
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 280,000円～330,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 7時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 210,000円～380,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

2人 210,000円～380,000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 226,750円～256,750円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 196,750円～216,750円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30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45分～17時45分 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 18歳以上 就業場所

日給（月額換算）

1人 131,600円～131,600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25分～16時55分 就業場所

工事関係の現場管
理経験者


34人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 01230-17726881

日他 株式会社　宮田電設工業
その他

北海道札幌市白石区平和通１２丁目
北５－２９

3人 011-861-0301
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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

土木技術者（秋田県潟
上市）

土木工事にかかる現場管理業務、主に配管埋設工事・マン
ホール設置等業務。
鉄塔基礎工事の他、付随する業務を行っていただきます。

＊作業服貸与

土木施工管理技士２級以上
普通自動車免許（ＡＴ車限定不可・Ｈ１９．６月以降免許取得
の方は中型免許が必要）

看護師

○泌尿器科を主とする外来患者の看護業務全般を担当して
　いただきます。
・診療介助
・患者さんへの説明
・その他付随する業務

＊勤務表は職員の希望を入れて決めます。



看護師免許

日祝他 医療法人　秋田泌尿器科クリニック
毎　週

秋田県秋田市広面字谷地沖６－１

24人 018-889-3220

不問
24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16875481

臨床工学技士

○臨床工学技士が担当となる業務全般を担当していただきま
　す。
・血液浄化療法
・その他付随する業務

＊休みの日は勤務表作成時に希望を出して決めるので、ほ
ぼ希望通りになります。

臨床工学技士免許

日祝他 医療法人　秋田泌尿器科クリニック
毎　週

秋田県秋田市広面字谷地沖６－１

24人 018-889-3220

不問
24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16874581

機能訓練指導員【正社
員】

○デイサービスにおける機能訓練指導業務及び看護業務を
担当していただきます。
・機能訓練（運動指導等）
・訓練記録
・急変時対応
・レクリエーション補助
・その他、付随する業務
【働き方改革関連認定企業】【秋田県】介護サービス事業所認
証評価制度取得

看護師、准看護師、
作業療法士、理学療
法士のいずれか
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

日他 株式会社　虹の街　まごころセンター
毎　週

秋田県秋田市牛島西１丁目１０番１６
号

21人 018-884-1152

不問
390人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16914481

デイサービスの生活相
談員　　　【正社員】

○利用者およびご家族と他事業所等への連絡業務
（訪問時は社有車ＡＴ車使用）
・２０名前後（利用者）
・デイサービスの介護業務の協力　秋田市内
・食事、入浴、排泄等の身体介護、車の乗降の介護

【働き方改革関連認定企業】【秋田県】介護サービス事業所認
証評価制度取得

日他 株式会社　虹の街　まごころセンター
毎　週

秋田県秋田市牛島西１丁目１０番１６
号

21人 018-884-1152

390人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16919081

支援員

○就労継続支援Ｂ型事業において、
・利用者さんとの面接
・個別支援計画の作成
・支援記録の作成
・関係機関との連絡調整
　などの業務に従事していただきます。



不問

土日祝他 株式会社　アキタネット
毎　週

秋田県秋田市東通仲町２－１２

13人 018-893-5288

不問
27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16900181

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

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
～平成30年10月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-16897381

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。

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
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

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

05010-16899981

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。

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
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

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

平成30年10月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16853281

～平成30年10月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-16901081

臨時的任用職員（校務
事務補助）

○以下の各種業務に従事して頂きます。
　・給与、旅費に関すること。
　・来客・電話等の受付・応対に関すること。
　・文書作成等パソコン業務に関すること。
　（一太郎、ワード、エクセル使用）
　・その他職員より依頼・指示された事柄等。


不問

土日祝他

社会福祉士、社会
福祉主事、社会福
祉主事任用資格、
介護支援専門員
（実務経験１年以
上）のいずれか
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

49人

毎　週

～平成30年10月31日
雇用・労災・健康・厚生

毎　週

018-873-5251

パソコン操作可能
な方　（一太郎、
ワード、エクセル）

49人 秋田県潟上市

秋田県立秋田西高等学校
毎　週

秋田県潟上市天王字追分西２６－１

℡ 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 160,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分

月給

1人 160,000円～220,000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～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分

月給

1人 162,000円～203,900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15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ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 7時00分～ 6時59分 就業場所

時給（月額換算）

1人 121,600円～121,600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50分～17時35分 就業場所

月給

2人 143,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 210,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 185,000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 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 176,750円～196,750円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 160,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～19時00分 就業場所
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平成30年9月4日発行（平成30年9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

受付事務（カウンセ
ラー）

カウンセラーについて
・患者さんとＤｒ、衛生士との間を取り持つお仕事です。
　カウンセリングルームで患者さんからの話を聴いたり、
　こちらから治療計画、検査結果等をお伝えして頂きます。
・レセプト業務
・患者の予約応対　　・電話応対
・検診用のハガキ書き　　　
・カルテ直し・パソコン入力
・その他種々の事務業務 雇用・労災・健康・厚生

05010-16877881

不問

日祝他 ハピネス歯科クリニック
その他

秋田県秋田市牛島東７丁目１０番１
号

8人 018-874-9094

8人 018-874-9094

不問

不問
8人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 （全労済）　全国労働者共済生活協
同組合連合会

受付事務兼保育業務

【保育業務】
・職員及び来院者の子供の保育業務
【受付業務】
・レセプト業務
・患者の予約応対
・電話応対
・検診用のハガキ書き　　　
・カルテ直し・パソコン入力業務
・その他種々の事務業務

保育士

日祝他 ハピネス歯科クリニック
その他

秋田県秋田市牛島東７丁目１０番１
号

不問
3,504人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16878281

内勤担当／損害調査
職員

損害系共済（自動車共済等）の事故において、主に事故受
付、電話によるお客様対応、示談交渉等をおこなう業務で
す。

この業務を継続しておこなうには粘り強い折衝力と責任感が
求められます。常に自己研鑽ができ、仕事にやりがいを求め
る方が活躍できる仕事です。

秋田合同タクシー　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋南１丁目３－２２

毎　週
東京都渋谷区代々木２－１２－１０
全労済会館

9人 03-3299-0161

雇用・労災・健康・厚生
05010-16888081

平成31年1月1日～
雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070-82461681

配車係

・お客様から電話注文を受けて近くのタクシーに配車する。
・得意先のデータ入力


＊乗務員からの場所的な問合せに答えたりしますので、秋田
市内の地理にある程度詳しい方、お客様に丁寧に対応できる
方。

不問

他

7人 018-823-9705

不問

59人 018-864-1227

ワード、エクセルの
データ入力できる
方

59人 秋田県秋田市

不問

他 リフレクト（有限会社オウスクール）

郵便局窓口事務

○郵便局窓口事務を担当していただきます。
・窓口での切手、はがき等の販売
・窓口での当社カタログ商品等の販売
・その他郵便局業務に付随する作業
＊将来的には貯金、保険業務に就いていただく場合もありま
す。
※試用期間を経てスキルを習得した場合（概ね６ヶ月程度で
習得可能）は秋田市内１２カ所ある郵便局への支援業務あ
り。

不問

土日祝他 日本郵便株式会社　秋田県庁構内
郵便局毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１－１

不問
5人 秋田県秋田市

秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-16861281

婦人服販売

・婦人服商品の陳列、検品、レジ業務を担当をしていただきま
す。
　　（個人ノルマはありません）

＊販売の仕事を初めて経験する方でも大丈夫です。丁寧に
指導いたします。
＊就業場所は希望に応じます。

佐藤株式会社　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市御所野湯本４丁目１－
６

その他
秋田県秋田市中通２丁目６－１
西武秋田店　２Ｆ

3人 018-836-0220

雇用・労災・健康・厚生
05010-16854181

雇用・労災・健康・厚生
05010-16879181

営業職

・営業業務として、得意先への販売活動に従事して頂きま
す。
・パソコン操作（文章入力、帳簿作成、見積書作成等）
・その他、付随する業務
・営業エリア（秋田県内、県北以外）
＊社用車あり（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他

10人 018-823-4526
パソコン操作（エク
セル、Ｅメール等）
業種を問わず営業
の経験があれば尚
可

60人 018-889-9170

不問
387人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　アートシステム

ルート営業

○業務用洗濯洗剤のルートセールス

・業務用洗濯機使用のお客さんへの営業
・クリーニング店、コインランドリー
・介護施設等への営業
・社用車使用
・携帯電話支給

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 佐川商事　株式会社
その他

秋田県秋田市大町１丁目６－２３

不問
21人 秋田県秋田市

17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16884781

営業サポート

○広告関連業務の営業サポート
・広告やイベント等の、企画、提案、現場対応のサポート
・取引先への届け物
・ワード、エクセル等のＰＣ操作
・社用車使用

株式会社　虹の街　まごころセンター
毎　週

秋田県秋田市牛島西１丁目１０番１６
号

毎　週
秋田県秋田市山王５丁目１５－３３

21人 018-863-2652

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16916881

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16866981

介護員【正社員】

○デイサービスにおける介護業務全般を担当していただき
ます。
・食事、入浴、排泄等の身体介護
・車両乗降の際の介護
・レクリエーションの運営
・その他、付随する業務
※送迎をしていただく場合もあります。（社有車ＡＴ使用）
【働き方改革関連認定企業】【秋田県】介護サービス事業所認
証評価制度取得

介護職員初任者研
修（ヘルパー２級）
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他

その他
秋田県秋田市川元山下町２－１　広
幡ビル１階

8人 018-807-2198

不問

21人 018-884-1152

不問
390人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16904981

まつ毛エクステ、アイリ
スト

○まつ毛エクステ業務に従事していただきます。
・勤務時間など働き方はご相談で調整可能です。
・経験不問です

＊新店での勤務になります





不問

月他 株式会社　ポルク



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 210,000円～300,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2)12時00分～22時00分

月給

1人 170,000円～180,000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 18歳以上 就業場所

月給

2人 215,000円～215,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～35歳 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)14時00分～23時00分

月給

1人 150,000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30分～17時30分 就業場所
(2) 6時30分～16時00分

月給

2人 140,000円～155,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

2人 151,200円～280,800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00分～18時00分 就業場所

月給

1人 165,000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 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 165,000円～190,000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) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)21時00分～ 6時00分

月給

2人 176,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 7時30分～17時30分 就業場所

月給

3人 200,000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 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

平成30年9月4日発行（平成30年9月3日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

店長候補・一般社員
（炙り牛タン万）

○店舗運営業務全般を担当します。
・食材の仕込み　・食品の発注　・調理業務
・接客　・レジ操作　・配膳下膳
・スタッフの教育　・シフト管理　・経費管理
・その他、付随する業務

＊東北エリア転勤の可能性あり。

※就業する店舗についてはご希望に応じます。

不問

他 株式会社　ピアーサーティー東北
毎　週

秋田県秋田市御所野地蔵田１丁目１
－１　イオン秋田ＳＣ１Ｆ

20人 018-893-5513

不問
2,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16920981

店舗スタッフ

○昼はカフェ、夜はＢａｒスタイルの店舗となります。経験に応じて
オーダーからドリンク作り、会計、レジのオープンクローズ業務に至
るまでを順次指導していきます。
〈ホール業務〉
・昼はカフェはセルフサービス形式、夜はＢａｒはフルサービス形式と
なります。
〈キッチン業務〉
・フードメニューの簡単な調理と仕込みが中心です。
＊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 株式会社　山二
その他

秋田県秋田市中通２丁目２－３２

19人 018-833-6611

不問
360人 秋田県秋田市

～平成31年3月15日
雇用・労災・健康・厚生

05010-16907781

サービス（フード）／秋
田川元店

「はなまるうどん店舗」にて、店舗運営管理全般をお任せしま
す。研修後、店舗勤務の経験を経て、店長をお任せする予定
です。

※既卒の方、積極的に採用。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　はなまる
その他

東京都中央区日本橋箱崎町３６番２
号　１８階

30人 03-5651-8701

不問
5,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010- 8828082

日本酒の製造

○酒造業務全般（冬季）
・酒造りにおける米の運搬、洗米、かい入れ、蔵の清掃等

○瓶詰工場業務全般（夏季）
・配達業務あり（２ｔトラック使用）


＊将来的には杜氏（醸造責任者）を補佐してもらいます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 秋田酒造　株式会社
毎　週

秋田市新屋元町２３－２８

10人 018-828-1311

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16908881

段ボール製造工【急募】

○工場内での段ボール製造諸作業に従事して頂きます。
・段ボール加工（印刷機及び抜加工機での作業）
・製造部、その他の作業（貼り作業、結束作業他）に従事し
　て頂くこともあります。

＊退職者補充の為の急募です。

＊１年毎の契約更新制

不問

日祝他 王子コンテナー　株式会社　秋田事
業所その他
秋田県秋田市御所野湯本６丁目２－
３４

14人 018-892-6670

不問
1,938人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16872681

外壁貼作業員

○建築現場での外壁貼作業に従事していただきます。

・現場は主に秋田県内で、秋田市が８割程度となっています。
・会社に集合して現場に向かいます。社用車（ＡＴ）使用。
・高所作業があります。


普通自動車（ＡＴ限
定可）

日他 富樫工業
その他

秋田県秋田市新屋松美ガ丘東町６
－５３

1人 018-866-7467

不問
1人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16886281

看板製作および取付

○ネオンサイン、電飾案内板の広告物等の看板製作および
取付作業
・鉄骨の溶接工事　　・電気工事
・広告物本体の鉄骨加工
・イルミネーション工事
＊社用車はＡＴ車、ＭＴ車あります。

＊未経験者は入社後丁寧に指導します。
＊入社後資格（電気工事士）取得可能です。

・普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 東京電装工業　株式会社
隔　週

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－１１７

9人 018-862-8686

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16906481

電気工事作業員

○ＪＲ東日本旅客鉄道（株）の外線電気工事（電力、電車線）
の作業です。
・最初は道具の準備、道具運び、片づけ等補助作業を行って
いただきます。
＊研修も行っており、初心者に丁寧に指導します。
＊就業時間（２）は現場により異なる場合があります。
＊材料積込及び工具類準備、その他補助作業を行って
　いただきます。
＊ＪＲ電車線工事専門ですから、受注は安定しております。


中型自動車免許（８ｔ
限定可、ＡＴ限定不
可）
電気工事士資格者優
遇

土日祝他 千代田電設　株式会社
毎　週

秋田県秋田市柳田字石神２２番地１

6人 018-832-3832

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16855081

土木作業員（秋田県潟
上市）

電気・送電線工事にかかる土木作業を行っていただきます。
主に電線類の地中化にかかる作業、埋設、マンホール設置
等
その他一般土木工事関連の業務、及び付随する業務です。

＊社有車（ＭＴ車）使用
＊作業服貸与あり
＊年に２～３回県外（東北及び札幌）出張もあります。



普通自動車免許
（ＡＴ車限定不可、
平成１９年以降は
中型免許）

日他 株式会社　宮田電設工業
その他

北海道札幌市白石区平和通１２丁目
北５－２９

3人 011-861-0301

不問
34人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 01230-17723581

橋梁補修作業員

＊斫り工・左官工・塗装工・鉄筋（鍛冶）工・型枠工
　アンカー工として次の業務に従事します。
　≪傷んだ橋の補修工事≫
　　・断面修復（コンクリートの打替え）
　　・伸縮装置交換・高欄取り替え　
　≪耐震補強工事≫
　　・アンカー工事・モルタル注入　
★現場には会社に集合し、社有車にて向かいます。
＊経験のない方も大歓迎です。丁寧に指導いたします。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　東北特殊工事
その他

秋田市河辺豊成字祖神台１０３－１

11人 018-853-7987

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16868481

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 198,000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）

2人 138,240円～138,240円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 137,600円～137,600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) 6時00分～15時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 129,600円～129,600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 (1) 8時15分～16時45分 就業場所

月給

1人 150,000円～230,000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

○グレーダーオペレーター及び舗装作業員として土木作業全
般の業務に従事していただきます。
・グレーダーによる整地　等
・道路、駐車場の舗装
・側溝の入替
・下水道復旧　等

＊主に現場は秋田市内です。
＊作業着貸与。

018-878-3626

4ページ中 4ページ

平成30年9月4日発行（平成30年9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

グレーダーオペレー
ター及び舗装作業員

15人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16857681

日他 有限会社　京谷土建
その他

秋田県潟上市天王字江川１８－２

15人

出荷作業、荷受出荷、
倉庫内作業（フォークリ
フト）【秋田】

○食品（菓子食品が主）の仕分け（入荷、出荷、整理）
・フォークリフトによる倉庫作業
・ピッキング作業　等

＊月末・月初残業あり（１０時間程度）

フォークリフト技能
免許

日祝 株式会社　ライフサポート・エガワ東
北　秋田支店その他
秋田県秋田市御所野湯本６丁目２－
３７

62人 018-874-7775

不問
93人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16939581

運転手（配送業務）

○２ｔ車を使用したルート配送業務に従事していただきます。
・食品の配送です。
・配送エリアは秋田県内です。

＊入社後ベテラン社員に同乗して研修を行い、その後の乗務
となります。

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

準中型自動車運転
免許以上

他 秋田三八五流通　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港相染町西山根
１－１

40人 018-846-6011

不問
秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16863081

アパート清掃

○秋田市内のアパートの清掃に従事していただきます。
・ハウスクリーニング（キッチン、床、トイレ、水回りの
　清掃）作業

＊移動には社有車又は自家用車（ガソリン代別途支給）を
　使用します。
＊就業時間は状況により変動する場合あり
＊経験者優遇　未経験者の方　歓迎します

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ホームクリニック　秋田営
業所

05010-16873981
株式会社　北日本環境

毎　週
秋田県秋田市飯島字平右衛門田尻
２３３番地の１

その他
秋田県秋田市泉字登木２２７－２　ソ
ルナビル２Ｆ

8人 018-863-9998

20人 秋田県秋田市

018-857-1343

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16909281

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）及
び車両系建設機械
（グレーダー）（重機
関係資格及び土木
施工１級又は２級
保有者優遇）

現場作業及び運転（幹
部候補）

・産業廃棄物の収集作業
・産業廃棄物の分別作業
・建物解体工事
・工作物、機械類の解体作業
・秋田市道路除雪

＊２ｔ～４ｔトラック使用
＊現場は秋田市、能代市、由利本荘市が中心となります。


普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
（大型特殊免許、車
両系の免許を持って
いる方は優遇します）

土日祝

6人

雇用・労災・健康・厚生
不問

160人

　　　　●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　４日　あさひ自動車㈱【タクシー乗務員、配車係員】
　　２．　９月　５日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　３．　９月　６日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　　４．　９月　７日　社会福祉法人晃和会【介護職員】
　　５．　９月１０日　㈱和敬園　ショートステイ「御所野の森」【介護職】
　　６．　９月１１日　㈱プレステージ・インターナショナル【ロードアシスタンス・オペレーター　他】
　　７．　９月１２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　８．　９月１４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】

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 1,300円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,500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 1,250円～1,450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～12時30分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分

時給

1人 1,250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)14時00分～16時45分 就業場所
(2)14時00分～18時00分

時給

1人 820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 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分
(3)12時00分～18時00分

時給

2人 2,000円～2,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 880円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 就業場所

時給

1人 750円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 64歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

平成30年9月4日発行（平成30年9月3日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師

○乳腺外科、内科を中心とする外来業務をしていただきま
す。
・乳がん患者さんへの診療介助
・乳がん検診介助
・診療に関わる業務など



看護師または准看
護師

木日祝他 はしづめ　クリニック
毎　週

秋田県秋田市山王新町１９－２７

8人 018-883-3388

不問
8人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-16880681

看護職員（ショートステ
イ／遅番）

○ショートステイでの業務を行っていただきます
・高齢者の方の対応　他付随する業務

＊勤務時間は相談に応じます。

＊ブランクのある方、安心して応募可。　　　　　　　　　

＊ダブルワーク可

看護師・准看護師
免許
普通自動車免許／
ＡＴ可

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

29人 018-893-4546

不問
29人 秋田県秋田市

労災
05010-17025181

看護師（パートタイマー
午前）（正准不問）

○小児科患者様への対応、問診、処置、家族への指導等を
行っていただきます。ただし、点滴や採血は基本的に医師が
行います。勤務はシフトによります。

（１）平日午前は週１～３回、
（２）土曜日は月に２～３回程度
以上の組み合わせ勤務です。



看護師、准看護師

日祝他 さくら小児科医院
毎　週

秋田県秋田市桜１－１－１１

7人 018-825-5560

不問
7人 秋田県秋田市

5ヶ月
労災

05010-17056481

看護師（パートタイマー
午後）（正准不問）

○小児科患者様への対応、問診、処置、家族への指導等を
行っていただきます。ただし、点滴や採血は基本的に医師が
行います。勤務はシフトによります。

就業時間
（１）は週２～４回程度、
（２）は週１回程度、
以上の組み合わせ勤務です。

看護師、准看護師

土日祝他 さくら小児科医院
毎　週

秋田県秋田市桜１－１－１１

7人 018-825-5560

不問
7人 秋田県秋田市

5ヶ月
労災

05010-17058881

放課後等デイサービス
事業支援補助

○障害をもつ小・中・高校生の生活能力向上の為の支援。
　（学習、食事、排せつ、運動　等）

＊定員１０人に対して職員４～５人体制
＊送迎業務あり（公用車使用）

パソコン操作（ワード・エクセル）可能な方
（保育士・児童指導員及び障害福祉施設勤務経験があれば
尚可）

不問

他 社会福祉法人　秋田県社会福祉事
業団　高清水園その他
秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
１４－１

87人 018-829-3577

752人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-17052381

介護関連講座講師［秋
田市］

介護関連講座の講師のお仕事です。
「介護職員初任者研修」「実務者研修」などの講座の
講師業務を担当して頂きます。

受講生の成長にやりがいを感じるお仕事で、自己成長にもつ
ながります。

＊研修有：未経験者歓迎
＊年度毎契約更新

正看護師（５年以
上）
介護福祉士（５年以
上）

他 株式会社　日本教育クリエイト　仙台
支社毎　週
宮城県仙台市青葉区中央１丁目６－
１８　山一仙台中央ビル７階

8人 022-716-5667

資格取得後、実務
経験５年以上

1,400人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
04010-58033781

事務

・電話対応、接客（お客様へのお茶・コーヒー等を提供等）
・振替伝票の記入
・帳票の合計額の計算
・発注書、運送依頼書等のＦＡＸ送信

普通自動車免許
（通勤用）

土日祝 有限会社　大潟愛情米クラブ
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字中央４－５

2人 0185-22-4485

不問
2人 秋田県南秋田郡大潟村

～平成30年12月25日
雇用・労災・健康・厚生

05011- 1219681

一般・受付事務、データ
入力事務等（～３０．１
２．２８）

○管理運営第一部門において受付業務を主に担当して頂き
ます。
・パソコンへのデータ入力
・来署者からの書類受付、案内
・書類の仕分けや編てつ　等　　　　　　　　　　　　　　
＊通勤に当たっては、庁舎敷地内駐車場は利用できません。
※雇用期間等は、下記のとおり
　　平成３０年１０月９日～平成３０年１２月２８日　

不問

土日祝 秋田南税務署
毎　週

秋田県秋田市中通５丁目５－２

130人 018-832-4121

パソコン操作の可
能な方
＊ワード及びエクセ
ル

130人 秋田県秋田市
平成30年10月9日～平
成30年12月28日 雇用・公災

05010-16856381

カルチャーセンターの
受付及び教室準備（秋
田駅前）

カルチャーセンター内での受付業務及び教室セッティングの
お仕事です。（土、日、祝日は交替勤務あり）

＊具体的には、
　・受講生の入金管理、出金管理
　・講師との連絡等


講座内容等は、ホームページをご覧ください。

不問

月金土日 株式会社　カルチャー
毎　週

相模原市南区相模大野３－１－７　カ
ルチャービル４Ｆ

8人 042-746-9212

ＰＣ基本操作（エク
セル、ワード）

750人 秋田県秋田市

労災
14090-12117881

一般事務【秋田市】入
力、電話対応などの作
業♪

【一般事務】在宅訪問医療マッサージを提供する事業所の事
務員として、以下の業務をお願いします。
・書類作成
・電話応対
・介護事業所等への書類提出
◎お仕事に慣れてきたら…
施術スタッフの訪問シフト管理なども徐々に教えていきます。
また、介護事業所への書類提出など、外出業務をお願いする
こともございます。

自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

土日 株式会社フレアス
毎　週

東京都渋谷区初台２ー５－８　西新
宿豊国ビル２Ｆ

23人 0120-938-841

入力などの簡単な
ＰＣ作業、電話対応
経験など

630人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
13070-82218981

℡ 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（時給換算）

1人 1,110円～1,110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 920円～920円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所

時給

1人 813円～813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45分～13時00分 就業場所
(2)12時45分～17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

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時30分～20時00分 就業場所
(2)15時00分～20時00分
(3)16時00分～20時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所
(2) 8時00分～12時00分

時給

3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 就業場所

時給

5人 750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 750円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,297円～1,763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
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 4時30分～ 9時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時30分
(3)12時00分～19時00分

時給

2人 738円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～11時30分 就業場所
(2)15時00分～20時00分

4ページ中 2ページ

平成30年9月4日発行（平成30年9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

事務員

○県議会議員控室の応接業務に従事していただきます。
・来客応対、電話応対
・文書作成、整理
・お茶、昼食の給仕
・インターネット、新聞等の関連情報収集
・その他、雑用
＊雇用期間終了後は、１年更新となります（条件あり）

平成30年10月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-17034081

不問

土日祝他 秋田県議会事務局　総務課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

42人 018-860-2111

950人 018-884-6010

ワード、エクセル
（入力程度）

パソコン操作（一太
郎、ワード、エクセ
ル）

42人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社コメリ　東北地区本部

技能系スタッフ（病理
部）

病理部において次の業務に従事していただきます。
・病理検体の受付
・検査補助業務



　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝 秋田大学医学部総務課
毎　週

秋田県秋田市本道１－１－１

不問
10,890人 秋田県南秋田郡八郎潟町

1,400人 秋田県秋田市
平成30年9月20日～平
成30年11月14日 雇用・労災・健康・厚生

05010-17051081

販売員（八郎潟店）

・商品の発注
・品出し
・接客
・その他店舗営業に関わる付随する業務
※お客様からの質問にお答えしたり、商品の売り場をご案内
することもあります。レジ業務に入ることもあります。

株式会社　西松屋チェーン　秋田茨
島店毎　週
秋田県秋田市茨島６丁目１１番７号

その他
岩手県花巻市空港南１丁目１番地

5人 0198-26-1381

6ヶ月
雇用・労災

05010-16926181

12ヶ月
労災

03040- 4262781

販売員

○ベビー・子供服等の販売業務に従事していただきます。
・レジ業務
・接客応対
・商品の品出し
・商品の整理
・店内清掃
・その他、付随する業務

不問

他

35人 018-845-0422

不問

7人 018-867-1231

不問
6,000人 秋田県秋田市

不問

日他 社会福祉法人　敬仁会

営業（本店）

○牛乳宅配の営業
（一般のご家庭に牛乳の試供品をお届けし、試飲後に商品の継続を
おすすめするお仕事です。また、イベント会場にて骨密度測定会を
実施し、牛乳をおすすめします。）
＊車両持ち込み可能な方。
（車輛借上代とガソリン代を別途支給します。）
＊営業経験がない方でも大丈夫です。
＊２ヶ月目から独り立ちできます。現在１２名の男女の方々が仕事に
携わっています。
＊慣れるまでは、同行教育をいたします。

普通自動車免許
（車の持ち込み可
能な方）

土日祝 株式会社　サンシーアイ
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央６丁目１０
番１０号

不問
170人 秋田県潟上市

75人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-17036681

介護補助員（くらかけの
里）　【パート】

○介護職員の補助業務をしていただきます
・清掃、片付け、備品の準備、ベッドメイキング
　利用者様の見守り、付き添い、話し相手、　他
・その他、付随する業務

＊一般入所者１００名
　通所利用者　１２名


有限会社　在宅ケアセンター
毎　週

秋田県秋田市下北手松崎字前谷地
１４２－１

毎　週
秋田県潟上市天王字鶴沼台４３－２
２６

70人 018-878-5533

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-16935081

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-16852881

介護スタッフ「はる風」

○小規模多機能型居宅介護施設において、通いサービス・訪
問サービス・宿泊サービスに必要な介護全般に従事していた
だきます。
・利用者２５名
・介護スタッフ１３名体制
・利用者の送迎（社用車はＡＴ車で小型車～ワゴン車を使用し
ます）


普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）　２級ホー
ムヘルパーまたは実務
者研修または介護福祉
士があれば尚可

他

14人 018-887-3886

不問

12人 018-887-3886

経験１年以上
49人 秋田県秋田市

・ホームヘルパー２級
又は、介護職員初任
者研修終了
・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

他 有限会社　在宅ケアセンター

介護スタッフ

○小規模多機能型居宅介護施設において、通いサービス・訪
問サービス・宿泊サービスに必要な介護全般に従事していた
だきます。
・利用者２９名
・介護スタッフ１４名体制
・利用者の送迎（社用車はＡＴ車で小型車～ワゴン車を使用し
ます）

＊勤務状況等により年度毎の契約更新

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）　２級ホー
ムヘルパーまたは実務
者研修または介護福祉
士があれば尚可

他 有限会社　在宅ケアセンター
その他

秋田県秋田市下北手松崎字前谷地
１４２－１

不問
49人 秋田県秋田市

49人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-16936381

ホームヘルパー（直行
直帰）

○ホームヘルパー業務をお願いします。
・利用者様の立場に立って、日々の生活を援助させていただ
　きます。

＊就業時間は相談に応じます。
＊原則として利用者宅様へ直行・直帰です。
＊勤務状況等により１年毎の契約更新制。

有限会社　クリーンマジック
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
１１

毎　週
秋田県秋田市下北手松崎字前谷地
１４２－１

16人 018-887-3886

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-16898681

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-16937681

調理員「ハートフルケア
秋田」【パート】

・入所者様への食事提供業務（調理、盛付、食器洗浄等）
　食数は朝・夜２０食、昼３５食程度
・社内弁当提供業務
　月～金：４０～５０食、　土：２０食程度
以上の業務を正職員２名、パート２名で行って頂きます。

＊就業時間は、基本的には（１）～（３）の交替勤務です

不問

他

その他
秋田県潟上市天王字追分西２９－７
６　秋田県総合教育センタ－内

8人 018-873-7871

不問

23人 018-867-7507

不問
65人 秋田県秋田市

5,500人 秋田県秋田市
2ヶ月

労災
05010-16871381

調理補助「さらさ秋田駅
前」

○介護付有料老人ホームにおいての調理補助を担当してい
た　だきます。
・入所者４５人分の調理補助業務（朝、昼、夕）
・食器洗い
・清掃等
・調理員３名体制
・その他、付随する業務
＊制服貸与
＊契約更新後１年経過した場合、１年毎の雇用契約となりま
す。

不問

他 一冨士フードサービス　株式会社　秋
田事務所



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 830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

時給

2人 830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)11時00分～16時00分 就業場所

時給

2人 830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～21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) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

2人 780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 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 就業場所

時給

1人 770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 865円～865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) 1時00分～ 6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)14時00分～18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

平成30年9月4日発行（平成30年9月3日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

キッチンスタッフ（炙り牛
タン万）（９時～１４時）

○キッチンでの業務全般に従事していただきます。
・調理および仕込作業
・食器、調理器具の洗浄

＊レジ及びホールでの作業はありません。
＊制服貸与あります。
＊勤務日数は相談可能です。


不問

他 株式会社　ピアーサーティー東北
毎　週

秋田県秋田市御所野地蔵田１丁目１
－１　イオン秋田ＳＣ１Ｆ

20人 018-893-5513

不問
2,000人 秋田県秋田市

労災
05010-16922481

キッチンスタッフ（炙り牛
タン万）（１１時～１６時）

○キッチンでの業務全般に従事していただきます。
・調理および仕込作業
・食器、調理器具の洗浄

＊レジ及びホールでの作業はありません。
＊制服貸与あります。
＊勤務日数は相談可能です。


不問

他 株式会社　ピアーサーティー東北
毎　週

秋田県秋田市御所野地蔵田１丁目１
－１　イオン秋田ＳＣ１Ｆ

20人 018-893-5513

不問
2,000人 秋田県秋田市

労災
05010-16923781

キッチンスタッフ（炙り牛
タン万）（１６時～２１時
３０分）

○キッチンでの業務全般に従事していただきます。
・調理および仕込作業
・食器、調理器具の洗浄

＊レジ及びホールでの作業はありません。
＊制服貸与あります。
＊勤務日数は相談可能です。


不問

他 株式会社　ピアーサーティー東北
毎　週

秋田県秋田市御所野地蔵田１丁目１
－１　イオン秋田ＳＣ１Ｆ

20人 018-893-5513

不問
2,000人 秋田県秋田市

労災
05010-16924881

調理補助（ＮＴＴ東日本
秋田支店中通ビル食
堂）

○食堂及び厨房内作業全般
＊各自能力に応じたセクションを担当していただきます。
＊調理方法や業務は一から指導いたします。


＊雇用期間は年度毎の更新です。

＊曜日・時間帯は各自のライフスタイル合わせて調整するよ
う努力します。ご相談ください。

不問

土日祝 有限会社　桃山
毎　週

秋田県秋田市中通６丁目１５－１８

7人 018-831-3838

家庭料理程度
44人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-17035381

接客・調理補助（広面
店）

○自社焙煎の高品質なコーヒーとパスタやスイーツなどオリ
ジナルの商品を提供、販売しているカフェのお仕事です。
・接客は主にラウンジでのお客様応対や豆の販売などを行い
　ます。
・調理補助はパスタ、サンドイッチ、デザートなどの作成や
　仕込みを行います。
＊お客様とコミュニケーションを取り、明るく前向きに仕事がで
きる方、大歓迎です。
＊就業時間、曜日についてはご相談下さい。

不問

他 ナガハマコーヒー　株式会社
毎　週

秋田県秋田市外旭川字小谷地１１０
－１

24人 018-869-7666

不問
60人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16858981

ベッドメイク

○ベッドメイクの業務に従事していただきます。

・客室清掃
・簡単な調理

＊どなたでも出来る簡単な業務です。接客もほとんどありま
せんので、人見知りの方も応募してみませんか？

不問

他 株式会社　ア・ヴィング
その他

秋田県秋田市大町１丁目５番３４号

6人 018-862-0111

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16864381

装備工房の縫製作業
員【急募】

○消防、警察、防衛関連用品（バッグ類等）の縫製業務全般
に従事していただきます。

＊仕事の内容により在宅勤務も可能です。
＊労働日数・時間の希望にも相談に応じます。

※新規受注による【急募】です。

不問

他 株式会社　みらい
毎　週

秋田県秋田市川尻上野町１－１９

22人 018-896-6226

不問
22人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16905581

トラック運転手（２ｔ／秋
田営業所）

読売新聞・朝日新聞・日本経済新聞及び各紙に付随するスポーツ新
聞等の系列の新聞を２ｔトラック（箱車）や１ｔワゴン車で男鹿方面、亀
田方面及び由利本荘～小砂川間方面の新聞店へ新聞を配送する
仕事です。
各車（３台）とも新聞の積込みは当営業所前にて横持ち、縦持ちとな
ります。
月１回程度、大仙（刈和野）配送があります。
※社内独自に、条件付きで返済免除の奨学金制度があり、そ
れを活用して、資格を取得して活躍している社員が複数います。
※勤続が長い人が多く、定年後も再雇用で活躍しています。

準中型自動車免許
（ＡＴ限定不可）以
上

他 大日運送　株式会社
その他

青森県青森市大字野内字菊川６－６

5人 017-726-3166

不問
54人 秋田県秋田市

雇用・労災
02010-16554681

お弁当配達

○配達業務に従事して頂きます。
・お弁当の配達（高齢者専門）
・其の他付随する業務

＊制服貸与いたします
＊配達範囲は秋田市内です。
＊配達には、社用車を使用して頂きます。（ＡＴ車）

【６０歳以上の方応募可能】

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 宅配クック１２３　秋田中央店
毎　週

秋田県秋田市泉字登木２１２－３

17人 018-874-7353

不問
250人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16876781

レンタル業務一般（ダス
キン広面）

○ダスキンレンタル契約者を定期的に訪問し、商品の交換・
回収に従事していただきます
○当社商品情報をお客様へ提供いたします
○品出し作業や在庫管理なども行ないます　
○新規開拓

＊担当エリアは秋田市、大仙市です
＊業務には社有車を運転します（ＭＴ・ＡＴあり）
＊制服支給

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　大応　ダスキン広面
毎　週

秋田県秋田市広面字樋ノ沖１７－４

7人 018-831-7048

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16891481

℡ 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 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～16時30分 就業場所

時給

1人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～12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 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)14時30分～15時30分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時00分～15時30分 就業場所

時給

1人 738円～738円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

4ページ中 4ページ

平成30年9月4日発行（平成30年9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

配達及び商品管理

○仏事返礼品ギフトの配達及び商品管理をしていただきます

【配達】
・得意先への配達
・ワンボックス車（ＡＴ車）使用
・配達先は秋田市内及び市内から１時間程度の範囲

【商品管理】
・商品の入出荷等のチェック作業

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 有限会社　アキシマ
その他

秋田県秋田市土崎港北７丁目５－３
１

6人 018-880-5078

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16915781

（請）清掃業務（秋田中
央郵便局社屋）［秋田
市］

・建物内の清掃
・構内の清掃
・ゴミの回収、集積所への運搬、移動
・拭き掃き掃除
・トイレ掃除
＊上記就業場所で更新の可能性あり

不問

火木土日祝他 日本郵便オフィスサポート　株式会社
東北支社その他
宮城県仙台市太白区門前町４－５

3人 022-248-3661

不問
181人 秋田県秋田市

～平成31年6月30日
労災

04010-58457681

清掃業務補助（ダスキ
ン広面）

○清掃業務補助に従事していただきます
・窓、水回り等の拭き、掃き、簡単なワックス掛け
・当社商品情報をお客様へ提供いたします

＊エリアは秋田市内です
＊業務には社有車を運転します（ＭＴ、ＡＴあり）
＊制服支給

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　大応　ダスキン広面
毎　週

秋田県秋田市広面字樋ノ沖１７－４

7人 018-831-7048

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16889381

清掃業務（水・金）

○医院内清掃業務に従事していただきます
・床、水回り等の拭き、掃き
・日常清掃ですので、モップ・掃除機など一般的な用具を使
　用します。

＊専用機を使用しての清掃は有りません。
＊就業時間　１４：３０～１５：３０　水・金
＊休みについては相談に応じます。
＊直行直帰になります。


不問

月火木土日 株式会社　大応　ダスキン広面
毎　週

秋田県秋田市広面字樋ノ沖１７－４

1人 018-831-7048

不問
30人 秋田県秋田市

労災
05010-16903681

清掃業務（月・火・木・
土）

○医院内清掃業務に従事していただきます
・床、水回り等の拭き、掃き
・日常清掃ですので、モップ・掃除機など一般的な用具を使
　用します。

＊専用機を使用しての清掃は有りません。
＊就業時間　１４：００～１５：３０　月・火・木・土
＊休みについては相談に応じます。　
＊直行直帰になります。


不問

水金日祝 株式会社　大応　ダスキン広面
毎　週

秋田県秋田市広面字樋ノ沖１７－４

1人 018-831-7048

不問
30人 秋田県秋田市

労災
05010-16911681

（請）クリーンクルー（秋
田市土崎港西）

○担当していただく業務は、以下の通りとなります。

　店内の一般清掃業務
　・機械による清掃作業
　・ゴミ回収（リサイクル品など）
　・トイレ清掃

＊業務上車を使用する機会はありません。

不問

他 株式会社　ニュースペース

～平成31年2月28日
労災

15010-34120981

その他
新潟市中央区山二ツ５７６番地１１号

4人 025-287-1251

不問
269人 秋田県秋田市

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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　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　４日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【デイサービス・ショートステイ介護職員　他】
　　２．　９月　７日　㈱全建【大型ウイング・トレーラー乗務員、海上コンテナー配送乗務員　他】

『会社説明会』のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 200,000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30分～17時30分 就業場所

月給

1人 180,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

年俸（月額換算）

1人 208,333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～17時00分 就業場所

月給

1人 188,600円～236,600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 232,000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30分～17時30分 就業場所

月給

1人 200,000円～280,000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45分～18時30分 就業場所
(2) 8時45分～13時00分

月給

1人 190,000円～245,000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00分 就業場所

月給

1人 195,000円～355,000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15分～18時15分 就業場所

月給

1人 130,000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30分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 8時30分
(3)12時30分～20時00分

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

5人 235,900円～259,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～59歳 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分
(3)18時00分～ 3時00分

4,500人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-60047981

サービスドライバー［秋
田市］

３ｔトラックでの大手コンビニへのルート配送業務です。　安定し
ているお客様が荷主で毎日確実に仕事があります。　惣菜、乳
製品を運んでいます。決まった時間に出勤して退社できるた
め、自分のプライベート時間がうまく使えます。１日２回転の配
送となります。
＜配送エリア秋田県内です。＞
＜仕事や配送ルートは先輩スタッフが助手席でしっかり教えま
す。＞
＊長期間安定して働けます。

普通（中型）自動車
免許取得３年以上

他 アサヒロジスティクス　株式会社　仙台
営業所毎　週
宮城県仙台市若林区六丁の目南町６
－１

48人 022-253-6966

・人身事故歴のない
方
・交通違反の少ない
方
・免停歴のない方

23人 018-857-5335

不問
130人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17114081

雇用・労災・健康・厚生
05010-17221681

介護支援専門員

○介護施設における下記の業務に従事していただきます。
・介護認定を受けられた方が、安心して介護サービスを受け
られるよう、ケアプランの作成等、一連の業務を担当していた
だきます。
・移動は、社用車を使用（ＡＴ車）




介護支援専門員
普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

日他 社会福祉法人翼友会
毎　週

秋田県秋田市飯島美砂町５－７１

その他
秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼１
２４－１

18人 018-873-5188

不問
502人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17150981

職業指導員（農業）「げ
んきハウス下新城」

・障害者への作業指導（農作業を予定しています）

・納品等の外出用務もあります（社用車使用）

・就業時間（２）の事務当直業務もあります。
　（月５回程度。２３～６時の間が仮眠時間になります）

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可、ペーパー
ドライバー不可）

他 医療法人　久幸会

歯科衛生士

○歯科衛生士業務全般に従事していただきます。
・患者様の診療介助
・衛生指導
・診療準備及び後片付け
（１）笑顔（にこにこ）
（２）思いやり
（３）健やか
（４）前向きをスタッフ全員が共有する「思い」として持ち
　　　来院される方に「笑顔」を提供する歯科医療を行います。

歯科衛生士

日祝他 ＣＬＯＶＥＲ　ＤＥＮＴＡＬ
毎　週

秋田県秋田市千秋矢留町６－３０
トーカンマンション千秋鷹匠橋１０１号

15人 018-836-0968

不問

212人 018-868-5511

不問
285人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17147281

雇用・労災・健康・厚生
05010-17146881

診療放射線技師（外旭
川病院）

○放射線業務を担当します。
　・一般撮影
　・ポータブル撮影
　・ＣＴ撮影
　・ＰＡＣＳ管理

＊医師、看護師、コメディカルなど多職種で協力して診療を
行っており、明るく楽しい職場です。

診療放射線技師

土日祝 医療法人　惇慧会
毎　週

秋田県秋田市外旭川字三後田１４２

な　し
秋田県秋田市外旭川字待合１４－３

5人 018-868-1781

不問
5人 秋田県秋田市

95人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17126581

看護師（看護師・准看護
師）

○内科・胃腸科・糖尿病内科を中心とした外来看護業務全般
に従事していただきます。
・内視鏡未経験の方でも勤務可能です。
・丁寧に指導いたします。

看護師・准看護師
免許

日祝他 いなば内科胃腸科クリニック

看護師（正・准）

○看護師業務に従事していただきます
【仕事内容詳細】
・介護支援施設においての看護業務
（バイタルチェック、検温等）
・ショートスティ利用者（３２人）
　ディサービス利用者（１０人）の健康管理業務
・病院への付き添いあり



看護師資格（正看・
准看）

他 企業組合　秋田福祉サービス　ふきの
とう広面その他
秋田県秋田市広面字二階堤２０－１

40人 018-893-5422

経験者

17人 018-824-2233

不問
22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17168981

雇用・労災・健康・厚生
05010-17144481

施工管理

○ビル及び建造物における施工管理業務に従事していただき
ます。
・防水工事の施工管理
・内外装仕上げ工事の施工管理

＊作業現場は県内全域です。
＊現場へは社用車を使用します。

　　※ホームページもご覧ください。

　普通自動車運転
免許（ＡＴ限定不可）

日祝他 開發　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－１９１

その他
秋田県秋田市泉北３丁目４番５号

8人 018-864-3047

・電気基礎知識のあ
る方
・基本的なパソコン操
作可能な方（エクセル
／ワード）

8人 秋田県秋田市

502人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17226881

技術職（自動制御）

○自動制御設備全般
・主に官庁、老人施設、学校等の建物の暖房・冷房の自動制
御の点検整備及び調整作業（若干の施工管理あり）

＊外出は、社用車又は自家用車使用（燃料代支給）

＊電気または機械基礎知識のある方。

＊向上心や元気が必要とされます。

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

土日祝他 秋田冷暖機器株式会社

病院事務（事務長候補）

○病院の事務管理全般に従事していただきます。
・収支管理、労務管理
・官庁、各機関との折衝
・行政等への提出書類の作成
・医師の勤務調整
・その他、付随する業務

＊社用車使用

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可、ペーパー
ドライバー不可）

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１
２４－１

283人 018-873-5188

不問

平成30年9月5日発行（平成30年9月4日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

デイサービス管理者

○認知症型ＤＳにて、次の業務に従事していただきます。
・管理業務
・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

0人 018-893-3317

不問
26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17180081

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 160,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

2人 155,000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 40歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

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

月給

1人 123,000円～163,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 160,000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 44歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 80,000円～80,000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 18歳以上 (1)17時00分～ 8時30分 就業場所

月給

1人 140,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000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 64歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 150,000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 64歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 168,500円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 185,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05010-17148181

配送員（本社）

○取引先へのリネン品（シーツ、カバー等）を病院、介護施
設、宿泊施設等への配達及び回収する業務に従事します。

　＊社有車はハイエース、トラック２ｔ車（車両総重量５ｔ以上）
　＊訪問件数はコースにもよりますが、多いコースでも１日２０
件程度です

中型免許（８ｔ限定
可）以上

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

220人 018-862-4525

不問

99人 秋田県秋田市

320人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17139281

レジスタッフ（広面店）

○レジスタッフとしての業務に就いていただきます。
・レジ業務がメインとなります。
・その他、店舗内における販売、商品管理等も行ってもらい
　ます。
・パソコンを使用してのＰＯＰ作成（手書きもあります）

＊経験を踏まえて店内販売への異動も可能です。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　アルビス（イエローハット）
毎　週

秋田県秋田市広面字堤敷６４－１

14人 018-884-1680

不問

3人 018-823-9910
・Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ操
作が可能であるこ
と
・経理、事務経験者
優遇

12人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17217781

雇用・労災・健康・厚生
05010-17214981

経理・一般事務員

○経理・一般事務員として従事していただきます。
・銀行回り
・支払い業務
・会計ソフトの入力
・請求書、納品書作成
・上司補佐
・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
簿記３級（主催不
問）以上取得が望
ましい

土日祝他 株式会社　アップル
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目１４－１
サントノーレプラザ１階２号

毎　週
秋田県秋田市山王５丁目１４－１
サントノーレプラザ１階２号

3人 018-823-9910
・Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ操
作が可能であるこ
と
・入退社手続き、給
与計算の経験者

12人 秋田県潟上市

95人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17140381

経理・労務処理

○経理・労務処理業務に従事していただきます。
・入退社手続き
・給与計算（ＴＫＣソフトを使用して１００人程度）
・銀行窓口支払い
・各種納税手続き
・会計事務所への月次資料送付
・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
簿記３級（主催不
問）以上取得が望
ましい

土日祝他 株式会社　アップル

経理事務係（本社及び
広面店）及びレジ補助
（広面店）

○本社事務所での経理事務補助業務全般に従事していただ
きます。
・パソコンを使用し、仕入れ及び在庫管理
・その他簡単なパソコン操作

＊店舗（イエローハット広面店）での補助業務をしていただ
　く場合もあります。（商品陳列、レジ補助業務等）


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　アルビス（イエローハット）
毎　週

秋田県秋田市広面字堤敷６４－１

14人 018-884-1680

不問

10人 018-832-5583

パソコンで入力程
度の操作可能な方
（簡単なローマ字入
力程度）

2,000人 秋田県秋田市

労災
05010-17137781

雇用・労災・健康・厚生
20020-15932681

救急受付業務（秋田大
学医学部付属病院）

○大学病院における夜間救急受付業務を担当　　　　　　
・夜間救急受付窓口業務
・カルテ引き取り
・救急部への案内
＊月１０日程度の勤務です。
＊試用期間中は１７：００～２１：００までの勤務です。
＊雇用期間：３ヶ月または６ヶ月更新（最長３年）
　雇用契約期間は会社規定により以下のとおり
　・６０才未満の方は６ヶ月更新
　・６０才以上の方は３ヶ月更新　　　　

不問

他 株式会社　オーエンス秋田支店
毎　週

秋田市中通２丁目３－８　秋田アトリ
オンビル８Ｆ

毎　週
長野県松本市平田東２丁目１８番１
号

1人 026-217-6718

不問
8人 秋田県秋田市

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17169581

一般事務（秋田店）

電話対応・来客対応、パソコン入力、書類の整理等を行って
いただきます。（住宅ローン・保険関係を扱っています）
・電話、来客は企業もあれば個人もあります。
・パソコン入力は顧客データや必要な記録などを入力します
　（パソコンはワードエクセルができれば可）
・書類整理は申込書など必要書類の整理ファイリングなどで
す。


＊応募する方は、ハローワークの紹介状をお持ちください。

不問

水日他 株式会社　東日本モーゲージ

一般事務

・パソコンソフトの受発注業務
・ユーザー管理業務（保守契約・ソフト更新など）
・契約書及び納品書・請求書の作成、発行
・電話対応・来客対応

※パソコンはワード・エクセルの他、専用ソフトを使用します。
専用ソフトの使用方法は指導いたします。
※稀にユーザーへソフト納品として外出する場合があります
　（社用車（ＡＴ車）あります。）

＊簿記３級以上
（種類問わず）
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　アスキス
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目９－９

13人 018-888-1155

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操
作が出来る方

502人 018-873-5188

不問
502人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17228181

雇用・労災・健康・厚生
05010-17223581

企画事務

○企画事務業務に従事していただきます。
・各種資料作成、データ管理
　（ワード、エクセル、パワーポイント）
・法人ホームページ更新、パンフレット作成
・新規事業の企画、申請業務　等（県外出張あり）
・システム管理（電子カルテ）

＊社用車使用



普通自動車免許
（ＡＴ限定可、ペー
パードライバー不
可）

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

その他
秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

502人 018-873-5188

不問
502人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17113181

事務（総務・経理・事務
全般）

・各種資料作成、データ管理
（ワード、エクセル、パワーポイント）
・社会保険、雇用保険関連の業務全般
・その他職員の福利厚生に関する業務等
・医療福祉に関する事務全般
・給与計算、業者への支払い、銀行への外出業務
　　　　（社用車使用）
・会計ソフトを使用した財務入力、会計事務所への報告


普通自動車免許
（ＡＴ限定可、ペー
パードライバー不
可）

日祝他 医療法人　久幸会

一般事務


○パソコンを使った業務管理に従事していただきます。
・売上管理、売掛管理、顧客管理などの業務
（専用ソフト使用しての入力、出力業務）
・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
・商品の入出庫に係る事務作業
・発注、入庫在庫管理
・電話応対、来客対応など　　　　　　　　　　　　　　

不問

日祝他 株式会社　共和
隔　週

秋田県秋田市川尻大川町９－３１

31人 018-862-7455

＊エクセル、ワード
を使える方

美容師免許取得
後、実務経験４年
以上ある方
パソコン入力程度

13人 秋田県秋田市
平成30年11月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-17212381

美容師免許

土日祝他 学校法人　秋田ヘアビューティカレッ
ジ毎　週
秋田県秋田市中通６丁目１８－１３

7人 018-833-2023

4ページ中 2ページ

平成30年9月5日発行（平成30年9月4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

専任美容教員

○美容師養成専門学校で主に技術指導に従事していただき
ます。
・美容の基礎的技術指導
・国家試験課題の技術指導
・生徒の出席管理等事務作業（パソコン使用）



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
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

5人 155,000円～155,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時20分 就業場所

月給

1人 194,400円～242,400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 188,600円～236,600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 194,000円～255,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 44歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 132,000円～156,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～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
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 就業場所

月給

2人 215,000円～215,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～35歳 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)14時00分～23時00分

月給

1人 172,500円～186,900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～30歳 (1) 8時50分～17時20分 就業場所
(2)16時50分～ 9時20分

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）

1人 134,803円～134,803円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所53人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-17245081

梱包作業（手作業）

製本課にて以下の業務（手作業）を担当していただきます。
・印刷物（主に納品書、請求書などの伝票類）の仕分、箱詰、
梱包作業
・封筒詰作業
・注文数との突合
・その他付随する作業
＊椅子に座っての作業となります。
　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

日祝他 秋田印刷製本　株式会社
その他

秋田県秋田市御所野湯本２丁目１番
９号

46人 018-839-7554

不問

2人 018-893-5805

不問
30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

05010-17230981

雇用・労災・健康・厚生
04010-59550281

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

その他
宮城県仙台市青葉区国分町三丁目１
番２号　アーバンネット定禅寺ビル６Ｆ

20人 022-393-8791

不問
400人 秋田県秋田市

5,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010- 9999682

高速道路パトロール業
務［秋田市］

高速道路の安全を図るため、パトロール業務
（交通、気象、道路状況等の把握、交通事故、故障車処理、落
下物排除等）を行います。

普通自動車運転免
許取得２年以上（Ａ
Ｔ限定不可）

他 株式会社　ネクスコ・パトロール東北

サービス（フード）／秋
田土崎店

「はなまるうどん店舗」にて、店舗運営管理全般をお任せしま
す。研修後、店舗勤務の経験を経て、店長をお任せする予定
です。

※既卒の方、積極的に採用。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　はなまる
その他

東京都中央区日本橋箱崎町３６番２
号　１８階

30人 03-5651-8701

不問

4人 018-853-7710

不問
33人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17121181

雇用・労災・健康・厚生
05010-17125981

ラーメン職人「中華そば
東一（あづまいち）」≪急
募≫

○調理業務を担当していただきます。

・主な業務は、厨房での調理や仕込み・食器の洗浄などになり
ます。
・その他付随する業務（店内の清掃など）

【店長登用あり】

不問

他 合同会社　ふじや
その他

秋田県秋田市東通２丁目３－２７
イーストロードＮＡ１０３

その他
秋田県秋田市広面字二階堤２０－１

55人 018-893-5422

経験者　＊経験の
ない方はご相談くだ
さい。

95人 秋田県秋田市

420人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010- 9989282

介護員（資格なし）

○レクレーションの他、食事、入浴、生活援助サービス

○自立支援の為の介護業務全般
＊特徴：閉じこもりがちなご利用者同士の交流　
　　　　認知症の方と、その家族の支援
＊送迎は社有車（ＡＴ車）使用

（ブランクのある方は、専任スタッフがマンツーマンで指導して
います）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
初任者研修及び介護
福祉士資格あれば尚
可

他 企業組合　秋田福祉サービス　ふきの
とう広面

営業職（秋田営業所）

プレハブ・ユニットハウスの営業
＊新規顧客に対する営業
＊販売代理店（建設機械販売・レンタル会社、
　プレハブ会社等）へのルートセールス
＊営業フロント
＊見積書作成
＊展示場での来客応対

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ナガワ
毎　週

東京都千代田区丸の内１－４－１　丸
の内永楽ビルディング２２階

3人 03-5288-8666

不問

17人 018-824-2233

不問
22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17164181

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17156181

ルート営業（防水、塗装
工事）

○主に官公庁、設計事務所、建設業者への工事受注営業で
す。（防水工事、塗装工事等）
＊新規開拓営業ではなく、従来からの取引先を社用車を使用
　して営業します。
＊営業範囲は秋田市内を中心に県内全域です。
＊未経験の方には、試用期間中同行営業します。


　　※ホームページもご覧ください。

　普通自動車運転
免許（ＡＴ限定不可）

日祝他 開發　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－１９１

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－１９１

17人 018-824-2233

不問
22人 秋田県秋田市

220人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-17134981

ルート営業（建築金物）

○主に官公庁、設計事務所、県外代理店への自社製品の営業です
（建築金物：屋外用排水ドレイン、ステンレス丸環
　等）。
＊新規開拓営業ではなく、従来からの取引先を社用車等を使用して
営業します。
＊営業範囲は秋田県内を中心に東北・北海道です。
＊県外出張は、１～２ヶ月に一回程度、２～３日から１週間
　程となります。
＊未経験の方には、試用期間中同行営業します。
　　※ホームページもご覧ください。

　普通自動車運転
免許（ＡＴ限定不可）

日祝他 開發　株式会社

お客様応対・車両販売

○店頭を中心としたお客様応対業務および、営業スタッフ業
　務を担当していただきます。
（仕事内容詳細）
・ショールーム来店客応対、電話応対
・新車、中古車等車両及び他の販売とその支援
・外出用務（社用車使用／ＡＴ）
・その他、付随する業務

＊雇用期間：勤務状況等による、１年毎の契約更新

普通運転免許（ＡＴ
限定可）

火他 日産プリンス秋田販売　株式会社
その他

秋田県秋田市保戸野千代田町６番２
号

15人 018-824-1130

不問

不問
10,592人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070-83474781

不問

他 株式会社ドン・キホーテ
毎　週

東京都目黒区青葉台２－１９－１０

285人 03-5428-3111

平成30年9月5日発行（平成30年9月4日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

１９７売場責任者・売場
責任者候補スタッフ／
秋田店

まずは、商品カテゴリー毎に分かれた６つのＭＤのいずれかの担当
となり，先輩社員やＭＤプランナーと一緒に基本業務の習得をしてい
ただきます。
商品知識の習得、商品ディスプレイ・陳列の工夫、発注業務、空間の
演出など商売のイロハを学び、ＭＤプランナーを目指して下さい。
ＭＤプランナー昇格後は、商品の仕入れ・選定から仕掛け作りなどお
客さまのニーズに応えられる売場創り全般をお任せいたします。ＭＤ
プランナー経験後は、バイヤーや、店長、複数店舗を担当する支社
長、シニアＭＤといったキャリアステップは様々です。

℡ 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

月給

1人 154,284円～223,514円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

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

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）

1人 128,400円～145,520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 64歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 139,800円～279,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 180,000円～250,000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) 9時00分～18時00分
(3)13時00分～22時00分

日給（月額換算）

3人 300,000円～300,000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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 170,000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 30歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1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 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1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 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 121,828円～121,828円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所165人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-17154881

清掃業務（秋田県総合
保健センター）

○建物内の清掃業務全般を担当します。
・床、窓ガラス、女子トイレ等を清掃して頂きます。
・モップや掃除機などを使用しての作業
　（機械の使用はありません）

＊制服貸与いたします

＊年度毎の更新あり（本人の勤務状況による）

不問

日祝他 株式会社　エイビック
その他

秋田県秋田市東通仲町２０－１６

5人 018-833-3957

不問

雇用・労災・健康・厚生
05010-17138881

配送及び倉庫整理

○自動車用タイヤの配送作業、および倉庫内のタイヤ整理
作業

＊主に秋田市内の業者（固定客）への配送
＊１ｔ程度のトラックを使用（ＭＴ）
＊１人での作業になります。


＊雇用期間は採用から約２カ月間です。

毎　週
秋田市保戸野通町５－３０

15人 018-823-5421

不問
34人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市
平成30年9月25日～平
成30年11月20日 労災

05010-17132381

配送

○配送業務全般に従事していただきます。
・主に秋田県内の現場及び事務所への配送
・積み下ろしは、手作業及びユニックで行います。

＊本人の適性や希望により、将来営業職への転用の可能性
もあります。

＊社用車（２～３ｔトラック）使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 大谷産業　株式会社

一般建設工（短期）

○旧秋田空港跡地において、農業用機械の品評会のための
　会場設営作業及び撤収作業。
・主にやってもらう作業は、補助作業であり、パイプの組立
て、それに付随する業務です。
＊当社社員が丁寧に指導します。
＊通勤は現場集合とし、応募の面接の際に会場を説明しま
す。
＊雇用期間補足（実際の作業期間は下記の予定になります）
　前半の作業（会場設営等）９／２５～１０／２０
　後半の作業（撤収作業等）１１／１０～１１／２０

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　浅野工業
その他

秋田市雄和向野字前開３４

9人 018-887-2860

不問

5人 018-836-7870

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17204681

雇用・労災・健康・厚生
05020- 4218781

設備技術者

○ビル等の設備技術業務全般を担当していただきます
・電気設備保守
・空調等の運転
・保守、日常営繕工事　他

＊脚立を使用しての高所作業があります。

＊採用から１～３ヶ月間は、就業時間（２）勤務で慣れてい
　ただきます。

不問

他 株式会社　北辰
毎　週

秋田県秋田市添川字境内川原７０－
３

その他
秋田県山本郡三種町川尻字東大堤
下３３

6人 0185-85-3376

不問
6人 秋田県山本郡三種町

680人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
13070-83832981

建設作業員
　　　　　　　「建設」

◆ビル用サッシ・ドアの取り付け工事業務に従事します。
＊現場は主に秋田市内です。
＊事務所に集まり社用車で現場に向かいます（お住まいに
よっては直行直帰もあり）
＊未経験者には丁寧に指導します。　　　　　

＊応募の方は、連絡の上、履歴書とハローワーク紹介状を事
前に郵送して下さい。
　書類選考の上、後日本人へ連絡いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　鈴木サッシ

ドライバー（運転手）【秋
田市】医療マッサージ
師の運転代行

【ドライバー】国家資格を持つマッサージ師が歩行困難な患者様の
自宅や施設へ訪問し施術をする「在宅医療マッサージ」において、
視覚に障害を持つ施術者が患者様のお宅や施設へ訪問する際の
運転代行、移動の介助、書類作成の補助をお願いします。訪問は
一日につき１０件前後です。日中の訪問時間は施術者とペアになり
仕事をしますが、朝夕の事業所業務ではメンバー同士が連携して
仕事を進めます。
※マイカーの持ち込みも歓迎します。（車両使用手当を支給）
※視覚障碍者の介助方法などは入社時にマンツーマンでお教えし
ますので安心してご応募ください。

【必須】普通自動車
運転免許（ＡＴ限定
可）

月日他 株式会社フレアス
毎　週

東京都渋谷区初台２ー５－８　西新
宿豊国ビル２Ｆ

14人 0120-938-841

不問

12人 018-893-5805

不問
30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

05010-17232481

平成30年10月1日～平
成30年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-17231581

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

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

30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

05010-17229081

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

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

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17145781

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 東北冷凍販売　有限会社（東冷フー
ズ）毎　週
秋田県秋田市外旭川字堂ノ前４の４

30人 018-865-5011

4ページ中 4ページ

平成30年9月5日発行（平成30年9月4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

食品加工

○食品加工業務を担当していただきます。
・大型の魚（銀たら、鮭等）を三枚おろしや切り身などに
　し、漬け魚を主に製造
・惣菜（煮魚・天ぷら・フライ）の調理、冷凍

05010-17141681

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 ダンロップタイヤ東北　株式会社　秋
田営業所その他
秋田県秋田市寺内字蛭根８５－６７

9人 018-865-3211

平成30年10月15日～
平成30年12月15日 労災

05010-17142981

その他
秋田県秋田市寺内字蛭根８５－６７

不問
469人 秋田県秋田市

平成30年10月1日～平
成30年11月30日 労災

9人 018-865-3211

不問
469人 秋田県秋田市

配送及び倉庫整理

○自動車用タイヤの配送作業、および倉庫内のタイヤ整理
作業

＊主に秋田市内の業者（固定客）への配送
＊１ｔ程度のトラックを使用（ＭＴ）
＊１人での作業になります。


＊雇用期間は採用から約２カ月間です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 ダンロップタイヤ東北　株式会社　秋
田営業所



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 1,500円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17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 59歳以下 就業場所

時給

3人 1,000円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 2,000円～3,000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 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 9時00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時00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

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 9時00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分

時給

1人 830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15分～20時15分 就業場所

時給

1人 830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)13時15分～20時15分 就業場所

時給

1人 750円～875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 800円～830円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～14時00分 就業場所
(2) 8時30分～16時00分
(3)11時00分～19時00分

時給

2人 840円～890円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)17時00分～22時00分 就業場所

27人 018-893-4137

不問
54人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-17176981

雇用・労災
05010-17124681

調理員

○サービス付き高齢者向け住宅利用者の食事の調理、後片
付けを行います。
＊朝・昼・夕食（各最大３５食分）をスタッフ５名で作ります（シフ
ト制）

＊就業時間、勤務日数については相談の上、希望に応じるこ
とも可能です。

不問

他 株式会社　シンワ
毎　週

秋田県秋田市新屋朝日町１３－２５

毎　週
秋田県秋田市広面字二階堤２０－１

55人 018-893-5422

経験者　＊経験の
ない方はご相談くだ
さい。

95人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-17153781

介護員（ディサービス）

○レクレーションの他、食事、入浴、生活援助サービス
○自立支援の為の介護業務全般

＊特徴：閉じこもりがちなご利用者同士の交流　
　　　　認知症の方と、その家族の支援
＊送迎は社有車（ＡＴ車）使用

　（ブランクのある方は、専任スタッフがマンツーマンで指導し
ています）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

他 企業組合　秋田福祉サービス　ふきの
とう広面

学生衣料販売

○イオンモール秋田イオンスタイル御所野３Ｆ、キッズリパブ
リック内「スクールショップ佐々市」での学生衣料販売に従事し
ていただきます。
・学校制服・体育着・通学小物などの販売及びそれに伴う事務
作業などをして頂きます。
・中学生・高校生の成長を考慮した制服の採寸・簡単なボタン
付けなども行います。
・接客・会計レジ操作が主な業務です。

不問

他 株式会社　佐々市
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央２丁目５－
２７

4人 018-845-1727

不問

4人 018-845-1727

不問
7人 秋田県秋田市

労災
05010-17152481

雇用・労災
05010-17218881

学生衣料販売

○イオンモール秋田イオンスタイル御所野３Ｆ、キッズリパブ
リック内「スクールショップ佐々市」での学生衣料販売に従事し
ていただきます。
・学校制服・体育着・通学小物などの販売及びそれに伴う事務
作業などをして頂きます。
・中学生・高校生の成長を考慮した制服の採寸・簡単なボタン
付けなども行います。
・接客・会計レジ操作が主な業務です。

不問

他 株式会社　佐々市
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央２丁目５－
２７

毎　週
秋田県秋田市山王５丁目１４－１
サントノーレプラザ１階２号

3人 018-823-9910

・Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ操作
が可能であること
・経理、事務経験者
優遇

12人 秋田県潟上市

12人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010-17213681

経理・一般事務員（パー
ト）

○経理・一般事務員として従事していただきます。
・銀行回り
・支払い業務
・会計ソフトの入力
・請求書、納品書作成
・上司補佐
・その他、付随する業務

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）
簿記３級（主催不
問）以上取得が望
ましい

土日祝他 株式会社　アップル

経理・労務処理（パート）

○経理・労務処理業務に従事していただきます。
・入退社手続き
・給与計算（ＴＫＣソフトを使用して１００人程度）
・銀行窓口支払い
・各種納税手続き
・会計事務所への月次資料送付
・その他、付随する業務

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）
簿記３級（主催不
問）以上取得が望
ましい

土日祝他 株式会社　アップル
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目１４－１
サントノーレプラザ１階２号

3人 018-823-9910

・Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ操作
が可能であること
・入退社手続き、給
与計算の経験者

0人 087-886-5888

不問
40人 秋田県秋田市

労災
37010-23694881

労災
37010-23691581

婚活パーティーの司会・
進行　（秋田県秋田市）

○婚活パーティーでの司会進行
　プログラムスケジュールに合わせて司会、進行をして
　頂きます
　参加者の素敵な出会いをサポート
　イベント日程は約１か月前に確定します
　勤務時間は１イベントあたり３時間程度
　会場は秋田市にて、現地集合、現地解散になります。

＊お勤め中の方の副業もＯＫ！！


不問

月火水木金 有限会社　アーバンワールド　高松支
社毎　週
香川県高松市川部町２１２２－２

毎　週
香川県高松市川部町２１２２－２

0人 087-886-5888

不問
40人 秋田県秋田市

750人 秋田県秋田市

雇用・労災
14090-12324681

婚活パーティーの進行
アシスタント（石川県金
沢市）

○婚活パーティーの進行アシスタント
　参加者の素敵な出会いを司会者が進行していきますが、
　スムーズに進行するようにサポートして頂きます。
　簡単なパソコン作業有
　その他、受付業務等有り
　イベント日程は約１か月前に確定します
　勤務時間は１イベントあたり３時間程度
　会場は秋田市内にて、現地集合、現地解散になります
＊お勤め中の方の副業もＯＫ！！

不問

月火水木金 有限会社　アーバンワールド　高松支
社

カルチャーセンターの受
付及び教室準備（秋田
キャッスル）

カルチャーセンター内での受付業務及び教室セッティングのお
仕事です。（土、日、祝日は交替勤務あり）

＊具体的には、
　・受講生の入金管理、出金管理
　・講師との連絡等

講座内容等は、ホームページをご覧ください。

不問

他 株式会社　カルチャー
その他

相模原市南区相模大野３－１－７　カ
ルチャービル４Ｆ

8人 042-746-9212

ＰＣ基本操作（エク
セル、ワード）

40人 018-893-5422

不問
95人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-17127481

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師（正）

○看護師業務に従事していただきます
【仕事内容詳細】
・介護支援施設においての看護業務
（バイタルチェック、検温等）
・ショートスティ利用者（３２人）
・デイサービス利用者（１０人）の健康管理業務
・病院への付き添いあり


正看護師資格

不問

他 株式会社　無限堂
毎　週

秋田県秋田市泉東町８－５５

平成30年9月5日発行（平成30年9月4日受付分)　Ｎｏ．１

他 企業組合　秋田福祉サービス　ふきの
とう広面その他
秋田県秋田市広面字二階堤２０－１

15人 018-868-3371

不問
60人 秋田県秋田市

調理補助（大町本店・秋
田駅前店　１７：００～）

○「無限堂大町本店」または「無限堂秋田駅前店」での調理補
助及び洗い場業務をお願いします。

・３人～４人体制で作業を行います。
＊日・祝日勤務可能な方

＊週２～３日程度の勤務可
　　　　　　　　　　　　　　　
＊食事付き 労災

05010-17115381

℡ 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

2人 1,000円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)19時00分～ 0時00分 就業場所

時給

1人 800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

3人 1,500円～1,800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 20歳以上 就業場所

時給

1人 830円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 就業場所

時給

3人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

1人 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30分～12時00分 就業場所

時給

1人 750円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

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) 8時00分～12時00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)13時00分～17時00分 就業場所

時給

3人 762円～923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)10時00分～18時00分 就業場所
(2)18時00分～ 1時00分
(3) 1時00分～10時00分

時給

1人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

5,200人 秋田県秋田市

労災
05010-17244181

清掃業務員（リバーサ
イド秋田ビル）

○建物内の清掃業務全般に従事します。
・トイレ、廊下、階段他


＊制服貸与

不問

土日祝他 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

120人 018-801-0911

不問

16人 090-2301-1732

不問
16人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010-17170881

～平成31年3月31日
労災

05010-17165081

清掃業務

・お部屋の清掃ベッドメイク（５割程度）
・食事の調理及び提供（４割程度）
・ホテルのフロント業務（電話対応含む。１割程度）

＊労働される方の状況に合わせ、カレンダー等を作成し、交
替で勤務して頂きます。顧客重視でサービスを提供しており
ます。

不問

他 有限会社　三栄レゾン
毎　週

秋田県潟上市天王字北野９８番５号

毎　週
秋田県秋田市新屋松美が丘南町　１
６－１３

36人 018-823-4520

不問
36人 秋田県秋田市

592人 秋田県南秋田郡八郎潟町
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-17151581

清掃員

○保育園内の清掃業務を担当していただきます。
・ホール、廊下、玄関、トイレ等の清掃
・その他付随する業務

＊月曜日～金曜日の間の３日程度の勤務になります。
＊契約更新は勤務状況により決定します。

＊引き継ぎがありますので、心配はいりません。

不問

土日祝他 社会福祉法人　新屋厚生会　勝平保
育園

清掃員（横浜電子工
業）

○「横浜電子工業」内の日常清掃業務を担当していただき　
　ます。
・男女トイレの清掃
・通路等の清掃　等

＊月曜～金曜、午前中４時間の勤務です。
（土曜日は月１回の勤務となります）

＊年度毎の契約更新があります。

不問

土日祝 厚生ビル管理　株式会社
その他

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

1人 018-823-4061

不問

4人 018-825-1727

不問
50人 秋田県秋田市

～平成33年3月31日
労災

05010-17143581

雇用・労災
05010-17129881

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）

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

毎　週
秋田県秋田市山王中園町３－８

19人 018-863-7533

不問
19人 秋田県秋田市

440人 秋田県秋田市
～平成30年9月29日

労災
05010-17130181

配達

○精肉（業務用）及びお弁当の配達業務
・飲食店へ精肉（業務用）の配達
・お弁当の配達（各事業所）

＊配達商品の準備作業等あります。
＊配達エリアは秋田市内です。
＊学校給食用の精肉の配達があります。
＊注文状況に応じて勤務時間が短縮になる場合があります。
（学校が休み期間中などは１０：００～１２：００の時間になりま
す）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝 合資会社　一力

棚卸作業（１日のみの
アルバイト）

○当社倉庫内で、管工機材、その他に関する棚卸作業を当
社社員と行う。
○品を数える作業がメインです

＊９月２９日（土）１日のみの勤務です。

＊残業が１時間位ある予定です。

不問

月火水木金日 株式会社　昭和コーポレーション　秋
田事業所その他
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山６－２８

4人 018-846-7981

不問

10人 043-212-6274

不問
6,430人 秋田県秋田市

労災
12010-32501681

労災
05010-17136481

接客スタッフ　　モー
リーファンタジー秋田中
央店

イオングループショッピングセンター内
アミューズメント施設での接客業務全般のお仕事
１．お客さまのご案内・接客・受付
２．クレーンゲームの景品商品陳列・補充
３．ゲーム機のメンテナンス、店舗まわりの清掃など


☆応募を希望される方は、最寄りのハローワーク窓口にて
　職業相談の上、紹介状をお受け取りください。

不問

他 株式会社　イオンファンタジー
その他

千葉市美浜区中瀬　１－５－１　イオ
ンタワー１３Ｆ

その他
秋田県秋田市中通４丁目１６－８　Ｋ
Ｓビル３Ｆ

1人 018-834-7018

不問
1人 秋田県秋田市

230人 秋田県秋田市

雇用・労災
05070- 2484581

【急募】スナックの接客

○カウンター越しでの接客業務に従事していただきます。　
・カウンター内にて水割りをつくったり、カラオケを歌った
　り等　
　　　～秋田駅前に移転オープンにつき新規募集～

＊やる気のある方大歓迎　　　　　　　　　　　　　　　　
＊勤務時間については応相談　　　　　　　　　　　　　　
＊週労働日数は３日～６日の間で相談に応じます。

＊大学生アルバイト可、未経験者可。

不問

日祝他 ダイアナ

店舗スタッフ（秋田店）

＊店舗内での、接客業務を行っていただきます。

＊調理の補助業務。

＊調理器具、食器等の洗浄業務。

＊その他、清掃等の雑務業務全般もしていただきます。

※土、日、祝日出勤可能な方を希望します。


不問

他 有限会社　佐藤養助商店
毎　週

秋田県湯沢市稲庭町字稲庭２２９

2人 018-836-7313

9人 0183-43-2226

不問

不問
2人 秋田県秋田市

フロアスタッフ

○スナックにおいて、カウンター越しでの接客サービスに従事
していただきます。
・飲み物等の提供
・お客様との会話等

＊現在はスタッフ２人で対応しています。

＊勤務日数、時間は応相談

雇用・労災
05010-17128781

不問

日他 プチクラブ・チェリー
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目１０－８

平成30年9月5日発行（平成30年9月4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 018-831-5545

不問
40人 秋田県秋田市

2ページ中 2ページ

労災
05010-17131081

パントリー（１６：３０～２
１：００）

○キャッスルホテル７Ｆ車屋のパントリー業務に従事してい
　ただきます。
・主に食器洗浄、米研ぎ等
・その他、調理補助等あり
＊食事付き
＊制服貸与

＊長く働ける方を希望します。
　勤務日数は２日以上で相談に応じます。

不問

他 株式会社　秋田車屋
その他

秋田県秋田市中通１丁目３－５　秋
田キャッスルホテル内



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 135,000円～375,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 179,200円～179,200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15分 就業場所
(2) 9時00分～17時45分

日給（月額換算）

1人 152,000円～152,000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 220,100円～253,700円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時15分 就業場所
(2) 8時15分～17時30分
(3) 8時30分～17時45分

月給

1人 200,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時25分～16時35分 就業場所
(2)15時55分～ 9時05分

月給

1人 220,000円～250,000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～15時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分
(3) 9時30分～18時00分

時給（月額換算）

1人 143,212円～143,212円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～18時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 133,250円～133,250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～16時30分 就業場所

月給

2人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 126,000円～126,000円
就業場所

正社員以外 TEL
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15分 就業場所
(2)10時15分～19時00分

不問
7人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17394981

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　シンウォール
その他

秋田県潟上市天王字持谷地１１７－
５

7人 018-878-3716

平成30年9月6日発行（平成30年9月5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

設計

○当社は各サッシメーカー協力工事業者です。　　　　　　

○サッシ、ドア等、建具図面の設計
○取引先との打ち合わせ
○ＣＡＤを操作できる方

＊社用車（ＡＴ車）を運転します。

一般行政事務（技術
職：２）［青森・岩手・秋
田］

◎警察活動に不可欠な警察無線、警察電話、及び警察情報
　ネットワークシステム等の保守・管理や基盤整備を行い
　ます。

＊パソコン（文書作成、表計算）の一般的な操作ができる方

第一級陸上無線技
術士又は第一級総
合無線通信士

土日祝他 東北管区警察局
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町３丁目３－
１

50人 022-221-7181

不問
420人 青森県青森市

雇用・公災・健康・厚生
04010-60745281

健康増進関係業務【保
健師・看護師】（秋田市
保健所）

○市民の健康づくりに関する保健活動業務
（母子保健業務は除く）
・生活習慣病予防等の健康教育、健康相談
・がん検診等業務
・その他、付随する業務


　保健師免許又
は、看護師免許
　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

24人 018-866-2012

不問
2,532人 秋田県秋田市

平成30年11月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-17429181

看護職員

○デイサービス利用者（定員１８名）の看護及び介護業務
・バイタルチェック　・服薬管理
・健康管理　   ・介助、見守り等
・機能訓練指導等
・送迎（社有車使用）
＊現在、３名の看護師が在職しています。
＊年度毎の契約更新予定
＊正社員の登用制度あり（社内試験による）
＊ユニフォーム貸与

看護師・准看護師・
保健師のいずれか
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　バイタルケア　バイタルケ
ア秋田毎　週
秋田県秋田市泉字登木２２１番地１

15人 018-824-3417

不問
250人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17377981

看護師（病棟）

○病棟における看護業務全般を担当していただきます。
・入院患者の看護（療病床１０７床）
・その他

＊夜勤は月４～５回程度有ります。



看護師免許
（准看護師の方は
相談に応じます）

他 医療法人　梅栄会　細谷病院
毎　週

秋田県秋田市南通宮田３番１０号

92人 018-833-3455

不問
92人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17383381

看護師

○乳幼児（０～５歳児）の養育業務を担当していただきす。乳幼児が
発病した際の応急措置等が主になりますが、次のような一般的な保
育業務も行います。
・病院等の付き添い  ・保育室の清掃
・その他、付随する業務
＊園児３０名を、保育スタッフ２５名で養育します。
＊社用車使用（普通乗用車／ＡＴ）
＊子どもが大好きな方の応募をお待ちしております。
＊年度毎の契約更新となり、勤務状況等を考慮し決定します
（契約更新時、昇給有（経験等考慮の上））

看護師免許
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 秋田赤十字乳児院
毎　週

秋田県秋田市広面字釣瓶町１００－
３

40人 018-884-1760

不問
40人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-17387481

イベント・公開番組の業
務補助

○イベントや公開番組（ＮＨＫのど自慢、音楽コンクール、ラジオ体操
など）の運営補助
・資料整理、作成
・会場下見、ホテル・弁当の手配、ケータリング準備
・当日会場での運営　など
○その他事務業務
・番組表の印刷、物品管理　など
＊１年契約で更新の可能性あり（更新は最大で４回まで）
＊平成３０年１０月２２日（月）からの雇入を希望しますが
　勤務開始日については相談に応じます

不問

土日祝他 日本放送協会　秋田放送局
毎　週

秋田県秋田市東通仲町４－２

131人 018-825-8110

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

10,292人 秋田県秋田市
平成30年10月22日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-17397781

一般事務【秋田市】

＊派遣先事業所において、下記の業務に従事していただきま
す。
・電話、来客応対
・ＦＡＸ、郵便物の仕分け
・新聞のスクラップ、保管
・備品などの発注、ＰＣ入力　など

不問

土日祝 株式会社　さきがけプラスＡ
毎　週

秋田県秋田市山王臨海町１－１
秋田魁新報社ビル　２Ｆ

0人 018-838-0350

事務経験のある方
3人 秋田県秋田市

平成30年9月25日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-17384681

事務

○当社に於いて事務業務に従事していただきます。
・電話、来客対応
・伝票処理（パソコン使用）
・注文書や納品書の作成
・商品の発注等
（電話やＦＡＸで受けた注文を、ＦＡＸで発注）

不問

日祝他 アトレ　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川八柳三丁目１２
－１０

9人 018-868-6166

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17443881

一般事務補助　（臨時
職員）　【雄和図書館】

○秋田市立雄和図書館にて、一般事務補助業務及びカウン
ター業務に従事していただきます。
〈主な仕事内容〉
・本の貸出、返却受付、書棚整理
・パソコンを使用してのデータ入力
・文書作成、書類整理、電話対応
・その他付随する業務



不問

他 秋田市教育委員会
その他

秋田県秋田市山王１丁目１－１

5人 018-888-5803

パソコン（ワード・エ
クセル）の操作がで
きる方

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

05010-17381181

℡ 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 145,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

2人 160,000円～400,000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 30歳以下 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)11時00分～19時00分

月給

1人 161,100円～161,100円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 2時00分～ 6時00分 就業場所
(2)15時00分～18時30分

月給

3人 173,200円～231,300円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

時給（月額換算）

2人 132,000円～132,000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) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 135,000円～135,000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)11時00分～20時00分 就業場所
(2)12時00分～20時00分
(3)10時00分～20時00分

時給（月額換算）

2人 150,360円～150,360円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時55分～16時05分 就業場所

時給（月額換算）

1人 186,000円～186,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時45分 就業場所
(2)16時45分～ 1時30分

時給（月額換算）

10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) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

10人 176,000円～176,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 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) 0時00分～ 9時00分

時給（月額換算）

3人 166,750円～166,750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20分 就業場所
(2)16時00分～ 0時20分
(3) 0時00分～ 8時20分

3ページ中 2ページ

平成30年9月6日発行（平成30年9月5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

受付事務

○内科での医療事務、窓口受付業務を担当していただきます

・診療窓口での受付業務
・レセプト業務
・会計業務など

雇用・労災・健康
05010-17368681

不問

祝 越後谷クリニック
隔　週

秋田県秋田市東通仲町１－２５

3人 018-835-0158

12人 018-884-7700

不問

不問
3人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許又は原付免許

他 株式会社　ＹＣ秋田西部

ブライダルプランナー

○ブライダルプランナー業務全般に従事します。
・新規お客様へのご案内、説明、提案等
・結婚式全般のプランニング及びサポート業務

＊パソコンを使用（ワード・エクセル）

＊外出業務には自家用車を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　アールベルアンジェ秋田
その他

秋田県秋田市千秋久保田町５－１５

不問
22人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17351981

管理営業

○読売新聞の販売店です。
・地元に密着したルート営業がメインです。
・ご契約中のお客様宅へ新聞を届けたり、集金にお伺いする
お仕事です。
・その他、エクセルを使っての入力作業あり

＊自転車、バイクの場合は貸し出しあり
　自動車の場合はマイカー使用

医療法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

その他
秋田県秋田市大町２丁目７－３

22人 018-824-1625

雇用・労災・健康・厚生
05010-17428281

雇用・労災・健康・厚生
05010-17438081

介護福祉士「グループ
ホームまめだすか」

○施設内の介護、利用者の生活全般の援助業務に従事して
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

＊夜勤応相談。（月４～５回）

＊未経験者はマンツーマンで指導します。
働き方改革関連認定企業【くるみん】

介護福祉士

他

22人 018-845-8090

不問

27人 018-877-7110

不問
354人 秋田県潟上市

不問

他 株式会社　杉のや

調理補助（大同門）

○焼肉「大同門」にてホール調理補助業務を行っていただき
ます。
【仕事内容詳細】
・焼肉料理店における調理補助
（カットした野菜を皿に乗せたりする仕込み作業）
・食器、調理器具等の洗浄
・その他、付随する業務

＊元気な接客が求められます

不問

他 株式会社　大同観光
毎　週

秋田県秋田市将軍野南４－５－９

不問
9人 秋田県秋田市

100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17385981

和食レストラン接客

○秋田空港店で接客業務に従事していただきます。
・ご来店のお客様の席への誘導、注文受け
・料理や飲み物の配膳
・お会計、レジ
・開店の準備、閉店後の片づけ
・その他付随する業務

＊席数４０席

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

その他
秋田県秋田市雄和椿川字山籠４９
秋田空港ターミナルビル２階

8人 018-886-3800

平成30年9月25日～平
成30年10月31日 雇用・労災

05010-17434781

雇用・労災・健康・厚生
05010-17448681

製造オペレーター（手作
業）　　【秋田市】

○製錬所にて、液体に漬けた鉄板に付着した銅を手作業で
剥がす作業を行っていただきます。

＊重量物はありませんが、体を大きく動かす作業です。

不問

他

13人 0187-66-4477

不問

1人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

不問

日他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

医薬品の製造（原薬）
【秋田市】

＊プラント業務
　パソコンを使用しての業務もあります。

※派遣期間：Ｈ３０年９月１８日～Ｈ３０年１０月３１日
※上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３０年１１月２日です。

不問

土日祝他 株式会社ジャパンクリエイト　大仙営
業所毎　週
秋田県大仙市朝日町１９－３
　　　　　　ヴァンティアンビル２Ｆ

不問
14,000人 秋田県南秋田郡五城目町

1,300人 秋田県秋田市
平成30年9月18日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 5084781

電気機器製造（日勤）
【五城目町】

○電気機器を製造している会社で、手作業でのコイル巻き付
　けや、金属仕上げ作業を行っていただきます。

※その他、付随する作業あり。




＊就業開始日相談可能

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

その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

20人 0120-709-707

平成30年9月25日～平
成30年10月31日 雇用・労災

05010-17432581

平成30年9月25日～平
成30年10月31日 雇用・労災

05010-17431981

電気機器製造（交替
制）【五城目町】

○電気機器を製造している会社で、手作業でのコイル巻き付
　けや、金属仕上げ作業を行っていただきます。

※その他、付随する作業あり。
※就業時間は変則３交替ですが、（１）と（２）の２交替でも可
能です。

＊就業開始日相談可能

不問

日他

その他
秋田県大仙市朝日町１９－３
　　　　　　ヴァンティアンビル２Ｆ

0人 0187-66-4477

不問

20人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県南秋田郡五城目町

1,300人 秋田県秋田市
平成30年9月18日～平
成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 5087181

電子部品の製造【秋田
市】

＊ＬＥＤチップの選別、加工、検査
＊半導体基板の電気特性評価
　（機械操作）

※派遣期間：Ｈ３０年９月１８日～Ｈ３０年１２月３１日
※上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３２年２月１日です。

不問

他 株式会社ジャパンクリエイト　大仙営
業所



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

その他

10人 126,198円～126,198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00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

その他

10人 126,198円～126,198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00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

その他

11人 126,198円～126,198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～ 2時00分 就業場所
(2) 8時00分～ 7時30分

その他

11人 126,198円～126,198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～ 2時00分 就業場所
(2) 8時00分～ 7時30分

月給

1人 210,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～40歳 就業場所

月給

2人 135,000円～375,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 170,000円～170,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 161,250円～161,250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～18時00分 就業場所

月給

1人 175,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～18時00分 就業場所

平成30年9月6日発行（平成30年9月5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

タクシー乗務員（昼日勤
又は夜日勤）

○タクシー乗務員（昼日勤又は夜日勤）
・営業エリアは主に秋田市内です。

＊タクシーが初めての方でも親切丁寧に指導いたします。
＊全車簡易ナビ付および自動配車システムです。
＊完全歩合制（出来高×５０％）ですが、６０歳以上は出来高
×４７％となります。
＊入社３ヶ月間は１５０，０００円保障

普通自動車２種免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　タクシーセンター　あい
毎　週

秋田県秋田市新屋松美ガ丘北町９
番２４号

104人 018-862-6767

不問
112人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17370781

タクシー乗務員（女性限
定求人）

○タクシー乗務員（昼日勤又は夜日勤）
・営業エリアは主に秋田市内です。

＊タクシーが初めての方でも親切丁寧に指導いたします。
＊全車簡易ナビ付および自動配車システムです。
＊完全歩合制（出来高×５０％）ですが、６０歳以上は出来高
×４７％となります。
＊入社３ヶ月間は１５０，０００円保障
　　　　【女性限定求人ポジティブアクション】

普通自動車２種免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　タクシーセンター　あい
毎　週

秋田県秋田市新屋松美ガ丘北町９
番２４号

104人 018-862-6767

不問
112人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17372281

タクシー乗務員（隔日勤
務）

○タクシー乗務員（隔日勤務：月１２回出勤）
・営業エリアは主に秋田市内です。

＊タクシーが初めての方でも親切丁寧に指導いたします。
＊全車簡易ナビ付および自動配車システムです。
＊完全歩合制（出来高×５０％）ですが、６０歳以上は出来高
×４７％となります（最低保障あり）。
＊入社３ヶ月間は１５０，０００円保障

普通自動車２種免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　タクシーセンター　あい
その他

秋田県秋田市新屋松美ガ丘北町９
番２４号

104人 018-862-6767

不問
112人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17373181

タクシー乗務員（隔日勤
務）

○タクシー乗務員（隔日勤務：月１２回出勤）
・営業エリアは主に秋田市内です。

＊タクシーが初めての方でも親切丁寧に指導いたします。
＊全車簡易ナビ付および自動配車システムです。
＊完全歩合制（出来高×５０％）ですが、６０歳以上は出来高
×４７％となります（最低保障あり）。
＊入社３ヶ月間は１５０，０００円保障

普通自動車２種免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　タクシーセンター　あい
その他

秋田県秋田市新屋松美ガ丘北町９
番２４号

104人 018-862-6767

不問
112人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17374081

大型ドライバー

○大型トラックの運転業務に従事していただきます。
・大型車（１０ｔ車）定期便による宅配便、ダンボール、雑貨等
の運送
・エリアは東北（青森、盛岡、仙台）および関東（東京、千葉、
神奈川）


＊月に８～９回運行

大型自動車免許お
よびフォークリフト

他 西濃運輸　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市寺内神屋敷２９５－７１

71人 018-847-1881

不問
13,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17427881

サッシ工

○当社は各サッシメーカー協力工事業者です。　　　　　　

○ビル用サッシ、ドアの取付け工事業務に従事します。
・その他付随する業務

＊社用車（ＡＴ車）を運転します。
＊未経験者には丁寧に指導します。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　シンウォール
その他

秋田県潟上市天王字持谷地１１７－
５

7人 018-878-3716

不問
7人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17396481

現場作業員

○高速道路内の維持作業全般
【主な仕事内容】
＊草刈・樹木伐採（ＳＡ、ＰＡ、道路沿いのり面）
＊清掃（排水溝、集水ます）
＊補修工（路面、標識看板、事故箇所など）
＊道路交通規制（工事などの為に専用の材料を使用して車
線を区切ったりする作業）
＊夜間工事
＊冬場除雪

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
大型免許保持者優
遇

土日祝 秋北道路サービス　株式会社
毎　週

秋田県由利本荘市砂子下１１３ー９

31人 0184-22-0710

不問
75人 秋田県秋田市

～平成31年6月30日
雇用・労災・健康・厚生

05050- 3817081

建築資材の配達　≪急
募≫


・建築資材の配達業務
・木材、建材、その他住宅関連資材全般を取り扱います。
・資材の積み下ろし作業
　＊重機、手作業による
　　重機の免許は特に必要ありません

＊範囲は秋田市内及び近郊（２ｔトラック使用）
＊作業着貸与

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社木村建材店
その他

秋田市河辺和田字和田３７－９

8人 018-882-3515

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17357181

建築資材の配達・ルー
ト営業≪急募≫

○ルートセールス
・既存のお客様を定期的に回り建築資材の注文を取ります。
○建築資材の配達業務
・木材、建材、その他住宅関連資材全般を取り扱います。
・資材の積み下ろし作業
　＊重機、手作業による
　　重機の免許は特に必要ありません
＊範囲は秋田市内及び近郊（２ｔトラック使用）
＊作業着貸与

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社木村建材店

雇用・労災・健康・厚生
05010-17358081

その他
秋田市河辺和田字和田３７－９

8人 018-882-3515

不問
8人 秋田県秋田市

℡ 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　６日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　　２．　９月　７日　社会福祉法人晃和会【介護職員】
　　３．　９月１０日　㈱和敬園　ショートステイ「御所野の森」【介護職】
　　４．　９月１１日　㈱プレステージ・インターナショナル【ロードアシスタンス・オペレーター　他】
　　５．　９月１２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　６．　９月１３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】
　　７．　９月１４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】
　　８．　９月１８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．　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！
　１０．　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）

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　７日　㈱全建【大型ウイング・トレーラー乗務員、海上コンテナー配送乗務員　他】
　　２．　９月１３日　トラックドライバー募集合同面接会 in ﾊﾛｰﾜｰｸ秋田【秋田市内運送業４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 1,200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 就業場所

時給

2人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時30分～19時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 880円～1,220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

月給（時給換算）

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時45分～16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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～14時30分 就業場所

時給

2人 738円～738円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 770円～880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～16時30分 就業場所
(2)11時15分～19時15分
(3)11時45分～19時45分

時給

5人 1,280円～1,280円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 3時00分～ 6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～15時00分 就業場所

労災
05010-17424581

毎　週
秋田県秋田市将軍野南４－５－９

7人 018-845-8090

不問
100人 秋田県秋田市

400人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
03010-21759381

調理補助及びホール係
（ラーメン秋田　ひない
軒）

○ラーメン店における調理補助及びホール係に従事していた
だきます。
・ラーメン調理の補助
・ラーメンの持ち運び
・接客
・その他、付随する業務

不問

他 株式会社　大同観光

大浴場清掃スタッフ（秋
田市）

「天然温泉ホテルこまち」において下記の業務を行っていただ
きます。
・大浴場の清掃業務
・その他、付随業務
＊未経験者可能、丁寧に指導します。
＊友人知人での応募も大丈夫です。
※深夜手当を含め時給１，６００円になります。
　深夜時間帯以外も同額支給します。
　　　　　　　　　　≪　急　募　≫

不問

他 みちのくキヤンテイーン　株式会社
毎　週

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南
２－４－２１

0人 019-611-2412

不問

250人 018-889-3120

不問
3,200人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-17393681

12ヶ月
労災

05010-17437181

販売メンバー【食品（本
館またはガーデン）、イ
ンテリア】

○本館地階、またはフォンテ館地階において、店頭販売メンバーとし
て業務に従事していただきます
・接客、レジ業務、発注や品出し（フォンテ館での勤務の方は接客の
ウエイトが低いです）
・商品の展示、補充、伝票処理や入力業務（簡単なパソコン操作が
あります）　　・その他付随する業務
＊短時間勤務（社保非適用）は応相談
＊アルバイト勤務を希望の場合は応相談
＊お客様と接する業務のため、明るい対応が求められます。
＊入社１年後に無期雇用の制度あり。

不問

他 株式会社　そごう・西武　西武秋田店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目６－１

その他
秋田県秋田市大町２丁目７－３

22人 018-824-1625

不問
22人 秋田県秋田市

22人 秋田県秋田市
平成30年11月1日～平
成32年2月28日 雇用・労災

05010-17398881

集金

○ご購読中のお客様に配布物を届けながら、集金にお伺い
するお仕事です。
・集金してきたものを集計する。
・お客さまのお宅で集金した際に領収書を渡す。

＊２５日～月末までの１週間だけのお仕事です。

＊自転車、バイクの場合は貸し出し。
　自動車の場合はマイカー使用。

普通免許（ＡＴ可）
または原付免許

他 株式会社　ＹＣ秋田西部

営業事務・経理事務

○日建商事株式会社秋田営業所（社員４名）内の営業事務・
経理事務を正社員１名と一緒に担当していただきます。

・それぞれコンピュータソフトを使ってのデータ入力作業や販
売管理が中心ですが、来客の際は応対することもまれにあり
ます。

不問

土日祝他 日建商事　株式会社　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市川尻大川町１番３号

5人 018-823-8211

不問

秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

2,334人 秋田県秋田市
平成30年10月23日～
平成30年12月17日 雇用・労災・健康・厚生

05010-17440581

56,178人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-17445181

事務系スタッフ（総合学
務課）

所属先：総合学務課
　
・証明書の発行に関する業務
・海外資源フィールドワークの事務手続きに関する業務
・ティーチングアシスタント、リサーチアシスタントの事務手続
きに関する業務
・学生（外国人留学生を含む）の修学指導に関する業務
・文書の接受・発送及び整理保管に関する業務
　働き方改革関連認定企業【くるみん】

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

一般事務

○秋田支社または支社館内の営業オフィスでの一般事務、
書類点検、データ入力、ファイリング、電話応対　など
・その他庶務業務

＊募集人登録必須（１年以内に登録しない場合は、次回の更
新は行わない）

※社外への営業活動なし

不問

土日祝他 第一生命保険　株式会社　秋田支社
毎　週

秋田県秋田市大町２丁目４－４４

39人 018-865-1111

＊一般事務経験１年
以上ある方
＊パソコン操作ので
きる方（ワード・エクセ
ル）

152人 018-836-2014

・パソコン操作（エク
セル・ワード・一太
郎等）
・事務経験者

5,000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

05010-17441481

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-17422681

一般事務（総務課）１０
／１～

○事務補助業務
・パソコンによる入力操作作業、書類のチェック、書類等の
　コピー等。エクセル、ワード、一太郎による入力作業・
　文書作成等
・来客の対応（給茶等あり）ほか　

※雇用期間　平成３０年１０月１日～平成３１年３月３１日

不問

金土日祝他 東北森林管理局
毎　週

秋田県秋田市中通５丁目９－１６

秋田県秋田市保戸野千代田町７－１

10人 018-864-7868

不問
160人 秋田県秋田市

秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-17378581

フィットネスクラブの運
営スタッフ（パート）

○フィットネスクラブ「カーブス」の運営スタッフ
・エクササイズ指導
　　お客様の隣で指導していただきます。
・会員管理
　　一般的なワード、エクセルを使用します。
・営業活動
　　ポスティング（チラシをポストに入れるお仕事）は相談
　　により行います。
＊すぐに働ける人を希望します。
＊未経験者、運動経験がない方でも大歓迎！

不問

土日祝他 株式会社　向学舎グループ（秋田英
数学院・秋田個別指導学院・東進衛毎　週

○デイサービス利用者（１８名程度）の看護業務を担当し
　ます。
・バイタルチェック、服薬管理  ・健康管理
・介助、見守り等  ・機能訓練指導等、その他
・送迎（社有車使用）
＊６０代の方も歓迎します。
＊週に２～４日程度の勤務（相談による）
＊正社員登用制度あり（社内試験による）
＊ユニフォーム貸与　　＊年度更新

看護師・准看護師・保
健師のいずれかの免
許必要
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

日他 株式会社　バイタルケア　バイタルケ
ア秋田毎　週
秋田県秋田市泉字登木２２１番地１

15人 018-824-3417

不問
250人

・電話、電子メール
に対応できる英語
能力を有すること・
パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ等）
が出来ること

平成30年9月6日発行（平成30年9月5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（パート）

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

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)10時00分～15時00分 就業場所
(2)15時00分～20時00分

時給

1人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～14時30分 就業場所

その他

5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 就業場所

日給（時給換算）

2人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 2時00分～ 6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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1)13時00分～15時30分 就業場所
(2)13時00分～16時30分

時給

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～10時00分 就業場所

時給

2人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 7時30分～ 9時30分 就業場所6,730人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
13110-21299581

清掃／ダイナム秋田店

パチンコ店内の清掃作業
・床清掃
・パチンコ台の拭きあげ
・ゴミ回収
・灰皿清掃
・トイレ清掃など
※お客様を気持ちよくお迎えできる清掃を心掛けていただき
ます。
※勤務日数・休日などはご相談ください。
【受付番号　０２９】

不問

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

17人 03-3802-8166

不問

22人 018-845-8090

不問
100人 秋田県秋田市

労災
05010-17425481

労災
05010-17359381

清掃（大同門）

・焼肉ロースターの掃除
（焼肉台のリングに付着した汚れを落とします）

＊未経験者にも作業内容は教えます

不問

他 株式会社　大同観光
な　し

秋田県秋田市将軍野南４－５－９

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

400人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
03010-21755881

清掃業務（秋田赤十字
病院附属あきた健康管
理センター）

○中通小学校並びの健康診断受診機関の清掃です。
・ロビー、待合室、面談室、階段、男女トイレ等

＊２人体制で午後２．５～３．５時間の仕事です。

＊交通費１万円迄規定支給、無料駐車場もあるので通勤に
便　利です。

＊勤務中、禁煙対応できる方を希望します。

不問

土日祝 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズ

ホテル客室清掃及び
ベッドメイク等スタッフ
（秋田市）

「天然温泉ホテルこまち」において下記の業務を行っていただ
きます。
・客室の清掃及びベッドメイク、ゴミの処理、ユニットバスの清
掃、備品の補充等

＊未経験者可能、丁寧に指導します。
＊友人知人での応募も大丈夫です。

　　　　　　　　　　≪　急　募　≫

不問

他 みちのくキヤンテイーン　株式会社
毎　週

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南
２－４－２１

0人 019-611-2412

不問

22人 018-824-1625

不問
22人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-17433481

12ヶ月
雇用・労災

05010-17371881

配達

○新聞を配達する業務に従事していただきます。
・配達準備
・契約されている家庭への新聞配達
・配達エリアは山王地区～寺内地区の間（１００件程度）

＊社用バイク又は持込車両での配達になります。


普通自動車運転免
許又は原付免許

他 株式会社　ＹＣ秋田西部
その他

秋田県秋田市大町２丁目７－３

毎　週
秋田県秋田市新屋松美ガ丘北町９
番２４号

104人 018-862-6767

不問
112人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市
～平成31年2月28日

雇用・労災
05010-17423981

タクシー乗務員（パー
ト）

○タクシー乗務員（パート）
・営業エリアは主に秋田市内です。

＊タクシーが初めての方でも親切丁寧に指導いたします。
＊全車簡易ナビ付および自動配車システムです。
＊完全歩合制で出来高×４７％となります。

普通自動車２種免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　タクシーセンター　あい

きりたんぽ・だまこ製造
補助

○きりたんぽ・だまこの製造補助業務
・炊飯、臼で練る
・焼きあがったきりたんぽを袋に詰める。
・形成されただまこもちをトレーに入れる。
・その他、付随する業務

不問

日他 有限会社　榎食品
その他

秋田県秋田市新屋元町９－３

9人 018-828-3823

不問

不問
9人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-17446081

不問

他 株式会社　杉のや
その他

秋田県秋田市雄和椿川字山籠４９
秋田空港ターミナルビル２階

8人 018-886-3800

2ページ中 2ページ

平成30年9月6日発行（平成30年9月5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

和食レストラン接客
（パート）

○秋田空港店で接客業務に従事していただきます。
・ご来店のお客様の席への誘導、注文受け
・料理や飲み物の配膳
・お会計、レジ
・開店の準備、閉店後の片付づけ
・その他付随する業務

＊席数４０席



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 375,000円～750,000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40分 就業場所

月給

1人 200,000円～235,000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) 9時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～16時30分

月給

5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 159,000円～195,000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30分～16時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

日給（月額換算）

1人 166,500円～166,500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30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 168,000円～184,800円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 130,000円～155,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 121,800円～121,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

2人 170,534円～210,424円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 142,856円～167,360円
就業場所

有期雇用派遣 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

0人 0545-33-0804

不問
80人 秋田県秋田市

～平成31年8月31日
雇用・労災・健康・厚生

22100- 7934481

雇用・労災・健康・厚生
05010-17536581

（派）一般事務

派遣先企業においての事務のお仕事です。
・部品の受発注
・見積書の作成
・来客対応
・その他、電話対応

不問

日祝他 タカギグッドウェイ　株式会社
その他

静岡県富士市三新田４番地１５

その他
秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０の５

9人 018-882-3280

不問
74人 秋田県秋田市

3,496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

05010-17596781

物流・倉庫係

○商品管理に関する業務を担当していただきます。
・入出庫、発注、在庫管理　他
・専用のシステムへの入力作業があります。

＊入出庫の際に最大で２０ｋｇ程度の商品を持つことがありま
す。

※制服貸与あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
※社用車（ＭＴ車）
を運転する場合あ
り

日他 株式会社　コジマ商会　秋田営業所

一般事務職員（赤れん
が郷土館または民俗芸
能伝承館）

○窓口受付及び事務補助に従事していただきます。
　窓口業務としては、
　・来館者へのチケット販売　・現金及び人数の集計
　・チケットやリーフレット等の在庫管理
　事務補助としては、
　・館で開催する事業の補助　・電話、来客対応　・施設使用申請受
付　・文書や集計表の入力及び作成　・事務用品の管理などです。
・開館、閉館用務
・その他、付随する業務（館内シャッター開けなど）

不問

他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

11人 018-866-2012

パソコン（ワード、エク
セル）操作経験のあ
る方
一太郎の操作経験尚
可

14人 018-862-5371

不問
16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17582181

～平成31年2月28日
雇用・労災・健康・厚生

04010-61058381

事務員

・電話応対
・商品管理
・出入庫管理
・伝票発行　等の事務作業を行っていただきます。
＊その他付随する業務あり


　　＊シフトによる週休二日制

不問

日他 有限会社　金圓
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目１２－２１

その他
宮城県仙台市青葉区本町１丁目１２
－３０　太陽生命仙台駅北ビル９階

0人 022-264-0803

ワード・エクセル基
本操作

48人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市
～平成30年11月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010-17578981

（派）一般事務［秋田
市］

大手建機レンタル会社事務所でのお仕事です
電話・来客応対、修理見積りや書類作成、パソコン入力、備
品管理、部品発注処理、請求業務、その他付帯する庶務を
行っていただきます

＊６ヶ月毎契約更新

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　スタッフ・アクティオ　東北
支店

ＯＡ機器操作及びフロ
ント業務

○派遣先における自動車リサイクルシステムを活用したＯＡ
機器操作及びフロント業務に従事していただきます。

不問

日他 有限会社　アキタドリームサービス
隔　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

＊ＰＣ操作

1,404人 018-888-9120

保育士の実務経験
３年以上

2,576人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-17540181

平成30年10月1日～平
成31年3月31日

05010-17565281

保育士【企業内託児
所】

【８月にオープンした企業内託児所の保育士さんを募集】
・プレステージ・インターナショナル従業員のお子様をお預
　かりする企業内託児所での保育業務。（地域枠もあり）
・対象は６カ月～就業前までのお子様。
・最大４２名お預かりできます。
・持ち帰りの仕事はありません。
・無認可企業主導型保育園
★現在、企業内託児所「オランジェリー」を運営しています
　が、この度、第二託児所を開設したことによる、新規メン
　バーの募集です。

保育士


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

毎　週
秋田県秋田市仁井田本町１丁目１９
－２７

0人 018-838-6090

不問
0人 秋田県秋田市

278人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17557281

生活支援員

○自閉症スペクトラム障害に特化した生活介護（デイサービ
ス）において、利用者様への付添い、見守り、食事等の日常
生活でのサポート業務です。

＊初心者の方でも安心して仕事が出来るシステムとフォロー
体制を保障いたします。

＊送迎及び補助業務もあります。
　社用車（ＡＴ、ミニバン）使用

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日他 株式会社　ＯＨＡＮＡ

保健師または看護師

・高齢者に対する総合相談
・介護保険等の事務手続き
・介護予防支援業務
・講演、介護予防事業等の企画および運営
・その他、高齢者支援に関すること

＊外出はＡＴ社有車使用

保健師または看護
師資格
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 医療法人　惇慧会
毎　週

秋田県秋田市外旭川字三後田１４２

4人 018-868-5511

看護師の方は在宅ケ
ア経験者（おおむね１
年以上）
（保健師の方は在宅
ケア経験なくても可）

平成30年9月7日発行（平成30年9月6日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

【秋田】戸建リフォーム
の品質管理　★正社員

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

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

一・二級建築士、１級
建築施工管理技士等
の建築関連資格
普通自動車運転免許

土日祝他 住友不動産株式会社
毎　週

東京都新宿区西新宿２－４－１　新
宿ＮＳビル　１９Ｆ

12人 03-3346-1424

不問
5,188人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13080-76154681

℡ 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 250,000円～399,000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 50歳以下 (1) 8時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 200,200円～278,400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～18時00分 就業場所

月給

1人 158,000円～183,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

2人 190,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)11時00分～19時00分

時給（月額換算）

3人 132,288円～132,288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 170,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

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

月給

2人 168,500円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 168,500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)10時00分～19時00分 就業場所

時給（月額換算）

3人 133,168円～138,040円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所40人 秋田県南秋田郡五城目町
平成30年9月21日～平
成30年11月20日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 5135081

車載用電装部品の製
造【五城目町】

＊ハーネスの組み付け
　外観検査
　その他付随する業務
※立ち作業になります。
＊派遣期間：Ｈ３０年９月２１日～Ｈ３０年１１月２０日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
平成３３年１０月２１日です。

普通自動車免許
（通勤用）

土日他 北斗通信工業　株式会社
毎　週

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

不問

19人 018-884-1680

経験者
95人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17573281

雇用・労災・健康・厚生
05010-17572881

鈑金塗装およびピット
内業務　【経験者】（土
崎店）

○主に鈑金塗装業務に従事して頂きます。（経験者）
・取り扱っている車は普通乗用車と軽自動車になります。
○鈑金塗装業務がない場合は、ピットスタッフとしての業務
　も行います。
・カー用品全般の取付
・軽整備
・多少の販売及び商品管理等もあります。
・ピットでの軽作業の経験を踏まえて、店内販売への異動可
・簡単なパソコン操作
＊作業服貸与

普通自動車運転免
許

他 株式会社　アルビス（イエローハット）
毎　週

秋田県秋田市広面字堤敷６４－１

毎　週
秋田県秋田市広面字堤敷６４－１

19人 018-884-1680

不問
95人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-17575081

鈑金塗装およびピット
内業務　【見習い】（土
崎店）

○主に鈑金塗装業務に従事して頂きます。（見習いとして）
・取り扱っている車は普通乗用車と軽自動車になります。
○鈑金塗装業務がない場合は、ピットスタッフとしての業務
　も行います。
・カー用品全般の取付
・軽整備
・多少の販売及び商品管理等もあります。
・ピットでの軽作業の経験を踏まえて、店内販売への異動可
・簡単なパソコン操作
＊作業服貸与

普通自動車運転免
許

他 株式会社　アルビス（イエローハット）

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、採用の日から最長３年間となります。

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

不問

35人 018-831-5545

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17541081

～平成31年6月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-17519981

日本料理調理係（見
習）

○ホテル内における日本料理の調理見習業務に従事してい
ただきます。
・料理の仕込み、調理、盛り付け
・後片付け、清掃
・その他付随する業務
　
＊就業時間のうち実働８時間　　　　　　　　　　　　　　

＊食事付き

不問

他 株式会社　秋田車屋
その他

秋田県秋田市中通１丁目３－５　秋
田キャッスルホテル内

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－６９

39人 018-828-4851

不問
7,500人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17554481

洗濯仕上げ工

○クリーニング仕上げ、整理等全般に関わる業務に従事して
いただきます。
・主に寝具、ユニホーム　
・アイロンがけ作業
・商品の区分け作業
・その他付随する業務

＊雇用期間：年度更新あり

不問

土日他 ワタキューセイモア　株式会社　東北
支店秋田営業所

ドレスコーディネーター

○ドレスコーディネーター業務に従事していただきます。
＊結婚式場での新婦様を中心とした衣装合せなど、主に婚
礼衣装にまつわる業務全般。
・新婦のコーディネート
・フィッテイング（試着）の補助
・衣装の管理、手入れ（簡単なアイロンがけ、手縫い等）
＊七五三、成人式のコーディネート、フィッテイング業務
＊外出業務あり（社用車／ＡＴ車または自家用車）使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　アールベルアンジェ秋田
その他

秋田県秋田市千秋久保田町５－１５

15人 018-884-7700

不問

3人 080-6725-0476

不問
80人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-17556881

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17574181

アイリスト

○ネイルサロン、まつ毛エクステ、脱毛サロンの中で、まつ毛
エクステ部分のお客様へ施術を行っていただきます。
・お客様の予約管理
・その他、付随する業務

＊お客様への勧誘がなく、ノルマは一切ありません。
＊正社員登用制度あり。

美容師免許

他 ネイルサロンリコット（株式会社トワ・
プール）毎　週
秋田県秋田市楢山川口境５－１１イ
オン秋田中央店２Ｆ

毎　週
秋田県秋田市八橋イサノ２丁目１－
１

2人 018-863-1829

不問
173人 秋田県秋田市

414人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17546481

営業

商業施設（主に量販店、アパレルメーカー）に対して、マネキ
ン人形・商品陳列用什器のレンタル販売の営業及び店内設
営。
＊マネキン・什器のレンタル・販売については受注後お届け
する商品を準備、納品・設営までを行います。
＊売場（納品先）での商品のアフターメンテナンス対応及び使
用後の引き上げも行います。
＊営業範囲は主に秋田県内。２ｔ～４ｔトラック運転あり。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　京屋　秋田店

海外営業

・海外顧客関連事務処理
・海外顧客との電話会議、打ち合せ等

＊輸出用業務用無線機事業の、米国既存顧客との営業（窓
口）担当となります。
＊新規開拓営業ではなく、ノルマ等はありません。
＊海外出張があります（年２～４回程度。各１週間程度）。

ＴＯＥＩＣ６００点以
上または、英検準１
級～２級

土日祝他 株式会社　五洋電子
毎　週

秋田県潟上市天王字鶴沼台４３－２
２４

303人 018-878-5281

不問

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05020- 4267581

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 河上薬品マルセ　株式会社
その他

秋田県山本郡三種町川尻字下堤下
５０－８

8人 0185-85-2153
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平成30年9月7日発行（平成30年9月6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

健康アドバイザー（ルー
ト営業・秋田県秋田市）

※平成２８年６月新規開設につき、新しい力を求めています
５０年以上続く歴史あるお客様を廻商します。
※当社の置き薬を配置させていただいているお客様を訪問し
使用された薬の補充や代金の精算及び入替をする仕事です
（社用車使用）。
※先輩社員との同行期間もあり、営業のノウハウ、薬品の専
門的な知識は、一から丁寧に指導しますので、営業の経験が
ない方も安心してご応募ください。
※多種多様な職種を経験した方が多く在職し、活躍していま
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

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

5人 168,800円～168,800円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給（月額換算）

2人 151,920円～151,920円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

3人 133,168円～133,168円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

日給（月額換算）

1人 133,980円～138,600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 30歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 169,500円～218,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 169,500円～218,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

2人 168,500円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

2人 168,500円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

時給（月額換算）

3人 133,168円～133,168円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

30人 0187-84-3707

不問
40人 秋田県秋田市

平成30年9月18日～平
成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 5143081

雇用・労災・健康・厚生
05010-17569681

フレキシブル基盤製造
【秋田市】

＊フレキシブル基盤の製造に係る
　・加工オペレーター　・組立、検査
　・その他付随する業務
※日勤のみも可
＊派遣期間：Ｈ３０年９月１８日～Ｈ３０年１２月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３３年１０月５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

日他 北斗通信工業　株式会社
その他

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

毎　週
秋田県秋田市広面字堤敷６４－１

19人 018-884-1680

不問
95人 秋田県秋田市

95人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17567081

ピットスタッフ（土崎店）

○主に取り扱っている車が普通乗用車と軽自動車になります
・カー用品全般の取付
・軽整備
・未経験者応募可
・多少の販売及び商品管理等もあります。
・ピットでの軽作業の経験を踏まえて、店内販売への異動可
・簡単なパソコン操作
＊作業服貸与

普通自動車運転免
許

他 株式会社　アルビス（イエローハット）

ピットスタッフ（広面店）

○主に取り扱っている車が普通乗用車と軽自動車になります
・カー用品全般の取付
・軽整備
・未経験者応募可
・多少の販売及び商品管理等もあります。
・ピットでの軽作業の経験を踏まえて、店内販売への異動可
・簡単なパソコン操作
＊作業服貸与

普通自動車運転免
許

他 株式会社　アルビス（イエローハット）
毎　週

秋田県秋田市広面字堤敷６４－１

14人 018-884-1680

不問

14人 018-884-1680

不問
95人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17563781

雇用・労災・健康・厚生
05010-17561581

ピットスタッフ（広面店）
２級自動車整備士

○主に取り扱っている車が普通乗用車と軽自動車になります
・カー用品全般の取付
・軽整備
・多少の販売及び商品管理等もあります。
・ピットでの軽作業の経験を踏まえて、店内販売への異動可
・簡単なパソコン操作
＊作業服貸与

普通自動車運転免
許、２級自動車整
備士以上

他 株式会社　アルビス（イエローハット）
毎　週

秋田県秋田市広面字堤敷６４－１

毎　週
秋田県秋田市広面字堤敷６４－１

19人 018-884-1680

不問
95人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17517381

ピットスタッフ（土崎店）
２級自動車整備士

○主に取り扱っている車が普通乗用車と軽自動車になります
・カー用品全般の取付
・軽整備
・多少の販売及び商品管理等もあります。
・ピットでの軽作業の経験を踏まえて、店内販売への異動可
・簡単なパソコン操作
＊作業服貸与

普通自動車運転免
許、２級自動車整
備士以上

他 株式会社　アルビス（イエローハット）

自動車整備・鈑金工
（見習い）

○自動車販売店において整備および鈑金の業務に従事して
い
　ただきます。
・車の車検、点検、一般整備及び電装整備等車に関する業務
・車の鈑金（車体整備）業務
・納車、引取り業務（県内全域）
・車内外の清掃
＊バイク、車が好きな方大歓迎。
＊業務を通して随時指導しますので安心して応募してくださ
い。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
・２級、３級整備士
免許ある方優遇

日祝他 ワールドモータース　株式会社
その他

秋田県秋田市四ツ小屋字与左エ門
川原４０９－１

9人 018-839-0120

不問

30人 0187-84-3707

不問
40人 秋田県秋田市

平成30年9月18日～平
成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 5141281

平成30年9月18日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 5151381

圧力センサー製造【秋
田市】

＊圧力センサーの製造に係る
　・加工オペレーター　・組立、検査
　・その他付随する業務
※日勤のみも可
＊派遣期間：Ｈ３０年９月１８日～Ｈ３０年１２月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３３年１０月５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

日他 北斗通信工業　株式会社
その他

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

毎　週
大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

不問
40人 秋田県南秋田郡五城目町

40人 秋田県南秋田郡五城目町
平成30年9月18日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 5150081

部品加工・組立（日勤
制）【五城目町】

＊輸送機器部品の加工・組立
＊専用加工機の操作や手作業による組立

＊派遣期間：Ｈ３０年９月１８日～Ｈ３０年１０月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３２年１月１７日です。

不問

土日他 北斗通信工業　株式会社

部品加工・組立【五城
目町】

＊輸送機器部品の加工・組立
＊専用加工機の操作や手作業による組立

＊派遣期間：Ｈ３０年９月１８日～Ｈ３０年１０月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３２年１月１７日です。

不問

土日他 北斗通信工業　株式会社
毎　週

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

不問

不問
90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

05010-17581281

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

平成30年9月7日発行（平成30年9月6日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

電子部品の組立業務
（８：００～１７：００）

○プリント基板の組立業務
・検査業務
・アミューズメント関連の組立作業です。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

2人 156,240円～156,240円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 200,000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歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 131,064円～131,064円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 7時30分～16時30分 就業場所
(2)12時00分～21時00分
(3) 8時30分～17時30分

月給

1人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～44歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 129,168円～132,480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 150,000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) 9時00分～20時30分 就業場所

月給

2人 145,000円～186,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

月給

2人 145,000円～186,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

130人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17584381

倉庫の入庫・ピッキング
（正社員）

○冷凍庫内での商品の入庫と、店舗ごとのピッキング作業

・車両への積み込みもあります。 不問

日他 東北フローズン　株式会社　秋田支
店その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－９１

12人 018-888-8707

不問

12人 018-888-8707

不問
130人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17585681

雇用・労災・健康・厚生
05010-17520781

アイスクリームの配送・
陳列・自販機への納品
等

◇ルート配送　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・２ｔトラックを使用して、アイスクリーム等の配送業務
　・スーパー、コンビニ等の得意先回り、アイスクリーム　
　　冷凍食品を配送・陳列業務　　　　　　　　　　　　　
　・自販機への納品　等　
◇営業業務（新製品案内等）　　　　　　　　　　　　　　
　・新製品のパンフ配布　他
◇１日の配送距離と店舗数は１００～１５０ｋｍ内で、
　１０～１５店を回ります。


準中型自動車運転
免許以上

日他 東北フローズン　株式会社　秋田支
店その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－９１

その他
秋田県秋田市保戸野千代田町１６－
６

8人 018-823-0315

不問
21人 秋田県秋田市

700人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-17545581

配達及び販売【トライア
ル雇用併用求人】

○顧客への配達業務
・配達エリアは秋田市内（社用車：軽バンＡＴ車）
・お客様は７：３で飲食店：個人となっており、生樽、瓶ビー
ル、ウイスキー、焼酎などをルート配達する仕事です。
○店頭販売に関する業務
・レジ、陳列、在庫管理業務
・電話による受注応対
・簡単なパソコン操作
＊会社ホームページもご覧ください。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 有限会社　成美商事

倉庫作業員

○当センター倉庫での倉庫作業となります。
・ピッキング（製品仕分け）
・１２ｋｇ程度

＊ユニフォーム、安全靴貸与します。

不問

土日他 みちのくコカ・コーラボトリング　株式
会社　毎　週
秋田県秋田市四ツ小屋字与左衛門
川原３８５－１

11人 018-839-1771

不問

16人 03-3432-2431

不問
21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13040- 7470282

雇用・労災・健康・厚生
05010-17518681

【直行直帰】各種工場
の防蝕工事の施工

★各種工場の防蝕工事の施工★
　・半導体工場の化学工場などの工場で使用する薬品や排水
　　から、コンクリート、金属構造物等を保護するために、
　　特殊な樹脂などを使用して被覆する仕事です。
　・土壌や河川への有害物質の流出を防ぐこともでき、地球
　　環境を守る重要な仕事です。
　※在宅中は本社・取引先等と電話対応等を行い、施工先（
　　主に秋田県内）に直行直帰して頂きます。
≪当社主要取引先≫　三菱重工、ソニー、トヨタ、サント
　　リー等大手企業主要工場の防蝕工事の設計施工

不問

土日祝他 中央防蝕工業株式会社
毎　週

東京都港区西新橋３－５－８　渡瀬
ビル４階

毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

9人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

115人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17535981

建物管理員（商工中
金・第一生命秋田ビル）

○建物管理及び立体駐車場管理業務全般に従事していただ
きます。

・館内巡回点検、各種メータ類の検針
・立体駐車場入出庫対応
・その他、付随する業務

不問

他 株式会社　友愛ビルサービス

大型運転手（大型、中
型、ユニック車）【急募】

○大型車による建設資材等の配送
・積み荷は主に建設資材（外壁材や合板等）
・１３ｔ車または１５ｔ車使用
・主に県内全域（現場、商社、建材店等）

＊高所作業の仕事あり（シート掛）
＊ワンマンでの業務となります
＊早出もあり。４：００～。時間外手当支給。

大型自動車免許
（必須）
移動式クレーン、玉
掛け（必須）

日祝他 小坂通運　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市飯島字砂田５１－１

25人 018-845-5517

不問

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年9月25日～平
成30年10月31日 雇用・労災

05010-17527981

不問

日他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

4ページ中 4ページ

平成30年9月7日発行（平成30年9月6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

塗装工程の補助作業
【秋田市】

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

※その他付随する作業あり。
※体力に自信のある方、歓迎！

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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　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　７日　㈱全建【大型ウイング・トレーラー乗務員、海上コンテナー配送乗務員　他】
　　２．　９月１３日　トラックドライバー募集合同面接会 in ﾊﾛｰﾜｰｸ秋田【秋田市内運送業４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

3人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～15時30分 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,200円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～17時15分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

4人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～17時00分 就業場所
(2)12時00分～19時00分

時給

4人 880円～1,220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30分 就業場所
(2) 9時30分～14時30分

時給

1人 760円～760円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 760円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05010-17549281

毎　週
秋田県秋田市御所野堤台２丁目２－
１９

25人 018-829-0123

不問
26人 秋田県秋田市

95人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災
05010-17552981

介護補助業務


（単独型短期入所生活介護施設、現在４０床）
・清掃作業
・入退所準備等

＊入浴介助、排泄介助等の身体介護以外の業務を担当して
いただきます。



不問

土日他 株式会社　アースワン

販売員（青果部門）「五
城目店」


・フルーツカット
・商品のパック詰め
・商品陳列
・店頭販売
・商品の説明



不問

他 有限会社　ダイサン
その他

秋田県潟上市昭和大久保堤の上１１
７

43人 018-877-2740

不問

43人 018-877-2740

不問
95人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災
05010-17551681

雇用・労災
05060- 5042081

販売員（精肉部門）「五
城目店」

【主な仕事の内容】
・包丁、スライサーを使用しての肉の加工
・商品の陳列、パック詰め
・店頭販売
・接客業務（お客様に対して店内や商品案内　等）

＊ユニフォーム貸与
＊大久保店への転勤の可能性あり

不問

他 有限会社　ダイサン
その他

秋田県潟上市昭和大久保堤の上１１
７

毎　週
秋田県横手市横手町字大関越１６６
－２

3人 0182-35-8889

調剤事務経験者
【３年以上の業務経
験のある方は優遇
します】

31人 秋田県秋田市

12,421人 秋田県秋田市
平成30年9月25日～平
成30年11月22日 雇用・労災

05010-17537481

調剤事務【急募】

＊飯島調剤薬局における調剤事務
・レセプトコンピュータ事務
・処方箋受付、会計（レジ）
・レセプト業務
・清掃等の業務に従事していただきます。
＊月、水、木、金は９：００～１６：００の間の６時間勤務となります（勤
務時間は相談可能です）
＊火・土は９：００～１３：００の勤務となります。
　（基本的に土曜日は休日となります）
※正社員登用の可能性あり。

・普通自動車免許
（通勤用）

日祝他 有限会社ファーマシステム

一般事務補助（９／２５
～）

○一般事務補助業務全般を担当
・パソコンによる資料作成、データ入力
　（ワード、エクセル　の簡単な操作）　　　　　　　　
・書類のコピー、整理等
＊雇用期間終了後、更新の可能性あります。
（更新した場合最長５ヶ月です）

不問

土日祝 東北電力株式会社　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目１５－６

190人 018-863-3151


ワード・エクセルの
簡単な操作可能な
方

113人 018-862-5611

パソコン入力業務
（ワード、エクセル
等）

113人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成30年12月31日 雇用・公災

05010-17534681

雇用・労災
05010-17553581

事務補助

○事務補助の業務に従事していただきます。

・データ入力（エクセル、ワード等）
・エクセルデータ等の読み合わせ、確認業務
・書類整理
・郵便物の発送等

不問

土日祝他 東北農政局秋田県拠点
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－５

毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町５－１５

15人 018-884-7700

不問
15人 秋田県秋田市

159,800人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010-17548881

インフォメーションスタッ
フ（受付）

・ブライダルサロンの受付、案内業務
・結婚式でのクローク（荷物預かり）業務
・電話応対

＊パソコンを使用（ワード・エクセル）

不問

水他 株式会社　アールベルアンジェ秋田

内勤事務

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

不問

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

29人 080-5068-2100

不問

20人 018-866-2012

2,532人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-17533381

秋田県秋田市
平成30年10月1日～

05010-17566181

新屋ガラス工房運営管
理者（嘱託）

○新屋ガラス工房運営管理業務に従事していただきます。
【主な仕事内容】
・ショップの販売企画・運営
・工房イベントの企画・運営
・工房の広報・視察対応
・その他、付随する業務
＊仕事の内容は慣れるまで教えます。
＊雇用期間：１年以内、年度毎の更新あり（最長５年）

火他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

○自閉症スペクトラム障害に特化した生活介護（デイサービ
ス）において、利用者様への付添い、見守り、食事等の日常
生活でのサポート業務です。

＊初心者の方でも安心して仕事が出来るシステムとフォロー
体制を保障いたします。


不問

土日他 株式会社　ＯＨＡＮＡ
毎　週

秋田県秋田市仁井田本町１丁目１９
－２７

0人 018-838-6090

不問
0人

デザイン関連企業
での業務経験があ
り、デザイン関連ソ
フト（イラストレー
ター、フォトショッ
プ）の操作技術を
有する方

平成30年9月7日発行（平成30年9月6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

生活支援員

℡ 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～2,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～20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

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 856円～1,070円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時30分～14時30分 就業場所
(2)16時00分～22時00分

時給

1人 760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 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 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 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 就業場所

日給（時給換算）

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 18歳以上 (1) 4時00分～ 5時40分 就業場所

日給（時給換算）

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 18歳以上 (1) 4時00分～ 5時40分 就業場所

時給

2人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所11人 秋田県能代市

労災
05020- 4251781

ハウスクリーニング作
業員

◆一般家庭での家事代行業務、その他ハウスクリーニングな
どの業務に従事していただきます。
＊２～３名での作業になります。　　　　　　　　　　　　
＊自家用車を使用していただく場合があります
　（交通費等の車両手当については面接時説明します）

　　◇未経験者の方でも丁寧にお教えいたします◇
※応募の方は連絡の上、面接時にハローワークの紹介状と
履　歴書を持参して下さい。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 おそうじ本舗　能代店
毎　週

秋田県能代市西通町７－４

9人 0185-55-0020

不問

22人 018-845-3844

不問
25人 秋田県秋田市

労災
05010-17539881

労災
05010-17538781

新聞配達【秋田市飯島
地区】

○朝刊の配達業務
・読売新聞、報知新聞、毎日新聞を軽自動車に積み、配達し
ます。
＊折り込み作業はございません。
＊休日は月初に決定します。

＊配達は、潟上市追分地区です。
（一日８０軒程度）
＊週３日以上働ける方を希望します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 読売センター土崎
な　し

秋田県秋田市土崎港北５丁目６－２
８

な　し
秋田県秋田市土崎港北５丁目６－２
８

22人 018-845-3844

不問
25人 秋田県潟上市

2,750人 秋田県秋田市
～平成30年11月20日

労災
06030- 8289981

新聞配達【潟上市追分
地区】

○朝刊の配達業務
・読売新聞、報知新聞、毎日新聞を軽自動車に積み、配達し
ます。
＊折り込み作業はございません。
＊休日は月初に決定します。
＊配達は、潟上市追分地区です。
（一日８０軒程度）
＊週３日以上働ける方を希望します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 読売センター土崎

ルート兼工場仕上げ
（秋田南工場）（期間限
定１１／２０まで

◎ルート集配及び工場内仕上作業
・ワンボックスカー（社用車）を使用し、決まったルートで各店
舗へのクリーニング品の集配作業
・ルート配送時以外は、工場内で洗いあがったクリーニング品
の仕上、出荷準備作業


＊雇用期間は１１月２０日までとなります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定：可）

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

34人 0234-21-1888

不問

29人 0234-21-1888

不問
2,750人 秋田県秋田市

～平成30年11月20日
労災

06030- 8288681

～平成30年11月20日
労災

06030- 8285181

ルート兼工場仕上げ
（秋田第２工場）期間限
定１１／２０まで

◎ルート集配及び工場内仕上作業
・ワンボックスカー（社用車）を使用し、決まったルートで各店
舗へのクリーニング品の集配作業
・ルート配送時以外は、工場内で洗いあがったクリーニング品
の仕上、出荷準備作業


＊雇用期間は１１月２０日までとなります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定：可）

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

その他
山形県酒田市浜田１丁目７－２０

39人 0234-21-1888

不問
2,750人 秋田県秋田市

95人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010-17550381

ルート兼工場仕上げ
（秋田泉工場）（期間限
定１１／２０まで

◎ルート集配及び工場内仕上作業
・ワンボックスカー（社用車）を使用し、決まったルートで各店
舗へのクリーニング品の集配作業
・ルート配送時以外は、工場内で洗いあがったクリーニング品
の仕上、出荷準備作業


＊雇用期間は１１月２０日までとなります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定：可）

他 ロイヤルネットワーク株式会社

惣菜調理「大久保店」

○惣菜調理を担当していただきます。
・揚げ物、お浸し等の調理
・接客業務（お客様に対する店内や商品案内等）
・惣菜のパック詰め
・商品陳列、その他付随する業務

不問

他 有限会社　ダイサン
その他

秋田県潟上市昭和大久保堤の上１１
７

15人 018-877-2740

不問

5人 018-828-8905

不問
55人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-17543681

～平成31年3月31日
雇用・労災

13010-11262382

ホール接客係

○ホール接客全般
・ご案内
・料理提供
・店内清掃等

※働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所

不問

日他 株式会社　男鹿興業社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－９８

毎　週
東京都千代田区大手町２－６－２

10人 03-6734-1280

不問
990人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-17532081

調理補助／企業内保
育園／秋田市

・企業内保育園です。
・定員１０名と小規模なお預かりからのスタートですが、
　企業のニーズに合わせて増員の可能性があります。
・施設・設備ともに新しく、気持ちよく働ける環境です。
・本社の管理栄養士が作成した献立のもと、給食の調理を
　お願いします。
＊主な業務：調理、食材発注・管理、食育指導　など

※就業場所は窓口まで

調理師もしくは栄養
士

他 株式会社パソナフォスター

調理員

○店内で調理補助業務に従事していただきます。
・厨房内での簡単な調理
・野菜のカット（ネギやキャベツ等）
・その他付随する業務

不問

他 株式会社テンジョイ
毎　週

秋田県秋田市広面字蓮沼９０－１

9人 018-831-6788

不問

経験者（１年以上）
230人 秋田県秋田市

労災
13010-11701882

美容師免許

他 株式会社　ビューティトップヤマノ
山野愛子美容室毎　週
東京都中央区銀座３－４－８

15人 03-6834-2488

2ページ中 2ページ

平成30年9月7日発行（平成30年9月6日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

ブライダルヘアメイク／
秋田市

ブライダルヘアメイク業務全般



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 200,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時45分～19時15分 就業場所

月給

1人 200,000円～260,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

4人 223,600円～223,600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 就業場所

月給

1人 127,000円～145,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 144,320円～144,320円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 152,453円～152,453円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
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45分～17時45分 就業場所
(2) 9時15分～18時15分

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 165,500円～225,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 150,000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 不問 (1) 9時40分～18時50分 就業場所
(2)11時00分～20時10分

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17675481

歯科衛生士

水祝他 イオン秋田歯科クリニック
隔　週

秋田県秋田市御所野地蔵田１丁目１
－１　イオン秋田ショッピングセンター

6人 018-826-0648

平成30年9月10日発行（平成30年9月7日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

歯科衛生士

○歯科衛生士業務
・スケーリング、ブラッシングの指導
・診察補助、準備
・患者様の案内、誘導
・クリニック内の整備等

＊患者さんに対し優しく業務をしていただきます。

管理栄養士（産休、育
休代替）

○管理栄養士業務に従事していただきます。
・栄養管理計画（食生活指導、栄養調査ほか）の作成、評価
実施等
・病院管理栄養士業務全般
＊食事メニューの調理、厨房は委託業者が行います。
＊職員送迎バスあり（利用可能）
　秋田駅東口（７：３５）→城東十字路→手形山→
　からみでん→旭川→東病院（帰り１７：３０東病院出発）
　※送迎についての詳細はお問い合わせ・ご相談下さい。

管理栄養士

土日他 医療法人　三愛会　秋田東病院
毎　週

秋田県秋田市山内字丸木橋１６７－
３

97人 018-827-2331

不問
213人 秋田県秋田市

～平成32年2月20日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17683481

高級外車に関連するお
仕事

≪高時給・急募≫こちらの時給は今回の応募者限定！！
○某有名高級車のお仕事です。
・お客様からのお問い合わせやディーラーの対応、又はお客
様へのサービスのお仕事ですが、未経験者にも安心の研修・
フォロー体制がしっかりしております。
・デスクワークのお仕事で、セールス・勧誘・ノルマは一切ござ
いません。
・ご不明点は、お気軽にお電話で受け付けております。
　是非、ご応募ください。

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

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

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

05010-17724881

事務員（広面）

○経理業務
・施設利用料金の入金・経費等の現金の管理
・支払の振込、公共料金等の銀行業務
・経費・売上の収支管理
・求人等労務関係
・電話対応
（外出時は、ＡＴ社用車使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 企業組合　秋田福祉サービス　ふき
のとう広面その他
秋田県秋田市広面字二階堤２０－１

55人 018-893-5422

パソコン（ワード、エ
クセル）の操作が
出来る方（必須）
事務経験者優遇

87人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17652881

事務補助業務（生産管
理）

○当社派遣先において、事務補助業務に従事していただきま
す。
・ＰＣを用いたシステムへの入力作業
・各種帳票作成
・プリント回路製品に関わる生産管理業務
・その他、付随する業務

＊制服貸与

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

20人 018-883-1101

ＰＣ操作（エクセ
ル、ワード）

90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

05010-17687181

試験研究補助（臨時的
任用職員）

・スギ、マツ林や広葉樹林において、樹木の成長量（樹高、直
径等）や植生調査等の調査補助
・調査データの入力作業
・県内宿泊出張あり（宿泊費等旅費支給）

＊場合によっては公用車の運転もあります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 秋田県林業研究研修センター
毎　週

秋田県秋田市河辺戸島字井戸尻台
４７－２

31人 018-882-4511

パソコンの基本操
作が出来ること

31人 秋田県秋田市
平成30年9月20日～平
成31年3月19日 雇用・労災・健康・厚生

05010-17721581

≪急募≫事務・日常業
務補助員（薬局エール
自衛隊通店）

○「薬局エール自衛隊通店」において以下の業務に従事して
　いただきます。
・受付、会計
・患者様の応対
・薬品ピッキング
・コンピューター操作等
・薬の購入等で社有車（軽自動車）運転あります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　アミック
その他

秋田県秋田市中通６丁目１－５５

7人 018-834-7355

パソコンの基本操
作（ワード・エクセ
ル）

82人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-17719081

生産管理業務

○生産管理業務に従事していただきます。
・部品管理
・その他補助業務 不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問
90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

05010-17690581

リフォームアドバイザー

・アパマンショップで管理している物件（アパート・マンション）
のオーナー宅へ訪問し、リフォーム工事の打合せを行いま
す。
・リフォーム工事の現場管理、業者手配等を行います。
・新規開拓、飛び込み等の営業業務は一切なく、ルートセー
ルスがメインとなります。

【営業範囲】秋田市
尚、詳細内容については面接時に説明致します。
※私有車を借り上げて使用します。（ガソリン代他支給）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　ホームクリニック
隔　週

秋田県横手市赤坂字館ノ下８０－１
ベッチモントｙｏｋｏｔｅ　３階

5人 0182-33-6788

不問
75人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05060- 5071581

婦人服販売員（アンティ
グラビテ・秋田オーパ）

○秋田オーパ１Ｆにある婦人服ショップ「アンティグラビテ」に
おいて接客販売を中心とした付帯業務全般。




　　　　　　☆★☆★☆　急募　☆★☆★☆

不問

他 オールスパイス　株式会社
その他

青森県弘前市大字桜ケ丘２丁目２－
５

1人 0172-88-6433

不問
36人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

02030- 9888281

℡ 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～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 不問 (1) 9時40分～18時50分 就業場所
(2)11時00分～20時10分

月給

1人 140,000円～145,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～14時00分 就業場所
(2)14時00分～20時00分
(3) 8時00分～20時00分

月給

3人 200,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

6人 200,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1)10時00分～19時00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 153,000円～153,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

月給

1人 218,500円～298,000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

2人 153,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (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 155,000円～195,000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) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

時給（月額換算）

2人 140,680円～162,640円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

2人 145,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

4ページ中 2ページ

平成30年9月10日発行（平成30年9月7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

紳士服販売員（オー
ナーズガーメント・秋田
オーパ）

○秋田オーパ１Ｆにあるオーダースーツ専門店「オーナーズ
ガーメント」において接客販売を中心とした付帯業務全般。

＊東北に初出店したお店です。


　　　　　　☆★☆★☆　急募　☆★☆★☆

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

02030- 9890681

不問

他 オールスパイス　株式会社
その他

青森県弘前市大字桜ケ丘２丁目２－
５

1人 0172-88-6433

2人 018-862-3045

不問

不問
36人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社ｓｔａｎｃｅｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ

販売員（トピコ店）

○秋田ステーションビルトピコ２Ｆ　『勝月トピコ店』でお菓子の
販売に従事していただきます
・お客様の応接
・販売、レジ、お菓子の陳列、簡単な包装
・本店への発注
・売上清算作業（月数回）
※駅ビルということで他県の方々の来訪も多いので、秋田県
人としての人柄をもって、サービスに努めていただきます。
※オーナーであるステーションビル会社での販売研修あり。

不問

他 株式会社　勝月
その他

秋田県秋田市保戸野通町２－１

不問
23人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17649681

モバイルコーディネー
ター［秋田市内］

ソフトバンクショップで携帯電話のご案内・販売をいたします。
お客様に合った料金プランなどをトータルコーディネートして
いただきます。困った時は、先輩スタッフが親身になって話を
聞き、的確なアドバイスをしてくれるので初心者の
方でも安心して働けます。

＊業務上、マイカーを使用する機会有り

株式会社ｓｔａｎｃｅｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ
毎　週

宮城県仙台市青葉区北目町２－３９
東北中心ビル６Ｆ－Ｂ

毎　週
宮城県仙台市青葉区北目町２－３９
東北中心ビル６Ｆ－Ｂ

23人 022-393-7264

雇用・労災・健康・厚生
04010-61497881

雇用・労災・健康・厚生
04010-61480881

大手通信業の接客・販
売［秋田市内］

ソフトバンクショップで携帯電話のご案内・販売をいたします。
機種の性能や料金プランなどお客様一人ひとりに合った
ご提案をさせていただいております。
お客様に寄り添ったご提案をしますので、押し売りの行為は
一切ございません。
お客様からの「ありがとう」の一言でやりがいを感じます。

不問

他

3人 018-839-7227

不問

23人 022-393-7264

不問
23人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（業務上）（ＡＴ限定
可）

日他 株式会社　ヨシケイ秋田

インテリアショップアド
バイザー

○インテリアショップでのインテリア用品の販売、コーディネー
ト、見積り等を担当していただきます。、

＊主に、カーテン等、窓まわり商品の販売です。
＊現場での採寸、打ち合わせのある場合あり。
・現場までは、社有車又は自家用車を使用（応相談）。
　（自家用車を使用の場合、ガソリン代支給）
・現場の範囲は県内全域となりますが、主には秋田市中心と
なります。（対象：一般住宅、オフィス、ホテル、店舗等）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

火水他 有限会社　インテリア桜庭
毎　週

秋田県秋田市仁井田本町３丁目６－
３７

不問
35人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17729681

サービススタッフ

　○食材の配達・集金業務・メニューブックの配布・注文の受
注・回収、新しいお客様にヨシケイを紹介する（チラシ配布・紹
介等）などです。

　＊一定の地区のお客様を管理していただきます。
　　最初の２～３ヶ月間は先輩と同乗し、仕事を覚えていただ
きます。また、本社での研修等、安心の教育制度がございま
すので、未経験の方でも大丈夫です。

美和電気工業　株式会社　秋田営業
所毎　週
秋田県秋田市山王沼田町５－２４

その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－７５

31人 018-888-8407

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17735081

雇用・労災・健康・厚生
05010-17698681

営業

○事業所において営業の業務に従事していただきます。
・計測制御機器、通信機器、情報通信機器の営業販売
・主要客先の県内民間企業を担当
・稀に東北管内への出張あり
・その他上記に付随する業務及び指示された業務

＊担当エリアは秋田県全域
＊社用車を使用
＊未経験の方には丁寧に指導します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他

40人 秋田県秋田市

14人 018-863-6081

不問
413人 秋田県秋田市

介護職員初任者研
修（ヘルパー２級）
以上必須
介護福祉士あれば
尚可
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

秋田県秋田市上北手荒巻字堺切４８

21人

介護職員（ショートステ
イ）　【正社員】

○利用者定員２２名のショートステイ介護施設での仕事です。
（主な仕事内容）
・入浴、排泄、食事、記録等の介護業務全般。
・送迎業務（ワゴン車や小型車・全てＡＴ車を運転しま
　す）。
＊就業時間：（４）１６：３０～９：３０（月５～６回）
　　　　　　夜勤は１名体制、休憩１２０分
　　　　　　（１）～（４）のシフト制
＊未経験の方は、新人研修制度で丁寧な指導をいたします。
　安心してご応募下さい。

他 株式会社　みちのくサンガ
その他

秋田県秋田市上北手荒巻字堺切４８

21人 018-801-0555

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-17651781

雇用・労災・健康・厚生
05010-17650481

介護職員（ショートステ
イ）　【正社員以外】

○利用者定員２２名のショートステイ介護施設での仕事です
（主な仕事内容）
・入浴、排泄、食事、記録等の介護業務全般。
・送迎業務（ワゴン車や小型車・全てＡＴ車を運転します）
＊就業時間（４）１６：３０～９：３０（夜勤月５～６回）
　　　　　（１）～（４）のシフト制
　　　　　夜勤は１名体制、休憩１２０分
＊平成３１年４月以降は年度更新です。
＊未経験の方は、新人研修制度で丁寧な指導をいたします。
　安心して、ご応募下さい。

他 株式会社　みちのくサンガ

介護職員（正社員以
外）≪急募≫

・デイサービス利用者（３５名）に対しての、食事、入浴、排泄
等の介助及び送迎業務（ＡＴ車使用）スタッフ１２名
・グループホーム入所者（９名）の食事、入浴、排泄等の
　介護業務。スタッフ９名
＊就業時間（１）～（４）交替制／就業場所によって異なる
＊夜勤勤務（３）は月４～５回あり（６～７名体制）
＊未経験の方、歓迎します。
＊マンツーマンでの丁寧な指導をいたします。
※勤務体制の改善による〈急募〉です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　秋田介護支援センター
その他

秋田県秋田市下北手桜字新桜谷地
８５番地

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17715781
株式会社　秋田介護支援センター

その他
秋田県秋田市下北手桜字新桜谷地
８５番地

35人 018-887-5221

介護職員初任者研
修またはヘルパー
２級以上または介
護福祉士あれば尚
可
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊ヘルパー２級（ま
たは介護職員初任
者研修）以上の資
格あれば尚可

35人 秋田県秋田市

018-801-0555

40人 秋田県秋田市

その他

雇用・労災・健康・厚生
05010-17716881

介護職員（正社員）≪
急募≫

・デイサービス利用者（３５名）に対しての、食事、入浴、　排
泄等の介助及び送迎業務（ＡＴ車使用）スタッフ１２名
・グループホーム入所者（９名）の食事、入浴、排泄等の
　介護業務。スタッフ９名
＊就業時間（１）～（４）交替制／就業場所によって異なる
＊夜勤勤務（３）は月４～５回あり（６～７名体制）
＊未経験の方、歓迎します。
＊マンツーマンでの丁寧な指導をいたします。
※勤務体制の改善による〈急募〉です。

他

35人 018-887-5221



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 170,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 140,000円～168,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

時給（月額換算）

1人 146,268円～160,894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) 5時30分～13時40分 就業場所
(2)11時05分～19時15分

月給

1人 149,600円～149,600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) 6時00分～13時30分 就業場所
(2) 7時30分～19時00分

月給

1人 170,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時00分～21時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 130,560円～130,560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30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

5人 136,120円～136,120円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 136,120円～136,120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 (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）

3人 136,120円～136,120円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
変形（１年単位） 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）

3人 144,160円～152,640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 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

平成30年9月10日発行（平成30年9月7日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

美容師（スタイリスト）

○美容技術者として、美容業務全般に従事して頂きます。
・シャンプー、カット、カラー、パーマ、着付け、その他
　美容業務
・電話応対、接客、会計等受付業務
・外部講師による技術講習会への参加（定期開催）
・店内外の整理、清掃　　　・その他、付随する業務
※就業時間、日数等相談に応じます。
※新規オープンまでは美容室グッドラックで勤務していただき
ます。

美容師免許

月他 美容室　グッドラック
その他

秋田市土崎港中央３丁目３－６

3人 018-847-3567

美容師スタイリスト
経験者

3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17709281

美容師（アシスタント）

○アシスタントとして、スタイリストの補助業務をしていただき
ます。

・カラー、パーマの補助作業
・シャンプー、ブロー
・受付、来客応対
・雑務（掃除等）

※新規オープンまでは美容室グッドラックで勤務していただき
ます。

美容師免許

月他 美容室　グッドラック
その他

秋田市土崎港中央３丁目３－６

3人 018-847-3567

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17711681

調理業務（潟上市昭
和）

○施設での調理業務に従事していただきます。
・調理
・配膳
・食器洗浄
・清掃　等

不問

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

0人 018-831-1069

不問
1,500人 秋田県潟上市

平成30年9月25日～平
成30年10月31日 雇用・労災

05010-17688081

調理員

○障害者支援施設利用者の３食の食事作り。
　朝８０食、昼８０食、夕８０食を５人でローテーション　（１日あ
たり３人体制）して調理します。
・仕込み、調理、配膳、食器洗浄、食材管理など
＊遅番→遅番→早番→休日の繰り返しのローテーションです


＊更新後、年度毎の更新。


不問

他 社会福祉法人　秋田育明会
その他

秋田県秋田市柳田字竹生１６８

45人 018-834-2577

不問
88人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17722481

ホールサービス（配達
あり）

○キャッスルホテル７Ｆ「車屋」のホールサービス及び配達

・ホールサービス全般
・社用車（ＡＴ）による配達、出前、集金があります。
・配達は秋田市内が主で、他に２名の配達員がおります。

＊食事付き
＊制服貸与
＊ホールサービス経験者大歓迎

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　秋田車屋
その他

秋田県秋田市中通１丁目３－５　秋
田キャッスルホテル内

40人 018-831-5545

不問
40人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17693881

無線機の組立業務

○派遣先の事業所において無線機の組立業務に従事してい
た　だきます。
・無線機の外枠の組立から完成までの各パーツを、現場担当
者からの指示を受けて、組立していく業務となります。　　　　


不問

土日祝他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

5人 018-883-1101

不問
90人 秋田県潟上市

平成30年10月1日～平
成30年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-17689381

セラミック酸素センサ製
造業務
（日勤）

○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
・払出し業務　等
・その他、付随する業務
（マシンオペレーター、顕微鏡検査など）

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

20人 018-883-1101

不問
90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

05010-17684781

セラミック酸素センサ製
造業務
（交替勤務）

○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
・払出し業務　等
・その他、付随する業務

（マシンオペレーター、顕微鏡検査など）

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

20人 018-883-1101

不問
90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

05010-17685881

セラミック酸素センサ製
造業務
（４勤２休勤務）

○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
・払出し業務　等
・その他、付随する業務

（マシンオペレーター、顕微鏡検査など）

不問

他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

20人 018-883-1101

不問
90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

05010-17686281

電子部品の組立業務

○プリント基板に電子部品を取り付ける実装機械及び
　検査機械のオペレーター業務

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問
90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

05010-17691481

℡ 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～197,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時25分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 133,980円～138,600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 30歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～170,000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 就業場所

日給（月額換算）

2人 207,000円～299,000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00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 154,800円～163,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 144,320円～176,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 9時30分～19時00分 就業場所
(2)11時30分～ 0時00分
(3)17時30分～ 3時00分

4ページ中 4ページ

平成30年9月10日発行（平成30年9月7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

機械、電気等の保守保
全業務

○機械、電気等の保守保全業務に従事していただきます。

・各種自動機の保守、メンテナンス業務
・その他製造現場の管理業務

不問

他 フカイ工業　株式会社　秋田工場
その他

秋田県潟上市天王字上江川４７－１
６１２

116人 018-878-6188

不問
190人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17696081

自動車整備・鈑金工
（見習い）

○自動車販売店において整備および鈑金の業務に従事して
いただきます。
・車の車検、点検、一般整備及び電装整備等車に関する業務
・車の鈑金（車体整備）業務
・納車、引取り業務（県内全域）
・車内外の清掃

＊バイク、車が好きな方大歓迎。
＊業務を通して随時指導しますので安心して応募してくださ
い。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
・２級、３級整備士
免許ある方優遇

日祝他 ワールドモータース　株式会社
その他

秋田県秋田市四ツ小屋字与左エ門
川原４０９－１

9人 018-839-0120

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17679181

クレーン付トラックオペ
レーター

○クレーン付トラックオペレーター業務に従事していただきま
す。
［主な仕事内容］
　・コンクリート二次製品及び架設資材等の運搬
　・クレーン付トラック（６ｔ～１０ｔ）使用
　・運搬範囲は秋田県内全域となります。　　　　　

＊大型自動車免許
＊移動式クレーン
免許　
＊玉掛免許

日祝他 ヤマコ総合物流　株式会社
その他

秋田県秋田市向浜１丁目１－１８５

52人 018-883-3555

不問
64人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17655081

設備保守管理員

○秋田市内各現場においての設備保守管理業務
・電気、空設、機械設備の運転管理業務
・日常点検
・その他、付随する業務

＊就業時間は交替制となります

＊制服の貸与あり

・普通自動車免許（通
勤用）
＊ボイラー技士又
は、第１種電気工事
士資格あれば尚可

他 株式会社　トップス
その他

秋田県秋田市泉釜ノ町２２番１３号

4人 018-869-9505

不問
165人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17718181

とび工

○プレハブ、ユニットハウスの組立、解体、軽量鉄骨の組立
　が主な仕事です。
＊約３０キロの鉄骨を使用し高所作業が多いです。
　（鉄骨運搬はほとんどクレーンを使用）
＊現場へは社用車（ＭＴ車もあり）で向かいます。
＊東北地方の現場で出張もあります。
＊出張時の宿泊・食事は会社が手配（負担）します。

＊未経験者歓迎いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　鎌田工業
その他

秋田県秋田市柳田字柳田６２

2人 018-833-3280

不問
2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17678281

倉庫、配送受注業務

○商品ピッキング作業等全般作業
　海苔、冷凍食品の入出庫作業があります。また、ピッキング
作業後、配送業務、伝票整理、集金業務、簡単なパソコン入
力作業等あります。

・配送は２ｔトラックを使用
・交代制にて土、日、祝日出勤あり（代休を取れます）
＊配送範囲は、秋田県内全域となりますが、県北、中央、県
南とエリア別となっております。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　渡辺海苔店　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市寺内字三千刈２２２－
１

10人 018-896-6261

不問
111人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-17680681

ピッキング作業及びト
ラック輸送業務

・お弁当などを店舗ごとに仕分ける作業が主な仕事で、１日
　４～６時間程度がこの作業です。
・仕分けした商品を、専用コンテナでトラックに積み（下ろし）物流倉
庫に運ぶ作業があります。（昭和町～秋田市内、１回２０分程度）
＊物流倉庫：秋田市内一か所
＊トラックは４ｔ車を使用します。
＊大手コンビニエンスストアのお弁当、惣菜のピッキング　（仕分
け）、及び輸送になります。
＊就業時間、休日など固定も可能です。安定的に働くことが
　できます。他営業所では女性も活躍しています。

中型免許（８ｔ限定
可）

他 鮫川運送株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－８

14人 018-816-0357

不問
300人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17712981



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～1,300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 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

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

3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) 7時00分～14時00分 就業場所
(2)11時00分～18時00分

時給

1人 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) 7時00分～11時00分 就業場所

時給

1人 760円～760円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時00分～19時00分 就業場所

時給

1人 760円～760円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)16時00分～20時00分 就業場所

時給

2人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～14時00分 就業場所
(2)13時00分～20時00分

時給

1人 800円～850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 800円～850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

1人 0172-88-6433

不問
36人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

02030- 9891981

6ヶ月
雇用・労災

02030- 9889181

紳士服販売員（オー
ナーズガーメント・秋田
オーパ）パート

○秋田オーパ１Ｆにあるオーダースーツ専門店「オーナーズ
ガーメント」において接客販売を中心とした付帯業務全般。

＊東北初出店したお店です。



　　　　　☆★☆★☆　急募　☆★☆★☆

不問

他 オールスパイス　株式会社
その他

青森県弘前市大字桜ケ丘２丁目２－
５

その他
青森県弘前市大字桜ケ丘２丁目２－
５

1人 0172-88-6433

不問
36人 秋田県秋田市

1,962人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-17708881

婦人服販売員（アンティ
グラビテ・秋田オーパ）
パート

○秋田オーパ１Ｆにある婦人服ショップ「アンティグラビテ」に
おいて接客販売を中心とした付帯業務全般。

　　　　　　☆★☆★☆　急募　☆★☆★☆

不問

他 オールスパイス　株式会社

ベーカリー部門担当【６
ｈ勤務】（７時～）（１３時
～）

○サンドイッチ・パンなどの値付け、陳列、加工、発注、
　接客などをしていただきます。

＊パン作りの知識を得たり、食べ方の提案が出来たり、女性
もたいへん活躍しているお仕事です。

＊立ち仕事となります。
＊未経験者にも仕事内容は教えます。

不問

他 株式会社　伊徳　いとく自衛隊通店
その他

秋田県秋田市土崎港北２丁目１７－
６０

92人 018-846-6655

不問

92人 018-846-6655

不問
1,962人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-17664381

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-17663081

サポート（レジ担当）【４
ｈ勤務】（１６時～２０時）

○レジ操作や接客などを行います。
・接客
・その他付随する業務

＊未経験の方が大多数で、それぞれ活躍しています。人との
　触れ合いが多く、コミュニケーションが広がる楽しい仕事
　です。
＊ラッピング技術も身に付きます。

不問

他 株式会社　伊徳　いとく自衛隊通店
その他

秋田県秋田市土崎港北２丁目１７－
６０

その他
秋田県秋田市土崎港北２丁目１７－
６０

92人 018-846-6655

不問
1,962人 秋田県秋田市

1,962人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-17662181

サポート（レジ担当）【６
ｈ勤務】（１２時～１９時）

○レジ操作や接客などを行います。
・接客
・その他付随する業務

＊未経験の方が大多数で、それぞれ活躍しています。人との
　触れ合いが多く、コミュニケーションが広がる楽しい仕事
　です。
＊ラッピング技術も身に付きます。

不問

他 株式会社　伊徳　いとく自衛隊通店

鮮魚部門担当【４ｈ勤
務】　　（７時～１１時）

○鮮魚部門での業務を担当していただきます。
・商品作り
・品出し
・発注業務
・接客
・その他付随する業務
＊未経験の方が大多数で、それぞれ活躍しています。人との
　触れ合いが多く、コミュニケーションが広がる楽しい仕事
　です。

不問

他 株式会社　伊徳　いとく自衛隊通店
その他

秋田県秋田市土崎港北２丁目１７－
６０

92人 018-846-6655

不問

92人 018-846-6655

不問
1,962人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-17661281

～平成31年4月30日
労災

05010-17720981

鮮魚部門担当【６ｈ勤
務】　　（７時～）（１１時
～）

○鮮魚部門での業務を担当していただきます。
・商品作り
・品出し
・発注業務
・接客
・その他付随する業務
＊未経験の方が大多数で、それぞれ活躍しています。人との
　触れ合いが多く、コミュニケーションが広がる楽しい仕事
　です。

不問

他 株式会社　伊徳　いとく自衛隊通店
その他

秋田県秋田市土崎港北２丁目１７－
６０

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町３５０－２０

23人 018-828-8333

不問
2,800人 秋田県秋田市

69人 秋田県秋田市

雇用・労災
05060- 5074881

商品の品出し、棚入れ

○日用品等を棚からコンテナに入れたり、段ボール箱から出
して棚に入れる作業です。ハンディ端末を使い、検品や商品
の整理をします。

＊契約期間は１年ごとの更新になります。
　初年度は契約日より翌年４月３０日まで。
　以降は５月１日～４月３０日ごとの更新となります。

不問

日他 株式会社　友和　ＹＤＣ秋田

事務職

＊事務作業全般
　・各種データ入力（パソコン操作［ワード、エクセル程度］）
　・請求書の作成、チェック　
　・関連会社への用務
　・書類の整理整頓、清掃　他

※業務で私有車を使用します。ガソリン代等は会社規定によ
り支給します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　ホームクリニック
毎　週

秋田県横手市赤坂字館ノ下８０－１
ベッチモントｙｏｋｏｔｅ　３階

15人 0182-33-6788

不問

不問
110人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-17668481

看護師又は准看護
師免許

土日祝 社会福祉法人　豊生会　ふれ愛の里
毎　週

秋田県秋田市豊岩小山字中山２１６
－２７

78人 018-888-8201

平成30年9月10日発行（平成30年9月7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

看護師又は准看護師

○介護老人保健施設における入所者（約１００名）の看護業
務に従事していただきます。
・利用者のバイタルチェック
・健康状態の把握
・医師との連絡調整

【若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業】
※働き方改革関連認定企業


℡ 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

2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00分～13時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

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

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～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

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～12時30分 就業場所

時給

1人 850円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19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) 8時30分～18時00分 就業場所
(2) 8時20分～18時20分
(3) 8時30分～12時30分

時給

2人 900円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

6人 950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 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 不問 (1) 6時00分～12時00分 就業場所

時給

2人 750円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

15人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-17700181

カフェ調理接客業務「カ
レッジカフェ」

○国際教養大学内にあるオープンキッチンのカフェで、
　学生・職員・ビジターの方々にカフェドリンク、ホット
　ドッグ、ランチなどを提供していただきます。
・レジ業務　・清掃等店内作業全般
・仕入作業（マイカー使用）
＊制服貸与
＊就業時間（１）（２）両方勤務できる方、
　　　　　（２）のみの勤務も可。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 有限会社　Ｌｉｆｅ　Ｓｔｙｌｅ
毎　週

秋田県秋田市牛島東７－５－６０

5人 018-831-9997

不問

45人 018-834-2577

不問
89人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17723781

雇用・労災
05010-17701081

調理補助

○障害者支援施設利用者の食事の調理補助業務に従事し
てい　ただきます。
・朝、昼の食事を４人でローテーションで対応（８０食）
・仕込み、調理、配膳、食器洗浄、食材管理など

＊調理服貸与

不問

他 社会福祉法人　秋田育明会
その他

秋田県秋田市柳田字竹生１６８

その他
秋田県秋田市大町６丁目２－５９　２
Ｆ

14人 018-839-6718

不問
65人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-17710381

キッチン係

・ＯＰＥＮ前の仕込み、キッチン業務を主体に従事していただ
きます。

＊川反通り内に４店舗あり、全店でメニューが異なります。
＊どの店舗で勤務するかは、応相談とさせていただきます。

不問

他 株式会社　いなにわ

美容師

○美容技術者として、美容業務全般に従事して頂きます。
・シャンプー、カット、カラー、パーマ、着付け、その他
　美容業務
・電話応対、接客、会計等受付業務
・外部講師による技術講習会への参加（定期開催）
・店内外の整理、清掃
・その他、付随する業務
※新規オープンまでは美容室グッドラックで勤務していただ
　きます。

美容師免許

月他 美容室　グッドラック
その他

秋田市土崎港中央３丁目３－６

3人 018-847-3567

美容師スタイリスト
経験者

7人 018-832-0023

不問
87人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-17654181

雇用・労災・健康・厚生
05010-17714481

物理療法リハビリ助手

○物理療法リハビリ助手として従事していただきます。
・リハビリ機材により物理療法を行うリハビリ補助業務
・患者さんの誘導、高齢の方の介助　等


不問

日祝他 医療法人　城東整形外科
毎　週

秋田県秋田市東通６丁目７－６

毎　週
秋田県秋田市手形山中町１－１７

4人 018-853-1059

経験者
4人 秋田県秋田市

54人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-17669781

動物看護師もしくはトリ
マー

○動物病院内での犬、猫などの看護師業務もしくは
　トリミングに従事していただきます。
・動物看護・診察の助手
・ペットホテルとしてのごはん、散歩の管理
・受付、電話応対、会計、動物保定等動物看護師業務全般
・動物のトリミング業務
＊教育研修期間あり（試用期間）
※雇用開始日・就業時間は面接時に相談のうえ決定します。
※制服貸与

不問

水他 手形山すずき動物病院

介護職員（拓稜ハウス
土崎南）

○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　見守り　等
・その他、付随する業務

＊定員３７名。
＊掃除のみの勤務も可能です。
＊業務内容は応相談。

介護職員初任者研
修（ヘルパー２級）
以上

他 株式会社　シンワ
毎　週

秋田県秋田市新屋朝日町１３－２５

27人 018-893-4137

不問

27人 018-893-4137

不問
54人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-17665681

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-17653281

介護職員（拓稜ハウス
土崎南）

○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

＊定員３７名。


介護職員初任者研
修（ヘルパー２級）
以上

他 株式会社　シンワ
毎　週

秋田県秋田市新屋朝日町１３－２５

毎　週
秋田県秋田市上北手荒巻字堺切４８

16人 018-801-0555

不問
40人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-17730481

介護職員（パート）【デイ
サービスセンターのぞ
み】

○デイサービスにおける介護業務全般
・入浴、排泄、食事、記録等の介護業務全般および送迎業務
・週３～４日の勤務で週所定労働時間は３０時間未満で調整
します。
・雇用期間は、年度毎の更新
・その他、付随する業務
＊未経験の方は、新人研修制度で丁寧な指導をいたします。
　安心して、ご応募ください。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　みちのくサンガ

インテリアショップアド
バイザー（パート）

○インテリアショップでのインテリア用品の販売、コーディネー
ト、見積り等を担当していただきます。、

＊主に、カーテン等、窓まわり商品の販売です。
＊現場での採寸、打ち合わせのある場合あり。
・現場までは、社有車又は自家用車を使用（応相談）。
　（自家用車を使用の場合、ガソリン代支給）
・現場の範囲は県内全域となりますが、主には秋田市中心と
なります。（対象：一般住宅、オフィス、ホテル、店舗等）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 有限会社　インテリア桜庭
毎　週

秋田県秋田市仁井田本町３丁目６－
３７

3人 018-839-7227

不問

不問
9人 秋田県秋田市

平成30年10月1日～平
成30年12月31日 労災

05010-17658981

不問

日 有限会社　鈴和商店
な　し

秋田県秋田市中通６丁目１６－７

9人 018-832-5924

3ページ中 2ページ

平成30年9月10日発行（平成30年9月7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

きりたんぽ販売員

・売場での接客、レジ、商品整理、商品説明など　　　　
・商品の地方発送の受付　　　　　　　　　　　　　　
・きりたんぽ包装等
＊月や曜日・注文数により就業時間が変わります。
　１１月までは主に（１）、１２月は（２）が多くなり、
　１７時を過ぎる事もあります。注文数により終業時間は
　変わりますので、（１）（２）以外もあります。
＊雇用期間の更新なし
【出勤時間・就業時間は相談に応じます】



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

5人 740円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)16時00分～20時00分
(3)10時00分～20時00分

時給

6人 950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 就業場所

時給

2人 740円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所
(2) 8時00分～16時00分

時給

2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00分～12時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

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 18歳以上 就業場所

時給

1人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～10時30分 就業場所

時給

10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)10時00分～14時45分 就業場所

時給

12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)15時00分～20時00分 就業場所

627人 018-823-0911

不問
818人 秋田県秋田市

平成30年9月25日～平
成30年12月31日 雇用・労災

05010-17672681

平成30年9月25日～平
成30年10月31日 雇用・労災

05010-17671381

米ゆうパック仕分（中央
郵便局　夜勤）

○米ゆうぱっく等の仕分け作業等に従事していただきます。

・米ゆうパックの重さは最大で３０ｋｇ程度あります。


※平成３０年１２月３１日までの短期のお仕事です。

不問

他 日本郵便　株式会社　秋田中央郵便
局その他
秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１

その他
秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１

627人 018-823-0911

不問
818人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

労災
05010-17697381

米ゆうパック仕分（中央
郵便局　日勤）

○米ゆうぱっく等の仕分け作業等に従事していただきます。

・米ゆうパックの重さは最大で３０ｋｇ程度あります。


※平成３０年１０月３１日までの短期のお仕事です。

不問

他 日本郵便　株式会社　秋田中央郵便
局

清掃作業（秋田信用金
庫　支店４カ所）

○事業所内の清掃業務を行っていただきます。
・モップや雑巾を使用して行う一般的な清掃です

＊週４日、曜日は相談に応じます（月～金曜日）
　１日に支店を１カ所清掃。週４日で４カ所の清掃。

＊６０歳以上の方歓迎します

不問

土日祝他 有限会社　竹村商会
毎　週

秋田県秋田市将軍野南５丁目７－４

1人 018-845-7803

不問

7人 018-896-7780

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-17707781

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-17666981

配達

○その都度決められたコースで、各ディーラーさん、整備工場
さんへの自動車部品の配達業務、部販からの商品の回収に
従事して頂きます。
・重いもの（車のドア、タイヤ、ガラス等）も有ります。

＊エリア：主に秋田市内（稀に市外あり）
＊社用車（ＭＴ車）使用
＊車に興味のある方を希望
＊長期間働ける方を希望

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 有限会社　オ－ルパ－ツ山本
毎　週

秋田県秋田市八橋大畑１丁目７－３

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－９５（西
部工業団地内）

23人 018-888-8555

不問
30人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成30年12月30日 労災

05010-17657681

配送ドライバー及び倉
庫作業員

＊新聞店や店舗にチラシを配達していただきます。ハイエー
　ス（ＭＴ車）又は２ｔ車（ＭＴ車）での配送です。

・新聞折込チラシを新聞販売店毎に仕分けて梱包し、配達
コース毎に車両に積み込みしていただきます。
・１０ｋｇ程度の荷物を取り扱います。

＊５０代、６０代の方も活躍しています。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
＊フォークリフト免
許あれば尚可

土日祝 株式会社　秋田読売ＩＳ

手造りきりたんぽ製造
（焼き作業）

○きりたんぽ製造の焼き作業に従事していただきます。
・串に巻きつけたきりたんぽをいろりで１本１本ていねいに焼く作業で
す。
・清掃、段ボール箱の組み立て等。
＊月や曜日・注文数により就業時間が変わります。
　１１月までは主に（１）、１２月は（２）が多くなり、
　１７時を過ぎる事もあります。注文数により終業時間
　は変わりますので、（１）（２）以外もあります。
＊雇用期間の更新なし
【出勤時間、就業時間は相談に応じます。】

不問

日 有限会社　鈴和商店
な　し

秋田県秋田市中通６丁目１６－７

9人 018-832-5924

不問

9人 018-832-5924

不問
9人 秋田県秋田市

平成30年10月1日～平
成30年12月30日 労災

05010-17656381

6ヶ月
雇用・労災

05010-17703681

手造りきりたんぽ製造
（野菜包装等）

○きりたんぽ製造のうち野菜包装等の作業に従事していただきま
す。
・きりたんぽセットに入る野菜のカットや包装
・きりたんぽの袋詰め、箱詰め等の作業
＊月や曜日・注文数により就業時間が変わります。
　１１月までは主に（１）、１２月は（２）が多く１６時を
過ぎる事もあります。注文数により終業時間は変わりますので、（１）
（２）以外もあります。
＊雇用期間の更新なし
【出勤時間、就業時間は相談に応じます】

不問

日 有限会社　鈴和商店
な　し

秋田県秋田市中通６丁目１６－７

毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目３－２　ア
ルノビル３Ｆ

10人 018-823-4144

不問
130人 秋田県秋田市

65人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-17699981

カラオケボックススタッ
フ　　（ＡＱＡ新国道店）

○カラオケボックスでのお仕事に従事していただきます。
・カラオケボックスの受付及びカウンター業務
・室内準備、後片付け
・調理補助
・その他付随する業務

＊未経験者にも仕事内容は指導します。

不問

他 株式会社　アルノ

ホール係

・ＯＰＥＮ前の清掃準備及び営業中の配膳に従事していただ
きます。

＊川反通りに４店舗あり、全店でお店のコンセプトが異なりま
す。
＊どの店舗で勤務するかは、応相談とさせていただきます。

不問

他 株式会社　いなにわ
その他

秋田県秋田市大町６丁目２－５９　２
Ｆ

14人 018-839-6718

不問

不問
130人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-17705581

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　アルノ
毎　週

秋田県秋田市泉北１丁目３－２　ア
ルノビル３Ｆ

5人 018-823-4144

平成30年9月10日発行（平成30年9月7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

宅配ずしの調理・配達
（秋田仁井田店）

○寿司の宅配専門店「すし海道」でのお仕事に従事していた
だきます。
・調理業務
・お客様への配達・回収
・その他付随する業務

＊配達・回収は社用車（ＡＴ車）を使用します。
＊未経験者の方も歓迎します。
＊明るく元気な接客対応のできる方。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



　　　　●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１０日　㈱和敬園　ショートステイ「御所野の森」【介護職】
　　２．　９月１１日　㈱プレステージ・インターナショナル【ロードアシスタンス・オペレーター　他】
　　３．　９月１２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　４．　９月１３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】
　　５．　９月１４日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員　他】
　　６．　９月１８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！
　　７．　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！
　　８．　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）

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!


