
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,200円～1,400円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時15分～16時15分 就業場所

時給

1人 1,300円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～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～15時00分 就業場所

時給

1人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 775円～775円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 775円～775円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

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

1人 762円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 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)10時00分～16時00分 就業場所

15人 018-862-4424

簡単なパソコン操
作
事務職経験者

15人 秋田県秋田市
平成30年10月10日～
平成30年12月8日 雇用・労災

05010-18283581

労災
05010-18274981

事務補助（１０／１０～１
２／８日迄の勤務）

○事務補助に従事していただきます。
・年賀状印刷の注文原稿チェック
・年賀はがき数え
・商品発送の準備
・ＰＣ入力（イラストレーター経験者優遇）
・その他付随する業務

不問

日祝他 株式会社　ホリエ
その他

秋田県秋田市山王２丁目２－１５

毎　週
秋田県秋田市添川字地ノ内１７４番
地１８

1人 018-807-2152

不問
1人 秋田県秋田市

33人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-18260281

事務・軽作業スタッフ

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

普通自動車免許

水他 株式会社　Ｈ－ｌｉｎｅ

事務（パート）

「秋田北店」開設による増員
○次のような事務的職務に従事していただきます。
・来客応対、電話応対
・展示場への案内
・書類整理等の雑務、ノルマは無
・マイカー使用の場合はガソリン代支給
・土、日勤務できる方。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　マスターピース
毎　週

秋田県秋田市山手台１丁目１－１

1人 018-889-6411

基本的なパソコン
操作

180人 018-847-2772

パソコン（エクセル・
ワード）の操作

6,400人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-18251881

6ヶ月
雇用・労災

05010-18250781

事務員（本社・財経部）

〇本社事務職　社員のアシスタント業務
（主な仕事内容）
・各部署や店舗の経費等をデータ処理
・電子メールの社内配信
・電話応対等事務作業全般
＊制服は貸与します。

働き方改革関連認定企業　
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社
毎　週

秋田県秋田市土崎港北１丁目６－２
５

毎　週
秋田県秋田市土崎港北１丁目６－２
５

180人 018-847-2772

パソコン（エクセル・
ワード）の操作

6,400人 秋田県秋田市

64人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-18277781

事務員（本社・商品部）

〇本社事務職　社員のアシスタント業務
（主な仕事内容）
・各部署や店舗の経費等をデータ処理
・電子メールの社内配信
・電話応対等事務作業全般
＊制服は貸与します。

働き方改革関連認定企業　
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社

コールセンターオペレー
ター

○コールセンターオペレーター業務全般
（仕事内容詳細）
・大家さんからの問い合わせ、取り次ぎ業務
・賃貸入居者からの問い合わせ対応
・物件の修繕依頼対応
・その他付随する業務（メール入力等）
・軽微なお部屋点検

＊契約更新は、勤務状況・能力等により決定します。

不問

他 株式会社　秋田住宅流通センター
その他

秋田県秋田市山王７丁目９－３５

3人 018-864-4717

賃貸不動産やリ
フォーム業務経験者
尚可
パソコン操作できる方

2人 018-888-5511

ｗｏｒｄ／ｅｘｃｅｌ等に
よる一般的な書類
作成可能な方

2人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-18294881

雇用・労災
05010-18300681

一般事務

○社長秘書業務
・スケジュール管理
・旅券／宿泊先等手配
・お茶出し／軽微な清掃
〇事務補助
・ｗｏｒｄ／ｅｘｃｅｌ等による書類作成
・ファイリング
・軽微な外出用務
※移動時、私用車をご使用頂く為、車両費として５，０００円／月＋ガ
ソリン代（実費）をお支払い致します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 瀬下建設工業　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王中島町１０－２６

その他
秋田県秋田市広面字堤敷５３－１

8人 018-834-8700

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

10人 秋田県秋田市

18人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-18254081

一般事務（パート）

○一般事務業務に従事したいただきます。
・電話対応
・事務用品管理
・顧客管理
　パソコンへの顧客入力（ワード・エクセル）
・簡単なポップ作成
・その他付随する業務

＊外出時は社用車使用（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　花のヤマト

看護職員

○バイタル測定、全身状態の把握、薬の管理、処置全般など
の看護ケアに従事していただきます。
・利用者様の健康診断実施に当たり、協力医療機関との日程
調整や付添など（社用車使用）
・利用者様が行う作業などの日中活動支援の補佐と社会見学
やレクリエーションへの参加
＊利用者様１９名（就労継続支援Ｂ型施設に２５名）、主と
して２０代・３０代の若い方々です。
＊利用者様も含めて明るくアットホームな職場です。仕事を
進めるにあたっては、利用者様あるいは障がいの態様等につ
いて上司が親切丁寧にアドバイスします。

看護師または准看
護師
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 社会福祉法人　ゆたか会　つどいの
家毎　週
秋田県秋田市浜田字境川５２番地

8人 018-828-4472

不問

不問
38人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18253181

看護師または准看
護師


日他 有限会社　コリウス
その他

秋田県秋田市仁井田字大野１７４－
３

10人 018-839-4600
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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（パート）

○デイサービス（定員２０名）での看護業務に従事していただ
きます。
・主な業務はバイタルチェックや健康管理ですが、利用者さん
と一緒にレクリエーションや、機能訓練のための体操も行いま
す。
・日曜日は休みです。
・送迎業務や入浴介助はありません。
・利用者様は自立している方が多く、介護施設が初めての方
も大歓迎です。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（時給換算）

1人 1,037円～1,037円
就業場所

無期派遣パート 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)17時00分～ 8時30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
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時40分～16時00分 就業場所
(2)14時00分～21時30分

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時30分～18時30分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時30分～14時30分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時30分～16時00分 就業場所

時給

1人 1,100円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 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 就業場所

時給

4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 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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時15分～11時15分 就業場所
(2) 7時15分～16時15分
(3)10時15分～20時15分

時給

2人 800円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 830円～830円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所14人 秋田県秋田市
平成30年12月17日～
平成30年12月28日 労災

05010-18286881

製造補助（９：００～１７：
００）

○製造補助作業に従事していただきます。

・荷物の運搬（１０ｋｇ～１５ｋｇ）
・製品の包装作業
・製品の発送準備、箱入れ

※雇用期間：Ｈ３０．１２．１７～Ｈ３０．１２．２８まで

不問

日 株式会社　宮城屋蒲鉾店
な　し

秋田県秋田市楢山大元町１１－５

6人 018-833-0321

不問

5人 022-352-4602

不問
210人 秋田県南秋田郡五城目町

～平成31年7月31日
雇用・労災

04010-63013381

12ヶ月
労災

13010-16752382

パンの製造・販売［南秋
田郡五城目町］

製造・・・生地の仕込み、成型、
　　　　　焼成までのパンの製造業務全般

販売・・・接客、レジ業務、商品陳列
　　　　　店内清掃等の販売業務全般

不問

他 株式会社　コイワ
毎　週

宮城県仙台市宮城野区田子３丁目１
８－５

毎　週
東京都千代田区有楽町２－７－１
有楽町イトシア２０Ｆ

4人 03-3213-8800

不問
2,511人 秋田県秋田市

111人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-18310581

パ）タイムズ駐車場の
サービススタッフ／秋田
アルヴェ

＜秋田アルヴェ駐車場常駐で　管理業務、または社用車で近
隣駐車場を巡回して、駐車場清掃やタイムズカーシェアの車
両点検をお願いします＞
■管理業務
　場内巡回・清掃、周辺施設のご案内、お客様対応など
■駐車場巡回
　タイムズカーシェア車両の簡易点検（オイル残量チェック
　など）、駐車場内清掃など

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 タイムズサービス　株式会社

食堂業務全般【手形食
堂】

○大学構成員の食堂での盛付け、提供、接客業務に従事し
ていただきます。
○２月・３月には大学生協業務の補助（住居賃貸、保険加入
等）として新入生対応があります。
・詳細は面接時に説明します。


＊ユニフォーム貸与します。

不問

日祝 秋田大学生活協同組合
その他

秋田県秋田市手形山崎町１２－１４

40人 018-832-9971

不問

2人 018-882-5705

経験者（１年以上）
2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18309381

6ヶ月
労災

05010-18279281

スタイリスト【パート】

〇イオン秋田中央店の店舗にて、美容室業務全般に従事し
ていただきます。
・シャンプー
・カット
・カラー
・パーマ等
＊チラシ配布等営業活動あります。
＊土曜日か日曜日のどちらかを固定で出勤できる方を希望し
ます。

美容師免許

月他 株式会社　ｍａｋｅ　ｐｅａｃｅ
毎　週

秋田県秋田市河辺北野田高屋字神
田１９８番地

その他
秋田県秋田市山王７丁目９－３５

5人 018-864-4717

・パソコン操作
・賃貸営業経験者
優遇

71人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市
平成30年10月10日～
平成30年12月8日 雇用・労災

05010-18282981

営業事務

・重要事項説明
（インターネット上での説明（ＩＴ重説）も行っていただきます。

・その他付随業務

・宅地建物取引士
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　秋田住宅流通センター

接客販売（１０／１０～１
２／８日迄の勤務）

○店舗内での接客販売に従事していただきます。
・店舗での接客
・受注、納品
・納品物チェック
・その他付随する業務

不問

日祝他 株式会社　ホリエ
その他

秋田県秋田市山王２丁目２－１５

15人 018-862-4424

就労経験のある方

4人 018-867-2239

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18290981

雇用・労災
05010-18289081

ケーキ・洋菓子販売
（１０：３０～１４：３０）

○店頭での販売業務
・ケーキ、焼菓子、バースデーケーキの受注
・レジ業務　・包装（ラッピング）・電話応対

＊販売員は他に１名います。

＊店舗休日以外勤務となります。

不問

水他 株式会社　城（パティスリー　城）
その他

秋田県秋田市卸町４丁目２番９号

その他
秋田県秋田市卸町４丁目２番９号

4人 018-867-2239

不問
4人 秋田県秋田市

2,208人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-18313881

ケーキ・洋菓子販売　
（１４：３０～１８：３０）

○店頭での販売業務
・ケーキ、焼菓子、バースデーケーキの受注
・レジ業務　・包装（ラッピング）・電話応対

＊販売員は他に１名います。

＊店舗休日以外勤務となります。

不問

水他 株式会社　城（パティスリー　城）

銀行本部業務（総務
部）

○銀行本部内郵便室での業務
・郵便物の仕分け
・運搬
・配送（社用車使用）ほか

＊就業時間（１）（２）シフト勤務ですが相談に応じます。

＊当初は平成３１年３月３１日までの契約。以後契約更新と
なった場合は６ヶ月。その後に契約を更新する場合は１年毎
です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

14人 018-863-1212

不問

ＰＣ操作（入力程
度）

600人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18298381

不問

他 厚生ビル管理　株式会社
毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

37人 018-823-4061

3ページ中 2ページ

平成30年9月19日発行（平成30年9月18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

事務宿直（秋田厚生医
療センター）

○「秋田厚生医療センター」にて事務宿直業務に従事してい
ただきます。
・救急患者受付及び電話取り次ぎ等
・その他付随する業務

＊３人体制で、月１０日（回）位の勤務となります。

＊勤務開始日は１０月１日を予定しています。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1)18時00分～22時00分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

2人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時00分～ 9時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分
(3)14時00分～18時00分

時給

1人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 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

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～13時00分 就業場所
(2)15時00分～18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～11時00分 就業場所

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)18時00分～23時00分 就業場所
(2)20時00分～ 0時00分
(3)17時00分～21時00分

0人 018-827-3574

不問
0人 秋田県秋田市

05010-18265981

労災
05010-18258581

皿洗い　ドリンク作り

○和食料理店でのお仕事です。
・皿洗い（骨董が多いので丁寧に洗うことが必要です）
・ビール、日本酒、ワインなどのドリンク作り
・経験次第で簡単な接客

＊料理の配膳や会計は、基本的にはありません

不問

日他 和食と酒　はれとけ
毎　週

秋田県秋田市南通築地１－１　ファー
ストワン築地１Ｆ

毎　週
秋田県秋田市御所野下堤３丁目２－
３

12人 018-827-5636

不問
12人 秋田県秋田市

180人 秋田県秋田市

労災
05010-18304781

社内清掃業務≪急募
≫

・事務室、会議室、社長室、休憩室、玄関、給湯室、トイレ
（男、女）の清掃。
・建物まわりの清掃
＊簡単な業務です。ひどい汚れが発生する事はありません。

＊急な欠員による補充の為

不問

日他 株式会社　ゆう幸

配達・会計等

○牛玄亭厨房において、配達・会計等の業務を担当していた
だきます。
・車での配達（社用車使用）
・店舗でのレジ会計
・その他、付随する業務

＊制服貸与いたします。　

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 有限会社　日野　秋田事業部　牛玄
亭その他
秋田県秋田市中通２丁目６番４４号
ＮＥＷ金座街クレオビル２階

10人 018-893-3929

不問

17人 018-864-4717

住宅管理業（メンテ
ナンス等）経験者優
遇

69人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010-18278881

雇用・労災
05010-18305881

賃貸物件管理

・入居前のお部屋の点検
（傷などの目視による確認）

・入居中のお部屋の簡易メンテナンス
（現状確認、簡単な修繕）

・社用ＡＴ車使用

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　秋田住宅流通センター
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目９－３５

その他
秋田県秋田市中通２丁目６番４４号
ＮＥＷ金座街クレオビル２階

10人 018-893-3929

簡単な調理が出来
る方

180人 秋田県秋田市

47人 秋田県秋田市
～平成30年12月31日

雇用・労災
05010-18288181

調理補助（お弁当・仕出
し）・配達・会計等

○牛玄亭厨房において、調理補助・配達・会計等の業務を担
当していただきます。
・主にお弁当の包装作業
・簡単な仕込み（カット等）
・車での配達（社用車使用）
・店舗でのレジ会計
・その他、付随する業務

＊制服貸与いたします。　

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 有限会社　日野　秋田事業部　牛玄
亭

きりたんぽ生産補助
（３：３０～）

○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。


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

不問
14人 秋田県秋田市

平成30年12月1日～平
成30年12月25日 労災

05010-18287281

不問

日 株式会社　宮城屋蒲鉾店
な　し

秋田県秋田市楢山大元町１１－５

6人 018-833-0321

平成30年9月19日発行（平成30年9月18日受付分)　Ｎｏ．３

3ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

製造補助　（１８：００～
２２：００）

○製造補助作業に従事していただきます。
・蒲鉾の製造補助　・荷物の運搬（１０ｋｇ～１５ｋｇ）
・製品の包装作業

＊簡単な機械作業もあります。

※雇用期間：Ｈ３０．１２／１～Ｈ３０．１２／２５まで

※夕食あり

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



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

　

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

　　１．　９月１９日　㈱秋田キャッスルホテル【ホテル内調理補助、病院・介護施設の調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　２．　９月２０日　㈱ファイブフォックス【販売スタッフ】
　　　　　　　　　　　　　　（イオンモール秋田内「コムサイズム」　※西武秋田店内の店舗もあり）
　　３．　９月２１日　㈱プレステージ・インターナショナル【オペレーター、受付スタッフ　他】
　　４．　９月２５日　㈱和敬園ショートステイ「御所野の森」【介護職】
　　５．　９月２６日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　６．　９月２７日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員　他】
　　７．　９月２８日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ｼｮｰﾄｽﾃｲ介護職員、調理員】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                ハローワーク秋田２階大会議室において、下記日程の１０：００～１０：３０で開催します。
　　　　　　　　参加希望者は９：５０までに直接会場へお入りください。
　　　　　　　　希望者は、説明会終了後別会場での個別面談もできます。
　
　１．　９月２６日　警備業者合同面接会 in ハローワーク秋田【秋田市内警備業者４～５社参加予定】
　２．　９月２７日　警備業者合同面接会 in ハローワーク秋田【秋田市内警備業者４～５社参加予定】
　　　　※９月２６日と２７日の警備業者合同面接会は２日連続の開催となりますが、初日と２日目では
　　　　　　それぞれ違う秋田市内警備業者が参加予定です（２日間で合計８～９社参加予定）

『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 1,050円～1,150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

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)18時30分～21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
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～15時30分 就業場所
(2)14時30分～19時30分

時給

1人 800円～830円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 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) 8時30分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

時給

1人 770円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時15分～15時45分 就業場所
(2)10時00分～16時30分
(3)13時30分～20時00分

時給

1人 850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 就業場所

時給

1人 830円～830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)17時00分～ 9時00分 就業場所

時給

2人 830円～830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～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

時給

3人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

平成30年9月20日発行（平成30年9月19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

生活相談員（パート）

○短期入所者生活介護施設入所者の相談業務（定員３０床）
・介護計画作成
・新規相談、契約
・利用者の送迎、社用車使用
・正社員登用制度あり
・未経験者歓迎、しっかりとサポートいたします。

社会福祉士又は、社
会福祉主事任用資格
（必須）
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

他 社会福祉法人翼友会
毎　週

秋田県秋田市飯島美砂町５－７１

23人 018-857-5335

不問
130人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-18374181

なまはげパフォーマン
ス

秋田の郷土料理を中心とした居酒屋・かまくらの郷では、毎
晩なまはげショーを開催し、店内にはかまくら個室もあり、雪
をイメージした空間広がるエンターテイメント性溢れるお店で
す。
仕事内容は、「なまはげ」になりきって、お客様へパフォーマン
スをして頂きます。演じることが大好きな方や、秋田の郷土文
化に興味のある方など、楽しく「なまはげ」になってみません
か？

不問

他 秋田水産　株式会社　かまくらの郷
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目１３－１

27人 018-866-9822

不問
110人 秋田県秋田市

労災
05010-18375081

クリニックの受付事務
（２交替）≪急募≫

○クリニック（心療内科）に診療に来る患者の応対並びに受
付の事務処理を行うお仕事です。
・レセプトの発行等パソコンにデータを入力する作業がありま
す。専用ソフトへの入力で打ち込みが主となります。
・その他付随する業務
・医療事務に関する知識は不要です。

＊就業時間：（１）（２）シフトによる勤務となります。
　　　　　　（２）は休憩なし

不問

月日他 いおりクリニック
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目８－１　秋
田ショッピングセンター（フォンテ）４階

2人 018-853-1011

パソコン操作できる
方（打ち込み程度）

2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18318681

事務員【パート】

○短期入所者生活介護施設入所者の請求業務（定員３０床）
・備品の管理・発注
・入金管理

＊正社員登用制度あり
＊未経験者歓迎、しっかりとサポートいたします。

不問

土日祝 社会福祉法人翼友会
毎　週

秋田県秋田市飯島美砂町５－７１

23人 018-857-5335

パソコン操作がで
きる方（必須）

130人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18371781

医療事務及び調剤補
助

・薬局の受付
・レセプト事務
・調剤補助
　（薬剤師の指示により、棚から薬を準備するなど）
・会計レジ

不問

木日祝 有限会社　中通薬局
毎　週

秋田県秋田市中通６丁目７－１７

4人 018-887-3737

パソコン入力程度
9人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18399181

婦人服の店頭販売「婦
人服　未来」（秋田市
パート）

○ヤングミセス～ミセス婦人服の店頭販売業務に従事してい
ただきます。
・レジ、接客
・品だし、値札つけ作業、月末棚卸作業
・その他、付随する業務

＊就業時間（１）～（３）のシフト制勤務

不問

他 有限会社　セアマン
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目８－１　フォ
ンテ秋田３Ｆ

3人 018-835-6072

不問
26人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18317381

販売スタッフ（イオン
モール秋田）≪パープ
ルヘブン≫

○イオンモール秋田内「パープルヘブン」において販売業務
に就いていただきます。
・アクセサリーや時計、喫煙具などのファッション雑貨、
　小物雑貨の陳列、接客販売
・その他、付随する業務

＊あなた次第で色々なことにチャレンジできるショップです

＊正社員登用あり

不問

他 有限会社　アール・エイ・ワイ
その他

秋田県秋田市山王３丁目８－５　トー
カンキャステール山王６０８号

4人 018-866-9439

不問
40人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18356881

介助員（夜勤専門）

≪２０１８年１２月開設　オープニングスタッフ募集≫

〇サービス付高齢者住宅において、夜勤専門スタッフとして
勤務していただきます。
・見守りやコール対応、巡回を中心にお客様の日常生活をサ
ポートするお仕事です。

【働き方改革関連認定企業】【秋田県】介護サービス事業所認
定評価制度

不問

他 株式会社虹の街　あったかホームま
ごころ毎　週
秋田県秋田市牛島西１丁目１０番１６
号

0人 018-838-4511

不問
390人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-18397881

調理員

≪２０１８年１２月開設　オープニングスタッフ募集≫

〇サービス付高齢者住宅において、お客様に提供するお食
事を調理していただきます。
・食事（家庭料理をイメージ）の調理
・翌日朝食の下ごしらえ　等

【働き方改革関連認定企業】【秋田県】介護サービス事業所認
定評価制度

不問

他 株式会社虹の街　あったかホームま
ごころ毎　週
秋田県秋田市牛島西１丁目１０番１６
号

0人 018-838-4511

不問
390人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-18396781

調理補助（エリアなかい
ち）

○稲庭うどん和食店での調理業務全般に従事して頂きます。
・食材の仕込み、調理、盛り付け
・仕出し業務
・写真撮影用の料理に盛り付け

＊前向きに仕事に取り組んでいただける方歓迎

不問

他 稲庭うどん寛文五年堂　秋田店
毎　週

秋田県秋田市中通１丁目４－３　エリ
アなかいち１Ｆ

11人 018-874-7310

不問
80人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18338781

℡ 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

5人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～15時30分 就業場所
(2)10時00分～16時00分
(3)11時00分～17時00分

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～19時00分 就業場所
(2) 7時00分～19時00分

時給

1人 762円～762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) 9時00分～15時00分

時給

2人 900円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～ 8時30分 就業場所
(2)10時00分～12時00分

時給

1人 840円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～64歳 (1) 2時30分～ 6時30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

雇用期間の定めなし 不問 (1)16時00分～22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

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時30分 就業場所

時給

1人 762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) 6時00分～ 8時00分 就業場所

時給

1人 762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) 6時00分～10時00分 就業場所

2ページ中 2ページ

平成30年9月20日発行（平成30年9月19日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

ホールスタッフ（エリア
なかいち）

○稲庭うどんの生産直営店「寛文五年堂」でのホール業務全
　般に従事していただきます。
・郷土料理の提供（オーダー受け、配膳、下膳）
・仕出しの配達業務（ＡＴ社有車使用）
・厨房の補助業務（簡単な盛付け、食器洗浄等）


＊やる気のある方、大歓迎


不問

他 稲庭うどん寛文五年堂　秋田店
毎　週

秋田県秋田市中通１丁目４－３　エリ
アなかいち１Ｆ

11人 018-874-7310

不問
80人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18340181

マンション管理員（清掃
業務含む）

管理員業務　
　・受付等の業務
　・点検業務（管球交換あり）
　・立会業務（ゴミ搬出時等）
　・報告連絡業務（文書の配布・掲示等）

日常清掃業務
　・ゴミ置場の整理、床洗い
　・共用部の床掃き拭き、ゴミ拾い等


不問

日祝他 株式会社　アセットライフ
毎　週

横浜市中区山下町７４－１　大和地
所ビル８Ｆ

2人 045-641-7701

不問
200人 秋田県秋田市

～平成31年1月31日
労災

14010-51924881

学童保育指導員

○学童保育業務に従事していただきます。
（小学校１年生～４年生　約７０名。６名のスタッフで担当して
います。）
＊就業時間（２）は小学校の長期休業期間（夏休み等）のもの
で１日の間の８時間勤務（休憩６０分）
（１）は４時間程度、休憩なし
　週勤務日数・就業時間は要相談

※雇用期間：年度更新あり

不問

日祝他 学校法人　児童福音学園認定こども
園　ルーテル愛児幼稚園その他
秋田市新屋表町８番１９号

6人 018-828-3038

不問
35人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-18366181

配電盤の組立作業

○主に卓上において、電線を基盤上に配線する作業を担当し
ていただきます。
（線を這わせて留める作業です。） 不問

土日祝他 有限会社　秋田トランス製作所
毎　週

秋田県南秋田郡井川町北川尻字中
村４６－６

15人 018-874-2302

不問
15人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災
05010-18401881

構内作業員

○倉庫内で荷物の仕分け作業を行っていただきます。
・配送車への積み込みなどもあります。
＊１日２時間～４時間程度の勤務です。
　（１）または（２）の時間帯いずれか。或いは両方の時間帯勤
務も可能です。
＊事務作業もあります。
＊荷物は重いもので３０ｋｇ位までです。
＊制服貸与いたします。
＊勤務状況に応じて、更新の可能性あり。

不問

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田広面支
店　秋田東通センターな　し
秋田県秋田市東通４丁目５番１２号

40人 080-5068-0078

不問
95,000人 秋田県秋田市

3ヶ月
労災

05010-18406681

新聞仕分け補助（土崎
販売所）

○新聞配達員が配達する新聞を、地域ごとに決められた部
数に仕分けします。
＊コンビニエンスストアやお店に配達有り（１時間位）。
　社用車使用（軽バン：ＡＴ車）



＊火・水・木・金曜日の週４日勤務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月土日他 有限会社　加賀谷新聞店
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央６丁目１４
－２１

47人 018-845-1416

不問
200人 秋田県秋田市

労災
05010-18361581

洗い場・調理補助（１６：
００～２２：００）

○アルバートホテル内厨房での作業をお願いします。
・調理器具、食器等の洗い物および片付け、整理
・調理場の清掃
・盛り付け等、簡単な調理補助
・その他付随する業務

＊夕方からの勤務、立ち仕事になります。

不問

他 株式会社　アルバートホテル
毎　週

秋田県秋田市大町４丁目３－２２

30人 018-888-3333

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18369681

洗い場・調理補助（１０：
００～１５：３０）

○アルバートホテル内厨房での作業をお願いします。
・調理器具、食器等の洗い物および片付け、整理
・調理場の清掃
・盛り付け等、簡単な調理補助
・その他付随する業務

＊朝方からの勤務、立ち仕事になります。

不問

他 株式会社　アルバートホテル
毎　週

秋田県秋田市大町４丁目３－２２

30人 018-888-3333

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18411181

食器洗浄員（陸上自衛
隊秋田駐屯地食堂）【２
Ｈ】

○陸上自衛隊秋田駐屯地食堂内での食器洗浄及び清掃等
の業務に従事していただきます。
・３００食程度
・その他付随する業務

＊雇用契約は１年更新となります。


不問

他 株式会社　サンアメニティ　秋田支社
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１９
４－１

32人 018-881-3171

不問
530人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-18364881

食器洗浄及び調理補
助（陸上自衛隊秋田駐
屯地食堂）【４Ｈ】

○陸上自衛隊秋田駐屯地食堂内での食器洗浄及び清掃並
びに調理補助等の業務に従事していただきます。
・３００食程度
・その他付随する業務

＊雇用契約は１年更新となります。


不問

他 株式会社　サンアメニティ　秋田支社
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１９
４－１

32人 018-881-3171

不問
530人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-18365281



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 1,050円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 762円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

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

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

2人 850円～850円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)13時30分～22時30分 就業場所
(2)17時30分～22時30分

時給

2人 765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) 7時00分～12時00分 就業場所
(2) 8時00分～12時00分

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)18時30分～23時30分 就業場所
(2)19時00分～23時30分
(3)19時30分～23時30分

時給

2人 770円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 770円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

10人 018-866-2188

不問
33人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18468481

雇用・労災・健康・厚生
05010-18464381

（トピコ店）おにぎり・惣
菜の販売

○おにぎり専門店でのお仕事です。
・販売、レジ業務
・商品の陳列
・後片付け
＊１日５時間程度のシフト勤務です。
　（シフト勤務対応可能な方）
＊お盆、年末年始の出勤可能な方を希望します。
＊６０歳以上の方歓迎します。
＊学生のアルバイト可。

不問

他 有限会社　一文字
毎　週

秋田県秋田市川尻御休町４－２３

毎　週
秋田県秋田市川尻御休町４－２３

4人 018-866-2188

不問
33人 秋田県秋田市

420人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010-18459581

（一の鶏）焼鳥の販売と
調理

○焼鳥の専門店でのお仕事です
・販売、商品の陳列
・調理製造
・焼鳥の実演もありますので、少しずつ覚えていただきます
＊就業時間は１日６～７時間程度のシフト勤務です。
　相談に応じます。
＊お盆、年末年始の出勤可能な方を希望します。
＊明るく元気にお仕事できる方歓迎します。
＊６０歳以上の方歓迎します。

不問

他 有限会社　一文字

ナイトマネージャー（広
面店）

○夜間の現金、従業員、商品の管理を中心とした仕事です。
　・レジの売上管理
　・従業員の勤怠管理
　・商品の値引シール貼り、商品補充、整理など　
　・外出用務の場合もあり。（マイカー使用）

普通自動車免許
（ＡＴ可）

他 株式会社　マルダイ
毎　週

秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６
号

71人 018-835-6111

不問

71人 018-835-6111

不問
420人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-18444881

平成30年10月22日～
平成30年11月30日 雇用・労災

05010-18473981

鮮魚担当（広面店）

鮮魚加工業務全般
・魚介類の加工、刺身盛り合わせ、パック詰め
・商品の値付け、品出し、陳列等

いろいろな魚の切り方や調理方法も学べます。


リニューアルオープンに伴う大募集



不問

他 株式会社　マルダイ
毎　週

秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６
号

その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

0人 秋田県秋田市
12ヶ月

05010-18472681

チェッカー担当【秋田
市】

秋田市のスーパー内でレジ担当をしていただきます。

＊初めての方でも丁寧に指導します。（経験あれば優遇）

＊制服貸与します。

※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

不動産事務

下記のような業務を行っていただきます。
・不動産事務所の受付対応
・電話対応
・役所関係の調査業務
・物件の資料や契約書類作成業務
＊エクセルやワードを一般レベルで使用できる方を希望しま
す。
＊外出用務有り（自家用車使用・ガソリン代支給）

普通自動車免許
宅地建物取引士あ
れば尚良

日祝他 ベスト・プラン株式会社
毎　週

秋田県秋田市東通３丁目１１－５　コ
ンフォート広面

0人 018-874-7266

不問

0人 018-853-7746

ＰＣ基本操作
0人 秋田県秋田市

05010-18415981

05010-18414681

営業事務

・営業に関わる事務全般をお願いします。
・エクセル、ワード、メール処理等
・電話対応、関係各所との対応
・その他付随する業務

不問

土日祝 秋田エナジー株式会社
毎　週

秋田県秋田市外旭川字三後田２３１

毎　週
秋田県秋田市外旭川字三後田２３１

0人 018-853-7746

不問
0人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-18426481

テレフォンアポインター

・秋田県内の事業者へ電話をして頂いてアポイントを設定して
頂くお仕事です。
・電気料金の削減の簡単な説明を行いアポをとります。詳細
については営業担当が出向いて行います。

不問

他 秋田エナジー株式会社

窓口受付及び事務

○窓口受付及び事務業務に従事していただきます。
・窓口受付業務
（本の販売での現金受渡し、ポイント付与　等の対応）
・電話応対
・日々の会計処理業務（伝票処理と入力）
・信徒の各種データ入力
・会館掃除（掃除機掛け、トイレ掃除　等）
・銀行等への外出（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

木他 宗教法人　生長の家　秋田県教化部
毎　週

秋田県秋田市千秋北の丸４－５０

5人 018-834-3255

不問

不問
26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18462181

看護師又は准看護
師

土日他 株式会社　アースワン
毎　週

秋田県秋田市御所野堤台２丁目２－
１９

25人 018-829-0123

平成30年9月21日発行（平成30年9月20日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護職員

○ショートステイにおける看護業務全般を担当します。
（単独型短期入所生活介護施設、現在４０床）


℡ 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 880円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

6人 765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) 7時00分～11時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分
(3)17時00分～21時00分

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

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～18時00分 就業場所

43人 022-287-1259

不問
123人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-63629081

～平成31年3月31日
労災

05010-18443781

自動車の清掃スタッフ
［秋田市］

展示車・下取車・買取車の洗車・清掃を行っていただきます。
また、専用機具を使い、外装の磨きやコーティング作業も行
います。
専用機具の使用方法やコーティングの施行方法は指導いた
します。

＊未経験者でもできる仕事です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

火他 株式会社　イデアル
毎　週

宮城県仙台市若林区六丁の目西町
８－６１

毎　週
秋田県秋田市牛島東５丁目３番２６
号

71人 018-835-6111

不問
420人 秋田県秋田市

13人 秋田県秋田市

労災
05010-18440981

精肉担当（広面店）

食肉加工業務全般
　・食肉のカット、加工
　・パック作業及び値付け
　・商品の品出し及び陳列

新鮮なお肉の選び方・切り方・食べ方もしっかり学べます。

リニューアルオープンに伴う大募集

不問

他 株式会社　マルダイ

美容室店舗内補助（土
日のみ）



・電話応対（予約の確認）
・店内の掃除
・美容器具の清掃
・タオルの洗濯　等
・その他、付随する業務

不問

月他 株式会社　ＴＷＯＦＡＣＥ
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目４－４５

5人 018-893-3606

不問

不問
390人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-18469781

介護職員初任者研修
（旧ヘルパー２級）以
上（必須）
介護福祉士あれば尚
可

他 株式会社虹の街　あったかホームま
ごころ毎　週
秋田県秋田市牛島西１丁目１０番１６
号

0人 018-838-4511

2ページ中 2ページ

平成30年9月21日発行（平成30年9月20日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

生活支援員

≪２０１８年１２月開設　オープニングスタッフ募集≫
・サービス付高齢者住宅において、生活支援員として勤務し
ていただきます。
・お客様の安否確認、相談業務、生活支援（食事配膳や居室
の整備等）等、日常生活へのサポートをしていただきます。
※未経験の方でも研修、指導致しますので安心してご応募く
ださい。
【働き方改革関連認定企業】【秋田県】介護サービス事業所認
定評価制度

　　　　●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．　　９月２１日　㈱プレステージ・インターナショナル【オペレーター、受付スタッフ　他】
　２．　　９月２５日　㈱和敬園ショートステイ「御所野の森」【介護職】
　３．　　９月２６日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　４．　　９月２７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】
　５．　　９月２８日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ｼｮｰﾄｽﾃｲ介護職員、調理員】
　６．　１０月　１日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　７．　１０月　２日　㈱プレステージ・インターナショナル【保育士、社内ＩＴｽﾀｯﾌ、入力業務、受付ｽﾀｯﾌ　他】
　８．　１０月　３日　三協フロンテア㈱秋田店【展示販売場営業店長候補、営業職】
　９．　１０月　４日　太陽電機㈱秋田営業所【ルート営業と配送】
１０．　１０月　５日　社会福祉法人幸楽会【看護師・准看護師、介護員、訪問介護員】
１１．　１０月　９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】
１２．　１０月１０日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～16時30分 就業場所

時給

1人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

日給（時給換算）

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

2人 800円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 820円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～12時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分
(3) 9時00分～16時00分

時給

2人 900円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 1,150円～1,400円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

日給（時給換算）

1人 752円～752円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～12時15分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時30分 就業場所

7人 018-824-1313

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18500181

～平成30年12月25日
雇用・労災

05010-18538981

ホール係兼雑務

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

不問

水日祝 有限会社　盛
毎　週

秋田県秋田市八橋本町５－６－１

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

2人 018-888-5803

不問
3,496人 秋田県秋田市

5人 秋田県潟上市
12ヶ月

労災
05010-18488081

給食調理員（臨時職
員）

○学校の給食調理場で学校給食の準備、調理、および清掃
な
　どの業務を行っていただきます。

○１日の勤務時間は４時間です。

不問

土日祝他 秋田市教育委員会

訪問介護員（ホームヘ
ルパー）

○訪問介護業務
【仕事内容詳細】
　・利用者様宅に訪問し、身体介護、生活援助等のサービス
に従事していただきます。

＊直行直帰を基本とし、自家用車を使用します。
（ガソリン代支給）
＊就業時間、週所定労働日数については、希望を考慮します
のでご相談ください。（フルタイム可）

介護福祉士　又は
介護職員初任者研
修（ヘルパー２級）
普通自動車免許

他 特定非営利活動法人　なないろサ
ポートネットＯｈａｎａケアセンター毎　週
秋田県潟上市天王字長沼２０　グレ
プションＡ１０３

5人 018-874-8644

不問

32人 018-893-6377

不問
80人 秋田県秋田市

労災
05010-18513581

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18487181

介護業務全般

○ショートステイでの介護業務として、主に入浴介助、食事介
助、排泄介助等の生活介護サービスの提供を担当していた
だきます。

＊入社後、技術指導研修がありますので、初めての方でも心
配ありません。　　

働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言事
業所

不問

他 ショートステイ　だんだん（リネシス株
式会社）毎　週
秋田県秋田市土崎港西５丁目１２－
１７

毎　週
秋田県秋田市新屋朝日町１３－２５

20人 018-893-4137

不問
53人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-18485881

介護職員（拓稜ハウス
割山）

○介護業務（館内のみ）に従事していただきます。
・食事の世話、排泄の世話、入浴介助、更衣の介助等の生活
介助、清掃　等
・その他、付随する業務

＊未経験の方、丁寧な指導いたします。
＊定員２０名。


介護職員初任者研
修（ヘルパー２級）
以上

他 株式会社　シンワ

介護員（デイサービス）

○デイサービスでの介護業務全般に従事していただきます。
・食事、入浴、排泄介助等の日常生活の介助
・その他付随する業務

＊１日定員１３名以下の小規模デイサービスです。

＊原則、１２か月経過後期間の定めなしに転換します。


不問

土日他 株式会社　ヤマタクリエイト秋田
毎　週

秋田県秋田市広面字小沼古川端９７
－２

6人 018-838-0221

不問

13人 018-881-1120

不問
13人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-18493881

平成30年10月1日～平
成31年3月31日 労災

05010-18539581

プレカット設計補助

・ＰＣ操作（図面製図）
・来客・電話応対

＊簡単な製図等の作業となります。
＊実務未経験者可

不問

水祝他 株式会社　美研ウッド
毎　週

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０－８

毎　週
秋田県潟上市天王字上北野４－１４
３

58人 018-873-3177

パソコン（ワード・エ
クセル）の使用経
験がある方

6,707人 秋田県潟上市

134人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010-18535081

事務補助（総務・経理
又は求職者支援訓練
業務）

○施設内における事務補助（総務・経理又は求職者支援訓
練に関する事務補助）業務を担当していただきます。
・書類整理
・パソコン入力
・その他付随する業務

＊月１４日の勤務です。

不問

土日祝他 独立行政法人　高齢・障害・求職者
雇用支援機構　秋田支部

一般事務（パート）

≪業務拡大につき事務パート募集≫

・倉庫入出庫受付
・パソコン入力事務
・電話・来客応対
・まれに外出用務あり（社用ＡＴ車使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 秋印　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字一本木８０－
４

23人 018-869-7890

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

＊エクセル、ワード
を使える方

90人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18505581

不問

土日祝他 株式会社　共和
毎　週

秋田県秋田市川尻大川町９－３１

31人 018-862-7455

平成30年9月25日発行（平成30年9月21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

一般事務

○パソコンを使った業務管理の補助として従事していただき
ます。
・売上管理、売掛管理、顧客管理、商品管理などの業務
・専用ソフト、ＷＥＢ等を使用しての入力、出力業務
・商品発注業務
・エクセルやワードを使っての表計算および書類作成業務
・電話応対、来客対応など

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～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)13時30分～17時30分 就業場所

時給

2人 830円～830円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

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 就業場所

その他

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 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

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 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) 9時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 970円～970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～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～13時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 762円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～12時30分 就業場所

1人 018-801-0911

不問
6,820人 秋田県秋田市

労災
05010-18519081

雇用・労災
05010-18491481

清掃業務（テックランド
秋田御所野店）

○施設内の清掃全般に従事していただきます。
・モップ等を使用し、店舗内、事務室、トイレ、廊下他を清掃し
ます。
・１人で作業を行います。


＊月間１５日勤務となります。
　（カレンダーによる。土、日、祝日含む）

不問

他 キョウワプロテック　株式会社　秋田
事業所毎　週
秋田県秋田市中通４丁目１－２　秋
田スクエアビル３Ｆ

毎　週
秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

2人 018-865-0601

不問
320人 秋田県秋田市

504人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-18498681

クリーンスタッフ（秋田
市上下水道局）

○建物内の清掃（掃き、拭き、掃除機がけ）
・トイレ、洗面台清掃
・ごみ収集

＊制服貸与あり　
＊入社時研修とその他研修あり。


不問

土日祝 大洋ビル管理　株式会社

ルート配送

○会社車両によるルート配送に従事していただきます。
・医薬品を病院、開業医院、調剤薬局等へ配送
・バーコードリーダー（端末）を使用した倉庫内商品の出庫
等

＊配送は、秋田市内・男鹿市内・能代市内・由利本荘市内
＊社用車使用（ＭＴ・ＡＴ車あり。軽自動車中心ですが、
　一部ライトエースもあります）

＊配送、端末操作等は丁寧に指導致します。

普通自動車免許
（ＡＴ不可）

日祝他 株式会社　マルタケ　秋田支店
その他

秋田県秋田市卸町１－９－１８

19人 018-866-6310

不問

41人 018-845-0711

不問
41人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18504981

平成30年10月1日～平
成30年11月30日 雇用・労災

05010-18533281

配達補助

○２ｔ箱型トラックでの荷物の積み下ろしを補助する業務
　です。（手積み。雑貨など。）
○トラックの運転はありません。

＊業務内容の問い合わは（平日８：００～１７：００）まで受け付
けています（８４５－０７１１）

不問

土日祝他 秋田港北トラック　株式会社
毎　週

秋田県秋田市土崎港西４丁目６－４
４

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

不問
8,500人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18528381

出荷作業員
（９：００～１４：００）

○冷凍食品の出荷作業を担当していただきます。
・台車を使用し、冷凍庫からトラックまでの移動作業
・作業服は貸与します。

＊冷凍庫内の作業は数分です。

不問

土日祝 株式会社エフ・リンク・コーポレーショ
ン　秋田工場

畳・襖製造及び配送補
助

○主に機械よる畳・襖製造補助業務に従事していただきます
・顧客（主に一般家庭）への納品
・機械、事務所の清掃等
・その他、付随する業務

＊納品等の範囲は秋田市内が中心となります。
＊社有車（普通車バン、軽自動車）あり。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ヨシ
その他

秋田県秋田市横森５丁目１－１

3人 018-884-5533

不問

2人 090-8252-5546

代行運転経験１年
以上
地理・建物ある程
度わかる方

2人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010-18496081

雇用・労災
05010-18532881

代行運転（普通１種免
許）

○代行運転業務に従事していただきます。
・伴走車の運転（日報記入を含む）

＊お客様の状況等によって勤務時間は変動します。

＊週２日の勤務です

第１種　普通自動
車免許

月火水土日 サツキ代行
毎　週

秋田県秋田市新屋栗田町３１番
県営新屋住宅１１棟－４０２号

毎　週
秋田県秋田市牛島東５丁目６－３　メ
ゾン牛島１０１号

1人 018-893-4126

パソコン操作（エク
セル・ワード）必須
ＣＡＤ（ＪＷＷ）経験
あれば尚可

1人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市
平成30年12月1日～平
成30年12月25日 労災

05010-18516881

ＣＡＤオペレーター

○ＣＡＤオペレーターとして従事していただきます。
・ＣＡＤで構造図面を作成
・エクセル・ワードで簡単な書類作成
・その他、付随する業務

＊ＣＡＤ経験者を優遇しますが、意欲ある方はできるように指
導します。

不問

土日祝他 三浦建築設計事務所

製造補助（９：００～１７：
００）１２／２５まで

○製造補助作業に従事していただきます。
・蒲鉾の製造補助
・荷物の運搬（１０ｋｇ～１５ｋｇ）
・製品の包装作業

※雇用期間：Ｈ３０．１２．１～Ｈ３０．１２．２５まで

不問

日 株式会社　宮城屋蒲鉾店
な　し

秋田県秋田市楢山大元町１１－５

6人 018-833-0321

不問

不問
13人 秋田県秋田市

雇用・労災
05011- 1262781

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
（保育士、幼稚園教
諭、あれば尚可）

日他 豊謙介護　株式会社
毎　週

秋田県男鹿市船越字那場掛１０６－
５

3人 0185-35-3120
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児童支援員

○放課後ディサービス施設（定員１０名）での障がいのある児
童に対する支援業務全般です。
・日常生活の指導や支援
・レクリエーション活動の支援
・児童の送迎（普通車、ＡＴ車を運転）
・パソコンによる資料作成など
※３月オープンの新しい施設です。
　見学も可能です。事前に連絡をください。
※勤務時間、日数など相談に応じます。


