
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）

2人 134,890円～134,890円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 150,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 186,400円～209,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 150,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 193,200円～277,000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)16時30分～ 0時30分
(3) 0時00分～ 9時30分

月給

10人 193,200円～277,000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)16時30分～ 0時30分
(3) 0時00分～ 9時30分

月給

1人 220,000円～273,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 就業場所

月給

130人 186,000円～277,000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)16時30分～ 0時30分
(3) 0時00分～ 9時30分

時給（月額換算）

1人 168,000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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

1人 193,500円～193,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 39歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

不問
110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

05010-16710581

不問

土日祝他 秋田県農業試験場
毎　週

秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

110人 018-881-3330

平成30年8月29日発行（平成30年8月28日受付分)　Ｎｏ．１
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

作物部臨時職員（研究
補助）

　○イネサンプリング
  ○サンプル調査・サンプル粉砕
　○分析補助、器具洗浄
　○イネ種子脱穀
　○その他、試験栽培等に係る補助

＊ほ場での作業もあります


現場管理

○管工事に係る現場の施工管理を担当していただきます。

＊主な現場は秋田市内になります。（社用車使用）

＊ＣＡＤ経験者、および２級管工事施工管理技士の方優遇
　いたします。



普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
（２級管工事施工管
理技士の方優遇）

日祝他 高進設備　株式会社
その他

秋田県秋田市仁井田字仲谷地３０８
－１

8人 018-839-5947

パソコン操作がで
きる方

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16653181

技術職

○一般土木建築における現場管理に従事していただきます。
・その他付随する業務

＊現場は主に秋田県内となります。



＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊土木施工管理２
級（１級あれば尚
可）

日他 有限会社　石幸組
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町字中嶋１７
５

9人 018-875-3035

不問
9人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010-16679281

ＰＣ・ネット関連業務
・ＰＣネット関連業務従事者と共にネットショップ運営、
　ＨＰの企画及び作成。
・商品の開発 不問

土日祝他 株式会社　品川商事　秋田店
毎　週

秋田県秋田市川尻若葉町５－１０

8人 018-867-0216

パソコン操作（ネッ
ト販売に係る操作
のできる方）

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16691581

保健師（県内厚生連９
病院）

・病棟及び外来等での保健師業務　
・病院により、日直・早番・遅番等の勤務あり。

（就業場所は、鹿角市、北秋田市、能代市、八郎潟町、秋田
　市、由利本荘市、大仙市、横手市、湯沢市の内のいずれか
　となります）

＊平成３１年４月１日採用
＊時間外労働時間は９病院の平均を記載しています。


保健師免許、看護
師免許

土日祝他 秋田県厚生農業協同組合連合会
毎　週

秋田県秋田市八橋南２丁目１０－１６

4,969人 018-864-2625

不問
4,969人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16655381

助産師（県内厚生連９
病院）

・病棟及び外来等での助産師業務　
・病院により、日直・早番・遅番等の勤務あり。

（就業場所は、鹿角市、北秋田市、能代市、八郎潟町、秋田
　市、由利本荘市、大仙市、横手市、湯沢市の内のいずれか
　となります）

＊平成３１年４月１日採用
＊時間外労働時間は９病院の平均を記載しています。


助産師免許、看護
師免許

土日祝他 秋田県厚生農業協同組合連合会
毎　週

秋田県秋田市八橋南２丁目１０－１６

4,969人 018-864-2625

不問
4,969人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16656681

看護職員（デイサービ
ス）［秋田土崎営業所／
秋田市］

・デイサービスを利用されるお客様に対する入浴前後のバイ
タルチェック、服薬管理、健康管理業務全般
・各種記録、等
・機能訓練時の補助業務、他スタッフと連携してのケア業務
全般等

＊チームでのお仕事ですので、未経験の方・ブランクの長い
方でも大歓迎です。
＊お客様は１日２６名程度（定員４０名）


他 株式会社　ツクイ　東北圏
その他

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８
－２

18人 022-348-2273

20,100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-57419781

普通自動車免許
（ＡＴ可・ペーパード
ライバー不可）
正看護師または准
看護師

看護師（県内厚生連９
病院）

・病棟及び外来等での看護師業務　
・病院により、日直・早番・遅番等の勤務あり。

（就業場所は、鹿角市、北秋田市、能代市、八郎潟町、秋田
　市、由利本荘市、大仙市、横手市、湯沢市の内のいずれか
　となります）
＊平成３１年４月１日採用
＊時間外労働時間は９病院の平均を記載しています。

看護師免許

土日祝他 秋田県厚生農業協同組合連合会
毎　週

秋田県秋田市八橋南２丁目１０－１６

4,969人 018-864-2625

不問
4,969人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16657981

看護師

・放課後デイ、児童発達支援の医療処置の必要な子供への
看護業務を担当していただきます。
・バイタルチェック
・たん吸引
・投薬管理

看護師免許

日祝他 株式会社　プロフェクト・バランス
毎　週

秋田県秋田市高陽青柳町９番２０号

4人 018-867-0106

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16682981

病理診断標本作製・細
胞診断標本作製

○病理診断標本作製、細胞診断標本作製業務を行っていた
だきます。
　【主な仕事内容】
＊県内外の病院・医院から提出された組織片や細胞診検体
の仕分け、検体処理、標本作成を担当し、正確かつ迅速な診
断ができるようサポートする。
＊外出用務あり（社用車・ＡＴ使用）

　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
　臨床検査技師

日祝他 株式会社　秋田病理組織細胞診研
究センターその他
秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１２
番地８

22人 018-853-5806

不問
22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16641481

℡ 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 215,000円～268,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 就業場所

月給

2人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～18時30分

月給

1人 175,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 185,000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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分

月給

1人 295,000円～295,000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

日給（月額換算）

1人 120,600円～120,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 115,080円～135,720円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

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

月給

1人 140,000円～140,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 135,680円～135,680円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

10人 167,300円～205,450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
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平成30年8月29日発行（平成30年8月28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

機能訓練指導員（デイ
サービス）［秋田土崎営
業所／秋田市

・ご利用者様一人ひとりに対する個別機能訓練の計画作成、
　実施、評価
・集団機能訓練プログラムの作成、実施、評価
・スタッフやご家族への動作介助の指導
・レクリエーション補助等のデイサービスでの業務一般、各
　種記録
＊チームでのお仕事ですので、未経験の方・ブランクの長い
　方でも大歓迎です。
＊お客様は１日２６名程度（定員４０名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【画像情報あり】 雇用・労災・健康・厚生

04010-57434781

他 株式会社　ツクイ　東北圏
その他

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８
－２

18人 022-348-2273

8人 018-893-6795
児童福祉施設、障
害福祉サービス等
での勤務経験があ
れば資格がなくても
可

20,100人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ可／業務上使
用の場合あり）
理学療法士、作業
療法士、言語聴覚
士、
看護師、准看護
師、柔道整復師の
いずれか

保育士資格　

日祝他 株式会社ＬＢＫ　愛美保育園

児童指導員または保育
士（秋田市楢山）

児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所です。
○障害児の日中預かり（幼児、小学生）
【主な仕事内容】
・療育業務として、レクリエーション、制作、食事、トイレ等の補助、介
助業務に従事していただきます。
・自宅、学校等への送迎（運転）業務
＊社有車（ＡＴ車／ワゴン車・普通車・軽自動車）を使用していただき
ます。
＊送迎の範囲は秋田市内となります。１～６名の障害児の送
　迎です。

普通自動車免許
（ＡＴ車限定可）
保育士、児童指導
員の資格あれば尚
可

日他 株式会社　こうせい　あきた児童デイ
サービスセンターその他
秋田県秋田市楢山川口境１３－８

不問
20人 秋田県秋田市

24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16686881

保育士

○乳幼児（０～５歳児）の保育業務全般を担当していただき
ます。
・園児の保育
・園内外の環境整備
・その他、付随する業務
＊園児は５４名（定員）になります。

株式会社　レヴァレンス
毎　週

秋田県秋田市寺内イサノ１０１番地
アルファコート１Ｆ

その他
秋田県秋田市東通７丁目４－１１

20人 018-834-8122

雇用・労災・健康・厚生
05010-16654081

雇用・労災・健康・厚生
05010-16650781

介護支援専門員

○介護支援専門員（ケアマネージャー）業務全般に従事して
いただきます。
・相談業務
・ケアプランの作成、認定調査、関連機関との連絡業務
・給付管理業務

＊自家用車使用


介護支援専門員
普通自動車運転免
許

土日祝

24人 018-827-3864

不問

15人 018-866-0888

不問
120人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 地方独立行政法人　市立秋田総合
病院

保育園園長

・保育園の運営・管理
・施設運営・管理（利用者サービス運営管理、労務管理、予算
管理執行業務等）
・施設運営・管理者として活躍できる方

不問

日祝他 社会福祉法人　山栄会　「サン・パ
ティオこども園」その他
秋田県秋田市大町１丁目２－７
サン・パティオ内１Ｆ

不問
768人 秋田県秋田市

125人 秋田県秋田市
平成30年9月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-16688181

事務員（臨時）

○診療情報室に所属し、主に書類のスキャン業務に従事して
いただきます。
・院内で発生する書類のスキャン業務
・パソコン入力　等

＊雇用期間：本人の勤務状況等により１年毎の更新あり

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

毎　週
秋田県秋田市川元松丘町４－３０

768人 018-823-4171

雇用・労災・健康・厚生
05010-16711481

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-16702581

医療事務「秋田市」【急
募】

【主な仕事の内容】
・患者様の受付、電話応対
・カルテの出し入れ
・会計業務
・レセプトコンピュータへの入力（入力等の操作は丁寧に指導
いたしますので、未経験者の方でもご安心ください。）
※患者様へ明るくきめ細やかな対応を心掛けております。
※制服貸与あり
※同職３名体制です。

不問

水日祝他

22人 018-853-5806

不問

3人 018-893-5805

不問
11人 秋田県秋田市

簿記３級以上（主催
不問）

日他 協同組合　秋田市民市場

事務員

〇事務員として従事していただきます。
・県内外の各病・医院から提出された組織片や細胞診検体の
仕分け、受付、報告書の発送
・各病・医院に対する医療請求（専用ソフトに入力）

＊病・医院への届け物等の外出用務あり（社用ＡＴ車使用）
＊正確かつ迅速な対応が求められます。
※正社員登用の可能性あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
簿記あれば尚可

日祝他 株式会社　秋田病理組織細胞診研
究センターその他
秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１２
番地８

経理事務経験者
11人 秋田県秋田市

22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 05010-16640581

経理事務全般

○経理事務全般を担当していただきます。
・経理業務：伝票起票、会計ソフト（勘定奉行）へのデータ入
力、小口現金管理、データベースソフトを使用しての請求書
発行、給与計算、領収書管理、財務諸表作成
・事務業務：電話および来客対応、銀行等への外出用務、書
類整理、事務所内諸業務など

秋田いなふく米菓　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０

その他
秋田県秋田市中通４丁目７番３５号

11人 018-833-1855

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16637181

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16648681

倉庫内の製品受領・出
荷作業

○営業課における倉庫内出荷作業を担当していただきます。

・工場から運ばれてくる製品（あられ・せんべい）の受領
・製品ごとの仕分け
・製品の出荷トラックへの積み込み

※一部のトラックを運転しての作業もあります。
　（敷地内での移動）


準中型免許以上

日他

その他
秋田県秋田市新屋豊町３－４８

88人 018-862-2611

不問

180人 018-863-1729

不問
180人 秋田県秋田市

1,022人 秋田県由利本荘市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16643881

販売業務

＊野菜、果物、鮮魚、総菜の商品知識、技術を活かしておいしい商
品づくりの商品管理を担当していただきます。
＊鮮魚、精肉部門では包丁を使用した加工作業もあります。
・教育後、発注業務・シフト管理など管理業務も行っていただきま
す。
【本荘東店（仮）の場合】
＊会社説明会、面接会を９月から定期的に行います。
＊９月１１、１２日。１０月１０、１８、１９日。
　由利本荘市民交流学習センター　９：３０～１６：００
＊採用からオープンまでは定期的に秋田市内の店舗で研修を行い
ます。

不問

他 株式会社　ナイス



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 172,000円～172,000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00分～17時00分 就業場所

月給

2人 150,000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 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分

月給

2人 167,000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 18歳～45歳 (1)22時00分～ 7時00分 就業場所

月給

2人 200,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～45歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～ 7時00分

月給

3人 150,700円～151,400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 25歳以下 (1) 9時00分～18時30分 就業場所
(2)10時30分～20時00分

月給

3人 124,000円～134,400円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分

月給

1人 136,000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

時給（月額換算）

1人 146,880円～146,880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 59歳以下 就業場所

月給

1人 175,800円～271,500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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 176,000円～206,000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20分～17時30分 就業場所
(2) 6時30分～15時30分
(3)11時00分～20時00分

平成30年8月29日発行（平成30年8月28日受付分)　Ｎｏ．３

5ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

惣菜担当【土崎店】（嘱
託職員）

○商品の袋詰め作業及び品出し作業を担当します

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


働き方改革関連認定企業【秋田県】
男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 生活協同組合　コープあきた
毎　週

秋田県秋田市土崎港北６丁目１－３
０

55人 018-846-2515

不問
428人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16698381

コンビニエンスストア店
員

○コンビニエンスストア「ファミリーマート」店員の募集です。

・コンビニの販売業務と商品管理
・レジ会計、商品の品出し、陳列、店内外の清掃
・その他付随する業務

＊昇給、賞与については業績によります。

不問

他 有限会社　酒の福屋
毎　週

秋田県秋田市広面字広面１７

11人 018-833-2323

不問
150人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16669881

コンビニエンスストア店
員

○コンビニエンスストア「ファミリーマート」店員の募集です。

・コンビニの販売業務と商品管理
・レジ会計、商品の品出し、陳列、店内外の清掃
・その他付随する業務

＊昇給、賞与については業績によります。

不問

他 有限会社　酒の福屋
毎　週

秋田県秋田市広面字広面１７

11人 018-833-2323

不問
150人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16670181

コンビニエンスストア店
員（店長候補）

○コンビニエンスストア「ファミリーマート」店員の募集です。

・コンビニの販売業務と商品管理
・レジ会計、商品の品出し、陳列、店内外の清掃
・その他付随する業務

＊昇給、賞与については業績によります。

不問

他 有限会社　酒の福屋
毎　週

秋田県秋田市広面字広面１７

11人 018-833-2323

不問
150人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16671081

コムサプラチナ／西武
秋田店／販売正社員

●「コムサ・プラチナ」での店頭接客・販売
レディスウェア・雑貨のコーディネート提案のお仕事
●未経験の方でも安心して始められるように、様々な制度・研修体
制でサポートします。
●地元でしっかり“おもてなし・サービス”を身に付け、
顧客様から愛されるショップづくりを目指します。
【コムサ・プラチナ】は、
日本の“凛”とした様式美をもとに、こだわりの服づくりで着る人と共
感し合える服を提案する「コムサ」と「Ｋ・Ｔタカセ　キヨコ」、「ギャバジ
ンＫ・Ｔ」を、大人の女性のためにセレクトしたショップです。

不問

他 株式会社　ファイブフォックス
その他

東京都渋谷区千駄ヶ谷３－６０－７

4人 03-3478-2811

不問
3,851人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070-81112181

ガソリンスタンドスタッフ

○ガソリンスタンドでの販売、給油等ガソリンスタンド業務全
般に従事していただきます。
・ガソリン、灯油等の販売
・荷受、商品管理
・来客対応　
・その他、付随する業務
＊社用車使用の場合あり
＊高齢者（６０歳以上）の方の応募歓迎します。
＊人員補充の為の求人です。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊危険物（乙四）有
資格者は優遇しま
す

他 株式会社　秋田マルヘイ
毎　週

秋田県秋田市八橋新川向１６－３６

12人 018-862-7458

不問
12人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16687281

販売及び管理業務（秋
田店）

○店頭での釣具の販売および接客業務
・商品の説明、案内
・レジ会計
・商品の陳列、商品管理（発注等）
・片付け、店内清掃　等
・販売集計業務

＊パソコン（エクセル・ワード）を使用します。
＊ホームページ更新　他

不問

他 株式会社　ＵＦＰ（釣具の館）
その他

秋田県秋田市寺内高野１３－３５

5人 018-874-9262

エクセル・ワードで
きる方
＊釣り経験者優遇

7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16694881

店舗スタッフ（あきたくら
す　トピコ２Ｆ）

○飲食物サービス、販売業務に従事していただきます。
【主な仕事内容】
＊秋田駅トピコ内２Ｆ『あきたくらす』にて
　秋田県産品のお酒やお酒に合うおつまみ等
　（塩辛、枝豆、漬物）の提供や商品の説明など接客販売
＊レジ業務（金銭の授受）
＊店舗管理（在庫管理、発注業務、品出し等）
＊その他付随する業務（食器類の片付け等）
＊土日祝日勤務可能な方
　　　【急募：欠員補充のため】

不問

他 株式会社　ＢＦダイニング
毎　週

秋田県由利本荘市西目町沼田字新
道下４９０－５

7人 0184-44-8185

接客経験者（年数
は問わず）

37人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05050- 3477281

秋田営業所／営業

「食」を支える大手厨房機器メーカーの営業です。
ガスレンジ、フライヤー、食器洗浄機など業界トップクラスの
品揃いを持ちそれぞれのお客様の要望を反映しながら、最適
な厨房機器及び厨房システムを提案するお仕事です。
主要取引先は、外食チェーン、大手スーパー、ホテル、学校
病院、福祉施設ほか。

普通自動車運転免
許（ＭＴ車）

日祝他 株式会社　マルゼン
その他

東京都台東区根岸２－１９－１８　マ
ルゼンビル

5人 03-5603-7111

不問
1,024人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13030-18168381

介護員

○介護業務を担当していただきます。
・利用者（デイサービス４５名、ショートスティ２８名）の
　入浴、食事、排泄　等の介護業務全般

＊夜勤は１ヶ月に５回程度


不問

他 有限会社　夢紡
毎　週

秋田県秋田市茨島４丁目５番１０号

39人 018-896-0071

不問
39人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16638081

℡ 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 156,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 145,000円～145,000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) 6時00分～15時00分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

月給

1人 207,000円～400,000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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)14時00分～23時00分

時給（月額換算）

1人 151,200円～151,200円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

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

月給

1人 128,000円～130,000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15分～17時15分 就業場所

月給

1人 133,405円～188,005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10分～17時10分 就業場所

月給

1人 125,000円～180,000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45分～17時30分 就業場所
(2) 8時45分～17時00分

時給（月額換算）

2人 165,300円～165,300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

時給（月額換算）

1人 158,100円～158,100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50分 就業場所
(2)16時00分～ 0時50分

月給

1人 144,500円～162,000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～59歳 (1) 4時30分～13時30分 就業場所

月給

1人 172,500円～202,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時30分～15時30分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05040- 4720581

その他
秋田県仙北郡美郷町六郷字往還南
１２－１

36人 0187-84-2132

不問
120人 秋田県秋田市

120人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05040- 4719381

中型トラックドライバー
（清涼飲料水の配達）
【秋田営業所】

＊３～４ｔ箱車を使用し、個人商店・スーパー等へ
　清涼飲料水を配送する業務です。

※１ケース８ｋｇ～２０ｋｇ、１日の配送件数２０件ほど

※配送範囲は秋田市内、男鹿方面、由利本荘方面、能代・
　山本方面のいずれかになります。

＊中型自動車免許
（８ｔ限定）以上
　（旧　普通自動車
免許）

他 六郷小型貨物自動車運送　株式会
社

中型トラックドライバー
（食材の配達）【秋田営
業所】

＊主に２～３ｔ箱車を使用し、秋田市から岩手県花巻市の
　センターまで食材を配送する業務です。

※１ヶ所積、１ヶ所卸しの為、業務内容を覚えやすい仕事
　です。
※朝早いですが、時間が決まっているため、プライベート
　の時間を有効活用したい方におすすめです。

＊中型自動車免許
（８ｔ限定）以上
　（旧　普通自動車
免許）

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

36人 0187-84-2132

不問

5ページ中 4ページ

平成30年8月29日発行（平成30年8月28日受付分)　Ｎｏ．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

介護職員

○デイサービス（定員２０名）での介護業務
・食事や入浴、排泄、移動、移乗介助など利用者様の日常生活で必
要な援助を行っていただきます。
・初めて介護の仕事をスタートさせた職員も多く、挑戦しやすい職場
だと思います。
・その他付随する業務（レクリエーション、送迎など）
＊日曜日休み・日勤のみ
＊社用車（ＡＴ車）使用（軽自動車、小型の１ＢＯＸ）
＊介護職員の体制は４～６人（その日の利用者の状況による）程度
です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　コリウス
その他

秋田県秋田市仁井田字大野１７４－
３

10人 018-839-4600

不問
38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16713881

調理員

○施設利用者の食事の調理、後片付け、買出し　等
＊朝・昼・夕食（各最大２０食分）をスタッフ２名で作ります（シ
フト制）

＊最大でも２０名程度の施設利用者の調理業務です。
　各個人の状況を判断しやすく、集中した業務が可能です。
＊栄養士が献立を立てた手作りのお食事が利用者様に喜ん
でいただいています。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　シンワ
毎　週

秋田県秋田市新屋朝日町１３－２５

19人 018-893-4137

不問
56人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16692481

道とん堀　御所野店／
店舗管理及び調理・接
客（店長候補）

・店舗管理業務
・店員の指導、教育補佐
・調理業務
　盛り付け、食材管理等を行っていただきます。
・店内での接客業務
　お客様の案内、オーダー受付、テーブルへの配膳、片付け
　レジ業務等を行っていただきます。


不問

他 株式会社　Ｐｒｅｃｉｏｕｓ・Ｉｎｒｅｓｔｍｅｎｔ
その他

宮崎県宮崎市恒久５丁目２－１１

13人 0985-72-8778


飲食店業務経験者

270人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
45010-21292681

フロント業務【秋田市】

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

不問

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

0人 0120-709-707

ＰＣ入力程度
14,000人 秋田県秋田市

平成30年9月10日～平
成30年10月31日 雇用・労災

05010-16693781

アイロンオペレーター

○婦人服（ブラウス、スカート、ジャケット、ワンピース
　等）の完成品のアイロン作業全般に従事していただきます。
・アイロンによる仕上げ作業（アイロンは業務用アイロン）
・アイロン仕上げ後のたたみ作業や袋詰め作業など
・その他付随する業務

不問

日祝他 樋口繊維工業　株式会社　秋田第２
工場その他
秋田県秋田市寺内字三千刈４５４－
１０

34人 018-863-7252

不問
120人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16672381

米麦袋・一般袋製造

○米麦袋、一般袋の製造及び検査業務を担当して頂きます。
・目視による大型紙袋の検査、検品
・機械周りの清掃
・各種機械、設備の保守管理
・整理
・その他付随する業務

不問

日祝他 佐藤産業　株式会社　秋田工場
その他

秋田県秋田市寺内神屋敷２９５－３４

21人 018-845-9456

不問
300人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16706281

製本業務及び配送補
助

○製本業務における手作業及び配送準備作業に従事してい
ただきます。
・ラベル付け
・印刷物類の箱詰め
・梱包、包装、仕分け他
＊上記、習熟後マシンオペレーターへの係替えの可能性もあ
ります。（本人希望を考慮のうえ）
※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 秋田協同印刷　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋南２丁目１０－３４

81人 018-823-7477

不問
81人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16667481

製造工【秋田市飯島】
（交替制）

＊ＬＥＤチップの製造

＊派遣期間：Ｈ３０年９月２０日～Ｈ３０年１０月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３２年２月５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所
その他

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県秋田市

平成30年9月20日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4712581

製造工【秋田市飯島】

＊ＬＥＤチップの製造

＊派遣期間：Ｈ３０年９月２０日～Ｈ３０年１０月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３２年２月５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

土日他 日総工産株式会社秋田事業所

平成30年9月20日～平
成30年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 4713481

毎　週
秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県秋田市



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

1人 173,600円～173,600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)10時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
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）

3人 163,100円～174,750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 140,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 140,809円～140,809円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時20分 就業場所

月給

3人 170,000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 59歳以下 (1) 6時00分～15時00分 就業場所

月給

3人 170,000円～200,000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) 6時00分～15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 18歳以上 (1) 2時00分～ 5時30分 就業場所
(2)14時00分～17時30分
(3) 9時30分～17時30分

日給（月額換算）

12人 176,000円～220,000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00分～17時00分 就業場所
～平成30年10月31日

雇用・労災
05020- 3929881

その他
秋田県能代市浅内字成合２０番地８

10人 0185-55-0506

不問
60人 秋田県能代市

秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16705881

作業員

＊建物の取り壊し作業。
＊建物の内部の解体。
＊外部の解体に伴う補助的作業。

　
※面接時には、ハローワークの紹介状と履歴書を持参して下
さい。

不問

日他 株式会社今野興業

新聞配達及び営業

・新聞配達（浜田、下浜、豊岩）
・顧客管理（フォロー）並びに購読者の獲得
・集金業務及びチラシ折込作業

＊社用車使用（軽・ＡＴ車）

※試用期間３カ月を経て、新聞配達及び営業のどちらかの配
属を相談します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　さきがけ折込センター
その他

秋田県秋田市御所野下堤２丁目１－
６

18人 018-889-8230

不問

20人 018-896-1811

不問
620人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16662081

雇用・労災・健康・厚生
05010-16661181

配送業務（契約社員）

○配送センター、プロセスセンター、ジェイマルエー各店の
　商品配送業務に従事していただきます。
・主に一般食品、生鮮食品をカートを使用して配送
・その他、付随する業務

＊会社の２～４ｔトラックを使用

中型自動車運転免
許（８ｔ限定可、ＡＴ
限定不可）

他 株式会社　マルエーうちや　店名
「ジェイマルエー」その他
秋田県秋田市泉北２丁目４番２３号

その他
秋田県秋田市泉北２丁目４番２３号

20人 018-896-1811

不問
620人 秋田県秋田市

78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 05010-16704781

配送業務

○配送センター、プロセスセンター、ジェイマルエー各店の
　商品配送業務に従事していただきます。
・主に一般食品、生鮮食品をカートを使用して配送
・その他、付随する業務

＊会社の２～４ｔトラックを使用

中型自動車運転免
許（８ｔ限定可、ＡＴ
限定不可）

他 株式会社　マルエーうちや　店名
「ジェイマルエー」

商品管理・配送業務

【主な仕事の内容】
・倉庫内での自動車部品等の入出庫作業
・１トン車（ＭＴ車）にて秋田市周辺のディーラーへ配送業務あ
り（１日５～６件程度）

＊雇用期間：年度毎の更新あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 日産部品秋田販売　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
３８

37人 018-846-5151

不問

9人 018-824-5361

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16658581

雇用・労災・健康・厚生
05010-16680381

配送

○建築資材、木材などを建築現場などへ配送
・トラックは２ｔ車です。
・配送先は主に秋田市内。まれに県北、県南への配送あり。

＊倉庫内ではユニックなどにより整理します。
＊トラックへの積込みは基本的に手積みとなります。
＊重量物（３０～４０Ｋｇ程度）を扱うこともあります。
＊配送は今回の採用者を含めて３人体制となります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　中屋儀右衛門
隔　週

秋田県秋田市旭南２丁目５－２５

その他
秋田県南秋田郡八郎潟町字中嶋１７
５

9人 018-875-3035

不問
9人 秋田県南秋田郡八郎潟町

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16642781

作業員

○土木工事における作業員として従事していただきます。
・その他付随する業務

＊現場は主に秋田県内となります。




普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　石幸組

消防設備工事・点検
通信工事・弱電工事
（技術者）≪急募≫

○電気設備工事、通信工事などに従事していただきます。
・現場における消防、放送設備の工事、保守点検
　ビジネスフォンの設置、ＬＡＮ工事、他弱電工事全般

＊社用車（ＡＴ）で移動（２ｔトラックＭＴの運転もあり）
＊複数名での業務になります。
＊秋田県内全域を担当しますが、出張（東北、関東他）あり


・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）
・消防設備士甲種４
類または消防設備点
検資格者

日祝他 株式会社　奥羽報知機サービス
その他

秋田県秋田市仁井田新田２丁目４番
３５号

5人 018-839-0089

不問

不問
120人 秋田県秋田市

平成30年9月10日～平
成30年10月31日 労災

05040- 4721481

＊中型自動車免許
（８ｔ限定）以上
　（旧　普通自動車
免許）

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

36人 0187-84-2132
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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

中型トラックドライバー
（農機部品の配達）【秋
田営業所】

＊２～３ｔ車を使用し、農機部品を配送する業務です。

※配送範囲は秋田県内・山形市一部となり、配送件数は
　１日３～４件になります。

※農繁期対応の募集になります。希望者は雇用期間満了
後、
　正社員登用制度を活用することができます。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



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

　

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

　　１．　８月２９日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　２．　８月３０日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　　３．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】
　　４．　９月　３日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、介護員、看護師・准看護師　他】
　　５．　９月　４日　あさひ自動車㈱【タクシー乗務員、配車係員】
　　６．　９月　５日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　７．　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】
　　８．　９月　７日　社会福祉法人晃和会【介護職員】
　　９．　９月１０日　㈱和敬園　ショートステイ「御所野の森」【介護職】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

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

　　１．　９月　３日　ヤマト運輸㈱【荷受作業、軽作業】
　　２．　９月　４日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【デイサービス・ショートステイ介護職員　他】
　　３．　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

時給

1人 750円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

4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～19時00分 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 783円～783円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

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 就業場所

時給

2人 750円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～12時00分 就業場所
(2)16時00分～21時00分

時給

1人 840円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時30分 就業場所

時給

6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) 6時00分～ 9時00分 就業場所
(2)13時00分～18時00分
(3)23時00分～ 8時00分

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 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

1人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時30分～ 9時30分 就業場所
(2)14時30分～18時30分

20人 018-867-0106

不問
20人 秋田県秋田市

労災
05010-16683581

雇用・労災
05010-16712781

調理補助

○調理補助業務に従事して頂きます
・調理師の補助
・盛り付け
・施設の方への食事提供等
＊３０名分を２人で対応

不問

他 株式会社　プロフェクト・バランス
その他

秋田県秋田市高陽青柳町９番２０号

毎　週
秋田県秋田市仁井田字大野１７４－
３

10人 018-839-4600

不問
38人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市
3ヶ月

労災
05010-16676481

介護員（パート）

○デイサービス（定員２０名）での介護業務
・食事や入浴、排泄、移動、移乗介助など利用者様の日常生活で必
要な援助を行っていただきます。
・初めて介護の仕事をスタートさせた職員も多く、挑戦しや
　すい職場だと思います。
・その他付随する業務（レクリエーション、送迎など）
＊日曜日休み・日勤のみ
＊社用車（ＡＴ車）使用（軽自動車、小型の１ＢＯＸ）
＊介護職員の体制は４～６人（その日の利用者の状況による）程度
です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　コリウス

販売店員（セブンイレブ
ン秋田広面谷内佐渡
店）

○「セブンイレブン秋田広面谷内佐渡店」の店舗内業務全般
を担当していただきます。
・レジ、接客、商品発注、清掃
・品出し、商品管理、レイアウト変更、ポスター掲示等

＊各時間帯２名の募集です




不問

他 セブンイレブン　秋田広面谷内佐渡
店毎　週
秋田県秋田市広面字谷内佐渡１１４
－１

12人 018-836-5188

不問

6人 018-823-6546

パソコン操作（エク
セル等）

6人 秋田県秋田市
平成30年9月12日～平
成31年3月20日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16660281

雇用・労災
05010-16644281

窓口レジ入力及び商品
受・発注

・窓口にてレジ入力。
・商品の受・発注
・売上等の集計、ＰＣデータ入力
・電話、来客応対

＊外出用務の際は社用車を使用。

自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田県自動車整備商工組合
毎　週

秋田県秋田市八橋大畑２丁目１２－
６３

毎　週
秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

120人 018-833-7171

不問
120人 秋田県秋田市

147人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16696181

売店販売業務（パート）

○当館売店にて販売業務全般に従事していただきます。
・在庫管理（在庫のチェック、伝票との突き合せ等）
・販売したものの金銭管理
・自動販売機の補充
・店内清掃　等




不問

他 株式会社　秋田温泉さとみ

客室清掃管理スタッフ

○ホテル客室内の清掃業務管理全般に従事していただきま
す。
・客室清掃員のシフト管理
・ホテル（フロント）との連絡・調整
・その他付随する業務


＊研修がありますので、未経験の方でも応募いただけます。
＊制服貸与致します。

不問

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

15人 018-869-9505

不問

0人 018-839-5877

パソコン操作（入力
程度）

0人 秋田県秋田市

労災
05010-16701981

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16639381

受付事務

・受付、来客応対、電話応対
・パソコンによる文書作成
・外出用務（社用ＡＴ車使用）
・事務所内外の清掃
・お茶出し
・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社丸恭
毎　週

秋田県秋田市仁井田新田２丁目１３
番５号

毎　週
秋田県秋田市土崎港北６丁目１－３
０

40人 018-846-2515

ワードやエクセル
の操作が可能な方

480人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-16649981

一般事務（飯島）

○灯油センターにおける事務処理業務全般を行っていただき
ます。
・灯油データ入力（受注データ、実績データ、新規登録作業
など）
　パソコンを使用しての作業になりますので、ワードやエクセ
ルの操作が必要になります。
・電話応対も行っていただきます。

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

土日他 生活協同組合　コープあきた

保育士

○乳幼児（０～５歳児）の保育業務全般を担当していただきま
す。
・園児の保育
・園内外の環境整備
・その他、付随する業務
＊園児は定員５４名です

保育士資格　

日祝他 株式会社ＬＢＫ　愛美保育園
毎　週

秋田県秋田市東通７丁目４－１１

20人 018-834-8122

不問

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16685781

保育士又は幼稚園
教諭・教諭のいず
れか　　普通運転
免許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　プロフェクト・バランス
その他

秋田県秋田市高陽青柳町９番２０号

4人 018-867-0106

平成30年8月29日発行（平成30年8月28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

児童指導員

○放課後、デイサービスで障がいをもったお子さんのお世
　話・指導に従事していただきます。
・障害児のお世話・指導
・送迎時の付添い
・その他付随する業務

＊児童発達支援で障がいをもった未就園学児のお世話

℡ 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

4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 18歳以上 (1)17時00分～23時00分 就業場所
(2)18時00分～23時00分
(3)21時00分～ 0時00分

日給（時給換算）

7人 1,333円～1,428円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時30分～18時30分 就業場所
(2) 8時00分～16時00分

時給

3人 770円～890円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～15時00分 就業場所
(2) 9時00分～16時00分

時給

1人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

2人 810円～930円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～59歳 (1)18時00分～ 8時00分 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時30分～11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)10時00分～13時00分 就業場所

時給

1人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時20分～11時50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) 8時00分～10時00分 就業場所476人 秋田県秋田市

労災
05010-16684481

清掃業務（三浦冷蔵
（株）所有ビル）［外旭川
地区］

○秋田市外旭川にある三浦冷蔵（株）所有ビル（ビフレ外旭
川店）内の清掃です。
・２階廊下・階段・男女トイレ等共用部分
・１階ビフレ外旭川店男女トイレ

＊１人体制で、水・木・金の午前２時間の清掃です。
＊無料駐車場があり、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

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

1人 018-862-3251

不問

12人 018-833-4529

不問
500人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-16675581

労災
05010-16666581

清掃員（北都銀行秋田
駅前支店）８：２０～１１：
５０

○「北都銀行秋田駅前支店」内の清掃
　建物は３階建です。（女子トイレの清掃を含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊支店近くに住んでいて、長く勤務していただける方歓迎いた
します。

＊月・水・金のみのお仕事です。　　　
＊年度毎の更新です。
＊６０歳以上の方歓迎します

不問

火木土日祝 ＪＲ秋田鉄道サービス　株式会社
毎　週

秋田県秋田市東通仲町１２番１７号

な　し
秋田県秋田市保戸野桜町１０－６

6人 018-866-8318

不問
6人 秋田県秋田市

476人 秋田県潟上市

労災
05010-16652281

清掃係（飲食店）

○飲食店での開店前の清掃業務です。
・前日の片付け、店内清掃　等
（清掃の少ない日は、仕込み補助を行っていただきます）

＊一日３時間程度のお仕事です。

不問

他 創鮓　庵河豚

清掃業務（秋田銀行天
王支店）

○「秋田銀行天王支店」の清掃業務に従事していただきます
・ロビー、廊下、食堂
・男女トイレ等

＊１人体制で、午前３時間の勤務です。

＊就業中は、禁煙に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
ズ毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

1人 018-862-3251

不問

37人 018-846-5151

不問
78人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-16703481

雇用・労災
05010-16709381

商品管理業務

○商品管理業務に従事していただきます。
【主な仕事の内容】
・倉庫内での自動車部品等の入出庫作業
　（バーコードリーダーを使用）

＊雇用期間：年度毎の更新あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 日産部品秋田販売　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
３８

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－７５

41人 018-862-5115

不問
319人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16665981

宿直パート（秋田典礼
会館）

○弊社の葬儀会館にて夜間の宿直業務を担当していただき
ま　す。
【仕事内容詳細】
・電話応対、同伴業務など
・搬送業務、館内軽作業等
・その他付随する業務も担当していただきます。


不問

他 株式会社　へいあん秋田

指導員

○小学１年生から６年生の児童を対象に、支援員として従事
　していただきます。
・子どもと話しをしたり、遊び（トランプ、かるた等）を提供する
＊児童約６０名、指導員約５名（夏休み・約８名）
≪就業時間≫
（１）１３時～２０時（通常時）の内の５時間程度
（２）０８時～２０時（長期休暇時）の内の５時間程度
※放課後の子どもたちの預かり施設なので、安全に対する
　配慮が必要となります。

教諭又は幼稚園教
諭、保育士のいず
れか

土日祝他 若駒学童クラブ
毎　週

秋田県秋田市山王６丁目８－２

5人 018-862-0377

不問

5人 018-862-0377

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16663381

雇用・労災
05010-16708081

指導員補助

○小学１年生から６年生の児童を対象に、支援員の補助とし
　て従事していただきます。
・子どもと話しをしたり、遊び（トランプ、かるた等）を提供する
＊児童約６０名、指導員約５名（夏休み・約８名）
≪就業時間≫
（１）１３時～２０時（通常時）の内の５時間程度
（２）０８時～２０時（長期休暇時）の内の５時間程度
※放課後の子どもたちの預かり施設なので、安全に対する
　配慮が必要となります。

不問

土日祝他 若駒学童クラブ
毎　週

秋田県秋田市山王６丁目８－２

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－７５

41人 018-862-5115

不問
319人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市
平成30年9月7日～平
成30年9月20日 労災

05010-16659481

典礼アシスタント（秋田
典礼会館）

○典礼会館にて「生きる、お葬式。」をコンセプトに心に寄り添
うサービスを。弊社典礼会館にて、会葬者様へのご案内など
のサービス対応や葬儀の準備・片付け・電話応対などを行っ
ていただきます。葬儀の知識が無いから不安を感じているか
もしれませんが、心配はいりません。未経験でも安心の研修
を行っております。女性が多数活躍しておりますし、先輩ス
タッフがしっかりとフォローさせていただきますので「お葬式。」
を通して、心に残るサービスのお手伝いをしてみませんか？
　【土日に働ける方急募】

普通自動車免許
（自家用車運転用）

他 株式会社　へいあん秋田

通訳（１日または２日の
み）

○外国人観光客向けの通訳業務

※９／７、９／２０　のみの仕事です。
（どちらか１日のみでも応募可）

不問

他 株式会社　さきがけプラスＡ
その他

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

英語で会話できる
方

不問
6人 秋田県秋田市

労災
05010-16664681

不問

水他 創鮓　庵河豚
その他

秋田県秋田市保戸野桜町１０－６

6人 018-866-8318

2ページ中 2ページ

平成30年8月29日発行（平成30年8月28日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

ホール接客・調理補助

○飲食店でのホール接客、調理補助のお仕事です。
・オーダー取り、接客
・店内清掃、片付け
・簡単な調理補助　等

＊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

月給

1人 205,000円～225,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 200,000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 不問 (1) 8時30分～18時30分 就業場所
(2) 8時30分～12時00分

月給

1人 143,000円～225,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 173,000円～234,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 179,000円～242,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時30分～20時00分 就業場所
(2) 9時30分～18時00分
(3)14時30分～20時00分

月給

1人 173,000円～242,000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30分～20時00分 就業場所
(2) 9時30分～18時00分
(3)14時30分～20時00分

月給

2人 152,000円～217,000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～18時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)11時00分～20時00分

時給（月額換算）

1人 117,000円～132,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

2人 185,000円～189,000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15分 就業場所

時給（月額換算）

2人 126,988円～131,936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) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)11時30分～20時30分

雇用・労災・健康・厚生
05010-16731181

毎　週
秋田県秋田市寺内蛭根１丁目１６－
１

16人 018-862-6600

不問
350人 秋田県秋田市

22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16757281

スポーツ用品販売員

○スポーツ用品全般の販売業務
・販売、接客
・商品管理（検品・値付け、商品整理）
・レジ業務
・店内の簡単な清掃
＊スポーツ用品販売、商品についての知識のある方、
　元気な接客が求められます。
＊様々なコーナーの販売に柔軟に対応いたします（応相談）

不問

他 株式会社　ヴィクトリア　ネクサスカン
パニー　

経理


（１）社会福祉法人全般の経理関係事務
（２）当園を利用されている障害者の就労支援事業関係事務
（３）当園事務局の庶務的業務
　　　（電話応対、来客応対、郵便物の受発送業務）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日 社会福祉法人　秋田旭川福祉会　明
成園毎　週
秋田県秋田市添川字地ノ内１０－１

22人 018-868-4868

パソコン操作（ワー
ド、エクセル、一太
郎）ができる方
経理事務経験者

819人 018-833-1122

不問
1,415人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16717381

雇用・労災・健康・厚生
05010-16759081

事務員（庶務課）

○一般事務全般を担当していただきます。
・電話応対
・パソコン入力業務（表計算等）
・簡単な事務作業
・その他、付随する雑務有



【６ヶ月毎の契約更新】

不問

土日祝他 社会医療法人　明和会　中通総合病
院毎　週
秋田県秋田市南通みその町３番１５
号

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２
西部工業団地内

1,404人 018-888-9120

基本的なパソコン
操作

2,576人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-16775081

クレジット照会受付
【新規業務】

○クレジットで車輌購入されるお客様への内容確認やディー
ラー店舗からの照会等の問合せ受付です。

※８月にスタートしたばかりのスバルファイナンス新規事業で
す。


　　　　　　　　　
【働き方改革関連企業】秋田県男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 株式会社　プレステージ・インターナ
ショナル　秋田ＢＰＯキャンパス

受付

○整骨院・整体院での受付業務に従事していただきます。
・受付、レジ、予約受付（パソコン使用）
・整体補助、ご案内業務
・その他、店舗運営に付随する業務
＊笑顔で接客をしていただきます。
＊未経験者大歓迎。丁寧に指導します。
＊研修制度ありますので、未経験者の方でもご安心ください
（１か月間院内での研修・通常業務と併用）
＊新店舗オープンまでは秋田市桜の店舗で研修を行いま
す。

不問

日他 株式会社　ＣＶ．Ｅｍｂｒａｃｅ
その他

秋田県秋田市桜３丁目１－４１
グラディート１２　１Ｆ１－２

6人 018-893-6115

パソコン操作（入力
程度）

6人 018-893-6115

パソコン操作（入力
程度）

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16774181

雇用・労災・健康・厚生
05010-16718681

受付

○整骨院・整体院での受付業務に従事していただきます。
・受付、レジ、予約受付（パソコン使用）
・整体補助、ご案内業務
・その他、店舗運営に付随する業務
＊笑顔で接客をしていただきます。
＊未経験者大歓迎。丁寧に指導します。
＊研修制度ありますので、未経験者の方でもご安心ください
（１か月間院内での研修・通常業務と併用）
＊新店舗オープンまでは秋田市桜の店舗で研修を行いま
す。

不問

日他 株式会社　ＣＶ．Ｅｍｂｒａｃｅ
その他

秋田県秋田市桜３丁目１－４１
グラディート１２　１Ｆ１－２

その他
秋田県秋田市中通４－１７－１２　一
建秋田ビル４階

3人 018-831-8701

不問
48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 05010-16772881

企画営業

・弊社発行の求人情報誌（Ｂｅ－ｊｏｂ）の企画営業を担当
　していただます。また、上記に付随する広告代理業務も
　行っていただきます。

＊未経験者も応募可。

＊移動には社有車使用。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　総合広告社　秋田支社

事務職≪急募≫

○総務、経理事務全般に従事していただきます。
・電話応対
・接客応対
・現金管理、給与計算
・パソコン入力作業（ワード・エクセル他）
・整理整頓、清掃
・自家用車使用の場合有
・その他付随する業務
＊退職者あり補充の為

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　オーエムテック
その他

秋田県秋田市飯島字坂道端２５－５

8人 018-880-6868

不問

桑原内科クリニック
その他

秋田県秋田市楢山登町５－２８

7人 018-884-7772

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16725381

技術職

○公共事業に関わる一般土木設計（道路、河川砂防、構造
物等）、農業土木設計（用排水路、ため池等）に従事していた
だきます。

※他の土木系工種もあります。ご相談に応じます。

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

正・准看護師

○当クリニックにおける看護業務全般に従事していただきま
す。
・内科外来
・消化器科外来
・医師診療の補助



正看護師または准
看護師

日他

平成30年9月21日～

48人 018-863-5809

平成30年8月30日発行（平成30年8月29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

測量士補または技
術士補以上
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
ＲＣＣＭ、測量士、
その他業務に関す
る資格があれば尚
可

62人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16761581

日祝他 株式会社　ウヌマ地域総研
その他

秋田県秋田市八橋新川向１３－１９

℡ 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 220,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

月給

3人 201,000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 40歳以下 (1)10時00分～20時00分 就業場所

月給

2人 201,000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 40歳以下 (1)10時00分～20時00分 就業場所

月給

2人 201,000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 40歳以下 (1)10時00分～20時00分 就業場所

月給

1人 166,000円～209,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)16時30分～ 9時30分
(3) 6時30分～15時30分

月給

1人 246,911円～348,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～39歳 就業場所

月給

1人 182,000円～300,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)14時00分～23時00分

時給（月額換算）

8人 137,600円～172,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～230,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 163,000円～189,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

126人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16741081

焼石膏の製造及び付
随作業

・焼石膏の製造及び管理作業
・石膏ボードの廃板、リサイクル品の粉砕作業
・ホイールローダーによる原料石膏の受入、投入作業
・上記に付随する作業
・作業の手順と安全は研修教育します。
・必要な資格は職業訓練で取得を支援します（全額会社負
担）。

不問

他 コープ朝日興産　株式会社
その他

秋田県秋田市茨島３丁目１－６

14人 018-864-6411

不問

3人 018-882-3703

不問
3人 秋田県秋田市

～平成31年1月20日
雇用・労災・健康・厚生

05010-16737481

雇用・労災・健康・厚生
05010-16776381

建築板金工

・屋根板金工事一式（屋根葺き工事、修繕工事）
・とい工事
・屋根材の加工作業
・雪止め据付工事

＊現場は秋田市中心となります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社　小野板金
その他

秋田県秋田市河辺戸島字川苗代３１
－３

毎　週
秋田県秋田市川尻大川町１－２５
アップヒル２１　２Ｆ

0人 018-863-5010

不問
30人 秋田県秋田市

0人 秋田県秋田市
平成30年9月16日～平
成30年11月15日

05010-16753581

金属製品の加工、仕上
げ

○工場内でグラインダなどを使用し、金属製品の加工および
仕上げ業務に従事していただきます。

＊面接後、職場見学を予定しています。

＊玉かけ、クレーンの資格があれば尚可
　なければ、入社後会社負担で取得していただきます。

＊作業服支給

不問

土日祝他 株式会社　ウィンカム

ライスセンター業務

○米及び大豆の収穫時期に、生産者の方々が刈取りした稲
もみと大豆の搬入、乾燥調整作業に従事していただきます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
フォークリフト免許
あれば優遇

他 農事組合法人　南雄和地区ライスセ
ンター利用組合毎　週
秋田県秋田市雄和左手子字前谷地
１２８

0人 018-886-2833

不問

13人 0985-72-8778

不問
270人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

45010-21353281

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-57565281

接客及び調理（一般社
員）／道とん堀　御所野
店

接客
　お客様の案内、オーダー受付、テーブルへの配膳、片付け
　レジ業務、ホール内外の清掃等

調理
　盛り付け、食材管理補助
　厨房内の整理整頓、清掃等

＊雇用期間終了後は、１年毎の更新となります。

不問

他 株式会社　Ｐｒｅｃｉｏｕｓ・Ｉｎｒｅｓｔｍｅｎｔ
その他

宮崎県宮崎市恒久５丁目２－１１

その他
宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

25人 022-266-5802

不問
9,200人 秋田県秋田市

38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16743681

店舗一般職［カラオケ
時／秋田駅前店］

最新最高の音響設備にこだわったカラオケ『時遊館』です。
接客・調理業務をお願いします。


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

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部

介護職員（ひとむすび
八橋）

○定員２５名のサービス付き高齢者向け住宅です。
・通院付き添い業務、レクリエーションの企画、運営
・食事、排せつ、入浴等の介助、見守り等
・送迎業務（ワンボックス、軽　ＡＴ車）

＊介護業務は日勤１０名、夜勤２名体制です。
＊資格取得のためのサポートあり、スキルアップのため県内
外への研修参加の体制をとっています。
＊増員による募集です。

他 株式会社　いわま薬局　ひとむすび
泉その他
秋田県秋田市泉北１丁目１３－５

20人 018-827-3911

5人 03-5208-5506

不問
2,420人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護職員初任者研
修または介護福祉
士あれば尚可

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010- 6892682

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010- 6844982

営業：クルマの販売・買
取／秋田市

業界未経験歓迎
ガリバーでは２０２０年世界一に向けてクルマの査定・買取及
び販売を強化しております。明確な評価制度、安定した環境
で、あなたのがんばりを全力でサポートします。

普通自動車免許
（ＭＴ）

他 株式会社　ＩＤＯＭ
その他

東京都千代田区丸の内二丁目７番３
号　東京ビルディング２５階

その他
東京都千代田区丸の内二丁目７番３
号　東京ビルディング２５階

5人 03-5208-5506

不問
2,420人 秋田県秋田市

2,420人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010- 6821782

営業：クルマの販売・買
取／秋田市

業界未経験歓迎

ガリバーでは２０２０年世界一に向けてクルマの査定・買取
及び販売を強化しております。
明確な評価制度・安定した環境で、あなたのがんばりを全力
でサポートします。

普通自動車免許
（ＭＴ）

他 株式会社　ＩＤＯＭ

営業：クルマの販売・買
取／秋田市

業界未経験歓迎

ガリバーでは２０２０年世界一に向けてクルマの査定・買取
及び販売を強化しております。
明確な評価制度・安定した環境で、あなたのがんばりを全力
でサポートします。

普通自動車免許
（ＭＴ）

他 株式会社　ＩＤＯＭ
その他

東京都千代田区丸の内二丁目７番３
号　東京ビルディング２５階

4人 03-5208-5506

不問

＊パソコン（ワード・エ
クセル他）操作可能な
方　＊食品業界での
知識、経験のある方
優遇

27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16733381

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　アズマカンパニー
その他

秋田県秋田市卸町３丁目６－５

19人 018-865-2243

3ページ中 2ページ

平成30年8月30日発行（平成30年8月29日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

営業（業務用食料品
卸）

○下記のいずれかの担当となり、セールス及び新商品案内
や
　ユーザーの商品開発に対する提案営業に従事していただき
　ます。
・製菓、製パン、製麺等の製造業者へのセールス
・スーパー、ホテル、病院、施設等への原材料の販売セール
　ス

＊活動範囲：秋田県内
＊社有車使用（ＭＴ車）



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 150,000円～150,000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)17時00分～ 2時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時30分～13時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 177,560円～194,920円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時30分～ 8時29分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分

日給（月額換算）

2人 156,000円～249,600円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

時給（月額換算）

3人 142,464円～237,440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～16時45分 就業場所
(2)10時15分～19時00分
(3)12時15分～21時00分

時給（月額換算）

1人 129,600円～129,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 176,000円～192,000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00分～17時00分 就業場所

月給

2人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 180,000円～270,000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30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～10時30分

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 18歳以上 (1) 2時00分～ 5時30分 就業場所
(2)14時00分～17時30分
(3) 9時30分～17時30分

新聞配達及び営業

・新聞配達（河辺地区）
・顧客管理（フォロー）並びに購読者の獲得
・集金業務及びチラシ折込作業

＊社用車使用（軽・ＡＴ車）

※試用期間３カ月を経て、新聞配達及び営業のどちらかの配
属を相談します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　さきがけ折込センター
その他

秋田県秋田市御所野下堤２丁目１－
６

10人 018-889-8230

不問
秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16771781

19人 018-865-2243

不問
27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16730281

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16726681

配送

○ルート配送
・全５ルート。１日１～２ルートの配送
・配送先は製菓、製パン、製麺、等の製造業者、スーパー、
　ホテル、病院、施設等

＊活動範囲：秋田県内
＊社有車（パネルトラック）使用（ＭＴ車）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　アズマカンパニー
その他

秋田県秋田市卸町３丁目６－５

毎　週
秋田県秋田市添川字地ノ内１０－１

22人 018-868-4868

不問
22人 秋田県秋田市

96人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
04010-57535981

配送等（クリーニング、ト
イレットペーパー）

○配送業務等に従事していただきます。
１）受注先へクリーニング品、おしぼり、トイレットペー　
　パー、買い物かご等の商品を配送し、回収する。
２）利用者を送迎する（ワゴン車、マイクロバス使用）


普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
＊中型自動車免許
（限定解除）があれば
尚可

日他 社会福祉法人　秋田旭川福祉会　明
成園

配送［秋田市］

住宅設備機器の配送
（流し台・お風呂・ボイラー・タイル、トイレ関係、建材類）

＊エリア：秋田県全域
＊３ヶ月毎契約更新


普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）又は中
型自動車免許

日祝他 株式会社　オーカム
毎　週

宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目４
－１３

7人 022-284-1188

不問

170人 018-865-1415

不問
170人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16756881

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16755781

資材の運搬、搬入、検
品

○食糧原材料の運搬、搬入に従事していただきます。
・原材料を冷蔵庫へ運搬。
・搬入品の検品。
・その他付随する業務。

不問

祝他 秋田米飯給食事業協同組合
毎　週

秋田県秋田市新屋町字天秤野８８－
２５

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央３丁目６－
１０

105人 018-845-2050

不問
秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16762481

郵便物配達　≪急募≫

・バイク、軽四輪で郵便物を配達及び営業　
・配達地域は土崎地区（土崎、飯島、寺内、将軍野他）

＊雇用期間で６カ月毎の更新あり
＊制服貸与します

自動二輪車免許、
普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）または
原付免許

他 日本郵便　株式会社　土崎郵便局

内装工

・外装、内装ＬＧＳ工事
＊ＬＧＳ工事（軽量鉄骨の組立）
・会社、工場等の内装工事
・外装工事、天井はり
・高所作業あり
＊現場は、秋田県内及び東北各県

不問

土日他 フジ建装
毎　週

秋田県秋田市新屋町字関町後２０３
－４６

2人 018-828-0276

不問

14人 018-832-5583

不問
2,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-16750381

雇用・労災・健康・厚生
05010-16748881

設備管理技術者（秋田
大学医学部附属病院）

○設備管理
○機器の運転操作及び監視
○機器の測定及び記録等

＊雇用期間は、１２ヶ月毎の契約更新です。

＊６０歳以上の方歓迎します（６０代の方も働いています）

不問

他 株式会社　オーエンス秋田支店
その他

秋田市中通２丁目３－８　秋田アトリ
オンビル８Ｆ

その他
秋田県秋田市雄和田草川字本田１８
－４

17人 018-886-8511

不問
17人 秋田県秋田市

7人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16724081

運転手（２ｔ車）

○２ｔ車での運搬業務に従事していただきます。

・秋田県内の運搬業務（食品）
・会社倉庫より、手積み、手降しとなります。


　普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）又は準中
型自動車免許以上
大型自動車免許尚可

他 有限会社　サンケイ物流

自動車整備

○自動車整備、修理、車検など

○お客様への納車、引き取り

○その他、付随する業務

＊資格取得者、整備経験のある方優遇します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝 株式会社　ボデーショップ伊藤
その他

秋田県潟上市昭和大久保字北野細
谷道添７３－５５２

7人 018-877-4953

不問

不問
170人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16749281

不問

他 秋田米飯給食事業協同組合
毎　週

秋田県秋田市新屋町字天秤野８８－
２５

170人 018-865-1415

平成30年8月30日発行（平成30年8月29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

弁当盛付・調理補助（正
社員）

○コンビニエンスストアやスーパーマーケット向けの弁当、おに
ぎり製品の盛り付け・加工、または食材の調理補助
（蒸し物、焼き物、揚げ物他）を行っていただきます。


℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



平成30年8月30日発行（平成30年8月29日受付分)　Ｎｏ．４

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

　

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

　　１．　８月３０日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　　２．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】
　　３．　９月　３日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、介護員、看護師・准看護師　他】
　　４．　９月　４日　あさひ自動車㈱【タクシー乗務員、配車係員】
　　５．　９月　５日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　６．　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】
　　７．　９月　７日　社会福祉法人晃和会【介護職員】
　　８．　９月１０日　㈱和敬園　ショートステイ「御所野の森」【介護職】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

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

　　１．　９月　３日　ヤマト運輸㈱【荷受作業、軽作業】
　　２．　９月　４日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【デイサービス・ショートステイ介護職員　他】
　　３．　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

時給

1人 1,300円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～18時00分 就業場所

時給

14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 就業場所

時給

2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 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) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)12時00分～20時30分

時給

1人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

2人 850円～850円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

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

時給

2人 740円～860円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～17時00分

時給

2人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～14時00分 就業場所
(2)14時00分～19時30分

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 就業場所

16人 018-862-6600

不問
350人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16736581

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16745581

スポーツ用品販売員・
事務（パート）

○スポーツ用品全般の販売業務
・販売、接客
・商品管理（検品・値付け、商品整理）
・レジ業務   ・店内の簡単な清掃
・一般事務  ・売上管理等
＊スポーツ用品販売、商品についての知識のある方、
　元気な接客が求められます。
＊様々なコーナーの販売に柔軟に対応いたします（応相談）

不問

他 株式会社　ヴィクトリア　ネクサスカン
パニー　毎　週
秋田県秋田市寺内蛭根１丁目１６－
１

毎　週
秋田県秋田市広面字小沼古川端４４
６

42人 018-833-5036

不問
42人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-16720781

食肉販売員

○食肉の対面販売を担当していただきます。
・お客様に希望の商品を量りお渡しする
・簡単なレジ操作
・商品補充、後片付け
・その他付随する業務
＊土・日勤務出来る方を希望しますが、勤務時間・日数は
　相談に応じます。
＊週３～６日程度の勤務になります。
※６０歳以上の方歓迎

不問

水他 株式会社　笹川商店（肉のわかば）

販売・ホール及び厨房
係

○蒲鉾の販売
○食堂での厨房業務及びホール接客業務。　　　　　　　　　
・オーダー、料理の提供、会計等　　　　　　　　　　　
・厨房業務　等

＊繁忙期（１２月）は勤務時間が変動（延長）する場合があり
ます。また日曜日、祝日も同様です。

＊週４日の勤務になります。

不問

日祝他 株式会社　宮城屋蒲鉾店
毎　週

秋田県秋田市楢山大元町１１－５

3人 018-833-0321

不問

72人 018-896-1811

不問
620人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05010-16767081

平成30年9月17日～平
成30年11月9日 雇用・労災

05010-16734681

店内販売（惣菜担当）
【御所野店】


○惣菜部門での製造、加工、盛り付け、品出し等及び付随
　する業務に従事していただきます。

＊就業時間については、ご相談に応じます。


不問

他 株式会社　マルエーうちや　店名
「ジェイマルエー」毎　週
秋田県秋田市泉北２丁目４番２３号

その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

300人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16760981

チェッカー担当

秋田市泉のスーパー内でレジ担当をしていただきます。

＊初めての方でも丁寧に指導します。（経験あれば優遇）

＊制服貸与します。

※その他、付随する作業あり。

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

一般事務員

○一般事務員として従事していただきます。
・パソコン（会計システム）への入力
・エクセルによる資料作成
・日報チェック
（日々の店舗の日報をチェック、集計していただきます。）
・電話・来客応対

※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

＊簿記３級以上（認
定団体問わず）

他 株式会社　八永南部家敷
毎　週

秋田県秋田市雄和田草川字鱸１５５
－５５

18人 018-881-3555

パソコン操作（エク
セル、ワード）

27人 018-864-5111

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

107人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-16758181

平成30年10月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16740181

スポーツクラブにおける
フロント業務

○スポーツクラブにおけるフロント業務及び事務処理に従事
していただきます。
・フロント業務としては、２００名程度の会員、スクール生の受
付や、電話対応が主な職務です。
・事務処理としては、パソコンによる会員、スクール生の入会・
脱会に関する管理などを行います。
・入館料の受け取り等のレジ業務もあります。

不問

他 株式会社　ダイヤプラザ
毎　週

秋田県秋田市茨島４丁目３－３６

毎　週
秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

829人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

752人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-16723181

特別支援教育支援員

・学習及び発達障がいを有する児童生徒等に対する
　学校生活全般の支援及び学校行事における介助等

不問

土日祝他 潟上市役所

生活支援員補助

○知的障害者の生活支援業務（衣類配布、寮内清掃、入浴
対応など）に従事していただきます。

＊年度毎の雇用期間の更新予定あり

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

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）可能
な方

不問
9人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010-16722281

看護師

日祝 医療法人　おきた町診療所
毎　週

秋田県秋田市新屋沖田町５－２

9人 018-828-5522

平成30年8月30日発行（平成30年8月29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（パート）


○外来患者の看護業務全般に従事していただきます。
・診療補助

＊採血および点滴の出来る方




℡ 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。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 740円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 740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
(2)13時00分～18時00分

時給

2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)13時15分～16時00分 就業場所

時給

1人 950円～980円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

時給

2人 1,000円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時30分～16時30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)17時30分～21時30分 就業場所

時給

1人 750円～750円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時00分～15時00分 就業場所

時給

5人 860円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

4人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１週間単位非定型的企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)17時00分～ 0時00分 就業場所
(2) 0時00分～ 9時00分

時給

3人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～20時00分 就業場所

時給

3人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)11時00分～19時00分 就業場所8,500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

05010-16764881

冷凍食品のトッピング
（１１：００～２０：００）

○冷凍食品製造に関する調理作業全般
・下ごしらえ、揚物、焼物、煮物の補助作業

＊冷凍庫内の作業はありません。

不問

土日祝 株式会社エフ・リンク・コーポレーショ
ン　秋田工場毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

不問

110人 018-888-9970

不問
8,500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

05010-16763781

6ヶ月
雇用・労災

05010-16754481

冷凍食品のトッピング
（１５：００～２０：００）

○流れ作業による冷凍食品の製造に関する凍結作業
・立ち作業となります。
・作業服は貸与します。

＊冷凍庫内の作業はありません。

不問

土日祝 株式会社エフ・リンク・コーポレーショ
ン　秋田工場毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

毎　週
秋田県潟上市天王字棒沼台１２９－
２

12人 018-870-6400

不問
12人 秋田県潟上市

80人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16777681

ベットメイク、フロント業
務

○ベットメイクとフロント業務に従事していただきます。
・ベットメイク（１４ルーム）
・フロント業務   ・電話対応
・食事作り（冷凍食品）
・その他、付随する業務
＊金銭の授受はありません。
＊掃除用具を軽自動車（ＡＴ）に積んで各部屋を移動。
＊現在担当は、日中、夜の計１２人～１４人体制。
＊未経験の方には、丁寧に指導します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 環境企画　株式会社

ホール係（うまい一丸鮨
秋田外旭川店）

○回転寿司店でのホール業務全般を担当して頂きます。
・お客様への接客、案内、レジ会計、電話対応
・食器片付けなど

＊見習期間あり（３ヵ月）
＊土・日・祝祭日勤務可能な方歓迎
＊元気で、明るい接客が求められます。
＊お盆・年末年始勤務可能な方歓迎します

不問

他 マキシムジャパン　株式会社
毎　週

秋田県秋田市外旭川字小谷地７０－
１　うまい一丸鮨

25人 018-869-7733

不問

9人 018-874-8208

不問
32人 秋田県秋田市

労災
05010-16746481

労災
05010-16778981

ホール係（我楽）１１：０
０～

○和食店『我楽』でのホール業務全般に従事していただきま
す。
・お客様のご案内、オーダー取り、料理配膳、片付け、レジ会
計、その他付随する業務

＊土、日の休日は希望により可
　週４日以上の勤務（応相談）

＊接客の好きな方で未経験の方歓迎いたします。


不問

月他 株式会社　春夏秋冬
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目１－５　我
楽ビル２Ｆ

毎　週
秋田県秋田市東通５丁目１２－２１

4人 018-834-0855

不問
4人 秋田県秋田市

131人 秋田県秋田市
平成30年9月16日～平
成30年12月15日 労災

05010-16773281

キッチン補助全般

○イタリアンレストランにて以下の業務に従事
・ランチ、ディナー準備補助
・キッチン内での料理の盛り付け等
・後片付け、店内清掃　等
＊土日祝メインの勤務です。可能な方には平日１日程度（予
約状況により）就業時間（１）の勤務をお願いします。
　勤務時間、勤務日数についてはご相談ください。

＊お客様に喜ばれることの多い職場です。

不問

月他 イタリアンレストラン　　Ｌａ　Ｓａｌａ

介護パート

○特別養護老人ホームの入所者の方を特殊入浴装置を使っ
て入浴介助します。

職員１０名（浴槽内２名、脱衣室４名、移送２名、居室内での
更衣２名）で行います。




普通自動車免許１
種（ＡＴ限定可）

水土日祝 社会福祉法人　はまなす会　特別養
護老人ホーム　ぬくもり山王毎　週
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
番地の５９

34人 018-824-7000

不問

78人 018-888-8201

１年以上の業務経
験者　ブランクのあ
る方応募可

110人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-16739881

6ヶ月
労災

05010-16721881

介護員

○介護老人保健施設における入所者（約１００名）の介護業
務に従事していただきます。
・食事介助、入浴介助、着脱介助等


【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


不問

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

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

79人 018-845-4151

不問
166人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市

労災
05010-16752981

入浴介助パート（なぎ
さ）

○介護老人保健施設の入所者（３０名程度）の入浴介助業務
　を担当していただきます。

＊スタッフは６名体制で対応しております。

＊シフトにより月～土曜のうち４日程度の出勤となります。
　
働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

日他 医療法人　運忠会

生花販売（いとく秋田東
店）

○「いとく秋田東店内」のフラワーショップ「花みづき」に
　て生花販売業務を担当
・生花、観葉植物、鉢花、雑貨の販売
・フラワーアレンジメント、花束の制作
・商品、季節に合わせたディスプレイ　等
＊初めての方でも、親切丁寧に指導致します。
＊就業時間、曜日等は相談に応じます。
＊学生アルバイト≪短期≫も可能です。
≪お花に囲まれながら感性が磨かれます。花を通してたくさ
　んの人に幸せを届けることが出来るお仕事です≫

不問

他 有限会社　花みづき
毎　週

秋田市八橋新川向　９－１６

2人 018-866-9007

不問

不問
7人 秋田県秋田市

労災
05010-16751681

不問

他 有限会社　花みづき
毎　週

秋田市八橋新川向　９－１６

3人 018-866-9007

3ページ中 2ページ

平成30年8月30日発行（平成30年8月29日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

生花販売（グランマート
タカヤナギ外旭川店）

○「グランマートタカヤナギ外旭川店内」のフラワーショッ
　プ「花みづき」にて生花販売業務を担当
・生花、観葉植物、鉢花、雑貨の販売
・フラワーアレンジメント、花束の制作
・商品、季節に合わせたディスプレイ　等
＊初めての方でも、親切丁寧に指導致します。
＊就業時間、曜日等は相談に応じます。
＊学生アルバイト≪短期≫も可能です。
≪お花に囲まれながら感性が磨かれます。花を通してたくさ
　んの人に幸せを届けることが出来るお仕事です≫



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

20人 1,100円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 0時00分～ 8時00分 就業場所

時給

2人 1,100円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 0時00分～ 8時00分 就業場所

時給

3人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給

6人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時30分 就業場所

時給

2人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

8人 018-869-5760

不問
8人 秋田県秋田市

平成30年9月14日～平
成30年9月22日 労災

05010-16769681

6ヶ月
労災

05010-16744981

花束作り（短期）

○お盆用の花束作りを担当していただきます。

・花束の袋詰め、値札付け　等
・その他、付随する業務

＊平成３０年９月１４日～平成３０年９月２２日までの短期の
お仕事です。

不問

日 株式会社　はなせ
その他

秋田県秋田市外旭川字待合２８

毎　週
秋田県秋田市茨島４丁目３－３６

27人 018-864-5111

中型バス、マイクロ
バス運転経験者

107人 秋田県秋田市

42人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16742381

中型バス及びマイクロ
バス運転業務

○秋田アスレティッククラブ（秋田市茨島）で行っている各ス
クールに参加する児童・生徒の送迎用中型バス及びマイクロ
バスの運転業務を担当します。

＊週３日程度の勤務
＊秋田市内のみの運行です。
＊送迎コースは定期路線です。
＊６ヶ月契約の更新は、勤務状況による


大型１種自動車免
許

日他 株式会社　ダイヤプラザ

デリカ部門スタッフ

・電気フライヤーを使用しての調理
・接客販売（コロッケ等のお惣菜）
・お弁当作り補助、後片付け　等
＊就業時間は８：００～２０：００の３～７時間勤務
　（時間帯は相談に応じます）
＊土・日勤務出来る方（土・日どちらか勤務出来る方も可）
＊正社員登用あり
※６０歳以上の方歓迎

不問

水他 株式会社　笹川商店（肉のわかば）
その他

秋田県秋田市広面字小沼古川端４４
６

42人 018-833-5036

不問

110人 018-888-9970

不問
8,500人 秋田県秋田市

～平成30年11月30日
雇用・労災

05010-16770481

～平成30年11月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-16768381

冷凍食品のトッピング
（９：００～１４：３０）

○流れ作業による冷凍食品の袋詰め及びトッピング
・凍結作業
・立ち作業となります。
・作業服は貸与します。

＊冷凍庫内の作業はありません。

不問

土日祝 株式会社エフ・リンク・コーポレーショ
ン　秋田工場毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

不問
8,500人 秋田県秋田市

8,500人 秋田県秋田市
～平成30年11月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010-16766181

冷凍食品のトッピング
（９：００～１８：００）

○流れ作業による冷凍食品の袋詰め及びトッピング
・凍結作業
・立ち作業となります。
・作業服は貸与します。

＊冷凍庫内の作業はありません。

不問

土日祝 株式会社エフ・リンク・コーポレーショ
ン　秋田工場

冷凍食品のトッピング
（００：００～０９：００）

○冷凍食品製造に関わる調理作業全般
・下ごしらえ、揚物、焼物、煮物の補助作業

＊冷凍庫内の作業はありません。

不問

土日祝 株式会社エフ・リンク・コーポレーショ
ン　秋田工場毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

不問

不問
8,500人 秋田県秋田市

平成30年10月2日～平
成30年11月30日 雇用・労災

05010-16765281

不問

土日祝 株式会社エフ・リンク・コーポレーショ
ン　秋田工場毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

平成30年8月30日発行（平成30年8月29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

冷凍食品のトッピング
（００：００～８：００）

○流れ作業による冷凍食品の袋詰め及びトッピング
・凍結作業
・立ち作業となります。
・作業服は貸与します。

＊冷凍庫内の作業はありません。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



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

　

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

　　１．　８月３０日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、営業ｽﾀｯﾌ、ﾌｭｰﾈﾗﾙﾃﾞｨﾚｸﾀｰ　他】
　　２．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】
　　３．　９月　３日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、介護員、看護師・准看護師　他】
　　４．　９月　４日　あさひ自動車㈱【タクシー乗務員、配車係員】
　　５．　９月　５日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　６．　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】
　　７．　９月　７日　社会福祉法人晃和会【介護職員】
　　８．　９月１０日　㈱和敬園　ショートステイ「御所野の森」【介護職】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

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

　　１．　９月　３日　ヤマト運輸㈱【荷受作業、軽作業】
　　２．　９月　４日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【デイサービス・ショートステイ介護職員　他】
　　３．　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 180,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～18時00分 就業場所
(2) 8時15分～16時15分

月給

1人 220,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 250,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分
(3) 8時30分～16時30分

月給

1人 176,000円～226,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 162,400円～162,400円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

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30分～19時15分

日給（月額換算）

1人 133,574円～133,574円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 132,916円～132,916円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 136,000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45分～18時15分 就業場所
(2) 8時45分～13時30分

月給

1人 136,000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45分～18時15分 就業場所
(2) 8時45分～13時30分

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16782181

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

平成30年8月31日発行（平成30年8月30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

看護師または准看護師

○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

○看護師として利用者様の健康管理等の業務に従事してい
ただきます。
・日々のバイタルチェック
・内服薬管理、服薬支援
・病院等との連絡や調整等

＊ショートステイ利用者は３３名です。
＊制服貸与します。


看護師または准看
護師

他 有限会社　せきれい　ショートステイ
自由が丘その他
秋田県秋田市下新城中野字街道端
西３２１

23人 018-893-4401

不問
59人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16809481

看護師・准看護師

○看護業務全般に従事していただきます。
・外来患者様の診察に係る医師の補助
・血圧測定、採血、点滴、注射
・健康診断、各種検査の補助
・往診補助　等

＊就業時間は（１）～（３）、曜日により異なります。
　月に３～４回３０分早出があり、その場合３０分早く終業とな
ります。


看護師または准看
護師
（内視鏡検査資格
があれば尚可）

日祝他 小川内科医院
その他

秋田市中通３丁目３－５５

18人 018-832-4013

不問
18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16815981

相談員

○「東通地域包括支援センター」において各種相談業務を担
当していただきます。
・介護のことだけでなく、生活の中で困っていることや心配な
こと、どこに相談したら良いか分からない等、さまざまな相談
に応じる「初期相談窓口」です。
・社用車使用（状況に応じて自家用車使用の場合有）


社会福祉士（必須）
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　晃和会
毎　週

秋田県秋田市太平八田字藤の崎２３
１－３

5人 018-838-2338

不問
154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・健康・厚生・財

形 05010-16811181

生活支援員

〇障害児・者の通所施設で利用者（重症心身障害児・者）約
２５名に対して、日中の生活支援（食事、入浴等の介護・機能
訓練ほか）や送迎等の業務を行います。

※送迎車の運転は運転士が行います。

〇未経験者でもサポートしますので、熱意をもって勤務される
方を歓迎します。

不問

日他 社会福祉法人　秋田聖徳会
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目５－６

17人 018-862-3267

不問
200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

05010-16800781

図書館事務補助　（臨
時職員）【新屋図書館】

○図書館独自のシステムを操作しながら、カウンターで図書
の貸出・返却を行う接客業務。
　・郵便物の受付、ポスター・チラシの設置
　・書架整理、本の装備、館内整理
　・その他、各種事務補助業務



不問

他 秋田市教育委員会
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

10人 018-888-5803

パソコン操作（一太
郎、ワード、エクセ
ル等）

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・労災・健康・厚生

05010-16792681

一般事務補助

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

＊専用システム等の操作方法は指導します。

不問

土日祝他 秋田県建設部　建設政策課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番１号

20人 018-860-2411

パソコンの一般的
な操作

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

05010-16795481

事務補助

○一般事務補助業務に従事していただきます。
・パソコン操作（データ入力、簡易資料作成　等）
・書類の発送・受取・整理（仕分け）に関する事務
・電話、来客の取り次ぎ応対、湯茶準備
・その他、行政事務の補助　等

不問

土日祝他 秋田県　企画振興部　調査統計課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

27人 018-860-1251

パソコンの一般的
な操作（エクセル、
ワード、一太郎）

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

05010-16820181

医療事務

○医療事務業務全般に従事していただきます。
【主な仕事内容】
・窓口での受付および会計業務
・電子カルテによるカルテ作成、会計処理、レセプト作成
・その他、付随する業務

＊就業時間：（２）は毎週土曜日勤務時間です

不問

日祝他 山岸クリニック
な　し

秋田県秋田市大住４丁目１２‐４７

2人 018-874-7200

不問
2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16802281

医療事務補助

○医療事務補助業務に従事していただきます。
【主な仕事内容】
・窓口での受付および会計業務（レジスター使用）
・電話対応
・電子カルテによる患者登録、患者検索など簡単なパソコン
操作
・その他、付随する業務

＊就業時間：（２）は毎週土曜日勤務時間です

不問

日祝他 山岸クリニック
な　し

秋田県秋田市大住４丁目１２‐４７

2人 018-874-7200

不問
2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16803181

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 140,000円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所
(2)11時30分～20時00分

月給

1人 210,000円～270,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

2人 136,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 157,500円～157,500円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～17時15分 就業場所

月給

1人 210,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 137,600円～154,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)16時00分～ 9時00分

月給

2人 150,000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 64歳以下 (1) 6時30分～15時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

月給

1人 179,000円～233,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)16時30分～ 9時00分 就業場所

月給

1人 160,000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) 9時00分～20時00分 就業場所
(2)12時00分～22時00分

3ページ中 2ページ

平成30年8月31日発行（平成30年8月30日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

会計事務員

○総務事務（スケジュール管理他）
○会計士の事務補助他
○請求業務
○経理業務（伝票処理、給与計算、年末調整　他）
○その他付随する業務
※パソコンはワード・エクセル他専用ソフトを使用します。

平成30年10月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16804081

日商簿記３級以上
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 前田公認会計士事務所
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－１３　Ｆ
ＶＰ秋田山王ビル５Ｆ

4人 018-824-6181

19人 018-888-8828

経験者

経理経験３年以上
（同業種経験者はな
お可）
パソコン事務経験者
は尚可

4人 秋田県秋田市

不問

他 くら吉　有限会社

運行管理

○輸送が円滑に行われるよう、適切な運行管理の仕事に従
事していただきます。
・配車業務も兼ねて行っていただきます。

＊時間外・通勤手当等を含む総支給額は、平均で
２００，０００円～２８０，０００円程度になります。

＊普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）
＊運行管理者

日祝他 株式会社　ホクト産業
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－７７

不問
8人 秋田県秋田市

19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16785681

販売員（フルタイム）【ト
ピコ店】

○菓子等の店頭販売
・商品の陳列、レジ業務、商品管理等　
○各種イベントにおける出店スペースでの販売業務
○イベント、繁忙期には、本店（角館）勤務をお願いすること
があります（送迎いたします）

＊明るく元気な接客が求められます。

株式会社　ラネット
毎　週

東京都豊島区池袋２－５２－８　大河
内ビル５Ｆ

その他
秋田県秋田市中通７丁目１－２トピコ
２Ｆ

3人 0187-52-0505

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13090-41239781

雇用・労災・健康・厚生
05010-16786981

携帯、スマートフォン販
売／秋田市

ビックカメラ、ソフマップ、コジマなど家電量販店での
ドコモ販売の仕事です。

経験者優遇
未経験者も歓迎です

不問

他

2人 018-823-5959

不問

2人 03-5911-5431

不問
580人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 プリマハム　株式会社　東北支店

店頭販売事務

○各店舗における販売業務及びそれらに付随する事務処理
を担当していただきます。
・金券販売
・ホームページ作成、ＰＯＰ作成
・データ入力、簡単な事務等
＊スタッフが丁寧に指導します。

※就業場所：「山王店」、「アルヴェ店」、「駅前店」の３店舗の
シフト勤務となります。

不問

他 有限会社　秋田チケット
その他

秋田県秋田市山王１丁目２－８

不問
1,900人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16799181

営業業務［秋田市］

量販店の本部商談・店舗巡回、発注促進等の営業活動（社
有車あり）。
その他、販促資材の印刷や仕分け業務もあります。

＊エリア：秋田県内が中心ですが、一部山形県あり

＊３ヶ月毎契約更新
＊準社員登用の試験制度があります。

アキテック　株式会社
毎　週

秋田県潟上市天王字追分西４－１２

毎　週
宮城県仙台市青葉区堤町１丁目１－
２　エムズ北仙台９階

5人 022-342-1586

雇用・労災・健康・厚生
05010-16813381

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

04010-57706481

営業

半導体製造関係の会社へのルート営業を担当します。
　製造に関わる消耗品から製品の検査装置機器まで幅広く
納入します。
　また、納入後のアフターフォローもあります。不具合などが
あった場合は、メーカーへの取り次ぎなども行います。
　業務報告にパソコンを使用します。
　営業エリアは秋田市内をはじめ県内全域となります。
　社有車（ＡＴ車）を使用します。営業先によっては直行直帰
の場合もあります。

普通免許（ＡＴ限定
可）

土日祝他

18人 018-852-5558

不問

4人 018-873-5811

不問
4人 秋田県潟上市

不問

他 有限会社　せきれい　ショートステイ
自由が丘

介護職員

○小規模多機能型居宅介護サービス事業にて介護業務に従
事していただきます。
・食事介助、送迎業務（社用車使用）
・生活援助
・記録業務
・夜勤業務　利用者９名、職員１名、宿直１名で対応
　　　　　　休憩１２０分、入社３ヶ月後から夜勤開始

・未経験の方は、マンツーマンの丁寧な指導があります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
＊有資格者歓迎

他 有限会社　ハッピーライフ
毎　週

秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目１
－２－５０

不問
59人 秋田県秋田市

25人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-16788481

介護職員（ショートステ
イ）

○ショートステイ利用者（３３床）に対するサービス
　食事・入浴・排泄等の身体介護業務

＊現在、日中出勤は介護職員７～８名、看護職員１～２名体
　制となっております。

＊夜勤は月に５回程度あります。
・２名体制、休憩１２０分・夜勤については相談に応じます
・未経験者優遇、マンツーマンで親切に指導します。


社会福祉法人　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
秋田県秋田市下新城中野字街道端
西３２１

23人 018-893-4401

雇用・労災・健康・厚生
05010-16812081

雇用・労災・健康・厚生
05010-16808581

介護福祉士「ケアコンプ
レックス寺内」

○介護福祉士業務に従事していただきます。
・施設内の介護（食事、入浴、排泄介助）、利用者の生活全般
の援助。
・その他、付随する業務
＊未経験者はマンツーマンで指導します。
＊夜勤応相談（月４～５回）
＊２４時間利用可能な託児施設があります（潟上市昭和）
【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の認証事業所
です。

介護福祉士

他

毎　週
秋田県秋田市将軍野南４－５－９

22人 018-845-8090

不問

21人 018-877-7110

不問
179人 秋田県秋田市

100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16796781

調理師及び調理見習
（大同門）

○焼き肉「大同門」にて、調理全般業務に就いていただきま
　す。
【主な仕事内容】
・野菜を切ったり盛り付けたりする作業。
・食材の仕込み、調理。
・調理場の片付け他。
・その他付随する業務。

不問

他 株式会社　大同観光



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～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) 9時00分～20時00分 就業場所
(2)12時00分～22時00分

月給

1人 150,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

平成30年8月31日発行（平成30年8月30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

調理師及び調理見習
（南大門）

○焼き肉「南大門」にて、調理全般業務に就いていただきま
　す。
【主な仕事内容】
・野菜を切ったり盛り付けたりする作業。
・食材の仕込み、調理。
・調理場の片付け他。
・その他付随する業務。

雇用・労災・健康・厚生
05010-16797881

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

22人 018-845-8090

6人 018-868-5151

不問

不問
100人 秋田県秋田市

＊大型自動車運転
免許
＊フォークリフト資
格

日祝他 株式会社　ホクト産業

看板工

〇各種看板製作・組立・取付

・工場内で看板組立・塗装・フィルム貼り
・各現場で看板取付・仕上げ
・社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　中央サイン
隔　週

秋田県秋田市外旭川八幡田２丁目２
－２８

ＡＴ・ＭＴ車両の運
転経験

19人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16805381

大型トラック運転手

○中距離トラック運転業務に従事していただきます。
・主に石膏ボード、ベニヤ板、米などを運送
・運転エリアは主に東北圏内です。

＊配送先により就業時間は変更となります。

＊時間外・通勤手当等を含む総支給額は、平均で
２１０，０００円～２８０，０００円程度になります。

有限会社　道儀商店
その他

秋田市土崎港相染町字浜ナシ山１１
７

その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－７７

19人 018-888-8828

雇用・労災・健康・厚生
05010-16823681

雇用・労災・健康・厚生
05010-16787581

構内作業員


・構内の各現場から出るクズの入った箱を台車で集積所まで
運搬し、空の箱を再び各現場に戻す作業を担当していただき
ます。

・フォークリフト作業

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
フォークリフト免許

日他

その他
秋田市新屋豊町８－５９

5人 018-863-7971

不問

7人 018-845-6687

不問
秋田県南秋田郡井川町

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16793981

営業補佐及び配達

○木材製品を覚える為、河辺工場で製材の手伝い業務あり

・最初は営業担当者と配達に同行して業務を行いながら
　指導していきます。

＊ノルマはありません


＊作業着貸与

フォークリフト技能
研修修了者尚可
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 秋田パネル株式会社

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。

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

　

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

　　１．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】
　　２．　９月　３日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　３．　９月　４日　あさひ自動車㈱【タクシー乗務員、配車係員】
　　４．　９月　５日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　５．　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】
　　６．　９月　７日　社会福祉法人晃和会【介護職員】
　　７．　９月１０日　㈱和敬園　ショートステイ「御所野の森」【介護職】
　　８．　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】
　　９．　９月１２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　１０．　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 1,500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 1,200円～1,250円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)15時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 760円～760円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)13時00分～18時00分

時給

1人 950円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～ 9時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分
(3)13時00分～17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) 8時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～12時30分 就業場所
(2)16時00分～19時30分
(3)10時00分～19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

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～18時30分 就業場所

時給

4人 850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 不問 就業場所

13人 0985-72-8778

不問
270人 秋田県秋田市

労災
45010-21409281

雇用・労災
05010-16821081

接客及び調理補助（ア
ルバイト・パート）／道と
ん堀御所野

・接客業務
　お客様の案内、オーダー受け、テーブルへの配膳、片付け
　レジ業務、ホール内外の清掃等

・調理業務
　盛り付け、食材管理補助
　厨房内の整理整頓

不問

他 株式会社　Ｐｒｅｃｉｏｕｓ・Ｉｎｒｅｓｔｍｅｎｔ
毎　週

宮崎県宮崎市恒久５丁目２－１１

毎　週
秋田県秋田市外旭川字梶ノ目８２６

2人 018-868-1932

不問
2人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

労災
05010-16794581

接客及び作業

○「おがくず風呂」の入浴に係る下記の業務を担当していた
だきます。
・接客（受付、電話対応、商品説明など）
・おがくずの穴を掘る作業
　※作業場所が蒸し暑い為、特に夏季は体力を必要とします
・その他付随する業務

不問

月水 秋田イオンハウスＹＥＬＬ

動物看護師・動物看護
助手兼受付

○動物看護師、看護助手兼受付に従事していただきます。
・犬と猫の診療・検査の補助
・入院動物の世話
・手術の準備・助手、
・受付業務、清掃
・電子カルテ入力（パソコン操作）
＊未経験の方でも丁寧に指導します。
＊日曜日出勤できる方

不問

土祝 すずのき犬猫病院
毎　週

秋田県秋田市外旭川字野村３５－１

2人 018-853-6960

パソコン操作（入力
程度）
経験者優遇

7人 018-852-5558

不問
25人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災
05010-16789781

労災
05010-16801881

介護職員（パート）

○通所介護事業所（デイサービス）にて介護業務に従事して
いただきます。
・食事介助
・送迎業務（社用車使用）
・入浴介助
・記録業務　等

＊勤務時間について、ご相談に応じます。

＊介護福祉士
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　ハッピーライフ
毎　週

秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目１
－２－５０

毎　週
秋田県秋田市東通仲町３－２５

16人 018-834-2823

不問
16人 秋田県秋田市

2,208人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010-16824981

コンビニスタッフ

○レジ接客業務及び付随する業務に従事していただきます。
・販売
・商品の陳列、補充、商品発注
・店舗内外の清掃　等
・その他、付随する業務もあり

＊土・日働ける方優遇いたします。

【業績によっては社員登用制度あり】

不問

他 セブンイレブン　秋田東通仲町店

銀行窓口業務（卸町支
店）

○銀行窓口業務
・窓口での現金受払業務　　　　　　　　　　　　　　　
・振込、税金納付の受付業務
・諸届の受付業務　等

＊月１５日の勤務です。

＊当初は６ヶ月契約。以後契約更新となった場合は６ヶ月。
   その後に契約更新する場合は１年毎です。

不問

土日祝他 株式会社　秋田銀行
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目２－１

13人 018-863-1212

銀行窓口業務経験
者（金融機関窓口
業務経験者応募
可）

5人 018-864-4555

基本的なパソコン操
作スキル必要（Ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌ）
（自動車会社での事
務経験者なお可）

5人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-16818781

平成30年9月5日～平
成30年11月2日 雇用・労災

05010-16810281

事務補助【急募】

○事務補助業務に従事していただきます。
・車庫証明申請のための調査及び書類作成（手作業）
・車の登録業務の補助作業（ナンバープレートの取り付けなど。１～
２時間の外作業です）
・書類の提出、交付業務
・その他、付随する業務
（自動車会社での事務経験者優遇いたします）
＊車の運転が多い業務です
＊社用車あり（ＡＴ車）
＊欠員補充による【急募】です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土他 草薙行政書士事務所
毎　週

秋田県秋田市泉北１丁目１１－２５

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－１１

151人 018-884-3313


ＰＣ操作経験のあ
る方（ワード・エクセ
ル）

12,421人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

労災
05010-16817481

事務補助（９／５～）

○一般事務補助作業を担当していただきます。
・パソコンによる入力作業
・検索、照合作業
・来客応対
・その他の事務作業
・お茶出し　など

＊更新の可能性あります。（当初２ヶ月で最長通算５ヶ月）

不問

土日祝他 東北電力　株式会社　秋田電力セン
ター

看護師

○内科外来診療における看護師業務に従事していただきま
す
・診療補助
・血液検査
・心電図検査　等
・その他、付随する業務

＊勤務は週４日（月・火・木・金）となります。
＊午前中勤務の者が休む時は出勤をお願いする場合もあり
ます。（この場合は水・土もあります。）

看護師（准看護師
応相談）

水土日祝他 松岡内科クリニック
毎　週

秋田県秋田市中通１丁目３－４６
フォートファイン秋田１Ｆ

6人 018-884-7511

看護師業務経験者

不問
29人 秋田県秋田市

労災
05010-16806681

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

平成30年8月31日発行（平成30年8月30日受付分)　Ｎｏ．１
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護職員（デイサービ
ス／遅番）

・デイサービスでの高齢者の機能訓練指導に従事していただ
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

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 750円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～15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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～11時00分 就業場所

時給

1人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 738円～738円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～16時00分 就業場所5,200人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16814681

清掃業務「秋田大学」

○建物内の清掃業務全般に従事します。
・事務室、トイレ、廊下、階段　他
＊小型掃除機、モップ、箒等を使用した作業で、
ポリッシャー等の操作はありません。

＊制服貸与します。

【６０歳以上の方の応募歓迎、６５歳以上も応募可能です】

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

5人 018-801-0911

不問

9人 018-823-4061

不問
593人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-16807981

労災
05010-16790081

清掃員（ＪＡビル）

○「秋田県ＪＡビル」建物内での日常清掃業務を担当してい
　ただきます。
・男女トイレ清掃
・通路・床等の清掃（拭き、掃き等）


＊午前４時間、週６日程度の勤務です。

＊年度毎の契約更新あります。

不問

日祝 厚生ビル管理　株式会社
な　し

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

毎　週
秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目１
－２－５０

18人 018-852-5558

不問
25人 秋田県南秋田郡五城目町

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-16791381

清掃員

○介護施設内外の清掃業務に従事していただきます。
・トイレ、洗面所清掃
・各部屋の床清掃
・廊下、階段、玄関、の清掃
・窓ふき、ゴミ収集
・施設外の清掃等

不問

他 有限会社　ハッピーライフ

商品仕分・配送

○野菜・果物の納品のための仕分け作業及び配送業務に従
事していただきます。
・商品の仕分け作業
・仕分けした商品の配送業務

＊配送先は秋田市内の学校、保育園、自衛隊、食堂等
＊普通ワゴン車（ＭＴ車）使用

＊学校の長期休み（春・夏・冬休み）の間は勤務無し

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 合資会社　宇佐美商店
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央５丁目６－
２

8人 018-845-0614

不問

不問
5,200人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-16816581

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

5人 018-801-0911

2ページ中 2ページ

平成30年8月31日発行（平成30年8月30日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

校内ゴミ回収「秋田大
学」

○大学内の古紙、ペットボトル等の回収に従事していただき
ます。

＊制服貸与します。

【６０歳以上の方の応募歓迎、６５歳以上も応募可能です】

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

　

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

　　１．　８月３１日　㈱南山デイリーサービス　秋田店【森永牛乳　企画・宅配スタッフ】
　　２．　９月　３日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　３．　９月　４日　あさひ自動車㈱【タクシー乗務員、配車係員】
　　４．　９月　５日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　５．　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】
　　６．　９月　７日　社会福祉法人晃和会【介護職員】
　　７．　９月１０日　㈱和敬園　ショートステイ「御所野の森」【介護職】
　　８．　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】
　　９．　９月１２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　１０．　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

月給

4人 153,820円～244,210円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～16時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

日給（月額換算）

1人 127,200円～127,200円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時20分～17時05分 就業場所

月給

1人 145,000円～185,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 122,400円～122,400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30分～19時15分
(3)11時30分～20時15分

日給（月額換算）

1人 148,190円～148,190円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～18時15分 就業場所
(2) 8時15分～13時15分

月給

1人 233,000円～233,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 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 64歳以下 就業場所

時給（月額換算）

1人 139,400円～139,400円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

2人 144,000円～144,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時15分～18時15分 就業場所

司書補助（臨時職員）


○御所野学院高等学校図書室での業務に従事していただき
ます。
・貸出、返却受付、図書の発注、整理等
・一般事務補助業務

＊更新予定あり（最長２４ヶ月）
＊勤務が１年を超える場合、１ヶ月の雇用中断あり。

不問

不問
30人 秋田県秋田市

平成31年3月16日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-16837281

幼稚園教諭、保育
士
（いずれも必要で
す）

日祝他 学校法人　横山学園　新屋幼稚園
毎　週

秋田県秋田市新屋扇町４－２７

0人 018-828-2119

平成30年9月3日発行（平成30年8月31日受付分)　Ｎｏ．１
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

保育士

○保育士としてベビー保育園の業務に従事していただきま
す。
・０～２歳　定員３６人
・保育士は１２名体制を予定
・行事の準備　等

＊状況により新屋幼稚園（同敷地内）の異動あり


土日祝 秋田市教育委員会
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

33人 018-888-5803

パソコン操作ので
きる方（一太郎・エ
クセル等）

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・労災・健康・厚生

05010-16827781

一般事務（秋田市）

○一般事務を担当する正社員を募集
・電話、来客等の応対
・現金出納帳の管理
・ＰＣを使ってフォーマットに沿って入力する仕事

※パソコンはワード、エクセル他専用ソフト使用。
※専用ソフトは指導します。
※所用（銀行等）により運転業務もあります。
　マイカーを使用していただきます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　光美容化学
その他

青森県弘前市代官町２１

7人 0172-36-1234

パソコン操作（ワー
ド、エクセル等）が
できること

60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 02030- 9283081

図書管理業務（臨時職
員）

○カウンター業務等
○一般事務補助
・返却された図書の整理等

＊通常勤務（１）（２）のシフト制
　７月のみ（１）（３）のシフト制です。

＊当初は平成３１年３月３１日迄の契約ですが、
　以後６ヶ月毎の契約更新予定です。

不問

他 秋田市立中央図書館　明徳館
毎　週

秋田県秋田市千秋明徳町４番４号

40人 018-832-9220

基本的なパソコン
操作（ワード・エク
セル）できる方

40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

05010-16849681

事務系スタッフ（国際資
源学研究科）

所属先：国際資源学研究科
・教職員の旅費管理業務
・教職員の勤怠管理業務
・外国人教員に発信する文書等の英訳業務
・外国人教員との電話対応業務
・外国人教員と事務職員が打合せ等する際の補助業務
※採用後、配置換等により変更の可能性があります。
　働き方改革関連認定企業【くるみん】

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

2,334人 秋田県秋田市
平成30年9月18日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-16826481

・電話、電子メール
に対応しうるだけの
十分な英語能力を
有すること。

・Ｅｘｃｅｌの基本操作
が出来ること。

医療事務

○無床診療所にて主に、医療事務（受付業務、保険請求業務　等）
を、また、必要に応じて診察助手や簡単な清掃などを担当していた
だきます。
　（診察助手の経験は必要ありません）
　日勤のみです。
【診療科目】
　内科、循環器科、小児科、消化器科
＊就業時間は（１）（２）のシフト制

調剤事務実務経験２年以上（医療事務実務経験は問いません)
レセプトコンピューターの操作ができること

医療事務関係の資
格（診療報酬請求
事務能力認定試験
（医科）等）

他 医療法人　森山会　千葉内科医院
その他

秋田県南秋田郡五城目町字石田六
ケ村堰添１１３－４

8人 018-852-2235

8人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-16840981

経理・総務事務、会社
所有不動産（建物等）
の管理及び修繕

○総務及び経理
・各種帳票類の作成から決算までの業務
・給与計算、管理資料作成　等
・人事管理、各種規程の改廃等
・管理資料作成   ・採用から退社までの手続き等
＊銀行や手続き等での外出業務あり（ＡＴ社有車使用）
○不動産の管理・修繕
・会社所有物件（マンション１棟、倉庫３棟、工場２棟他）のメンテナン
スに係る借主との連絡調整
・建物修繕、外壁塗装　等

日祝他 泉蹄鉄株式会社

能代観光　株式会社
その他

秋田県能代市寿域長根３６－３４

毎　週
秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－４２

2人 018-862-8038

2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05020- 3957081

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16848381

運行管理及び貸切バス
営業

＊貸切バスの運行に伴う運行管理業務全般に従事していた
だ　きます。
＊貸切バス、旅行に係る営業。
　

※面接時には、ハローワークの紹介状と履歴書を持参して下
さい。

運行管理者資格（旅
客）あれば尚可（入社
後の資格取得可）
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

他

ＰＣ操作

45人 0185-52-1321

実務経験者又は資
格取得者

50人 秋田県能代市

株式会社　あじまん

データ入力、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。
・顧客から提出された書類の集計業務
・Ｅｘｃｅｌでのデータ入力、集計、取りまとめ
・Ｗｏｒｄでの資料作成、電話応対

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

秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市
～平成30年10月31日

雇用・労災
05010-16832981

（臨）大判焼き・たこ焼き
の製造販売員（秋田市
内）

＊　上記スーパー、ホームセンターの敷地内に、プレハブ型
の店舗を設置して、大判焼き、たこ焼きの製造販売をして頂く
仕事です。

＊　毎年来てくれる方歓迎します
※　人員が集まり次第、研修開始します
※　勤務店舗・雇用期間についてはお問い合わせください。

※応募の際はハローワークから紹介状の交付を受けて下さ
い

不問

他

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

06010-18672681

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
・経理業務経験５年
以上
・パソコン（ワード、エ
クセルで資料作成）
・会計ソフト「ＭＦクラ
ウド会計」使用できれ
ば尚可

その他
山形県天童市乱川３丁目６番１号

3人 023-653-1144

不問
600人

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

1人 132,288円～132,288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～18時00分 就業場所

月給

1人 130,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 198,100円～230,100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45分～20時30分 就業場所
(2)10時15分～21時00分
(3)10時45分～21時30分

時給（月額換算）

2人 207,360円～207,360円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 136,960円～136,960円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

2ページ中 2ページ

平成30年9月3日発行（平成30年8月31日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

文具店頭販売員

○販売業務に従事していただきます。
・入荷品の伝票チェック
・パソコンによる伝票作成（ｗｏｒｄ使用）
・値段付け
・店内整理整頓、清掃
・レジ係補助
・その他、付随する業務

※産休代替の募集です。

～平成32年1月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-16834481

不問

日祝他 株式会社　とみや　秋田営業所
その他

秋田県秋田市山王３丁目８－３４　山
王ツインビル

28人 018-862-8002

17人 018-833-3111

不問

不問
82人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　アルペン

外商員

○注文をうけた商品の発注・配達・セールス及び集金などを
担当していただきます。
＊主な配達先は、官公庁、学校、病院、美容室、個人です。
　配達エリアは主に秋田市です。
＊社有車（軽自動車）を使用します。
＊仕事を覚えるまで、指導いたします。
＊教科書入りの段ボール箱等重量物を運搬する場合があり
ま
　す。それに対応できる方。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　加賀谷書店
毎　週

秋田県秋田市千秋城下町６－１

自転車・スキー等
の競技経験者・資
格保持者大歓迎

3,147人 秋田県秋田市

35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-16839081

店舗運営販売職／秋
田市

・スポーツ用品販売店の店舗運営管理
・接客、販売、ウェア等のカラーコーディネートなど商品管理
・従業員の指導、教育管理　他

有限会社　十和田食糧　大潟営業所
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村東四丁目４６

毎　週
愛知県名古屋市中区丸の内２－９－
４０　アルペン丸の内タワー

37人 052-559-0131

～平成30年10月31日
労災

05011- 1127281

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

23020-63929881

米穀の集出荷作業

○玄米、くず米の集荷補助の作業です。
・農家や同業者から買い付ける玄米、くず米をトラックに
　積み込み運転し、倉庫まで運搬します。
・倉庫内での積み込み、降ろし作業
※集荷エリアは大潟村と周辺地域です。
　２ｔ、４ｔトラックを運転します。
※体力を必要とする作業です。
※農作業のため、天候などにより、期間、時間などの変更もありま
す。残業、休日出勤の場合は、定められた割増賃金を支給します。

普通自動車運転免許
（ＭＴ車、必須）
（大型免許、フォーク
リフトの資格あれば尚
可）

他

275人 018-877-7110

不問

5人 0185-45-3011

不問
6人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05010-16841581

環境整備又は施設保
守（施設内外）

○施設内外の環境整備等又は施設保守業務いずれかに従事し
　ていただきます。
【環境整備】
・施設内外美観の維持
【施設保守】
・施設内の巡回　　・設備機器の点検　等
※仕事内容・就業時間について応相談（短時間可能です）
　まずは、ご相談下さい。
※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。【くるみん】。秋田県介護サービス事業所認定評価制度。

不問

他 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

403人 秋田県潟上市

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

　

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

　　１．　９月　３日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　２．　９月　４日　あさひ自動車㈱【タクシー乗務員、配車係員】
　　３．　９月　５日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　４．　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】
　　５．　９月　７日　社会福祉法人晃和会【介護職員】
　　６．　９月１０日　㈱和敬園　ショートステイ「御所野の森」【介護職】
　　７．　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】
　　８．　９月１２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　９．　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 1,500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

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

時給

6人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～11時00分 就業場所
(2) 8時30分～11時00分
(3)13時00分～16時00分

時給

6人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～11時00分 就業場所

時給

2人 738円～738円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)12時00分～17時00分 就業場所

介護支援専門員（小規
模多機能サービス等計
画作成担当者）

・小規模多機能型居宅介護事業所の計画作成、
　及び担当者業務（利用者様のケアプラン作成他）

・秋田市内の利用者様宅を訪問
＊週に２～３回程度勤務できる方　　　　　　　　　　
＊経験等考慮致します。
＊社有車使用（Ａｔ車）

30人 018-869-7720

平成30年9月3日発行（平成30年8月31日受付分)　Ｎｏ．１

1ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

介護支援専門員免
許かつ小規模多機
能サービス等計画
作成担当者研修受
講修了者に限る
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

30人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-16830381

日他 株式会社　グリーンケアガーデン
毎　週

秋田県秋田市外旭川字堂ノ前１７４
－１

調理補助兼ホールス
タッフ

○調理補助及びホール業務を担当していただきます。
（仕事内容詳細）
・注文受付、飲食物の提供、会計業務
・簡単な調理補助、仕込み、仕入
・食器類等の洗浄、店内清掃
・その他付随する業務

＊指導致しますので未経験の方でも応募可能です。
＊就業時間や日数は相談に応じます。

不問

日他 やきとり　てる吉
毎　週

秋田県秋田市金足追分字海老穴２６
７

0人 018-873-5115

不問
0人 秋田県秋田市

05010-16845281

弁当盛付け・洗い物

○和食中心のお店における下記の業務に従事していただき
ます。
・弁当盛付け
・洗い　等

＊就業時間（１）（２）（３）各２名の募集です。
＊就業時間は早出等変動あり
　週の労働時間は２０時間未満で調整いたします。


不問

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

8人 018-866-5222

不問
8人 秋田県秋田市

労災
05010-16828881

ホールスタッフ（パート）

○今年８月１２日、秋田駅近隣にブティックをリノベーションし
た「焼肉快席　炎刃（ほむらば）」がオープンしました。「肉」を
テーマにした新しいスタイルのレストランです。只今、「ホール
スタッフ」を募集しております。
・ホールスタッフとして、接客、サービス、販売等の業務をお願
いいたします。
＊制服一部支給、食事補助、研修あり。
＊未経験の方でもしっかりした研修を用意してますので、安
心して働いていただきます。

不問

他 ひとによし　株式会社
その他

秋田県秋田市大町６丁目３－３７

12人 018-802-0822

不問
20人 秋田県秋田市

労災
05010-16829281

クリーンスタッフ（さが医
院）

・建物内（トイレ、洗面台、院内全般）の清掃
・掃き、拭き、掃除機掛け等
・ゴミ収集
・制服貸与
・入社時研修と、その他研修あり

不問

日 大洋ビル管理　株式会社
な　し

秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

1人 018-865-0601

不問
312人 秋田県秋田市

労災
05010-16847081

袋菓子の仕分作業（秋
田市新屋鳥木町／１２
時～１７時）

≪請負業務≫
製造元から送られてくる袋菓子等を各コンビニエンスストアや
小売店ごとに仕分けをする作業です。 不問

日他 有限会社　ロジ・サポート青森

雇用・労災
02010-16425681

毎　週
青森県青森市大字大野字前田６２－
９

21人 017-763-5819

不問
76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！

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

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

　　１．　９月　３日　ヤマト運輸㈱【荷受作業、軽作業】
　　２．　９月　４日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【デイサービス・ショートステイ介護職員　他】
　　３．　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



　　　　●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　３日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、介護員、看護師・准看護師　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　　２．　９月　４日　あさひ自動車㈱【タクシー乗務員、配車係員】
　　３．　９月　５日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　４．　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】
　　５．　９月　７日　社会福祉法人晃和会【介護職員】
　　６．　９月１０日　㈱和敬園　ショートステイ「御所野の森」【介護職】
　　７．　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】
　　８．　９月１２日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　　９．　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!!


