば、公認資格の有無は問いません。
※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。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　メイジン

空調衛生設備施工管
理［秋田市・横手市・大
仙市］

医療施設、商業施設、生産研究施設等の各建設現場等にお
ける空調・衛生設備施工管理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、打ち合わせ他）
※ご本人の希望や適性を踏まえて担当現場を決定致しま
す。
※施工管理経験があれば、公認資格の有無は問いません。
※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

施工管理５年以上
ＰＣ操作（エクセル・
ワード）

10人 018-896-7773

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14826581

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14839281

現場監理

○木造注文住宅を主体にＲＣ、鉄骨造建築物の現場監理業務に従
事していただきます。
・現場を通じて打合せ等でお客様や業者と接して頂きます。
・自社作業員への指示、指導等。
・官公庁への届出書類作成（パソコン使用する場合あり）及び届出
＊現場は秋田県内　＊携帯電話貸与
＊社用車使用（マイカーを使用した場合にはガソリン代を支給しま
す）　　　　　　　　
＊高所作業があるため、選考の際に対応可能か判断します。

普通自動車免許ＡＴ
限定可
建築士又は建築施工
管理技士（１・２級）

日他 高田住宅工業　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市八橋大沼町１５－１０

その他
秋田県南秋田郡五城目町大川大川
字沖面１９５

94人 018-875-2151

不問
94人 秋田県南秋田郡五城目町

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-51102481

集成材（柱・梁）製造ラ
イン作業者

○当社は板状の木材を接着剤で貼り合わせ、柱・梁の構造
用集成材を製造するメーカーです。
・板と板をつぎ足すフィンガージョイントライン
・板を削るモルダーライン
・板を貼り合わせるプレスライン
以上のような製造ラインに交代で勤務できる方を募集します

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　宮盛

電気設備施工管理［秋
田市・横手市・大仙市］

商業施設、変電施設、福祉施設等の各建設現場等における
電気設備施工管理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、打ち合わせ他）
※ご本人の希望や適性を踏まえて担当現場を決定致しま
す。
※施工管理経験があれば、公認資格の有無は問いません。
※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

施工管理５年以上
ＰＣ操作（エクセル・
ワード）

平成30年8月1日発行（平成30年7月31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

支店責任者［秋田市］

◎オフィス家具等の搬入、施工を行っている会社です。
　東北各県に事業所があり、既存秋田支店の支店長候補とし
て支店運営全般を行っていただきます。
・新規顧客開拓   ・スタッフ採用、手配
・スタッフ給与管理　等
＊全てＰＣにて処理します
（手配システム、エクセル、ワード）
＊現場への視察、営業活動において車を運転するため、普
通自動車運転免許必須です。

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）
パソコン操作（ワー
ド、エクセル）のできる
方

他 株式会社　フロントライン　仙台支店
その他

宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西１
－２３

2人 022-296-7211

不問
40人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-51100981

℡ 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 140,000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) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

日給（月額換算）

1人 111,600円～111,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

年俸（月額換算）

1人 250,000円～650,000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

月給

2人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 146,000円～186,000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) 9時30分～18時30分
(3)16時00分～10時00分

日給（月額換算）

1人 129,920円～129,920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）

2人 190,800円～190,800円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

1人 180,000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 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 216,000円～324,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
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

6人 018-852-2415

不問
6人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-14840381

雇用・労災・健康・厚生
05010-14827481

製材作業員

・丸太から製材された製品の結束
・製品の仕分け
・工場内の整理、整頓 不問

他 有限会社　伊藤製材所
その他

秋田県南秋田郡五城目町高崎字里
下１９番地

その他
秋田県秋田市新屋日吉町６－２５

1人 018-828-5079

不問
1人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14829881

土木作業員

○地盤の強度を測定・改良するお仕事です。
・スウェーデン式サウンディング調査やボーリング調査で地盤
改良を行います。

＊未経験の方でも歓迎します。
＊移動は社有車使用（原則、出社後移動）
＊現場は秋田県内及び県外となりますので、県外出張（概ね
週刻み）に対応できる方を希望します。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　岡村工業

ダンプの運転手

○工材、採石運送業務に従事していただきます。
・２ｔ・４ｔトラック運転・管理

＊範囲は秋田県内となります。

中型自動車免許

日他 保坂商会
その他

秋田県秋田市飯島鼠田４丁目９－２
４

2人 018-846-1257

２ｔ又は４ｔトラック運
転経験者

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県秋田市

平成30年8月20日～平
成30年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4171081

平成30年8月27日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14837781

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８月２０日～Ｈ３０年９月３０日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３１年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

毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

123人 018-831-2011

不問
350人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14842981

検査助手（環境検査）

○検査助手業務に従事していただきます。
・水質検査等の検体の前処理作業
・簡単な分析機器等を使用する検体分析

＊契約更新については、最大２回までとし毎年度末に判断し
　ます。

普通自動車免許以
上　ＡＴ限定可

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団

介護職員

○ホームホスピスくららの家で、入居者の介護、食事の調理
に従事していただきます。
・入居者の入浴・排せつ・食事の介助等
・入居者６～７人分の調理の手伝いもあります。



介護職員初任者研
修・ヘルパー２級以
上

他 特定非営利活動法人　ホームホスピ
ス秋田その他
秋田県秋田市手形山東町１－５０

6人 018-874-9221

介護職としての勤
務経験（年数問わ
ず）

18人 018-852-4611

不問
70人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-14835581

平成31年4月1日～平
成34年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14824681

資材管理

○当社は、ビル建設等の際に使用する建方資材・機材のリー
ス・販売をしている会社です。
・資材管理部門は資材・機材の出荷、返却品の検収等を主な
業務としています。
・社用車使用
・パソコンは、ワード、エクセル出来れば尚可
・本社は、東京都になります。

普通自動車免許Ａ
Ｔ限定不可

土日祝他 城東産業株式会社　秋田支店
毎　週

南秋田郡五城目町高崎字行内沢７８
－１２

毎　週
秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１９
３－２

138人 018-886-5900

企業会計・決算総
括に関する十分な
実務経験

138人 秋田県秋田市

421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

05010-14828781

専門職員（財務会計）

○事務局総務課において、収入・支出伝票の審査、入出金
　管理等の経理事務に従事していただきます。

＊３年間の任期中の評価により、定年までの期間の定めの
　ない雇用契約に転換する場合があります。

簿記２級以上

土日祝他 公立大学法人　国際教養大学

事務（秋田市消防本
部）

○事務業務に従事していただきます。
・消防に関するデータ取扱い及び入力
・パソコン使用（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ、一太郎）
・来客対応、電話応対、議事録作成、給茶
・庶務、雑務
・その他、付随する業務
　≪　書類受付期間：８月２９日（水）必着　≫
※勤務状況により更新の可能性あり（６ヶ月毎の更新で最長
２年間、１２ヶ月経過後１ヶ月の雇用中断あり）

不問

土日祝他 秋田市消防本部
毎　週

秋田県秋田市山王１－１－１

41人 018-823-4000

パソコン操作（Ｗｏｒ
ｄ・Ｅｘｃｅｌ、一太郎）

ＰＣ操作できる方
（ワード、エクセル、
パワーポイント）

502人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14834981

不問

日祝他 医療法人　久幸会
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

20人 018-873-5188

2ページ中 2ページ

平成30年8月1日発行（平成30年7月31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

秘書

・理事長秘書業務全般
・各種資料作成（ワード、エクセル、パワーポイント）
・その他、付随する業務

＊理事長のスケジュールにより勤務時間が変動する場合あり
＊変形労働時間制により（２）の勤務あり。






職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 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) 9時00分～14時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分

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 就業場所

時給

2人 820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 64歳以下 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分

時給

2人 1,400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 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) 9時00分～14時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分

時給

2人 750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 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,071円～1,071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～17時00分 就業場所

時給

1人 750円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時30分～18時30分 就業場所

平成30年8月1日発行（平成30年7月31日受付分)　Ｎｏ．１

1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

事務職員

・経理事務
・保険請求事務
・一般事務（出勤簿の整理、伝票作成等）
・銀行等外出用務

＊６０歳以上の方の応募も歓迎します。

雇用・労災
05010-14843581

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 特定非営利活動法人　ホームホスピ
ス秋田毎　週
秋田県秋田市手形山東町１－５０

6人 018-874-9221

5人 018-862-8684

パソコンできる方

ＴＫＣの会計ソフト
等の使用経験また
は経理事務経験

6人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　高坂

営業補助

○不動産賃貸・売買の営業補助に従事していただきます。
〈主な内容〉
・電話応対、来客応対
　お客さまの要望等を聴き取りし、パソコンにその内容を入力
します。
・不動産賃貸（アパート、貸家）等の契約書作成

＊現場に向かう際は、自家用車を使用します。
　（ガソリン代支給します）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝 有限会社　みどりや不動産
その他

秋田県秋田市八橋新川向４－２３

不問
55人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14831081

菓子製造・販売員【イオ
ンモール秋田】

◆イオンモール秋田店においてシュークリームやお菓子の
　製造・販売業務等に従事していただきます
＊できたて作り立ての実演販売
＊甘い香りにつつまれ、作り方と素材にこだわった安心の
　美味しさをお届けします
＊お菓子作りが好きな方、興味がある方は一から学べます

※正社員への登用制度あり

企業組合　やまびこケアセンター
毎　週

秋田県秋田市広面字樋ノ下２５－２
コーポ伊藤　５号

毎　週
北秋田市住吉町９－１７

8人 0186-62-1726

労災
05010-14838881

労災
05031- 1404181

訪問介護員

○生活援助、身体介護の訪問介護業務に従事していただき
ます。
・訪問先は、秋田市内です。
・自家用車使用（移動費支給）
・就業日数や勤務時間は相談に応じます。

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
介護職員初任者研修
修了者又はヘルパー
２級以上

他

6人 018-874-9221

不問

7人 018-893-6881

不問
7人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　ナイス

調理職員

・入居者の食事調理
　６～７人分の昼食と夕食の調理

・介護補助をやっていただく場合もあります。

＊６０歳以上の方の応募も歓迎します。

不問

他 特定非営利活動法人　ホームホスピ
ス秋田毎　週
秋田県秋田市手形山東町１－５０

不問
1,000人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14844481

畜産部門（八橋店）

○畜産部門において

・簡単な加工
・商品の品出し
・パック詰め
・値付け　等の業務に従事していただきます。

＊土・日・祝日勤務可能な方を希望します。
　（面接の際応相談）

保坂商会
毎　週

秋田県秋田市飯島鼠田４丁目９－２
４

その他
秋田県秋田市新屋豊町３－４８

72人 018-862-2611

労災
05010-14830181

6ヶ月
雇用・労災

05010-14822081

ダンプの運転手（パー
ト）

○工材、採石運送業務に従事していただきます。
・２ｔ・４ｔトラック運転・管理

＊範囲は秋田県内となります。

中型自動車免許

日他

毎　週
秋田県秋田市寺内字蛭根８５番地の
２

2人 018-866-9520

不問

2人 018-846-1257

２ｔ又は４ｔトラック運
転経験者

2人 秋田県秋田市

276人 秋田県秋田市
平成30年9月18日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010-14833681

事務所清掃

○２階建て事務所（石油資源開発（株））の日常的な清掃業務
に従事して頂きます。
・建物内清掃
（各執務室等・トイレ等の清掃、ゴミの収集）
・敷地内清掃（落葉清掃、出入口付近の除雪等）
・その他、会社が指示した箇所の清掃等

＊床ワックス・換気扇清掃については、外部業者にて実施し
ますので行いません。

不問

土日祝他 エスケイ産業　株式会社　秋田営業
所

℡ 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　１日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　２．　８月　２日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員　他】
　　３．　８月　３日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　　４．　８月　６日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　５．　８月　７日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　６．　８月　８日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　７．　８月　９日　横浜電子工業㈱【製造・設備保守、機械設計、電子部品製造】
　　８．　８月１０日　㈲クリーンマジック「ﾊｰﾄﾌﾙｹｱ秋田」【ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護職員、栄養士】
　　９．　８月１７日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

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

　　　　　　　　ハローワーク秋田２階大会議室において、下記日程の１０：００～１０：３０で開催します。
　　　　　　　　参加希望者は９：５０までに直接会場へお入りください。
　　　　　　　　希望者は、説明会終了後別会場での個別面談もできます。

　　１．　８月　８日　ヤマト運輸㈱【荷受作業（イオンモール秋田）】
　

『会社説明会』のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 170,000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 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 191,000円～290,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 315,800円～558,140円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 190,000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 180,000円～420,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１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 153,000円～173,000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00分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 188,000円～253,000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) 8時00分～18時00分

時給（月額換算）

1人 121,520円～136,710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 就業場所

時給（月額換算）

3人 154,800円～189,200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～18時00分 就業場所

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14952181

第２種電気工事士
以上
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　アテック
その他

秋田県秋田市八橋イサノ２丁目１５
番２５号

16人 018-862-1720

平成30年8月2日発行（平成30年8月1日受付分)　Ｎｏ．１

6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

電気工事技術者

○電気工事技術者として勤務していただきます。
【主な仕事の内容】
・営業庶務
・小規模工事現場の管理
・入札業務


技術職（電気）／秋田
市山王

メンテナンスサービスの専門企業として、交通信号機器の保
守サービスするお仕事です。
・交通信号灯器    ・交通信号制御機
・車両感知器　等
※特に技術教育には力を入れており、技術研修や公的資格
取得奨励などを行ないますので、キャリアアップできます。
◆この求人票には画像情報（会社案内）があります。
　ハローワークの求人検索パソコンで【事業所情報表示】を
　クリックいただくと情報を見ることができます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝 日信電子サービス　株式会社
毎　週

東京都墨田区押上１丁目１－２
東京スカイツリー　

5人 03-5637-2463

不問
614人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13120-14495781

現場管理（建築）［秋田
県］

※ブランクがある方も歓迎します。
建設現場における建築工事の監督業務に従事して頂きます。
現場：工程管理、安全・品質管理、写真撮影　等
事務所：書類作成、写真管理、データ入力　等
ＰＣは基本操作（エクセル・ワード）が出来れば問題ありません。
※配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致します。
※ブランクのある方でも安心して頂ける環境づくりを心がけておりま
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

施工管理経験３年
以上

52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-51299581

設備工事管理者

○空調・給排水衛生設備工事の見積・積算及び施工管理全
般を担当していただきます。

＊社用車を使用（ＭＴ車）します。





一級管工事施工管
理技士程度
普通自動運転免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　アテック
その他

秋田県秋田市八橋イサノ２丁目１５
番２５号

16人 018-862-1720

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14951281

土木技術者［秋田市］

◎土木分野，電気通信分野のエンジニア
１．土木工事，電気通信工事の設計・積算
２．　　　　〃　　　　　　の施工・管理
３．ＮＴＴ通信土木設備の構築・保守
＊理系出身（高卒以上）の未経験者、又は土木施工管理・
　建設の計画・設計経験者の募集となります。
【未経験の方】
　・理系出身（高卒以上）で、長期勤続によるキャリア形成
　　のため３０歳未満の方に限定となります。

土日祝他 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会
社　東北事業部毎　週
宮城県仙台市若林区五橋３－２－１
ＮＴＴ五橋第１ビル７階

150人 022-213-1902

1,400人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-52070381

看護職員（正社員）「特
別養護老人ホームひな
た」

○「特別養護老人ホームひなた」での看護業務
・入居者の健康管理（脈拍、血圧、体温の測定等）
・薬の管理
・傷等の処置
・受診援助（＊車の運転はありません。）
・嘱託医との連絡調整等を行います。
＊入居者６０人に対して看護師５人で対応します。
＊ブランクのある方、安心して就業できます。
＊介護業務は、殆どありません。

看護師又は准看護
師

他 社会福祉法人　新秋会
その他

秋田県秋田市土崎港西３丁目１１－
５

47人 018-816-0377

不問
95人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14941781

栄養士≪急募≫
０歳～５歳児　１３２名の給食業務
・献立作成業務、調理業務、栄養管理業務全般
（アレルギー食、離乳食）



栄養士

日祝他 社会福祉法人　秋田中央福祉会　あ
きた中央こども園その他
秋田県秋田市保戸野千代田町１－１
０

35人 018-896-0121

不問
168人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15043781

生活相談員（デイサー
ビス）［秋田茨島営業所
／秋田市］

・デイサービスを利用されるお客様やご家族に対して、生活上の相
談・援助を行うお仕事です。
・お客様が自立した日常生活を送れるように、健康状態、生活環境、
ご家族の状況を伺った上で計画書を作成します。また、サービス利
用の手続き、他スタッフと連携してのケア業務全般、機能訓練時の
補助業務、送迎等を行います。
＊チームでのお仕事ですので、未経験の方・ブランクの長い方でも
大歓迎です。
＊お客様は１日２０名程度（定員３４名）
＊使用車：１０人乗り、軽自動車

他 株式会社　ツクイ　東北圏
その他

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８
－２

31人 022-348-2273

19,700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-51759481

宅急便の受付（７Ｈ）

○宅急便の受付作業に従事していただきます。
・お客様が持ち込まれた荷物の受付、発送対応
・レジ業務、端末への入力など
＊２～３名程度で作業します。
＊休日は相談に応じます。
＊未経験者でも作業内容は教えます。
＊雇用期間：本人の勤務状況等により、６ケ月毎の更新。
＊制服貸与します。
【６０歳以上の方の応募も歓迎します】

不問

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田飯島セ
ンターその他
秋田県秋田市飯島道東１－７－４７

40人 080-5068-0080

不問
130,676人 秋田県秋田市

平成30年9月1日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14898081

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14996681

受付・手配スタッフ【カス
タマーサポート】

○車検点検、修理に関する問い合せ受付やディーラー入庫
手配。
　付随業務として、専用端末入力業務あり。

＊デスクワークのお仕事です。
＊長期予定。
＊未経験者から始めるスタッフ多数。
＊勤務時間帯、勤務開始日は相談に応じます。
＊セールス・勧誘・ノルマはございません。

不問

他

ゼネコン等におけ
る土木施工管理の
経験（３年以上）又
は建設コンサル等
における計画・設計
（３年以上）
※経験３年未満で
も、やる気のある方
は歓迎します。

社会福祉士、精神
保健福祉士、社会
福祉主事、介護支
援専門員
普通自動車免許
（ＡＴ可・ペーパード
ライバー不可）

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

16人 秋田県秋田市

株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

℡ 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）

3人 154,800円～189,200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 18歳以上 就業場所

時給（月額換算）

3人 154,800円～189,200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 18歳以上 就業場所

時給（月額換算）

16人 154,800円～189,200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 18歳以上 就業場所

時給（月額換算）

3人 154,800円～189,200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 就業場所

時給（月額換算）

7人 154,800円～189,200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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1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 33歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 122,000円～122,000円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～16時30分

月給

1人 144,000円～208,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時20分～17時00分 就業場所

月給

1人 225,000円～360,000円
就業場所

正社員 TEL
フレックス 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

2人 161,000円～230,000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

6ページ中 2ページ

平成30年8月2日発行（平成30年8月1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

受付スタッフ【カーリー
ス】

○リース会社貸し出し車両が起こした自動車事故の電話受
付業務、貸し出し車両が故障した際の電話受付業務、および
ロードサービス手配業務。
　付随業務として、専用端末入力業務あり。
＊デスクワークのお仕事です。
＊長期予定。
＊未経験者から始めるスタッフ多数。
＊勤務時間帯、休日、勤務開始日は相談に応じます。
＊セールス・勧誘・ノルマはございません。

平成30年9月1日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14906581

不問

他 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

5人 018-888-9343

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

16人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店

受付スタッフ【事故・故
障】

○ご契約者様のお車の急なトラブルに対し事故・故障受付、
及びロードサービスの提供。
　付随業務として、専用端末入力業務あり。

＊デスクワークのお仕事です。
＊長期予定。
＊未経験者から始めるスタッフ多数。
＊勤務時間帯、休日、勤務開始日は相談に応じます。
＊セールス・勧誘・ノルマはございません。

不問

他 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

16人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14909881

受付スタッフ【ロード
サービス】

○自動車保険加入のお客様からのロードサービスの要請受
付・業者手配業務。

＊デスクワークのお仕事です。
＊長期予定。
＊未経験者から始めるスタッフ多数。
＊勤務時間帯、休日、勤務開始日は相談に応じます。
＊セールス・勧誘・ノルマはございません。

株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

5人 018-888-9343

平成30年9月1日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14915581

平成30年9月1日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-14913681

受付・手配スタッフ【コイ
ンパーキング】

○コインパーキングのトラブル発生時の手配等。
　付随業務として、専用端末入力業務あり。

＊デスクワークのお仕事です。
＊長期予定。
＊未経験者から始めるスタッフ多数。
＊勤務時間帯、休日、勤務開始日は相談に応じます。
＊セールス・勧誘・ノルマはございません。

不問

他

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

16人 秋田県秋田市

不問

木日祝他 ウェルネス小林動物病院（有限会社
リブラ）

受付スタッフ【書類作
成】

【新規業務！！】
○自動車メーカーの販売店から自動車保険の申込書や見積
書作成の依頼を電話受付。
　付随業務として、専用端末入力業務あり。

＊デスクワークのお仕事です。
＊長期予定
＊他の方と一緒にスタート出来るので安心です。
＊セールス・勧誘・ノルマはございません。

不問

他 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

不問
5人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成30年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-15073981

動物病院の事務及び
通販業務　（正社員）

○当院での総合事務および関連業務全般
・受付、会計、電話応対等事務関連業務
・パソコンでの入力業務等
（ワード、エクセル等による原稿作成・集計・表計算等）
・診療の補助業務（主に事務）
・ペット用品の販売、通販業務全般
・その他付随する業務（清掃、整理整頓、片付け）

＊採用日については応相談（平成３０年８月２０日以降）

株式会社　光風舎
毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

毎　週
秋田県秋田市将軍野向山７－７

5人 018-847-1688

雇用・労災・健康・厚生
05010-14950881

平成30年8月20日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-14855281

事務員（ドクターズク
ラーク・湖東厚生病院）

○『湖東厚生病院』にて医師の事務作業補助業務に従事して
いただきます。
・診断書などの文書作成補助、診療記録への代行入力
・データ整理、統計・調査などの事務作業


＊勤務開始日は相談に応じます。

不問

土日祝

10人 018-874-9316

・パソコン操作
（ワード、エクセル）
・経理経験あれば
尚可

32人 018-823-4116

不問
384人 秋田県南秋田郡八郎潟町

不問

土日祝他 ニッポ電工　株式会社

経理補助・庶務

○経理事務（補助）を主に担当していただきます。
・経理ソフト（ＴＫＣ会計）へのデータ入力
・出納業務
・データ書類の作成、管理
・労務関連の補助的業務
・電話応対
・その他、庶務的事務、付随する業務

＊銀行用務等で社有車（ＡＴ車）を使用します。　

・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）
・日商簿記３級以上
優遇

土日祝他 株式会社　エステーエスプロジェクト
毎　週

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０－１０

パソコン操作のできる
方（エクセル・ワード）
ＩＦ関数等の操作、機
能を使える方

168人 秋田県潟上市

23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15039081

生産管理、品質管理

・検査設備を使った作業（検査、入力）
・受注管理、納期回答等の業務

＊パソコン（エクセル・ワード）を使用したデータ入力作業

フォートレス・バリュー・プロパティー
ズ株式会社　秋田営業所毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１番２０号

毎　週
秋田県潟上市天王字塩口北野８１－
１

168人 018-878-5151

雇用・労災・健康・厚生
05010-14870881

雇用・労災・健康・厚生
05010-14868981

不動産管理

○賃貸不動産の管理、保守、入居者募集などの業務を主に
担当していただきます。

・事務所内でのパソコンを使用しての作業。修繕やリフォー
ムの手続き、業者の手配等。
・現場での確認作業。社用車（ＡＴ）を使用。
・その他付随する業務。

＊担当エリアは主に秋田市です。

・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）
・宅地建物取引士
あれば尚可

日祝他

その他
宮城県仙台市青葉区二日町１２－３
４

16人 022-262-8411

不問

2人 018-865-3913

不問
30人 秋田県秋田市

5,084人 秋田県秋田市
～平成31年4月30日

雇用・労災・健康・厚生
04010-51663881

婦人服販売員［秋田
市］

・１Ｆ「組曲」「Ｊプレス」各ショップでの試着販売

＊販売の他にも、多岐にわたる仕事があります
＊実働７時間２０分のシフト制
＊１年毎契約更新（基準日：５月１日）
＊正社員登用制度あり

不問

他 株式会社　オンワード樫山　仙台支
店



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 172,000円～224,000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45分～17時45分 就業場所
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

月給

2人 172,000円～224,000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45分～17時45分 就業場所
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

月給

2人 172,000円～224,000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45分～17時45分 就業場所
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

月給

1人 180,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～17時30分

月給

1人 180,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～17時30分

月給

1人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～18時00分

時給（月額換算）

2人 144,000円～144,000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 就業場所

時給（月額換算）

2人 144,000円～144,000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 就業場所

月給

2人 152,000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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分

月給

1人 135,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

平成30年8月2日発行（平成30年8月1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

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地域マネジャー、バイ
ヤー（仕入担当）等、会社全体を牽引していく幹部社員を目指してい
ただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づくり、商品管理、店長
代行業務などを通じて知識と技術を習得していただきます。生活用
品から建築資材、農業用品まで、幅広い品揃えで、お客様の層も広
く、得意分野とやりがいを見つけやすい仕事です。
小売業経験や管理職経験のない方でも、商品知識勉強会や店長候
補研修、各種研修、資格取得支援等でスキルアップの機会を設けて
いますので、安心してご応募ください。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　コメリ
その他

新潟市南区清水４５０１番地１

10,890人 025-371-4115

不問
10,890人 秋田県にかほ市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 15070- 7629681

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地域マネジャー、バイ
ヤー（仕入担当）等、会社全体を牽引していく幹部社員を目指してい
ただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づくり、商品管理、店長
代行業務などを通じて知識と技術を習得していただきます。生活用
品から建築資材、農業用品まで、幅広い品揃えで、お客様の層も広
く、得意分野とやりがいを見つけやすい仕事です。
小売業経験や管理職経験のない方でも、商品知識勉強会や店長候
補研修、各種研修、資格取得支援等でスキルアップの機会を設けて
いますので、安心してご応募ください。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　コメリ
その他

新潟市南区清水４５０１番地１

10,890人 025-371-4115

不問
10,890人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 15070- 7631781

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地域マネジャー、バイ
ヤー（仕入担当）等、会社全体を牽引していく幹部社員を目指してい
ただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づくり、商品管理、店長
代行業務などを通じて知識と技術を習得していただきます。生活用
品から建築資材、農業用品まで、幅広い品揃えで、お客様の層も広
く、得意分野とやりがいを見つけやすい仕事です。
小売業経験や管理職経験のない方でも、商品知識勉強会や店長候
補研修、各種研修、資格取得支援等でスキルアップの機会を設けて
いますので、安心してご応募ください。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　コメリ
その他

新潟市南区清水４５０１番地１

10,890人 025-371-4115

不問
10,890人 秋田県湯沢市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 15070- 7633281

（秋田）総合営業職

＊農薬、農業資材、ドローンの販売営業及び関連業務
＊電話応対、商品の受発注、伝票起票
＊パソコン、オフコン入力、商品入出庫管理
＊パソコン（エクセル等）使用できる方

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　コハタ
その他

旭川市永山２条３丁目２番１６号

5人 0166-48-0136

不問
145人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 01030-11344781

（秋田）エリア総合職
（営業）

＊農薬、農業資材、ドローンの販売営業及び関連業務
＊電話応対、商品の受発注、伝票起票
＊パソコン、オフコン入力、商品入出庫管理
＊パソコン（エクセル等）使用できる方

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　コハタ
その他

旭川市永山２条３丁目２番１６号

5人 0166-48-0136

不問
145人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 01030-11348081

営業（秋田市・男鹿南
秋地区・能代市）

・小中高校へ教材等の販売
・納品書、請求書の発行
・集金業務
・営業活動エリア（秋田市・男鹿南秋地区・能代市）
＊社用車あり

＊納品書等の書類を作成するため、パソコン操作（エクセル・
ワード）が出来る方
＊１０ｋｇ～２０ｋｇ程度の荷物の運搬があります

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 秋田協同書籍　株式会社
その他

秋田県秋田市卸町３丁目７－２

20人 018-862-8311
パソコン操作（エク
セル、ワード）でき
る方
文書作成、表計算
できる方

31人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14904681

【急募】国民年金ご案内
スタッフ／秋田エリア

リストを基にご家庭を訪問し、国民年金に関する納付状況確認、制
度のご案内をするお仕事です。
〔具体的には〕
・国民年金制度のご案内
・国民年金の免除制度、納付猶予制度のご案内
　１日２０～３０件のご家庭を周って頂きます。
充実した研修があるので、初めての方でも安心です。セカンドキャリ
アの方も大歓迎。全国で多くの方が活動しております。また、簡単な
調査業務も合わせて行って頂きます。
※直行直帰となります。

普通自動車免許
（私有車持ち込み
できる方）

他 株式会社アイヴィジット
毎　週

東京都渋谷区代々木２－２－１　小
田急サザンタワービル１５Ｆ

0人 03-5302-8901

不問
2,517人 秋田県男鹿市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13070-71431281

【急募】国民年金ご案内
スタッフ／秋田エリア

リストを基にご家庭を訪問し、国民年金に関する納付状況確認、制
度のご案内をするお仕事です。
〔具体的には〕
・国民年金制度のご案内
・国民年金の免除制度、納付猶予制度のご案内
　１日２０～３０件のご家庭を周って頂きます。
充実した研修があるので、初めての方でも安心です。セカンドキャリ
アの方も大歓迎。全国で多くの方が活動しております。また、簡単な
調査業務も合わせて行って頂きます。
※直行直帰となります。

普通自動車免許
（私有車持ち込み
できる方）

他 株式会社アイヴィジット
毎　週

東京都渋谷区代々木２－２－１　小
田急サザンタワービル１５Ｆ

0人 03-5302-8901

不問
2,517人 秋田県鹿角郡小坂町

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13070-71560281

介護職員

○ショートステイ利用者の介護業務全般に従事します。
・食事、入浴、排泄、整容　等

＊全体で５０床のうち３７名棟と１３名棟（新設）にわかれ　て
生活しているため、３７名棟での業務を担当します。
　
＊夜勤は３名体制、休憩１２０分

　＜増床による増員＞

不問

他 株式会社　なりた　ショートステイ　お
いわけその他
秋田県潟上市天王字追分西２－３５

34人 018-873-3400

不問
34人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14850981

介護職員（正職員）

○法人内各施設において

・入所者の入浴、食事、排泄などの日常生活の
　生活介護全般
＊夜勤は月に３回～４回程度あります。
＊勤務時間並びに夜勤については相談に応じます。
＊嘱託雇用７０歳まで
※職業訓練修了の方の応募も歓迎します。
※未経験の方、歓迎いたします。

不問

他 社会福祉法人　新秋会
その他

秋田県秋田市土崎港西３丁目１１－
５

95人 018-816-0377

不問
95人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14937081

℡ 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 158,000円～169,500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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

月給

2人 132,000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 60歳以上 (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30分～19時30分

月給

2人 135,000円～195,000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 60歳以上 (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30分～19時30分

月給

2人 139,000円～197,000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 60歳以上 (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30分～19時30分

月給

5人 132,000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30分～19時30分

月給

5人 135,000円～195,000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30分～19時30分

月給

5人 139,000円～197,000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30分～19時30分

月給

2人 144,000円～240,000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30分～19時30分

月給

2人 132,000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30分～19時30分

月給

2人 135,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00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

3人 151,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05010-15006681

毎　週
秋田県秋田市仁井田二ツ屋１丁目３
－４９

11人 018-893-3011

不問
33人 秋田県秋田市

80人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-14963981

介護職員（インストラク
ター）

○介護予防運動の指導
○送迎業務（１０人乗りハイエース、ＡＴ車）

＊運動プログラムについては研修がありますので、資格・経
験は不問です。


※業務拡大につきスタッフ募集

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）＊
必須

水日他 株式会社ヤマサ興産（ジョイリハ秋田
仁井田）

介護職員（ヘルパー１・
２級）「正社員」

○ショートステイの入居者様の介護業務全般に従事していた
だきます。
　・食事、入浴、排泄の介助、日常生活のお手伝い。
　・レクリエーションの実施など
　・その他、付随する介護業務
＊若者から中高年、ベテランも在籍しているので安心です。
＊増員のための募集です。＊制服貸与＊慣れるまでは先輩
社員とともに業務にあたるので安心です＊資格取得に向けシ
フト調整など支援します。＊夜勤は月５回～６回です。

介護職員初任者研修
（ホームヘルパー２
級）または　　　　　介
護職員基礎研修
（ホームヘルパー１
級）

他 サクセス　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼
寝２０１－１

80人 018-855-5141

不問

6ページ中 4ページ

平成30年8月2日発行（平成30年8月1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

介護職員（契約社員）

○平成２９年４月新規開設の認知症高齢者グループホーム
での介護業務に従事していただきます。（１ユニット９名）
・食事、入浴、排泄の介助
・認知症の症状に合わせた介助
・家庭的な雰囲気の中で、利用者が安心して生活ができる
　環境作り
・外出時の付き添いと社有車の運転（軽ＡＴ車）
・制服支給
・正社員登用あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）　　介
護職員初任者研修
またはヘルパー２
級尚可

他 有限会社　グループホームつばき苑
その他

秋田県秋田市雄和椿川字小鹿野戸
３９－２

8人 018-886-5505

不問
25人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14947681

介護職員【無資格】「シ
ニア正社員」≪６０歳以
上対象≫

○ショートステイの入居者様の介護業務全般。
　・食事、入浴、排泄の介助、日常生活のお手伝い。
　・レクリエーションの実施
　・その他、付随する介護業務（送迎業務はありません）

　＊制服貸与　　＊夜勤は２名体制です。
　＊夜勤回数や、その他勤務の相談可能です。
　＊３～８時間の勤務の場合もあります。

不問

他 サクセス　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼
寝２０１－１

80人 018-855-5141

不問

介護職員初任者研修
（ホームヘルパー２
級）または
介護職員基礎研修
（ホームヘルパー１
級）

80人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-14954381

介護職員【ヘルパー１，
２級】「シニア正社員」６
０歳以上

○ショートステイの入居者様の介護業務全般。
　・食事、入浴、排泄の介助、日常生活のお手伝い。
　・レクリエーションの実施
　・その他、付随する介護業務（送迎業務はありません）

　＊制服貸与　　＊夜勤は２名体制です。
　＊夜勤回数や、その他勤務の相談可能です。
　＊３～８時間の勤務の場合もあります。

他 サクセス　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼
寝２０１－１

80人 018-855-5141

80人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-14955681

介護福祉士「シニア正
社員」　≪６０歳以上対
象≫

○ショートステイの入居者様の介護業務全般。
　・食事、入浴、排泄の介助、日常生活のお手伝い。
　・レクリエーションの実施
　・その他、付随する介護業務（送迎業務はありません）

　＊制服貸与　　＊夜勤は２名体制です。
　＊夜勤回数や、その他勤務の相談可能です。
　＊３～８時間の勤務の場合もあります。

介護福祉士

他 サクセス　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼
寝２０１－１

80人 018-855-5141

不問
80人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-14957581

介護職員　【無資格】
（夜勤なし正社員）

○ショートステイの入居者様の介護業務全般。
　・食事、入浴、排泄の介助、日常生活のお手伝い。
　・レクリエーションの実施など
　・その他、付随する介護業務（送迎業務はありません）

＊制服貸与　　
＊日勤、早番、遅番のシフト勤務です。
＊勤務形態等相談可能です。（日数、時間等）
＊３～８時間の勤務の場合もあります。

不問

他 サクセス　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼
寝２０１－１

80人 018-855-5141

不問

介護職員初任者研修
（ホームヘルパー２
級）または
介護職員基礎研修
（ホームヘルパー１
級）

80人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-14958481

介護職員【ヘルパー１・
２級】（夜勤なし正社員）

○ショートステイの入居者様の介護業務全般。
　・食事、入浴、排泄の介助、日常生活のお手伝い。
　・レクリエーションの実施など
　・その他、付随する介護業務（送迎業務はありません）

＊制服貸与　　
＊日勤、早番、遅番のシフト勤務です。
＊勤務形態等相談可能です。（日数、時間等）
＊３～８時間の勤務の場合もあります。

他 サクセス　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼
寝２０１－１

80人 018-855-5141

80人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-14959781

介護福祉士（夜勤なし
正社員）

○ショートステイの入居者様の介護業務全般。
　・食事、入浴、排泄の介助、日常生活のお手伝い。
　・レクリエーションの実施など
　・その他、付随する介護業務（送迎業務はありません）

＊制服貸与　　
＊日勤、早番、遅番のシフト勤務です。
＊勤務形態等相談可能です。（日数、時間等）
＊３～８時間の勤務の場合もあります。

介護福祉士

他 サクセス　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼
寝２０１－１

80人 018-855-5141

不問
80人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-14960081

介護福祉士　「正社員」

○ショートステイの入居者様の介護業務全般に従事していた
だきます。
　・食事、入浴、排泄の介助、日常生活のお手伝い。
　・レクリエーションの実施など
　・その他、付随する介護業務
＊若者から中高年、ベテランも在籍しているので安心です。
＊増員のための募集です。
＊制服貸与　＊慣れるまでは先輩社員とともに業務にあたる
ので安心です＊夜勤は月に５回～６回です。

介護福祉士

他 サクセス　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼
寝２０１－１

80人 018-855-5141

不問
80人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-14961381

介護職員（無資格）「正
社員」

○ショートステイの入居者様の介護業務全般に従事していた
だきます。
　・食事、入浴、排泄の介助、日常生活のお手伝い。
　・レクリエーションの実施など
　・その他、付随する介護業務（送迎業務はありません）
＊若者から中高年、ベテランも在籍しているので安心です。
＊増員のための募集です。＊制服貸与　＊慣れるまでは先
輩社員とともに業務にあたるので安心です＊資格がなくても
入社後に取得可能です（当スクール等）＊夜勤は月に５回～
６回です。

不問

他 サクセス　株式会社

雇用・労災・健康・厚生
05010-14962681

その他
秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼
寝２０１－１

80人 018-855-5141

不問
80人 秋田県南秋田郡五城目町



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 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所
(2)11時00分～20時30分
(3) 8時30分～13時30分

月給

1人 205,000円～232,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～40歳 (1) 7時30分～16時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)15時30分～ 0時30分

月給

1人 205,000円～232,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～40歳 (1) 7時30分～16時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)15時30分～ 0時30分

月給

1人 205,000円～232,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～40歳 (1) 7時30分～16時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)15時30分～ 0時30分

月給

1人 205,000円～232,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～40歳 (1) 7時30分～16時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)15時30分～ 0時30分

月給

1人 356,000円～393,800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～61歳 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～ 9時00分

日給（月額換算）

3人 155,540円～165,640円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分

月給

2人 180,000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 18歳～40歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 180,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

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

5人 03-6635-1833

不問
307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-94163781

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14948981

ＦＲＰ防水工事等／秋
田支店

・屋上・バルコニーなどにＦＲＰ防水層を張る工事
・取引先への訪問営業　
・シロアリ等、害虫駆除　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、ハウスメーカーや工務店を通じ
ての敷地調査、地盤調査、地盤改良、床暖房、瑕疵担保取次、断熱
工事、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頂くこともあります。
＊経験のない業務でも、丁寧に指導・教育致します。

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

その他
秋田県秋田市八橋イサノ２丁目１５
番２５号

16人 018-862-1720

不問
30人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14851581

冷暖房機サービス要員

○冷暖房機器の整備点検に従事していただきます。
・秋田県全域（一部岩手県内）を社用車（ＭＴ車）を使用し冷暖
房機器の巡回サービス（整備・点検・修理）を行います。
・未経験者には丁寧に指導いたします。

第二種電気工事士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　アテック

空調管理

・空調設備の清掃
・空調設備の保守管理及び修理等

＊主な得意先はパチンコ店で秋田県内が中心
（月に２～３回程度は県外もあります）
＊社用車使用
＊脚立の昇降を伴う作業で体力を必要とします。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　秋田エアーセンター
その他

秋田県秋田市飯島字家ノ下４１番地
５

9人 018-846-6997

不問

55人 018-826-7010

不問
67人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14852481

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010-94539981

交通誘導警備員

○交通誘導業務に従事していただきます。
・ＮＴＴ関連の電話工事に伴う交通誘導

＊秋田市および近郊が主な現場です。
＊現場には自家用車で直行することがあります（ガソリン代
支給）
＊現場によっては夜勤となる場合があります（夜勤手当有）
＊４日間の研修があります。
＊各現場により就業時間（１）（２）どちらかになります。

普通自動車免許
（マイカー使用）

土日祝他 千秋通信建設　株式会社
毎　週

秋田県秋田市御所野湯本１丁目１－
７

その他
東京都千代田区外神田２丁目１８－
８

20人 03-5295-7793

不問
7,840人 秋田県秋田市

6,595人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13110-17336081

ドーミーイン秋田／ホテ
ル管理職（支配人候
補）

当社直営ビジネスホテルフロント運営業務全般
現場のプレーヤーとして活躍しながら運営全般の
マネジメント業務

＊支配人候補

不問

他 株式会社　共立メンテナンス

店舗管理業務Ａ／ダイ
ナム秋田店

飲食、清掃各事業の店舗運営（売上管理）、またそれに従事
するパートアルバイトのマネジメント（採用、教育、シフト
作成、指導）が主な仕事の内容となります

４ヶ月間の研修期間中は１人に対して１人のトレーナーが
つきますので未経験・異業種からの方も多く活躍しています

※ＰＣ（エクセル　数表作成やシフト作成など）出来る方

普通自動車免許証
※ＡＴ限定可

他 株式会社　日本ヒュウマップ
毎　週

東京都荒川区西日暮里５－１５－７
ダイナム綜合投資ビル３階

15人 03-3802-8166

不問

15人 03-3802-8166

不問
6,595人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13110-17129681

雇用・労災・健康・厚生
13110-17121581

店舗管理業務Ａ／ダイ
ナム秋田御所野店

飲食、清掃各事業の店舗運営（売上管理）、またそれに従事
するパートアルバイトのマネジメント（採用、教育、シフト
作成、指導）が主な仕事の内容となります

４ヶ月間の研修期間中は１人に対して１人のトレーナーが
つきますので未経験・異業種からの方も多く活躍しています

※ＰＣ（エクセル　数表作成やシフト作成など）出来る方

普通自動車免許証
※ＡＴ限定可

他 株式会社　日本ヒュウマップ
毎　週

東京都荒川区西日暮里５－１５－７
ダイナム綜合投資ビル３階

毎　週
東京都荒川区西日暮里５－１５－７
ダイナム綜合投資ビル３階

15人 03-3802-8166

不問
6,595人 秋田県南秋田郡五城目町

6,595人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13110-17114481

店舗管理業務Ａ／ダイ
ナム秋田五城目店

飲食、清掃各事業の店舗運営（売上管理）、またそれに従事
するパートアルバイトのマネジメント（採用、教育、シフト
作成、指導）が主な仕事の内容となります

４ヶ月間の研修期間中は１人に対して１人のトレーナーが
つきますので未経験・異業種からの方も多く活躍しています

※ＰＣ（エクセル　数表作成やシフト作成など）出来る方

普通自動車免許証
※ＡＴ限定可

他 株式会社　日本ヒュウマップ

店舗管理業務Ａ／ダイ
ナム秋田臨海店

飲食、清掃各事業の店舗運営（売上管理）、またそれに従事
するパートアルバイトのマネジメント（採用、教育、シフト
作成、指導）が主な仕事の内容となります

４ヶ月間の研修期間中は１人に対して１人のトレーナーが
つきますので未経験・異業種からの方も多く活躍しています

※ＰＣ（エクセル　数表作成やシフト作成など）出来る方

普通自動車免許証
※ＡＴ限定可

他 株式会社　日本ヒュウマップ
毎　週

東京都荒川区西日暮里５－１５－７
ダイナム綜合投資ビル３階

15人 03-3802-8166

不問

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14866381

不問

日祝他 医療法人　歯征会　いしばし歯科医
院その他
秋田県秋田市御所野元町５丁目１２
－３

8人 018-829-4618

6ページ中 5ページ

平成30年8月2日発行（平成30年8月1日受付分)　Ｎｏ．５

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

歯科助手

○当院の歯科助手としての業務に従事していただきます。
・診療補助
・器具の準備、後片付け、洗浄、消毒
・受付事務
・医院内外の清掃　等

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

3人 175,000円～245,000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～45歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
(3)20時00分～ 5時00分

月給

1人 160,000円～240,000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) 7時45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

時給（月額換算）

1人 111,000円～111,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 7時00分～15時30分
(3) 8時30分～12時00分

時給（月額換算）

1人 126,375円～126,375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～16時30分 就業場所
(2) 8時00分～21時00分
(3) 8時00分～12時00分

319人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14973481

クリーンスタッフ（藤原
記念病院）

・院内の清掃（廊下・階段等共用部、外来診察室、病棟など
の掃き、拭き）
・全館のごみ収集
・床面ワックス清掃機械操作
（ポリッシャー、バフ機等）
・制服貸与します。
・入社時研修とその他研修あります。

不問

他 大洋ビル管理　株式会社
その他

秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

9人 018-865-0601

不問

5人 018-865-0601

不問
319人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-14930981

雇用・労災・健康・厚生
05010-15054181

クリーンスタッフ（東北
電力株式会社　秋田火
力発電所）

・館内の清掃（トイレ、廊下、食堂、事務所、タービンフロア等
の掃き、拭き）
・ごみ回収（各ごみ箱から回収し集積所へ集める）
・床面清掃機械操作（専用ダスターモップ機）
・床面ワックス清掃補助
・制服貸与
・入社時研修とその他研修あります。

不問

日他 大洋ビル管理　株式会社
その他

秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

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 秋田県南秋田郡五城目町

4人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-14919281

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。
＊配達エリアは五城目町と南秋全域。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

作業員
・一般住宅・アパート・店舗等の給排水・衛生空調工事、道路
内の水道管工事の配管工事に従事していただきます。
・主に、秋田市内の現場を中心として、社有車を使用して移
動します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社　佐藤住宅設備
隔　週

秋田県秋田市南通宮田１５－２６

4人 018-825-1360

不問

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-14949581

第二種電気工事士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　アテック
その他

秋田県秋田市八橋イサノ２丁目１５
番２５号

7人 018-862-1720

6ページ中 6ページ

平成30年8月2日発行（平成30年8月1日受付分)　Ｎｏ．６
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

ビル管理設備オペレー
ター

○ビル内の機械設備（空調・電気）の運転・保守管理に従事し
ていただきます。
・２～３人で作業を行います。
・現場は主に秋田市内ですが、一部市外ビルの巡回点検が
あります。
・社用車（ＭＴ）使用

　　　　●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　２日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員　他】
　　２．　８月　３日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　　３．　８月　６日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　４．　８月　７日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　５．　８月　８日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　６．　８月　９日　横浜電子工業㈱【製造・設備保守、機械設計、電子部品製造】
　　７．　８月１０日　㈲クリーンマジック「ﾊｰﾄﾌﾙｹｱ秋田」【ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護職員、栄養士】
　　８．　８月１７日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　　９．　８月２０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　１０．　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！
　１１．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　１２．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　１３．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～15時30分 就業場所

時給

1人 810円～930円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

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

1人 955円～1,228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 就業場所

時給

1人 750円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～16時30分
(3) 8時30分～12時30分

時給

1人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～14時30分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時30分～15時30分 就業場所
(2)17時30分～21時00分

時給

1人 750円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

2人 018-838-1889

不問
2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14953081

12ヶ月
雇用・労災

05010-14956981

接客業務（ラーメン店）

○ラーメン店の接客業務
＊移転リニューアルに伴い新規スタッフ募集。
・注文受付、接客
・テーブル拭き、配膳・料理盛り付け
・レジ操作による会計
・食器等の洗い物・店内清掃等雑務
＊３～４人体制で皆で協力しながら業務を行います。

不問

月他 麺屋　蓮
その他

秋田県秋田市卸町４丁目６－４２

毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバースビル６Ｆ

4人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県潟上市

95人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-14940481

調理員（天王みどり学
園）

○調理作業全般を担当していただきます。
・食材の検品、下処理、調理、盛り付け、配膳、下膳、洗浄
・調理場の清掃、他、付随する業務
・約２５０人分を４名で調理します。

＊学校のため、夏期、冬期休み有り
　（年間の稼働日はおよそ２１０日前後）

不問

土日祝他 株式会社　メフォス　北東北事業部秋
田支店

介護職員【パート】

○法人内各施設においての介護業務に従事して頂きます。
・移動、食事介助、入浴介助、排せつ介助
・レクリエーション等の介護業務
・連絡帳および記録の記入
・その他付随する業務


不問

土日他 社会福祉法人　新秋会
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目１１－５

95人 018-816-0377

不問

29人 018-893-4546

不問
29人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-14880081

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-14881381

介護職員（ショートステ
イ）

○ショートステイ・施設内でのお年寄りのお世話（介護）を担当
していただきます。
・食事、入浴、掃除、洗濯、排泄、レクリエーション等
・定員人数　ショートステイ４５名、デイサービス　２０名
・介護スタッフ１日１０～１４名体制での介護業務　
・制服は貸与します。
＊資格取得制度のバックアップ体制あり。
＊勤務時間・日数は相談に応じます。
＊未経験者でもマンツーマンで丁寧に指導します。

不問

他 株式会社　和倉
毎　週

秋田県秋田市河辺和田字坂本北４７
０－１

その他
秋田県秋田市土崎港西二丁目７－１
８

3人 018-827-5494

不問
3人 秋田県秋田市

5,084人 秋田県秋田市
～平成31年4月30日

雇用・労災
04010-51682081

生花作り、生花販売

・生花作り、装飾、生花の販売、配達業務
・顧客への生花の配達、葬儀ホールへの納品、会場セッティ
　ングが主な業務。（２０Ｋｇ程度の重さの生花も配達する
　場合があります。）
・社用車あり（普通～１ＢＯＸ車／ＡＴ）

＊冬季（１１月～４月）は残業が多くなります。
＊試用期間３ケ月～６ケ月

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

他 株式会社　ステップクローバー

紳士服販売員［秋田市］

◎３階メンズカジュアル「２３区オム」ショップでの販売です。
勤務時間や、勤務日数（扶養内での勤務）など相談に応じま
す。


＊実働６時間のシフト制
＊１年毎契約更新（基準日：５月１日）
＊正社員登用制度あり

不問

他 株式会社　オンワード樫山　仙台支店
その他

宮城県仙台市青葉区二日町１２－３４

16人 022-262-8411

不問

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年8月20日～平
成30年10月14日 雇用・労災

05010-15031681

雇用・労災・健康・厚生
05010-14918881

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
業所その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

毎　週
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

2,208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・労災

05010-15051781

会員様サポート係（秋田
支店）

○会員様の各種サポート業務を担当していただきます。
・会員様宅へ定期的に訪問
・会員様からの集金作業
・各種電話応対
・契約内容の確認対応、お問い合わせ対応等

※お客様のご自宅訪問は、自家用車を使用します。（別途ガソ
リン代支給）
※未経験者でも安心の研修が充実しております。

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

土日祝 株式会社　へいあん秋田

銀行後方事務（本店）

○融資後方事務
・融資データＰＣ入力
・端末処理作業
・帳票ファイリング
・その他


＊契約更新となった場合は６ヶ月。その後に契約更新する場
合は１年毎。

不問

土日祝 株式会社　秋田銀行
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目２－１

71人 018-863-1212

金融機関の事務経
験者

40人 080-5068-0080

不問
130,676人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-14994081

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

宅急便の受付（５Ｈ）

○宅急便の受付作業に従事していただきます。
・お客様が持ち込まれた荷物の受付、発送対応
・レジ業務、端末への入力など
＊２～３名程度で作業します。
＊休日は相談に応じます。
＊未経験者でも作業内容は教えます。
＊雇用期間：本人の勤務状況等により、６ヶ月毎の更新。
＊制服貸与します。
【６０歳以上の方の応募も歓迎します】

不問

不問

他 有限会社　メンテックス
その他

秋田県秋田市東通明田３番１６号

平成30年8月2日発行（平成30年8月1日受付分)　Ｎｏ．１

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田飯島セン
ターその他
秋田県秋田市飯島道東１－７－４７

4人 018-825-1727

不問
50人 秋田県秋田市

館内の清掃業務（秋田
市西部市民サービスセ
ンター）

○秋田西部市民サービスセンターにて以下の業務をお願いし
　ます。
・館内の拭き掃除・掃き掃除   ・ゴミの回収等
・その他付随する業務
・作業着貸与
【就業時間】について
・２人でローテーションにより
（１）月～金　週２日～３日（休憩６０分）
（２）土、日曜日　週１日～２日（休憩なし）

～平成33年3月31日
労災

05010-14991881

℡ 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 1,010円～1,010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15分 就業場所

時給

1人 750円～760円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

3人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～ 9時00分 就業場所
(2)11時00分～14時00分
(3)15時40分～17時00分

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 18歳以上 (1)19時00分～ 3時00分 就業場所
(2)21時00分～ 5時00分

時給

3人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)21時00分～ 3時00分 就業場所
(2)21時00分～ 4時00分
(3)22時00分～ 4時00分

時給

2人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)21時00分～ 3時00分 就業場所
(2)21時00分～ 4時00分
(3)22時00分～ 4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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 909円～909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

雇用期間の定めなし 不問 (1)12時30分～16時15分 就業場所
(2)13時00分～16時15分

時給

1人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～13時00分 就業場所
(2)15時00分～22時00分
(3)19時00分～22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)10時00分～13時00分 就業場所

時給

2人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～ 8時00分 就業場所

95人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010-14943281

清掃職員【パート】

○「特別養護老人ホームひなた」内においいての清掃業務に
従事していただきます。
・事務所、廊下、階段、トイレ等
・共用部の清掃
・各部屋の清掃はありません。

不問

土日他 社会福祉法人　新秋会
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目１１－
５

47人 018-816-0377

清掃員の業務経験

88人 018-827-2306

不問
88人 秋田県秋田市

～平成30年8月26日
労災

05010-14939681

労災
05010-14865081

清掃業務

○クアドームザ・ブーン内で清掃業務に従事していただきま
す。　　　　　　　　　　　　　　
・プールを含む館内全体の日常清掃
・掃き、拭き、掃除機使用等

不問

他 太平山観光開発　株式会社
その他

秋田県秋田市仁別字マンタラメ２１３

毎　週
秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

1人 018-865-0601

不問
264人 秋田県秋田市

27人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15041581

クリーンスタッフ（秋田
ゼロックス）

・廊下等の共用部清掃（履き、拭き）
・事務室、応接室清掃（掃除機掛け）
・トイレ清掃
・ゴミ集めと搬入
・制服貸与します
・未経験者入社時研修とその他研修あります

【６０代の方も応募可能です】

不問

土日祝 大洋ビル管理　株式会社

お弁当の配達員

○お弁当の配達業務を担当していただきます。

・社用車（マニュアル車）を使用して、お弁当の配達
・容器回収・集金　等


＊配達範囲は、旧秋田市内です。

＊昼食付き、制服（エプロン）貸与。


普通自動車免許
ＡＴ限定不可

土日祝他 有限会社　弁当とらや
毎　週

秋田県秋田市中通６丁目４－６－３

27人 018-833-2223

不問

25人 018-845-7099

不問
25人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-14848181

労災
05010-14896281

作業員

・発泡スチロールのシール剥がしおよび整理整頓、清掃、
　溶融作業
・発泡スチロールの溶融物、１０ｋｇ程度のインゴットの積み上
げ作業（１日１０本程度）
・プレスされたカンの積み上げ作業等

＊流れ作業の為、手早く能率よく作業することが求められ、重
量物の処理作業もあり体力が必要です。
＊雇用期間は１年更新

不問

他 有限会社　丸ノ内サービス
毎　週

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
４４

毎　週
秋田県秋田市八橋本町５－１－３８

4人 090-8800-0805

不問
4人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

労災
05010-14890681

代行運転手（２種免許）
【急募】

・お酒を飲まれたお客様をご自宅まで自動車を代行してお送
　りする業務での客車の運転業務。
・安全運転ができる方。

＊就業時間（１）～（３）から選択可
＊就業時間は相談に応じます
＊週所定労働日数は３～４日です。

《急募求人です》

普通自動車２種免
許

他 ＥＣＯ代行

代行運転手（１種免許）
【急募】

・お酒を飲まれたお客様をご自宅まで自動車を代行してお送
　りする業務での随伴車の運転業務。
・安全運転ができる方。
＊ＡＴ限定の方も可能です
＊就業時間（１）（２）（３）から選択可
＊就業時間、就業日数は相談に応じます
＊週所定労働日数は３～４日です。金、土のみでも可。
※全員時間給制です。
　【障害をお持ちの方やシニアの方　歓迎します】

普通自動車免許１
種

他 ＥＣＯ代行
毎　週

秋田県秋田市八橋本町５－１－３８

4人 090-8800-0805

普通自動車免許取
得してから３年以上
経過していること

0人 090-7529-6864

不問
0人 秋田県秋田市

05010-14882681

3ヶ月
労災

05010-15007981

運転代行業（客車）

○飲酒されたお客様と車を目的地まで安全かつ快適に送る
仕事です。

＊お客様の車を運転します。
＊就業場所は主に秋田市山王になります。
＊売上に応じて歩合給もあります。


＊週末のみでも応募可能です。

普通自動車免許２
種

他 ネルフ代行
その他

秋田県秋田市豊岩石田坂字坂ノ下３
３番地

毎　週
秋田県秋田市仁井田二ツ屋１丁目３
－４９

11人 018-893-3011

不問
33人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市

労災
05010-14887881

ドライバー

○送迎業務における利用者様介助および運転（ＡＴ車）
・その他付随する業務

＊食事、入浴のない運動中心のデイサービスです。
＊制服貸与

※業務拡大につきスタッフ大募集

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社ヤマサ興産（ジョイリハ秋田
仁井田）

運転業務

○運転業務に従事していただきます。

【主な業務内容】
・施設利用者の送迎（使用する車はバンぐらいの大きさ）
・洗車
・その他、付随する業務

＊送迎は秋田市内です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社　ＰＡＴＥＫ
毎　週

秋田県秋田市茨島２丁目６－２３

177人 018-863-0004

2人 018-853-1077

不問

不問
210人 秋田県秋田市

検査・組立・梱包（９：０
０～１５：１５）

○製品の組立、梱包作業
　・１～８キロの製品に附属品（ゴム・ボルト）をセットし梱包す
る。

＊ライン作業ではありません。
＊未経験の方でも十分な指導を行います。
＊作業服、安全靴等、仕事に必要な物は会社から支給いた
します。6ヶ月

雇用・労災
05010-14945081

不問

月土日祝 北光金属工業　株式会社
その他

秋田市向浜１丁目７－１

平成30年8月2日発行（平成30年8月1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

40人 080-5068-0080

不問
130,676人 秋田県秋田市

2ページ中 2ページ

6ヶ月
労災

05010-14993181

仕分作業（宅急便）
○宅急便の仕分作業に従事していただきます。
・荷物の仕分作業
＊簡単な端末への入力あります。
＊６名程度で作業します。
＊３０Ｋｇ程度の荷物もあります。
＊未経験者でも作業内容は教えます。
＊雇用期間：本人の勤務状況等により、６ヶ月毎の更新。
＊制服貸与します。
【６０歳以上の方の応募も歓迎します】

不問

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田飯島セ
ンターな　し
秋田県秋田市飯島道東１－７－４７



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 168,000円～248,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 315,800円～558,140円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 220,000円～330,000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～18時30分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 174,000円～214,000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

3人 165,000円～165,000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 60歳以上 (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30分～18時30分

月給

1人 140,000円～140,000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 145,000円～200,000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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

1人 150,000円～160,000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）

2人 127,500円～127,500円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1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

73人 018-860-3312

パソコン操作（初級
程度）

283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

05010-15194681

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15088081

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

毎　週
秋田県秋田市山王５丁目１１－９

27人 018-862-7407

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄでの
文書作成が出来る
方

342人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15114481

事務及びデータ入力

○事務業務及びデータ入力業務に従事します。
・Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄでのデータ入力・文書作成の
　補助作業
・その他付随する業務

＊雇用契約は２ヶ月毎に更新し、その後の更新は業務量及
び勤務状況等により決定します。
＊未経験の方でも応募可能です。
＊契約社員への登用の可能性あり。

不問

土日祝他 オリジナル設計　株式会社　秋田事
務所

総務及び経理事務

○総務及び経理事務を担当していただきます。
・会計ソフト（勘定奉行、給与奉行）への入力
・売掛、買掛残高一覧表の作成
・労働保険、社会保険等の手続き
・銀行、郵便局、その他社用車での外出業務　等
　（ＭＴ社有車使用）

＊建築資材等重量物（２５Ｋｇ程度）を出庫する場合もありま
す。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　サワイ
その他

秋田県秋田市泉字登木４３－１

6人 018-853-4415

経理経験３年以上
パソコン（ワード、エ
クセル等）操作可
能な方

7人 018-853-1725

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15192081

平成30年8月21日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-15095181

保育士

○新設の小規模保育園で、０歳児から２歳児までの保育業務
です。
乳幼児の保育業務
・乳幼児の預かり
・おむつの取替え
・授乳、食事の世話
・睡眠、着替え、健康管理等育児支援全般

保育士

日祝他 秋田ライフライン株式会社　シエルア
ンジュ園毎　週
秋田県秋田市土崎港中央５丁目４－
８ニューポートビル１Ｆ

毎　週
秋田市土崎港中央４丁目５番４２号

19人 018-845-1297

不問
19人 秋田県秋田市

102人 秋田県南秋田郡八郎潟町
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15151381

保育指導

○保育業務全般を担当していただきます。
【主な仕事の内容】
・子どもの保育指導にあたっていただきます。
・保育業務および行事などでの作業の補助業務
・保育士１３名で対応しております。


・保育士免許（必
須）
・幼稚園教諭免許
あれば尚可

土日祝他 学校法人加藤学園　認定こども園土
崎幼稚園

支援員

○利用者の支援業務に従事していただきます。
・利用者と共に軽作業を行ったり、その指導、支援など
・レクリエーション、外出など
・介護支援など
・農園芸など

＊利用者の状態を理解し、コミュニケーションが取れる方
＊送迎業務あり（８人乗りか軽ワゴン）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　南秋福祉会
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町字中嶋２８
２－１

53人 018-875-2115

不問

201人 018-826-2401

不問
201人 秋田県秋田市

～平成31年8月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15121581

雇用・労災・健康・厚生
05010-15132881

相談業務補助員

○発達障害児・者に対する相談補助業務及び事務補助業務
・本人や家族からの発達障害に関する相談に対して、来所に
よる面接や電話での対応を行う。
・簡単なパソコン入力により相談内容の記録や資料などの作
成を行う。

＊契約更新となった場合１２か月更新の予定です。

社会福祉士または
精神保健福祉士ま
たは臨床心理士
資格取得者

土日祝 地方独立行政法人　秋田県立療育
機構毎　週
秋田県秋田市上北手百崎字諏訪ノ
沢３番１２８

その他
秋田県秋田市横森３丁目１１－１

5人 018-834-0277

看護師経験１０年
以上

5人 秋田県秋田市

52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-52725581

看護師

○昨年１０月に開院した内科クリニックにおいて、看護師業務
全般に従事していただきます。

＊経験豊富な看護師を希望します




正看護師

日祝他 さくら内科糖尿病クリニック

現場管理（土木）［秋田
県］

建設現場における土木工事の監督業務に従事して頂きま
す。
・現場：工程管理、安全・品質管理、写真撮影　等
・事務所：書類作成、写真管理、データ入力　等
＊ＰＣは基本操作（エクセル・ワード）が出来れば問題あり
　ません。
＊配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致しま
す。
＊ブランクがある方も歓迎します。ブランクのある方でも安
　心して頂ける環境づくりを心がけております。

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

施工管理経験３年
以上

平成30年8月3日発行（平成30年8月2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

技術職（上下水道設
計）

・上下水道インフラに関する調査、計画、設計、維持、情報管
理、施工管理等に関するコンサルティングサービス
・治水、利水にかかわる調査、計画、設計、　施工管理
・ＩＣＴ技術（情報通信技術）の活用による施工管理、公営企業
会計への支援
・その他、付随する業務全般　


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
技術士、技術士補
の有資格者尚可

土日祝他 オリジナル設計　株式会社　秋田事
務所毎　週
秋田県秋田市山王５丁目１１－９

27人 018-862-7407

不問
342人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15089381

℡ 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～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 164,077円～164,077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20分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 137,600円～137,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

2人 135,100円～187,050円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 27歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 195,000円～207,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 174,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 170,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 34歳以下 (1) 8時30分～17時30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 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)16時00分～23時00分
(3)23時00分～ 9時00分

月給

2人 180,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 129,000円～137,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時30分～ 8時29分 就業場所
(2) 8時30分～16時30分
(3)19時30分～ 7時30分

260人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15090581

ガードマン（秋田大学医
学部附属病院）

○医院部および同附属病院建物内外の巡回および警備業務
を担当していただきます。
・患者、見舞者の受付案内、夜間の電話対応、駐車場ゲート
の運用管理。
・防災センター総合操作盤および各警報機の監視操作。
・緊急時の対応および連絡

【６０代の方も応募可能です】

自衛消防業務講習
あればなお可

他 大洋ビル管理　株式会社
その他

秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

12人 018-865-0601

不問

0人 018-893-3317

不問
26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15167181

雇用・労災・健康・厚生
05010-15116881

デイサービス生活相談
員

○認知症型ＤＳにて、次の業務に従事していただきます。

・ケアマネージャーとの連絡窓口。
・利用の相談援助業務。
・その他デイサービスでの業務全般。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・利用者の送迎業務もあります。（軽・ＡＴ車）



介護福祉士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 合同会社　びりーぶ
その他

秋用県秋田市茨島４丁目３－３６　秋
田アスレチッククラブ内

その他
秋田県秋田市横森１丁目２０番３０号

30人 018-833-7073

不問
39人 秋田県秋田市

200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
11110- 5563681

サービス付高齢者向け
住宅内入居者への訪
問介護　≪急募≫

○サービス付高齢者向け住宅内で介護を必要とされている
方々へヘルパーとして訪問し、身体介護や生活援助等を行う
仕事です。介護保険制度の仕事です。
・掃除、洗濯、買い物、調理、入浴介助、通院介助　等

＊医療行為はありません。
＊夜勤は週に１度、短めの設定です。

ホームヘルパー２
級以上

他 有限会社　秋田在宅介護サービスセ
ンター

福祉用具アドバイザー
（営業職補佐）「秋田
市」

自社製品をメインとする福祉用具を顧客である介護ショップ（貸与事
業者）にレンタルする為のご案内、販促等営業活動全般です。顧客
との信頼関係を構築しながらの営業活動となります。社会貢献性が
高く、これからの日本の超高齢社会を支える仕事です。介護保険制
度の仕組みなどの知識は研修します。また、「福祉用具専門相談
員」資格を取得し、福祉用具を扱う専門家として、業務に従事するこ
とになります。営業活動には、主に社有車（ワンボックス）を使用しま
す。
【営業活動内容】得意先への製品提案営業、介護ショップに対する
製品案内・販売、ルート配送、指定先への設置・回収など

普通自動車免許
（ＡＴ限定可・ペー
パードライバー不
可）

土日祝他 株式会社　ランダルコーポレーション
毎　週

埼玉県朝霞市西原１－７－１

1人 048-475-3661

不問

16人 018-846-7122

パソコン基本操作
（エクセル、ワード）
できる方　　建築関
係経験者優遇

16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15172781

雇用・労災・健康・厚生
05010-15092781

住宅リフォームプラン
ナー・営業・現場監理

○住宅リフォームに関する各種業務を担当して頂きます。
・住宅リフォームでの企画提案及び営業・現場監理の助手
・その他、付随する業務

＊現場は主に秋田市内
（私有車使用、借り上げ手当あり）

普通自動車免許
建築関係資格取得
者優遇

日他 北環興業　株式会社
毎　週

秋田県秋田市土崎港西２丁目１０－
２０

その他
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１７－６

22人 018-800-3457

不問
1,265人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15198781

ルート営業

○日本最大建材メーカーである（株）ＬＩＸＩＬ１００％出資の販
売子会社です。
・ＬＩＸＩＬを中心とした建材の加工販売を行っていただきます。
・住宅会社様、工務店様に定期的に訪問し、住宅資材の提案
営業をしていただきます。

＊活動には社用車を使用します。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ＬＩＸＩＬトータル販売　秋田
支店

営業職及び営業補助

○営業職
・共済商品の加入促進（新規・継続）
・代理店（商工会・商工会議所等）との連携による加入促進
○営業補助
・共済契約受付、申込書チェック、データ入力、管理
・その他共済に関する業務

＊将来的な管理職候補。
＊営業部署・総務部署への異動もあり。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田県火災共済協同組合
毎　週

秋田県秋田市旭北錦町１－４７（県商
工会館７階）

20人 018-864-3320

不問

8人 018-889-6959

不問
600人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15087181

平成30年8月21日～平
成30年10月20日 雇用・労災

05010-15169381

お茶、お菓子の販売、
デザート等の製造販売

○「お茶の井ヶ田　喜久水庵」において接客販売等に従事し
ていただきます。
・お茶やお菓子の接客販売、包装、レジ業務
・イートインスペースでのソフトクリームやパフェ、ドリンクおよ
びクロワッサン等の製造販売

＊入社後、製造販売に関しての研修があり、初心者の方でも
しっかりと指導します（３か月間）
＊正社員登用あり

不問

他 お茶の井ヶ田　喜久水庵
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１Ｆ

毎　週
秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

1人 018-893-5805

パソコン（エクセル）
の入力程度
経験者であれば尚
可

30人 秋田県潟上市

7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15118181

事務オペレーター「潟上
市天王」

○照明器具（ＬＥＤ）の組み立て作業現場にて事務オペレー
ターの業務に従事していただきます。

・作業指示書の発行
（パソコンで専用ソフトを使っての入力となります）
・部材の在庫及び納期管理

＊公共交通機関の便が悪いため、自家用車での通勤をお勧
めしています。
　　　　　　　　　　

不問

土日祝 株式会社　テイケイコーポレーション

税理士補助

○税理士補助業務に従事していただきます。
・月次監査
・決算業務
・経理指導業務
・その他、税理士補助に付随する業務

＊ＴＫＣソフト使用
＊月１０件程度のお客様を訪問
＊マイカー使用（ガソリン代支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）（必
須）
日商簿記２級程度
あれば尚可

土日祝他 税理士法人　Ｍ．Ｕ．Ｇ．Ｅ．Ｎ
毎　週

秋田県秋田市南通亀の町４－１５
ヤマキウビル２Ｆ

7人 018-836-1780

不問

パソコン操作（エク
セル）

3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15115781

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
日商簿記２級あれ
ば尚可

土日祝他 ＩＳＯアカウンティングオフィス　株式
会社毎　週
秋田県秋田市南通亀の町４－１５ヤ
マキウビル２Ｆ

3人 090-7664-1757

3ページ中 2ページ

平成30年8月3日発行（平成30年8月2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

経理事務

グループ会社（税理士法人Ｍ．Ｕ．Ｇ．Ｅ．Ｎ）のクライアントの
経理事務を担当していただきます。
・書類管理（領収書、請求書等）
・会計データ入力
・請求書作成
・給与計算

＊マイカー使用（ガソリン代支給。マイカー持込みできない場
合は社用車を使用していただきます。）



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 190,080円～202,176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

日給（月額換算）

2人 223,000円～223,000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15分 就業場所

月給

1人 280,000円～280,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 145,000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 18歳～35歳 (1) 8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15分 就業場所

月給

3人 137,000円～297,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

日給（月額換算）

1人 143,500円～164,000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 142,000円～142,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～16時30分 就業場所
(2)13時00分～22時00分

725人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15108881

清掃管理（第二事業管
理部第一管理課　なか
いち支店）

○清掃責任者候補
　建物常駐、清掃責任者業務に従事していただきます。
・日常、定期清掃管理（作業立会い）
・清掃業務事務処理全般・日常清掃品質点検業務
・資材管理（発注・在庫管理）
・ゴミ処理管理（日常ゴミ、臨時粗大ゴミ対応）
・その他清掃に係る事項及び他部門（整備・設備等）協力

不問

他 株式会社　友愛ビルサービス
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

20人 018-823-1251

不問

1人 048-475-3661

不問
200人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

11110- 5565581

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15153981

福祉用具の配送スタッ
フ（ルート）「秋田サテラ
イト」

下記の業務を行なっていただきます。
＊ベッドや車椅子等の福祉用具を、個人宅や代理店に配送
　する仕事です。
＊主な配送エリアは、八戸市内、岩手県北、十和田、三沢エリアで
す。一日あたり１０件前後（運転走行距離：１００ｋｍ位）を廻っていた
だきます。
＊その他倉庫内業務として、受注商品の準備や返却商品の
　受入れ等の、物流業務も行なっていただきます。
（２０～２５ｋｇの重量物を扱います。）
＊パソコン入力業務あり（基本操作必須）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ランダルコーポレーション
毎　週

埼玉県朝霞市西原１－７－１

その他
秋田県秋田市寺内イサノ３０－１

77人 080-5068-0070

不問
150,000人 秋田県秋田市

28人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-15135081

セールスドライバー

○「クロネコヤマトの宅急便」のセールスドライバーです。
　１～２ｔトラックでの荷物の配達・集荷をする業務です。
・全国から来た荷物、送る荷物を集荷する業務をしていただ
　きます。
・配達および集荷のエリアは秋田市内になります。
・１～２ｔの箱型トラック（ＡＴ・ＭＴ）を使用。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可・取
得後１年以上必須）

他 ヤマト運輸株式会社　秋田中央支店

配送員

○顧客企業に対する納入商品の配達、商品保管作業に従事
　していただきます。
・商社系の会社であるため、商品は紙、雑貨、建材などで、
　比較的重量がある物となります。
・運行日誌作成の他、付随する雑務も行っていただきます。

＊１ｔ～４ｔトラック（パネルバンを利用して配送します）

＊エリア：秋田県内全域　

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）
中型自動車運転免許
（８ｔ限定可）あれば尚
可

日祝他 三傳物流　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－８１

14人 018-888-8054

不問

8人 018-874-9220

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15197481

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15123781

電気設備工

○公共施設、病院、店舗、工場などの屋内電気設備の工事
に従事していただきます。
・建物内での電線の敷設
・照明器具などの電気機器の据付
・電気機器への電線の接続
＊電気工事士を取得していない場合は各工事の補助業務と
なります。
＊試用期間中は当社の教育担当従業員と一緒に現場で工
事に従事していただきます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　桜田電気工事
その他

秋田県秋田市新屋扇町６－３２

その他
秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
６９

27人 018-853-6115

不問
79人 秋田県秋田市

13人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-15202481

大型中長距離トラック
運転手

＊＊増車のための募集＊＊
○大型中長距離トラック運転手として勤務して頂きます。
【仕事内容詳細】
・県外（新潟、関東、関西）への米、電子部品などの製品
　の輸送
・大型ウイング車の乗務
・週２～３回、１泊コース（コースは多種あります）
・運行日誌作成、汚れ具合に応じて洗車等付随する業務あり
＊男女とも活躍しています。
＊大型免許のない方は、入社後に取得していただきます。

大型自動車免許尚
可　　フォークリフト
免許・牽引免許は
あれば尚可

他 泉運輸　株式会社　秋田営業所

シャッター製造補助作
業員

○文化シャッター工場内にて、製造補助作業をします。
・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

＊重量物もあり、体力を要するお仕事です。


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

13人 018-865-1631

不問

不問
1,265人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15093881

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ＬＩＸＩＬトータル販売　秋田
支店隔　週
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１７－６

22人 018-800-3457

平成30年8月3日発行（平成30年8月2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

サッシ組立及び配送業
務

○サッシ組立及び配送業務に従事していただきます。
・アルミサッシなどの組立作業
・住宅資材などの配送、及び現場での取付施工の作業を担
当していただきます。

＊配送先及び現場は秋田県内となります。
＊業界未経験者も基礎から指導いたします。
＊現場へは社用車を使用します。
＊制服支給

℡ 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　３日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　　２．　８月　６日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　３．　８月　７日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　４．　８月　８日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　５．　８月　９日　横浜電子工業㈱【製造・設備保守、機械設計、電子部品製造】
　　６．　８月１０日　㈲クリーンマジック「ﾊｰﾄﾌﾙｹｱ秋田」【ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護職員、栄養士】
　　７．　８月１７日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　　８．　８月２０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　９．　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！
　１０．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　１１．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　１２．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

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

　　　　　　　　ハローワーク秋田２階大会議室において、下記日程の１０：００～１０：３０で開催します。
　　　　　　　　参加希望者は９：５０までに直接会場へお入りください。
　　　　　　　　希望者は、説明会終了後別会場での個別面談もできます。

　　１．　８月　８日　ヤマト運輸㈱【荷受作業（イオンモール秋田）】
　

『会社説明会』のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

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30分～16時00分 就業場所
(2) 6時00分～12時45分
(3)12時45分～21時00分

時給

2人 800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) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)13時00分～21時00分

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 (1) 8時30分～12時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)14時00分～17時30分

時給

1人 750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00分～12時15分 就業場所

時給

1人 738円～738円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時00分～17時30分 就業場所
(2)12時00分～18時00分

時給

1人 840円～1,050円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～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～18時00分 就業場所
(2)11時00分～19時30分
(3)13時00分～21時30分

時給

1人 800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) 8時45分～21時15分 就業場所

時給

1人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～18時00分 就業場所
(2)11時00分～19時30分
(3)13時00分～21時30分

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～18時00分 就業場所
(2)13時00分～21時30分
(3)11時00分～19時30分

平成30年8月3日発行（平成30年8月2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

生活支援員補助（パー
ト）

○施設を利用する知的障害者の日中の活動全般について支
援を行って頂きます。
・自立に向けての活動支援（農作物作業支援）
・日常生活支援（トイレ、食事、着替え、散歩、プール等）

＊送迎業務あり（セレナ／ＡＴ車）
＊宿直勤務あり
＊勤務状況等から嘱託職員、正社員へ登用となる場合もあり
ます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 社会福祉法人　愛心会　愛心苑
毎　週

秋田県秋田市金足浦山字岩崎１７４

21人 018-873-7922

不問
27人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-15128381

受付・作業係

○宅急便の荷受け及び事務作業を中心に行っていただきま
　す。
【主な仕事】
・来客対応
・荷物の重量、寸法確認
・ポータルブルボス（専用端末）への入力
・宅急便の荷受け作業　等

不問

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田御所野
支店その他
秋田県秋田市御所野湯本２丁目１－
１

52人 080-6604-9766

不問
100,000人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15171481

医療事務（産休・育休
代替）

○当医院において、医療事務（補助）業務に従事していただ
きます。
・受付、会計
・電話対応
・その他、付随する業務

不問

日祝他 吉田胃腸科内科クリニック
その他

秋田市山王中園町１０番３０号

6人 018-883-0300

不問
6人 秋田県秋田市

平成30年10月16日～
平成31年10月31日 雇用・労災

05010-15170581

総合案内【秋田市】

○病院での総合案内業務に従事していただきます。
・患者対応
・院内案内、誘導
・受付機の対応
・ＰＣ検索　等

土日祝 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

2人 018-835-4276

95,094人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-15193381

＊（財）日本医療教
育財団主催試験合
格者
＊資格のない方相
談可
＊他団体資格の方
ご相談ください。

販売スタッフ［秋田市］

レジ会計、接客対応、商品陳列、商品発注、店内清掃、棚卸
他

＊６ヶ月毎契約更新


＊未経験者歓迎

不問

他 有限会社　ティーワイコーポレーショ
ン毎　週
宮城県仙台市若林区卸町４－４－３
階　仙台運送株式会社あけぼの倉庫

8人 022-782-2888

不問
50人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

04010-52682181

パート／店舗スタッフ／
秋田本店／０２４７／急
募

主に次のような店舗内業務をお願いします。
　＊販売業務
　　（小物家電製品、理美容用品、調理家電など）
　＊店内の各売り場でのレジ会計
　＊商品補充、商品整理
　＊荷卸、倉庫整備、仕入れ伝票入力

その他、店舗内の業務をお願いいたします。


不問

他 株式会社　ヤマダ電機
毎　週

群馬県高崎市栄町１番１号

0人 027-345-8725

不問
18,824人 秋田県秋田市

～平成31年3月15日
雇用・労災・健康・厚生

10020-14171981

スポーツ用品、衣類等
の販売、レジ

○店舗においてスポーツ用品、衣類等の販売業務を担当して
いただきます。
・商品の品出し、陳列、整理
・加工
・その他付随する業務
＊未経験の方にも親切、丁寧に指導いたします。
＊１年毎の契約更新（最初は平成３１年７月２０日まで）

※時給は経験値によって決定させて頂きます。

不問

他 ゼビオ　株式会社　スーパースポー
ツゼビオ秋田茨島店毎　週
秋田県秋田市茨島１丁目４－６５

46人 018-863-8001

不問
4,568人 秋田県秋田市

～平成31年7月20日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15096081

〔契約〕雑貨販売／シー
ベレット／秋田市

イオンモール２Ｆ　
シーベレット　イオンモール秋田店にて
ファンシー・インテリア雑貨等の接客販売及び関連業務
（商品整理・管理・補充、レジ操作、ディスプレイ等）

不問

他 株式会社パレモ　東京本部
毎　週

東京都中央区日本橋富沢町１２－２
０　日本橋Ｔ＆Ｄビル　４Ｆ

4人 03-3667-7151

不問
2,700人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

13010-95651581

登録販売員

○店内ドラッグストア「ｘｉａｓｉｓ」において登録販売員の仕事に
従事していただきます。
・医薬品・医薬部外品の販売
・化粧品の販売
・商品の品出し、陳列、整理等
・その他、付随する業務
＊１年毎の契約更新（最初は平成３１年７月２０日まで）

※時給は経験値によって決定させていただきます。

登録販売者（もしく
は資格取得見込み
の方）

他 ゼビオ　株式会社　スーパースポー
ツゼビオ秋田茨島店毎　週
秋田県秋田市茨島１丁目４－６５

46人 018-863-8001

不問
4,568人 秋田県秋田市

～平成31年7月20日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15097381

スポーツサングラス・メ
ガネの販売

○店内「Ｘ‘Ｔｙｌｅ　ｖｉｓｉｏｎ」でスポーツサングラスやカジュアル
メガネを販売、管理する仕事です。
・その他付随する業務

＊１年毎の契約更新（最初は平成３１年７月２０日まで）

※時給は経験値によって決定させて頂きます。

不問

他 ゼビオ　株式会社　スーパースポー
ツゼビオ秋田茨島店毎　週
秋田県秋田市茨島１丁目４－６５

46人 018-863-8001

メガネ、サングラス
の販売経験ある方

4,568人 秋田県秋田市
～平成31年7月20日

雇用・労災・健康・厚生
05010-15098681

℡ 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 1,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

時給

3人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)16時00分～23時00分
(3)23時00分～ 9時00分

時給

1人 800円～950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) 7時00分～12時30分 就業場所
(2)16時00分～20時00分

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2) 8時00分～13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) 7時00分～11時00分 就業場所

時給

4人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～12時00分 就業場所
(2) 9時00分～14時00分
(3)15時00分～20時00分

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) 9時00分～16時00分 就業場所

2ページ中 2ページ

平成30年8月3日発行（平成30年8月2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

営業（商社）／秋田営
業所

＊当社は大手上場電子関連企業様を主な取引先とする、創
業
　７０年の歴史ある神田の商社です。
＊化学薬品をはじめ取扱製品は多岐にわたります。
＊環境事業や資源循環型商品の拡販やオリジナル製品（半
導
　体メーカーのクリーンルーム用の消耗品・備品等）の販売
　もしております。

普通自動車免許
日常英会話が出来
れば尚可

土日祝他 株式会社　河辺商会
毎　週

東京都千代田区神田錦町１丁目１３

0人 03-3294-0511

＊営業経験
＊パソコンの基本
操作（ワード・エク
セル・メール程度）

5人 秋田県秋田市
3ヶ月

労災
13010-95545981

サービス付高齢者向け
住宅への訪問介護員
≪急募≫

○サービス付高齢者向け住宅内で介護を必要とされている
方々へヘルパーとして訪問し、身体介護や生活援助等を行う
仕事です。介護保険制度の仕事です。
・掃除、洗濯、買い物、調理、入浴介助、通院介助　等

＊医療行為はありません。
＊夜勤は週に１度、短めの設定です（夜勤可能者の場合）



ホームヘルパー２
級以上

他 有限会社　秋田在宅介護サービスセ
ンターその他
秋田県秋田市横森１丁目２０番３０号

30人 018-833-7073

不問
39人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15117281

介護職員（パート）

○サービス付高齢者賃貸住宅に併設の定期巡回
　随時対応訪問介護看護事業所

・主にサ高住の方への訪問
・今後は近隣へも予定
・入浴、排泄、食事介助、見守り　　等

＊個々に合わせてご指導いたします。



普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護職員初任者研
修以上

他 企業組合　秋田福祉サービス　ふき
のとう金足毎　週
秋田県秋田市金足小泉字潟向８６－
１

25人 018-827-5619

不問
90人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15124881

調理員「さくら店」【急
募】

○高齢者デイサービスでの昼食作りを担当して頂きます。
・仕込み、調理、盛り付け（弁当箱形式）
・使用した調理器具、食器等の洗浄
・その他付随する業務

＊１日２５食程度の調理となります。（１～２名体制）


＊決まったメニューで、食材の準備もされています。

不問

火水木日 有限会社　優介護
毎　週

秋田県秋田市横森１丁目２０番２０号

10人 018-884-6784

不問
27人 秋田県秋田市

労災
05010-15094281

きりたんぽ生産補助
（７：００～１１：００）

○きりたんぽの生産補助業務を担当していただきます。
・主に米を炊き、練り込む作業
・その他、付随する業務

＊米３０ｋｇの持ち運びあり。

＊制服貸与いたします。

＊雇用開始：随時

不問

他 有限会社　斎藤昭一商店　本社工場
毎　週

秋田県秋田市楢山城南新町３４－１
３

37人 018-835-3673

不問
47人 秋田県秋田市

～平成30年12月31日
雇用・労災

05010-15122481

構内作業員

○秋田中央支店建屋内での荷物の仕分け、運搬、積み込み
　などの構内作業に従事していただきます。
　　　　　　　　　　
＊勤務時間（１）～（３）のいずれか選択。
＊週の就業日数は相談に応じます。　　　　　　　　　　
＊フォークリフトの有資格者優遇いたします。

不問

他 ヤマト運輸株式会社　秋田中央支店
その他

秋田県秋田市寺内イサノ３０－１

77人 080-5068-0070

不問
150,000人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05010-15154581

配送（９：００～１６：００）

○布団の配送、配達業務に従事していただきます。
［仕事の詳細］
・布団の配送、配達（秋田県内が主であるが、一部県外
（隣県への配送あり）バン、又は２ｔ）
　トラック等を使用（トラックは月２回程度）
・商品梱包、発送手配
・他、雑務仕事有
＊女性・男性問わず、責任を持って取り組む姿勢のある方希
望

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

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

労災
05010-15091481



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 172,775円～204,275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00分～16時00分 就業場所
(2)16時00分～23時00分
(3)23時00分～ 8時00分

月給

1人 172,775円～204,275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00分～16時00分 就業場所
(2)16時00分～23時00分
(3)23時00分～ 8時00分

月給

1人 230,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

月給

1人 196,670円～306,630円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)13時00分～21時30分

時給（月額換算）

1人 204,750円～220,500円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)13時00分～21時30分

月給

1人 235,000円～255,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

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

月給

1人 170,420円～173,850円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

5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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 300,000円～300,000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 140,000円～160,000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

不問
264人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15257381

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 三菱マテリアル電子化成　株式会社
その他

秋田県秋田市茨島３丁目１－６

25人 018-864-6011

平成30年8月6日発行（平成30年8月3日受付分)　Ｎｏ．１

5ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

柱状晶シリコンインゴッ
ト製造業務（鋳造工程）

○柱状晶シリコンインゴット製造プラントにおける鋳造工程
オペレーション業務

中・大型鋳造炉を使用した工程での原料充填、鋳造炉監視
製品取出し、及びそれらに付随する作業

フッ化水素製造プラント
運転業務

○フッ化水素製造プラントにおける工程オペレーション作業及
びユーティリティ関係設備（ボイラー、排水処理等）、監視運
転作業とそれらに付随する諸作業

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 三菱マテリアル電子化成　株式会社
その他

秋田県秋田市茨島３丁目１－６

19人 018-864-6011

不問
264人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15258681

看護師

○無床診療所で看護師業務を担当していただきます。
・外来診療
・診察、検査介助
・採血
・点滴　等
・その他、付随する業務



看護師

木日祝他 福田胃腸科クリニック
毎　週

秋田県秋田市広面字家ノ下３４－１

7人 018-832-3535

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15242581

看護職員／有料老人
ホーム
ラ・ナシカあきた【正社
員】

○有料老人ホームの入居者様に対して健康管理・服薬管理・
　健康相談業務などを担当していただきます。
・簡単な医療行為（胃ろう等）
＊医療行為は多くありません。
＊制服貸与致します。
真心のこもった介護サービスを届ける会社です。
リハビリ重視のデイサービス・介護付有料老人ホームを
中心に全国展開し、今年度も業務拡大中です。
損保ジャパン日本興亜グループであり、ジャスダッグ上場の安定した
当社で、一緒に働いてみませんか。

看護師　又は　准
看護師

他 株式会社　シダー　介護付有料老人
ホーム　ラ・ナシカ　あきたその他
秋田県秋田市東通４丁目４－１３

28人 018-887-6700

不問
1,737人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15252781

看護職員／有料老人
ホーム
ラ・ナシカあきた【契約
社員】

○有料老人ホームの入居者様に対して健康管理・服薬管理・
　健康相談業務などを担当していただきます。
・簡単な医療行為（胃ろう等）
＊医療行為は多くありません。
＊制服貸与致します。    ＊正社員登用制度有
真心のこもった介護サービスを届ける会社です。
リハビリ重視のデイサービス・介護付有料老人ホームを
中心に全国展開し、今年度も業務拡大中です。
損保ジャパン日本興亜グループであり、ジャスダッグ上場の安定した
当社で、一緒に働いてみませんか。

看護師又は准看護
師

他 株式会社　シダー　介護付有料老人
ホーム　ラ・ナシカ　あきたその他
秋田県秋田市東通４丁目４－１３

28人 018-887-6700

不問
1,737人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15253881

理学療法士

・当院においてリハビリ訓練治療（運動療法、物理療法）の業
務に従事していただきます。
・医師の指示のもと、スポーツ愛好者、競技者、部活動の学
生、身体機能が衰えたご高齢の患者様方の運動能力の回復
を支援します。

理学療法士

日祝他 医療法人　いしがき整形外科クリニッ
クその他
秋田県秋田市土崎港中央４丁目６番
２２号

10人 018-880-2345

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15341881

福祉用具専門相談員
（ニチイケアセンター御
所野）

○ディサービス・訪問介護の利用者や施設・病院等への福祉
用具のレンタル、販売（商品提案）、納品、組立作業等の業務
に従事してもらいます。

＊１ヶ月１７０Ｈ程度の雇用契約になります。

＊売上達成者にはインセンティブ手当が支給になります。

・介護福祉士
・福祉用具専門相
談員
・普通自動車免許

他 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

30人 018-835-4276
・介護経験者（福祉
用具相談員経験あ
れば尚可）
・ＰＣ入力出来る方
（必須）

94,964人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15366481

認定こども園における
保育教諭

○認定こども園での保育教諭業務全般
・こども園あきた風の遊育舎　　保育教諭４０名
・こども園こうほく風の遊育舎　保育教諭３０名

＊在職中で今年度途中から勤務できる方や平成３１年４月か
ら勤務可能な方でも応募可
＊勤務先は当法人が運営する「こども園あきた風の遊育舎」
　もしくは「こども園こうほく風の遊育舎」のどちらかと
　なります。

保育士資格及び幼
稚園教諭両方必須

日祝他 社会福祉法人　風の遊育舎
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目８－２
８

70人 018-846-6731

不問
120人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15254281

特別任用職員（研究支
援スタッフ）

当センター担当者の指示を受けて、次の業務を実施します。
〇戦略的基盤技術高度化支援事業の管理業務に関すること
（事業の運営および進捗管理、研究機関（企業、大学等）間
の連絡調整、予算の執行管理、等）

＊外出用務には公用車（ＡＴ車）を使用

・普通運転免許（ＡＴ
可）
・パソコン（ワード、エ
クセル、メール等）の
操作が可能な方

土日祝他 公益財団法人　あきた企業活性化セ
ンター毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－１

48人 018-860-5603

不問
50人 秋田県秋田市

平成30年9月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-15229781

事務

○請求書作成
○給料計算
○現金出納関係
○電話応対、来客応対
○社会保険・雇用保険の手続き（経験者）
○銀行への外出用務
○各種資料作成（会議資料等）

＊外出時にはマイカーを使用します。

普通自動車免許

日祝他 株式会社　小島商事
その他

秋田県秋田市土崎港西４丁目１－３
２

18人 018-845-4652

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）できる
方
経理経験者優遇

18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15260781

℡ 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 140,000円～140,000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

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

月給

1人 135,000円～142,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時30分 就業場所
(2) 8時30分～15時00分

時給（月額換算）

1人 166,670円～166,670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) 9時00分～18時00分
(3) 8時30分～15時00分

時給（月額換算）

1人 166,670円～166,670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) 9時00分～18時00分
(3) 8時30分～15時00分

月給

1人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

日給（月額換算）

1人 155,952円～168,948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 220,000円～350,000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 18歳以上 (1)10時00分～19時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)20時00分～ 5時00分

月給

1人 220,000円～350,000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 18歳以上 (1)10時00分～19時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)20時00分～ 5時00分

月給

1人 220,000円～350,000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 18歳以上 (1)10時00分～19時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)20時00分～ 5時00分

5ページ中 2ページ

平成30年8月6日発行（平成30年8月3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

一般事務

○大潟キャンパスの事務業務に従事していただきます。
・庶務的業務（種々雑多）
・会計システムによる伝票処理業務
・教務・学生・就職支援に関する事務
・教職員の服務・福利厚生などに関する事務
・学生や来客の応対など

平成30年10月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05011- 1089181

不問

土日祝他 秋田県立大学　大潟キャンパス
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字南２－２

75人 0185-45-2026

17人 018-860-1331

パソコン操作可能
な方（一太郎、ワー
ド、エクセル等）

パソコン操作（Ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌなど）

469人 秋田県南秋田郡大潟村

医療事務のいずれか
の検定合格者（医療
事務管理士１級・２
級。医療事務士等）

水日祝他 医療法人　杏仁会　御所野ひかりク
リニック

一般事務補助

○一般事務補助業務に従事していただきます。
【仕事内容詳細】
・一般事務補助
・文書整理（受付、発送、仕分け、整理）
・パソコン操作（一太郎、ワード・エクセル等）
・電話、来客の取次ぎ応対
・来客等への給茶業務
・その他、付随する業務



不問

土日祝他 秋田県健康福祉部障害福祉課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

電子カルテでのレ
セプト経験者

61人 秋田県秋田市

3,500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

05010-15279881

医療事務（経験者）

○医療事務員として、外来患者様の受付、診察費等の会計、
診療報酬請求に係る事務などの職務に従事していただきま
す
・電子カルテ、レセプトコンピューターを使用します。
・４人体制で業務を行います。

＊退職による補充の為の求人です。
＊１０月１日より勤務可能な方希望

株式会社　サノ・ファーマシー
その他

秋田県秋田市保戸野通町３－３１

毎　週
秋田県秋田市仁井田字横山２６０－
１

23人 018-829-8880

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15327181

雇用・労災・健康・厚生
05010-15251481

医療事務（佐野薬局東
通店）

○保険調剤薬局にて医療事務業務全般に従事していただき
ます。
・保険薬局における受付入力、会計、レセプト業務
　（レセプトコンピュータ使用）
・パソコン操作のできる方（エクセル、ワード）　
・市販薬の販売　　　・商品管理
・状況によってはお客様の栄養相談業務あり（有資格者）
・その他付随する業務
＊本人の体調、勤務状況により更新の可能性あり。

不問

火祝他

8人 018-823-9357

医療事務経験１年
以上

3人 018-823-9357

医療事務経験１年
以上

272人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
簿記３級

土日祝 株式会社　エコ・マテリアル

医療事務（山王佐野薬
局）

○保険調剤薬局にて医療事務業務全般に従事していただき
ます。
・保険薬局における受付入力、会計、レセプト業務
　（レセプトコンピュータ使用）
・パソコン操作のできる方（エクセル、ワード）　
・市販薬の販売　　・商品管理
・状況によってはお客様の栄養相談業務あり（有資格者）
・その他付随する業務
＊本人の体調、勤務状況により更新の可能性あり。

不問

日祝他 株式会社　サノ・ファーマシー
その他

秋田県秋田市保戸野通町３－３１

パソコンン操作（エ
クセル使用できるこ
と）

6人 秋田県秋田市

272人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15328081

経理事務

・総務および経理事務全般補助
・各種伝票処理
・パソコンでの売上伝票入力作業
・請求書、見積書等の作成
・商品の受発注業務および商品の発送、在庫管理
・その他、付随する業務

＊制服貸与します。

大洋ビル管理　株式会社
毎　週

秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

毎　週
秋田県秋田市山王臨海町３－３１

5人 018-863-5200

雇用・労災・健康・厚生
05010-15359881

雇用・労災・健康・厚生
05010-15324781

経理会計事務

・一般会計処理（伝票起票、入力等）
・銀行等支払業務
・貸借対照表、損益計算表等作成（勘定奉行にて入力作成）
・決算処理及び納税処理
・その他、付随する業務
＊１２月～３月は交代で除雪作業現場の巡回あり（月３～４
　回程度）明け方に担当者から当番者に連絡あり。降雪量に
　応じて所要時間はまちまちで、早出した時間に応じて日中
　の勤務時間が短縮されます（トータルで８ｈ勤務。早出し
　た分には法定の割増賃金支給）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝

10人 018-845-0147

不問

21人 018-865-0601

不問
307人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社ドン・キホーテ

事務員

○石油製品貯蔵基地の入出荷事務管理
・ＰＣへのデータ入力
・在庫管理
・その他付随する業務（外出用務あり）

※先輩社員が一緒になって教えますので安心して業務を習
得できます。

※勤務成績に応じ、１年～２年程度で正社員登用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ヨウコー　秋田営業所
その他

秋田県秋田市寺内字後城３２２－４
（出光興産秋田油槽所内）

不問
10,592人 秋田県秋田市

223人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-15262281

１９７生鮮食品売場責
任者・生鮮食品売場責
任者候補スタッフ

精肉部門の採用を強化中。　
従来の日用雑貨や食品を中心とした店作りから、　
精肉、鮮魚、惣菜、青果などの生鮮食品へと取扱いを拡大。
新規出店や既存店への生鮮部門の立ち上げが続きます。
新たなポストも続々増加中です。
中でも精肉部門では、肉のスライサー業務や、手切り作業の
経験、精肉に関しての知識をお持ちの方を必要としていま
す。

株式会社ドン・キホーテ
毎　週

東京都目黒区青葉台２－１９－１０

毎　週
東京都目黒区青葉台２－１９－１０

285人 03-5428-3111

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070-73424881

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070-73420981

１９７生鮮食品売場責
任者・生鮮食品売場責
任者候補スタッフ

惣菜部門の採用を強化中。　
従来の日用雑貨や食品を中心とした店作りから、　
精肉、鮮魚、惣菜、青果などの生鮮食品へと取扱いを拡大。
新規出店や既存店への生鮮部門の立ち上げが続きます。
新たなポストも続々増加中です。

中でも惣菜部門では、主に、パック詰め、ラベル貼り、陳列、
清掃等をお任せします。
経験により、惣菜調理もお任せします。

不問

他

毎　週
東京都目黒区青葉台２－１９－１０

285人 03-5428-3111

不問

285人 03-5428-3111

不問
10,592人 秋田県秋田市

10,592人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070-73427081

１９７生鮮食品売場責
任者・生鮮食品売場責
任者候補スタッフ

青果部門の採用を強化中。　
従来の日用雑貨や食品を中心とした店作りから、　
精肉、鮮魚、惣菜、青果などの生鮮食品へと取扱いを拡大。
新規出店や既存店への生鮮部門の立ち上げが続きます。
新たなポストも続々増加中です。
中でも青果部門では、切り分け・袋詰め・値札貼り・品出しな
がメインになります。

不問

他 株式会社ドン・キホーテ



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）

4人 173,250円～189,000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45分～18時15分 就業場所
(2)11時00分～19時30分

時給（月額換算）

3人 173,250円～189,000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45分～18時15分 就業場所
(2)10時30分～19時00分

月給

1人 220,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 166,500円～181,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)16時30分～ 9時30分

月給

3人 177,300円～184,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 6時30分～15時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分
(3)10時00分～19時30分

月給

1人 163,500円～173,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 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 146,600円～150,600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 (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

2人 163,500円～173,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 146,600円～150,600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 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 230,000円～282,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)15時00分～ 0時00分 就業場所

平成30年8月6日発行（平成30年8月3日受付分)　Ｎｏ．３

5ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

携帯電話販売スタッフ
［秋田市土崎港］

ドコモショップ内での接客販売。
主な業種として、ご来店された方への
・料金プラン案内
・機種購入のサポート
・操作説明
・故障受付　など
＊未経験者でも、先輩スタッフが一つずつサポート致します
＊１年毎契約更新
＊正社員登用制度あり

不問

他 株式会社　ティーガイア　東北支店
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１５
－１　ルナール仙台１３階

9人 022-713-6001

ＰＣ入力程度の経
験

3,530人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-53176281

携帯電話販売スタッフ
［秋田市御所野］

ドコモショップ内での接客販売。
主な業種として、ご来店された方への
・料金プラン案内
・機種購入のサポート
・操作説明
・故障受付　など
＊未経験者でも、先輩スタッフが一つずつサポート致します　
＊１年毎契約更新
＊正社員登用制度あり

不問

他 株式会社　ティーガイア　東北支店
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１５
－１　ルナール仙台１３階

9人 022-713-6001

ＰＣ入力程度の経
験

3,530人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-53179381

医事会計システムの営
業（秋田支店）

・電子カルテ、レセコン、調剤薬局システムの販売・導入、
　運用の提案および新規顧客の開拓
・販売提案する資料や社内資料等の作成
・その他付随する業務

＊社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　アルファシステム
その他

秋田県秋田市外旭川字四百刈２－６

6人 018-853-1120

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）が出
来る方
営業経験のある方

48人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15283681

介護福祉士〈外旭川病
院〉

○患者の入浴、食事、排泄等の介助、環境整備、日常生活の
　お世話等の看護補助業務全般を担当していただきます。
※看護師の指示による看護補助業務となります。
※外旭川病院では、介護職員７４名のうち介護福祉士は６６名在籍
しております。
※夜勤は療養の各病棟、看護師１名、介護福祉士２名体制の計３名
体制です。そのほかに当直医師と看護管理応援者もおります。
※未経験の方には、マンツーマンによる１年間の指導体制があり、
安心して就業できます。

介護福祉士

他 医療法人　惇慧会
その他

秋田県秋田市外旭川字三後田１４２

218人 018-868-5511

不問
285人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15240681

介護員

○利用者様の介護業務全般に従事していただきます。
・食事、入浴、排泄等の介助
・その他、付随する業務
＊特別養護老人ホーム「高清水寿光園」入所者１１０名
　障害者支援施設　　「雄高園」　　　入所者　８０名
　特別養護老人ホーム「南寿園」　　　入所者　５０名
　救護施設　　　　　「玉葉荘」　　　入所者１５０名
　福祉型障害児入所施設「若竹学園」　入所者　３０名　
※就業場所は面談の上、決定
※採用は、平成３１年４月１日からの採用です。

介護福祉士

他 社会福祉法人　秋田県厚生協会法
人本部その他
秋田県秋田市寺内後城６－４１

330人 018-880-1050

不問
330人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-15256081

介護職員（正職員）

○利用者の介護業務全般に従事していただきます。
・身体、入浴、食事の介助　等
・その他、付随業務（まれに外出用務もあり）

＊夜勤（３～４回／月程度）は利用者６０名を２名体制で
　担当となります。
＊入社後はＯＪＴにより日勤・早遅番を経験後、習熟度によっ
て夜勤勤務となります。
※充実した教育システムを完備しています。


介護福祉士（必須）
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　晃和会
その他

秋田県秋田市太平八田字藤の崎２３
１－３

62人 018-838-2338

不問
154人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15330581

介護職員（準職員）

○利用者の介護業務全般に従事していただきます。
・身体、入浴、食事の介助　等
・まれに外出用務もあり
＊夜勤（３～４回／月程度）は利用者６０名を２名体制で
　担当となります。
＊入社後はＯＪＴにより日勤・早遅番を経験後、習熟度によって夜勤
勤務となります。
※充実した教育システムを完備しています。
※１年毎の更新あり
※正社員への登用あり

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

他 社会福祉法人　晃和会
その他

秋田県秋田市太平八田字藤の崎２３
１－３

62人 018-838-2338

不問
154人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15331481

介護職員（正職員）

○利用者の介護業務全般に従事していただきます。
・身体、入浴、食事の介助等
・まれに外出用務もあり

＊入社後はＯＪＴにより日勤・早遅番を経験しシフト勤務となり
ます。

※充実した教育システムを完備しています。
※１年毎の更新あり

介護福祉士（必須）
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 社会福祉法人　晃和会
その他

秋田県秋田市太平八田字藤の崎２３
１－３

15人 018-838-2338

不問

介護職員初任者研
修（ヘルパー２級）
あれば尚可
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

153人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15333881

介護職員（準職員）

○利用者の介護業務全般に従事していただきます。
・身体、入浴、食事の介助等
・まれに外出用務もあり
＊入社後はＯＪＴにより日勤・早遅番を経験しシフト勤務となり
ます。
※充実した教育システムを完備しています。
※１年毎の更新あり
※正社員への登用あり

日他 社会福祉法人　晃和会
その他

秋田県秋田市太平八田字藤の崎２３
１－３

15人 018-838-2338

153人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15334281

ホール係及び厨房

○ホール業務
・料理、飲物の配膳、下膳、レジ操作、オーダー取り
・店内清掃
・電話応対、予約受付　　　等
○厨房業務
・調理全般
・仕込み、盛付け、片付け　等

＊上記の２業務を担当していただきます。

不問

他 株式会社　ぐらんたん
その他

秋田県秋田市中通４丁目１４－３０

27人 018-807-4388

不問
27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15374481

℡ 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 140,000円～145,000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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)12時00分～21時00分

時給（月額換算）

1人 151,200円～151,200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15分～16時15分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分

日給（月額換算）

2人 155,952円～168,948円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 141,040円～141,040円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

時給（月額換算）

3人 118,560円～118,560円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)16時45分～ 1時30分

時給（月額換算）

2人 131,200円～131,200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 131,200円～131,200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 129,920円～129,920円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

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

月給

2人 190,000円～225,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-15286481

その他
秋田県秋田市茨島６丁目１２番１号

40人 018-823-7555

実務経験者
91人 秋田県秋田市

秋田県秋田市
平成30年9月3日～平
成30年12月28日 雇用・公災・健康・厚生

05010-15234581

移動式クレーン運転士
（経験者）

○クローラクレーン、ラフタークレーンのオペレーター業務を
担当して頂きます。
（秋田県内中心で東北管内あり）

＊トラック、トレーラーの運転（クレーンの本体及び部材の
　運搬）をしていただく場合もあります。
（東北管内中心の運搬）

移動式クレーン
大型特殊免許
＊大型自動車免許
あれば尚可

日他 株式会社　堀川

公用車管理及び運転
業務

○事務所所有の公用自動車４台の管理
○県内水力発電所等への公用車運転
　【管轄６発電所】
　・萩形発電所、杉沢発電所、岩見発電所、大松川発電所
　　板戸発電所、皆瀬発電所

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 秋田県産業労働部　秋田発電・工業
用水道事務所毎　週
秋田市仁井田字新中島７７０番地

28人 018-839-2244

不問

5ページ中 4ページ

平成30年8月6日発行（平成30年8月3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

ホテルフロント業務

○秋田県青少年交流センター（通称「ユースパル」）の宿泊、
貸室等に関するホテルフロント業務に従事していただきます。
・営業活動の一部を担当（正職員と同行）
・青少年の研修及び青少年団体育成事業の補助

＊外出業務時は私用車を使用。（ガソリン代支給）
＊雇用期間終了後は１年更新となります。
＊雇用期間は原則、最長３年間となります。～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-15236781

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 一般財団法人　秋田県青年会館
毎　週

秋田県秋田市寺内神屋敷３番１号
秋田県青少年交流センタ－内

8人 018-880-2303

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

ＰＣ入力程度

不問
8人 秋田県秋田市

14,000人 秋田県秋田市
平成30年8月20日～平
成30年10月14日 雇用・労災

05010-15238281

フロント業務【秋田市】

○ゴルフ場でのフロント業務をお願いします。
・チェックイン、チェックアウト
・予約などの電話応対
・ＰＣへのスコア入力
・その他付随する業務

不問

月木 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

石油基地管理

○石油製品貯蔵基地の入出荷作業及び施設の保全管理
・船からの石油製品受け入れ
・タンクローリーへの出荷
・ＰＣへのデータ入力
・在庫管理
・施設の保守点検　　　＊その他付随する業務
※先輩社員が一緒になって教えますので安心して業務を習得できま
す。
※勤務成績に応じ、１年～２年程度で正社員登用
※男女問わず活躍できる仕事です。

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　　　　
危険物取扱者（乙種
４類）※特記事項参
照

日祝他 株式会社　ヨウコー　秋田営業所
その他

秋田県秋田市寺内字後城３２２－４
（出光興産秋田油槽所内）

10人 018-845-0147

不問
223人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-15259981

製造

【主な仕事の内容】
○中子鋳物製品の基になるもので、砂型の製造機械のオペ
レータ、点検業務を担当していただきます。
・上記のほか、バリ取り作業、仕上げ作業、梱包作業、メンテ
ナンス作業があります。

不問

日他 株式会社　テイケイコーポレーション
その他

秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

2人 018-893-5805

不問
30人 秋田県秋田市

～平成30年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15249381

電子部品の組立及び
検査【八郎潟】

○コネクタの組立作業及び検査作業に従事していただきます
・顕微鏡、目視での組立検査業務
・その他、付随する業務

＊主に立ち仕事となります。
＊制服、靴は貸与いたします。
＊初心者の方にも作業内容は指導いたします。
＊工場未経験者の方も大歓迎です。

不問

日祝 株式会社　テイケイコーポレーション
その他

秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

3人 018-893-5805

不問
30人 秋田県南秋田郡八郎潟町

～平成30年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15247181

電子部品製造・検査
「御所野」セラミック酸素
センサ

○セラミック酸素センサの組立に関する業務に従事していた
だきます。
・製品の組立
・加工作業
・製品の検査作業
＊初心者の方にも丁寧に指導いたします。
＊工場未経験者の方も歓迎します。
＊公共交通機関の便が悪いため、自家用車での通勤をお勧
めしています。

不問

土日祝他 株式会社　テイケイコーポレーション
毎　週

秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

12人 018-893-5805

不問
30人 秋田県秋田市

～平成30年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15250581

電子部品製造及び検
査「御所野」

○フレキシブルプリント基板製造に関する業務に従事してい
ただきます。　

・製品へのガイド板貼付け、製品受け取り、補強板貼り、プ
レス、梱包などの作業
・顕微鏡および拡大鏡を使用しての検査

※初心者の方にも丁寧に指導いたします。
※工場未経験者の方も歓迎します。

不問

土日祝他 株式会社　テイケイコーポレーション
毎　週

秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

12人 018-893-5805

不問
30人 秋田県秋田市

～平成30年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15245881

電子部品製造及び検
査「御所野」（４勤２休）

○フレキシブルプリント基板製造に関する業務を担当して
　いただきます。
・製品へのガイド板貼りつけ、製品受け取り、補強板貼り、プ
レス、梱包などの作業
・顕微鏡および拡大鏡を使用しての検査


※初心者の方にも丁寧に指導いたします。
※工場未経験者の方も歓迎します。

不問

他 株式会社　テイケイコーポレーション

～平成30年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15246281

その他
秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

12人 018-893-5805

不問
30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

月給

2人 152,000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 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 207,900円～259,875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～16時30分 就業場所

月給

1人 185,900円～218,200円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 163,000円～213,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時45分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 129,600円～155,520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84人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-15404581

作業員

○一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬の作業業務に従事していた
だきます。
・収集エリアは秋田市内です
・運転手はいるので、作業業務のみです
＊制服は貸与します。
＊試用期間後は、６ヶ月の雇用期間となり、その後、１年毎となりま
す。
＊無期雇用または正社員への登用もあります。
＊男女問わず活躍しているお仕事です。
＊残業がなく仕事と私生活の両立がしやすい職場です。
＊詳細については面接に担当者が丁寧に説明いたします。

不問

土日他 秋田協同清掃　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋豊町４－３０

82人 018-864-7300

不問

8人 018-864-4696

不問
32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-15243481

雇用・労災・健康・厚生
05010-15248081

施工担当（秋田）

○生活協同組合の住宅サービス事業と業務提携しており、生
協の組合員宅を中心に、住宅の防蟻工事や衛生害虫駆除等
を行う業務を担当します。
・覚えるまでは、丁寧に指導します。
・最初は、２人～３人で作業を行います。

＊現場は秋田県内、社用車使用（ＡＴ限定不可）
＊制服貸与・施工時の長靴、手袋、防塵マスク等も会社が負
担します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

火他 ハウスドクター　株式会社
その他

秋田県秋田市泉南１丁目１－６

毎　週
秋田県秋田市川尻若葉町５－５

7人 018-824-7011

不問
4,350人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-15332781

ルート配送

○水道工事店、リフォーム店、工務店などの取引先や建築現
場に商品を届けます。
＜取扱い商品例＞
　管材：各種パイプ（塩ビ管、ポンプなど）
　住宅設備：ユニットバス、システムキッチン、衛生陶器
　電材：電線、太陽光パネル、照明機器
・２ｔ車以下トラックを使用します。納入時に注文を頂く事も有
ります。自社に商品を買いに来るお客様の対応をする事もあ
ります。
＊商品知識が充分になれば、営業職への登用も有ります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 渡辺パイプ株式会社　秋田住設サー
ビスセンター

土木作業員及び解体
作業員

○一般住宅の解体作業、民間工事の土木作業に従事してい
ただきます。
・重機を使用して家屋解体作業
・廃棄物運搬（２ｔ、４ｔ車）
・その他、付随する土木作業

＊正社員登用の可能性あり
＊未経験者の方大歓迎


不問

日祝他 株式会社　Ａ・Ｉ・Ｃ
その他

秋田県秋田市飯島字砂田４３－３

7人 018-893-4195

不問

91人 秋田県秋田市

大型特殊免許（必須
となりますが、採用決
定後入社までに取得
していれば可）、大型
自動車免許あれば尚
可、
移動式クレーン（あれ
ば尚可、ない場合は
試用期間中に取得） 雇用・労災・健康・厚生・財

形 05010-15287781

日他 株式会社　堀川
その他

秋田県秋田市茨島６丁目１２番１号

40人 018-823-7555
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平成30年8月6日発行（平成30年8月3日受付分)　Ｎｏ．５

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

移動式クレーン運転士
（未経験者）

○クローラクレーン、ラフタークレーンのオペレーター業務
　を担当して頂きます。
（秋田県内中心で東北管内あり）
＊トラック、トレーラーの運転手（クレーンの本体及び部材
　の運搬）をしていただく場合もあります。
（東北管内中心の運搬）

※移動式クレーン免許の取得に関しては、会社による費用
　負担制度有

℡ 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　６日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　２．　８月　７日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、施設介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　３．　８月　８日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　４．　８月　９日　横浜電子工業㈱【製造・設備保守、機械設計、電子部品製造】
　　５．　８月１０日　㈲クリーンマジック「ﾊｰﾄﾌﾙｹｱ秋田」【ｼｮｰﾄｽﾃｲ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護職員、栄養士】
　　６．　８月１７日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　　７．　８月２０日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」　【介護職】
　　８．　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！
　　９．　８月２２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　１０．　８月２３日　日本郵便㈱東北支社【ＪＰ金融アドバイザー】
　１１．　８月２４日　㈱そごう・西武「西武秋田店」【化粧品販売】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

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

　　　　　　　　ハローワーク秋田２階大会議室において、下記日程の１０：００～１０：３０で開催します。
　　　　　　　　参加希望者は９：５０までに直接会場へお入りください。
　　　　　　　　希望者は、説明会終了後別会場での個別面談もできます。

　　１．　８月　８日　ヤマト運輸㈱【荷受作業（イオンモール秋田）】
　

『会社説明会』のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,300円～1,700円
就業場所

パート労働者 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

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

時給

1人 1,095円～1,095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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～18時00分
(3) 8時30分～17時30分

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所

時給

2人 1,000円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時45分～18時00分 就業場所
(2)13時45分～19時00分
(3) 8時45分～13時00分

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)10時00分～15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 就業場所

時給

1人 800円～1,050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) 8時30分～13時00分 就業場所
(2)13時00分～18時00分

6人 018-833-8401

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15239181

～平成31年3月15日
雇用・労災・健康・厚生

10020-14204481

菓子販売員（本店）

○三松堂本店でお菓子の販売および包装のお仕事です。
・レジ、接客、包装、商品管理（発注、品だしなど）
＊一日４～５時間、週５日の勤務です。
＊長期勤務できる方を希望します。
＊土曜日は出勤していただきます。
＊掛け持ち勤務も可能です。
＊未経験の方でも丁寧に指導いたします。
＊正社員への登用の可能性あります。
＊就業時間（１）（２）どちらか選択、各１名の採用です。

不問

日祝他 有限会社　三松堂
毎　週

秋田市中通５丁目７－８

毎　週
群馬県高崎市栄町１番１号

0人 027-345-8725

不問
18,824人 秋田県潟上市

2,750人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
06030- 7252381

パート／店舗スタッフ／
潟上店／１１１７／急募

主に次のような店舗内業務をお願いします。
　＊販売業務
　　（小物家電製品、理美容用品、調理家電など）
　＊店内の各売り場でのレジ会計
　＊商品補充、商品整理
　＊荷卸、倉庫整備、仕入れ伝票入力

その他、店舗内の業務をお願いいたします。


不問

他 株式会社　ヤマダ電機

受付（マックスバリュ茨
島店）

◎クリーニング店受付業務全般
・クリーニング品の受渡接客業務
・品物の点検確認
・店舗内ディスプレイ
・店内清掃及び整理整頓
・レジ操作等店舗管理
＊雇用期間は以下の１年毎の契約更新となります。
・１月２１日～翌年１月２０日

不問

他 ロイヤルネットワーク株式会社
その他

山形県酒田市浜田１丁目７－２０

2人 0234-21-1888

不問

5人 018-863-5200

パソコン操作（エク
セル使用できるこ
と）

6人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15326281

6ヶ月

05010-15329381

経理事務（パート）

・総務および経理事務全般補助
・各種伝票処理
・パソコンでの売上伝票入力作業
・請求書、見積書等の作成
・商品の受発注業務および商品の発送、在庫管理
・その他、付随する業務

＊制服貸与します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
簿記３級

土日祝 株式会社　エコ・マテリアル
毎　週

秋田県秋田市山王臨海町３－３１

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目２－７　トラ
ストワンビル４階

0人 018-853-7031

・医療事務、レセプ
ト請求
・パソコン操作
（ワード、エクセル）

0人 秋田県秋田市

2,784人 秋田県秋田市
3ヶ月

労災
13040-91933781

医療事務

○医療事務のお仕事を行っていただきます。
・受付、会計、レセプト請求業務が主です
・電話対応、処方せんや紹介状のＦＡＸ、患者情報の入力、簡単な問
診があります
＊平成３０年１１月１日　新規開業予定
＊メンタルや法改正について、適宜職員向けセミナーを行う予定で
す。
＊医療事務の資格の他、ＰＳＷ、臨床心理士の資格等をお持ちの方
は優遇いたします。
＊短時間勤務などご相談に応じます。
＊当院は電子カルテでペーパーレスです。

不問

金日祝 なかこうじメンタルクリニック

工務サポート事務
（パート）／タマホーム
秋田支店

タマホームの住宅展示場に併設する事務所で、工務サポート
事務（パート）を募集します。
主な業務は下記の通りです。
●社内申請等の書類作成
●ファイリング等の事務サポート
●協力業者（メーカー等）への連絡取り次ぎ

１日４時間（うち休憩３０分）の週４日勤務で募集いたします。
その他勤務日数や勤務時間はご相談に応じます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

水土日祝 タマホーム　株式会社
毎　週

東京都港区高輪　３－２２－９
　タマホーム本社ビル

25人 03-6408-1235

不問

7人 018-823-6546

基本的なパソコン
操作ができる事

7人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-15373581

雇用・労災
05010-15255181

一般事務

・自動車の継続検査ワンストップサービスに関わるデータの
確認、関連業務
・上記に関わる保適証サービス利用情報の確認、関連業務
・その他、一般事務
・社用車使用の場合有

自動車免許（ＡＴ限
定可）

土日祝他 一般社団法人　秋田県自動車整備
振興会毎　週
秋田県秋田市八橋大畑２丁目１２－
６３

毎　週
秋田県秋田市向浜１丁目６－５

0人 018-863-5080

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）
（経験あれば尚可）

0人 秋田県秋田市

94,964人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-15368881

事務職

○事務員として従事していただきます。
・伝票整理（受注・発注の処理）
・電話応対
・パソコン操作（電子メール、ワード、エクセル使用）

＊６０歳以上の方の応募も歓迎します。

不問

土日祝 有限会社　ハウスプランナーさとう

≪急募≫生活相談員
（ニチイケアセンター御
所野）

○通所介護業務における生活相談業務及び介護業務に従事
し　ていただきます。
＊社会福祉士か社会福祉主事任用資格保有者又はケアマ
ネージャー経験１年以上で相談員業務が出来ます。
＊就業前後も充実の体制でサポートします。　（事前研修、現
場研修等）
＊１ヶ月１００Ｈ程度の雇用契約になります。

＊Ｈ２７年６月より手当等新設

・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）・ヘル
パー２級・社会福祉士
か社会福祉主事任用
資格何れか

他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

27人 018-835-4276

・介護支援専門員１
年以上、または生
活相談員の経験者

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15337381

理学療法士

日祝他 医療法人　いしがき整形外科クリニッ
クその他
秋田県秋田市土崎港中央４丁目６番
２２号

10人 018-880-2345

平成30年8月6日発行（平成30年8月3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

理学療法士

○当院においてリハビリ訓練治療（運動療法、物理療法）の
　業務に従事していただきます。
○医師の指示のもと、スポーツ愛好者、競技者、部活動の学
生、身体機能が衰えたご高齢の患者様方の運動機能の回復
を支援します。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



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 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時20分～17時20分 就業場所
(2) 8時20分～13時20分
(3) 9時20分～14時20分

時給

1人 1,085円～1,295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 1,085円～1,295円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～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～13時00分 就業場所

時給

2人 780円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給（時給換算）

1人 889円～889円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時00分 就業場所

時給

1人 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～14時00分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～13時30分 就業場所

時給

3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 就業場所
～平成33年3月31日

労災
05010-15357481

毎　週
秋田県秋田市川尻御休町８－１６

1人 018-838-6940

不問
37人 秋田県秋田市

55人 秋田県秋田市

労災
05010-15288881

巡回清掃員【急募】

○当社の請負契約先物件の日常清掃を巡回して行っていた
だきます。
（１日１ヵ所の予定）
・公共施設が中心となります。
・巡回範囲は秋田市内です。

＊移動は自家用車を使用していただきます。
　（ガソリン代別途支給）
＊受注増に対応するための【急募】です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 タクス秋田　株式会社

客室清掃（パート）


・宿泊客室の清掃業務
・その他、関連業務




不問

他 有限会社　秋田温泉ホテル（秋田温
泉プラザ）その他
秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－３

55人 018-833-1919

不問

48人 018-839-0311

不問
55人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-15358781

6ヶ月
雇用・労災

05010-15379081

こども園保育補助

○特別支援を要する子供の保育に従事していただきます。
・週５日の勤務となります。
・行事によって、時々土曜日勤務もあります。

＊更新の可能性は未定
（特別支援を要する子供さんの入園状況によって、更新の可
能性あり）

＊雇用開始日は８月２５日を予定しております。

不問

土日祝他 学校法人　峰本学園
毎　週

秋田県秋田市大住３丁目３－４１

毎　週
秋田県秋田市河辺和田字上中野１８
４の２

1人 018-882-2147

パソコン操作可能
な方（エクセル、
ワード）

1人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市

労災
05010-15261881

一般事務及び施設管
理

○一般事務及び施設管理（揚水機等）に従事していただきま
す。
・河辺土地改良区で管理している水路、ポンプ場、頭首工を
状況に応じて見回り（目視点検、写真撮影等）
・一般事務（パソコン使用して文書作成、会議資料作成、電話
対応等）
・賦課金徴収事務（賦課及び収納事務等）
・会計事務（出納簿、伝票整理及び銀行での支払い等）
＊施設の見回り、集金業務時は公用車を使用（ＭＴ車、軽バ
ン）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 河辺土地改良区

ホールスタッフ

○カフェ内でのホール業務に従事して頂きます。
・簡単な調理
・お客様から注文を受ける
・出来た注文品を席まで運ぶ
・食器類の片付けやレジ精算
・店内清掃　等


不問

他 ＫＥＹ’Ｓ　ＣＡＦＥ（株式会社　寺沢工
務店）毎　週
秋田県秋田市御所野元町１丁目１番
フレスポ御所野

4人 0187-43-0278

不問

5人 018-847-5888

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-15380981

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-15364981

受付（ＡＭ～）

　・歯科受付業務
　・設備、器具の洗浄・消毒
　・その他、付随する業務に従事していただきます。 不問

木日祝 はまなす歯科クリニック
毎　週

秋田県秋田市外旭川字前谷地４１－
１

訪問介護員（御所野）

○ご利用者様へのホームヘルプサービス（食事・排泄・着脱
歩行介助等の身体介護、調理・掃除・洗濯等の生活援助、入
浴介助等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊月間５０～１００時間程度の勤務です。
（月額６～１０万円程度です）
＊就業前後も充実の体制でサポート（事前、現場研修等）
＊早朝、夜間の対応できる方、大歓迎です。　　　　　　　

他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

27人 018-835-4276

94,964人 秋田県秋田市

20人 018-835-4276

94,964人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-15360181

秋田県秋田市

労災
05010-15340781

訪問介護員（ニチイケ
アセンターこうや）

○在宅における身体介護・生活援助・身の回りのお世話等の
訪問介護業務に従事していただきます。
＊土日祝と早朝・夜間のサービス対応出来る方歓迎。
＊月間３０～１００時間程度の勤務です。

＊年度毎の契約更新です。
＊就業前後も充実の体制でサポート（事前、現場研修等）
＊平成２７年６月より新給与体制につき手当支給


他 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

介護員

○利用者様の介護度に応じた介護業務全般に従事していた
だききます。
・介護サービスの提供
・利用者様の送迎業務
＊利用者様は１日２５名程度、スタッフ１１名で対応。
＊軽自動車（ＡＴ）を使用しての送迎業務となります

※平成３０年９月１日オープンに向けての募集です。


他 株式会社グットラックプロデュース
毎　週

秋田県秋田市南通築地１１－４７

11人 018-853-1903

＊介護職員初任者
研修又はヘルパー
２級（介護福祉士も
可）
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

14人

・ヘルパー２級以上
または介護職員初
任者研修修了者
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

・ヘルパー２級以上
もしくは介護職員初
任者研修終了者
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
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