
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 250,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 170,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

3人 250,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 250,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 250,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 250,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00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

3人 250,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

不問
537人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-63129681

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＴＳ工建　仙台支社
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１アジュール仙台１４Ｆ

50人 022-216-5155

平成30年9月19日発行（平成30年9月18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

電気施工管理［秋田
市・大仙市・由利本荘
市・その他県内］

マンション、ビル、工場、商業施設などの各種建設現場にて
電気工事の施工管理業務をご担当頂きます。
主な業務は安全管理、工程管理、品質管理、写真管理、書類
作成などです。

＊現場へは直行直帰です。
＊電気工事施工管理技士をお持ちの方優遇
＊電気工事士として経験のある方もご相談下さい。

内装設計デザイン

○主にＣＡＤ（ＶｅｃｔｏｒＷｏｒｋｓ）を使用しての店舗・住宅等のデ
ザインと図面の作成を行っていただきます。
・積算
・その他付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝 ＳＡＮＤ株式会社
毎　週

秋田県秋田市八橋本町１丁目１－３
６　２Ｆ

3人 018-827-7073

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18264681

建築施工管理［秋田
市・大仙市・由利本荘
市・その他県内］

オフィスビル、マンション、工場、一般住宅など、ＲＣ造、Ｓ造、
木造の各種建設現場にて、新築・改修工事の施工管理業務
をご担当頂きます。
経験、スキルに合った現場をお任せいたします。
主な業務は安全管理、工程管理、品質管理、写真管理、書類
作成などです。
＊現場へは直行直帰です。
＊建築士、建築施工管理技士をお持ちの方優遇
＊作業員として経験のある方もご相談下さい。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＴＳ工建　仙台支社
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１アジュール仙台１４Ｆ

50人 022-216-5155

不問
537人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-63126181

設備施工管理［秋田
市・大仙市・由利本荘
市・その他県内］

マンション、ビル、工場、商業施設などの各種建設現場にて
空調、衛生、給排水工事の施工管理業務をご担当頂きます。
主な業務は安全管理、工程管理、品質管理、写真管理、書類
作成などです。

＊現場へは直行直帰です。
＊管工事施工管理技士をお持ちの方優遇
＊作業員として経験のある方もご相談下さい。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＴＳ工建　仙台支社
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１アジュール仙台１４Ｆ

50人 022-216-5155

不問
537人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-63127081

内装施工管理［秋田
市・大仙市・由利本荘
市・その他県内］

商業施設、マンション、店舗等の現場にて内装工事の施工管
理業務をご担当頂きます。
主な業務は
・安全管理   ・工程管理
・品質管理   ・写真管理、など
＊現場へは直行直帰です。
＊建築士、建築施工管理をお持ちの方優遇
＊作業員経験がある方もご相談下さい。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＴＳ工建　仙台支社
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１アジュール仙台１４Ｆ

50人 022-216-5155

不問
537人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-63131781

型枠工事管理［秋田
市・大仙市・由利本荘
市・その他県内］

躯体工事や土木構造物などに関わる型枠工事の管理および
補助業務を担当して頂きます。

＊現場へは直行直帰です。
＊作業員として経験がある方もご相談下さい。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＴＳ工建　仙台支社
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１アジュール仙台１４Ｆ

50人 022-216-5155

不問
537人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-63134181

土木設計に係わる技術
者

○土木設計に係わる各業務を担当していただきます。
　技術者としての募集となります（土木設計実務経験者希
望）。

＊Ａターン者の方も歓迎します。



不問

日他 小川測量設計　株式会社
その他

秋田県秋田市牛島西３丁目１４－１４

12人 018-823-5828

土木設計の実務経
験者

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18272381

土木施工管理［秋田
市・大仙市・由利本荘
市・その他県内］

道路、河川、造成などの一般土木工事現場にて施工管理業
務を担当して頂きます。主な業務は
・安全管理   ・品質管理
・工程管理   ・写真管理　など

＊作業員として経験のある方もご相談ください。
＊土木施工管理技士お持ちの方優遇
＊測量できる方優遇
＊現場へは直行直帰です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＴＳ工建　仙台支社
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１アジュール仙台１４Ｆ

50人 022-216-5155

不問
537人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-63125281

測量業務に係わる技術
者

○測量業務に係わる担当技術者として各種業務に従事して
いただきます。

＊測量業務の実務経験者希望

＊Ａターン者の方も歓迎します。

測量士

日他 小川測量設計　株式会社
その他

秋田県秋田市牛島西３丁目１４－１４

12人 018-823-5828

測量業務の実務経
験者

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18271081

地質調査業務に係わる
技術者

○地質調査業務に係わる担当技術者として各種業務に従事
し　ていただきます。
・付随する書類作成あり。
・主に公共工事に伴う地質調査です。
・現場は主に秋田県内です。

＊Ａターン者の方も歓迎します。

地質調査技士

日他 小川測量設計　株式会社
その他

秋田県秋田市牛島西３丁目１４－１４

12人 018-823-5828

地質調査業務の実
務経験者

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18270181

℡ 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 210,000円～400,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 179,200円～247,100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

1人 160,000円～188,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 130,000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) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 154,500円～199,000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 132,000円～132,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 153,000円～203,000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

2人 180,000円～250,500円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 163,800円～187,200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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 137,500円～161,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時30分～15時30分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
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平成30年9月19日発行（平成30年9月18日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

マッサージ・あん摩・指
圧師

＊在宅（訪問）マッサージは、在宅医療が国の方針にシフト
　された今もっとも必要とされる在宅医療と考えられます。
　当社は患者様一人一人の心と体をケアし、身体不自由・歩
　行困難の方のご自宅や施設等へ伺い「マッサージと機能訓
　練」を施術しております。

＊エリア：秋田市
＊マイカー持ち込み可


あん摩・マッサー
ジ・指圧師資格　
あわせて鍼灸師資
格あれば尚可。資
格取得見込み可

土日 株式会社　こころも
「訪問鍼灸・マッサージ　こころも秋田毎　週
秋田県秋田市東通仲町１－２８　Ａ１
０２

4人 018-838-0365

不問
21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18255381

技術系職員

理工学研究科技術部に所属し、主に学部および大学院学生への機
械工学に関する実験・実習・教育補助を行う他、事務作業ならびに
研究補助に関する業務に従事します。特に、熱流体工学分野あるい
は設計工学分野の研究活動に興味のある方を募集します。主な業
務内容は、以下のとおりです。

１．学生実験の指導補助および学生の技術指導
２．実験用設備・機器等の保守点検メンテナンス
３．教育・研究、事務に関する支援および補助
４．技術部に関する業務
５．その他、付随する業務

基本的なＰＣ操作
（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）が
できる者

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

パソコンに詳しい方
が望ましい。

2,334人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18291581

コールセンターオペレー
ター

○コールセンター業務全般を担当していただきます。
・大家さんからの問い合わせ、取り次ぎ業務
・賃貸入居者からの問い合わせ対応
・物件修繕依頼対応
・軽微なお部屋点検
・その他付随する業務（メール入力等）


＊契約更新は、勤務状況等により決定します。

不問

他 株式会社　秋田住宅流通センター
その他

秋田県秋田市山王７丁目９－３５

3人 018-864-4717

パソコン操作できる
方

64人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-18276481

事務員

　○事務業務に従事していただきます。
　　・売掛、買掛けの管理
　　・請求書、納品書の発行
　　・銀行業務等（外回り）



普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　品川商事　秋田店
毎　週

秋田県秋田市川尻若葉町５－１０

8人 018-867-0216

パソコン操作（ワー
ド・エクセルのでき
る方）

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18257981

一般事務

○一般事務業務に従事していただきます。
・パソコン（エクセル・ワード程度）による入力及び文書作成
・請求書作成、発送
・作業日報等の記帳等
・来客、電話応対
・その他、付随する業務

不問

日他 有限会社　高島興業
隔　週

秋田県秋田市新屋日吉町１７－２０

35人 018-828-1350

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18261181

事務補助

○点字図書・録音図書サービスに関る事務補助業務に従事
していただきます。
・パソコンによる文書作成及び管理、軽易な経理事務
・図書（点字図書、録音図書）等の製作・貸出補助
・施設管理（機械等の軽微な点検、環境整備等）


不問

土日祝他 社会福祉法人　秋田県社会福祉事
業団　秋田県点字図書館毎　週
秋田県秋田市土崎港南３丁目２番５
８号

8人 018-845-0031
パソコン操作（ワー
ド・エクセル）可能
な方
・ワード：基本的な
文書作成

760人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-18292481

経理事務

○経理事務全般に従事していただきます。
・請求書等のパソコン入力作業
・その他付随する業務
＊自家用車使用の場合あり（ガソリン代支給）

・業務拡大による増員です、経験豊富なスタッフが
　丁寧に指導いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　マスターピース
その他

秋田県秋田市山手台１丁目１－１

27人 018-889-6411

簿記２級以上（日
商、全商どちらでも
可）

33人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18262081

営業（法人・ポータル
課）

（１）賃貸仲介
ネットからの物件問い合わせに対する、メール又は電話での
対応

（２）Ｗｅｂ対応
ＨＰ等、Ｗｅｂ上への物件情報公開、管理物件の写真撮影


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
宅地建物取引士

水祝他 株式会社　秋田住宅流通センター
その他

秋田県秋田市山王７丁目９－３５

4人 018-864-4717
パソコン操作の出
来る方
経験者（賃貸仲介
経験、Ｗｅｂ経験）
優遇

70人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-18275581

中古タイヤ・アルミホ
イール・バッテリー等の
買取

○２ｔトラックまたは４ｔトラックで県内各エリアの訪問先にて中
古タイヤ等の買い付けを行っていただきます。

＊主な営業先はタイヤショップ、整備工場、ガソリンスタンド、
自動車解体業等です。


＊未経験の方大歓迎、先輩が丁寧に指導します。

日祝他 株式会社　トラスト・トレーディング
その他

秋田県潟上市昭和大久保字北野細
谷道添７３－４８４

9人 018-853-5971

9人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18267481

営業（秋田市）

１．美容室等に対する美容材料及び器具販売
２．ルートセールス、企画営業

※営業エリアは秋田・山形となります。

※業務上車を使用する機会：有（社有車有）

＊会社概要の詳細については、当社ホームページをご覧くだ
さい。

普通自動車免許

土日祝他 株式会社　タチカワ
毎　週

新潟市東区大形本町６－８－１４

4人 025-275-6666

基本的なパソコン
スキル（エクセル・
ワード等）
営業経験

120人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 15010-36062981

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

26人 018-827-5619

経験者

・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定不
可）＊必須
・中型自動車運転
免許（ＡＴ限定不
可、８ｔ限定可）あれ
ば尚可

90人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18284481

介護職員

○サービス付高齢者住宅に併設の定期巡回。
・随時対応型訪問介護看護事業所
・主にサービス付高齢者住宅の方への訪問、今後は近隣へ
も業務展開予定。
・入浴、排泄、食事介助、見守り等

＊ブランクのある方でも個々に合わせ指導いたします。



普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護職員初任者研
修以上

他



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～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 132,283円～156,240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) 5時30分～14時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

月給

1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

月給

1人 135,000円～135,000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
(2) 9時30分～18時15分
(3)10時00分～18時45分

月給

2人 160,000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 35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 134,400円～134,400円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 134,400円～151,200円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分

時給（月額換算）

3人 210,210円～210,210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

時給（月額換算）

3人 134,400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30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 131,625円～131,625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00分～17時00分 就業場所

平成30年9月19日発行（平成30年9月18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

スタイリスト【正社員】

〇イオン秋田中央店の店舗にて、美容室業務全般に従事し
ていただきます。
・シャンプー
・カット
・カラー
・パーマ等

＊チラシ配布等営業活動もあります。

美容師免許

月他 株式会社　ｍａｋｅ　ｐｅａｃｅ
その他

秋田県秋田市河辺北野田高屋字神
田１９８番地

2人 018-882-5705

経験者（１年以上）
2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18308081

給食業務（むすびの郷）

○施設内で仕込み・盛り付け・配膳・下膳・お茶出しなどの給
食業務全般を担当します。
＊専属スタッフが丁寧にサポートしますので、未経験者でも
安心して応募ください。
＊契約更新となった場合は、勤務状況等を考慮し１年ごとと
なります。
【平成３０年４月新規オープン】
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　秋田キャッスルホテル
その他

秋田県秋田市中通１丁目３番５号

4人 018-834-1141

不問
450人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18285781

施設利用客の受付・応
接・事務補助

○施設（休憩・プール・会議・宿泊等）の利用受付（レジ）
○応接、使用室の準備、片付け
○電話での予約受付、軽易な事務

＊年度契約（更新予定あり）

不問

月他 秋田県中央地区老人福祉総合エリア
コミュニティセンター毎　週
秋田県秋田市御所野下堤５丁目１番
地の１

19人 018-829-2151
ワード（文書作
成）、エクセル（表
作成・操作）等のパ
ソコン基本操作が
出来る方

630人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-18293781

プール指導員

○施設内プールにおける各業務に従事していただきます。
・プールでの受付、電話応対、監視、指導、軽易な事務　等

＊プール指導員経験者歓迎。
＊指導経験がない方でも、２５ｍ程度泳げる方（泳ぎ方は問
　いません）であれば丁寧に指導致します。

＊年度契約（更新予定あり）

不問

月他 秋田県中央地区老人福祉総合エリア
コミュニティセンター毎　週
秋田県秋田市御所野下堤５丁目１番
地の１

19人 018-829-2151
ワード（文書作
成）、エクセル（表
計算・操作）等のパ
ソコン基本操作が
できる方

630人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-18296181

東北電力株式会社の
送電線に係る伐採及び
除草

・電力の安全安定供給の為、送電線下の支障木の伐採工
事、除草工事等の補助作業
・用地調査業務
・書類の作成（パソコン使用）　等
※伐採工事、除草工事作業は主に徒歩で入山（複数人での
作　業）のため、体力が必要です。
※未経験者の方にも丁寧に指導致します。

※社用車有（普通自動車／ＡＴ、ＭＴ）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　東北用地測量社
毎　週

秋田県秋田市山王中島町１３－２０

14人 018-824-1435

パソコン（エクセル
およびメール）操作
の出来る方

14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18263381

（派）パン製造補助

○工場内でのパン製造の補助業務です。
・金農パンケーキ、またはその他のライン製造業務
・包装機へのセット業務
・出来上がったパンをケースに入れたりする作業
・その他、軽作業

不問

他 株式会社　武藤電子工業
毎　週

秋田県男鹿市船越字内子３４６

3人 0185-35-3257

不問
80人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05011- 1252581

調理補助（お弁当・仕出
し）・配達・会計等

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

＊制服貸与いたします。　

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

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

10人 018-893-3929

簡単な調理が出来
る方

180人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18306281

製造工

○工場内での請負業務です。
・郵便区分機の組立作業です。
・手作業、および電動ドライバーを使用します。
・その他、作業に付随する雑務など

不問

土日祝 株式会社　武藤電子工業
毎　週

秋田県男鹿市船越字内子３４６

3人 0185-35-3257

不問
80人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05011- 1250681

（派）製造工「秋田市七
曲」【日勤】

○自動改札機組立、調整を行います。
・手作業及びドライバーで組み立てます。
・ラベル張り、配線処理等もあります。
・目視、外観検査業務もあります。

※雇用開始は１０月１日からですが、状況によって多少の
　前後があります。

不問

土日他 株式会社　武藤電子工業
毎　週

秋田県男鹿市船越字内子３４６

1人 0185-35-3257

不問
80人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05011- 1251981

ピット作業員補助

○ピット作業員として以下の業務に従事していただきます。
・タイヤ、アルミホイール等の洗浄
・梱包作業（手作業）
・タイヤ交換
・タイヤ、ホイールの取り付け、取り外し作業　等

＊未経験者大歓迎
　作業着貸与


不問

日祝他 株式会社　トラスト・トレーディング
その他

秋田県潟上市昭和大久保字北野細
谷道添７３－４８４

9人 018-853-5971

不問
9人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18266581

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

3人 250,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 146,500円～258,500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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 147,620円～157,300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 59歳以下 (1) 8時00分～16時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 149,500円～149,500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00分～16時30分 就業場所

日給（月額換算）

2人 142,800円～306,000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30分 就業場所

月給

3人 250,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 195,000円～235,000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

日給（月額換算）

1人 173,250円～173,250円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 196,350円～207,900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

月給

1人 175,000円～185,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

05010-18302581

プロパンガス配達

○プロパンガスの配達業務
・配送エリアは主に秋田市内です。
・社用車使用（３ｔ車）

＊作業着の貸与あり
＊勤務状況により更新の可能性あり
（年度毎の契約更新になります　※正社員登用もあり）

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）、準中型
ガス保安業務員以上
（入社後の取得も可。
特記事項参照）

日祝他 カメイ物流サービス　株式会社　秋田
営業所その他
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
５５

15人 018-847-0472

不問

4ページ中 4ページ

680人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生

平成30年9月19日発行（平成30年9月18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

ＣＡＤオペレーター［秋
田市・大仙市・由利本
荘その他県内］

各種建設工事現場にて施工図作成及び修正業務、その他付
随する業務をご担当して頂きます。

＊現場へは直行直帰です。
＊建築、土木はＡｕｔｏＣＡＤもしくはＪＷ－ＣＡＤ
　電気、設備はＴ－ｆａｓもしくはＣＡＰＥ

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＴＳ工建　仙台支社
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１アジュール仙台１４Ｆ

50人 022-216-5155

実務経験者
537人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-63135081

ドライバー（大型、牽
引、重機オペレーター）

○１０ｔダンプを使用し、県内のインフラ工事に係る運搬作業
に従事していただきます。

○トレーラーによる中距離（東北地区）の荷物の運搬作業に
従事していただきます。
・荷物はパルプ、紙等（時期により荷物は変わります）

○ウイング車による定期便、東北地区・関東方面いずれかに
　従事していただきます。


大型免許
牽引免許

日他 有限会社　高島興業
隔　週

秋田県秋田市新屋日吉町１７－２０

35人 018-828-1350

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18259481

石油類の配送（大型タ
ンクローリー乗務員）

○大型タンクローリーによる県内のガソリンスタンドへの
　配送業務です。
○油槽所での積み込み作業、配送先での荷卸し作業もあります。
・採用前研修が１週間程度、その後に実務研修があります。
・未経験者も歓迎します。
　入社後、丁寧に指導、教育いたします。

※月収の概算は、手当、残業を含めると、２２～３０万円
　程度になります。
※冬期間は繁忙期につき、早出残業が多くなります。

大型自動車運転免
許、危険物取扱者
（丙種以上）
（けん引免許、あれば
尚可）

日祝 船川臨港運送　株式会社
な　し

秋田県男鹿市船川港船川字芦沢２０
５

28人 0185-23-2391

不問
41人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1253481

石油類の配送「冬期
間」（大型タンクロー
リー乗務員）

○大型タンクローリーによる県内のガソリンスタンドなど
　への配送業務です。
○油槽所での積み込み作業、配送先での荷卸し作業もあり
ます。
・採用は１０月頃で、冬期間のみの雇用です。
・採用前研修が１週間程度、その後に実務研修があります。
・未経験者も歓迎します。
　入社後、丁寧に指導、教育いたします。
※月収の概算は、手当、残業を含めると、２４～３３万円
　程度になります。

大型自動車運転免
許、危険物取扱者
（丙種以上）
（けん引免許、あれば
尚可）

日祝他 船川臨港運送　株式会社
その他

秋田県男鹿市船川港船川字芦沢２０
５

28人 0185-23-2391

不問
41人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05011- 1254781

外壁工事作業員

○建築外壁工事業務全般に従事します。
・外壁工事
・シーリング工事　等

＊現場は県内全域です。
＊社用車に同乗して現場へ向かいます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 ＵＡ工業
その他

秋田県秋田市御野場７丁目１－７－
３０３

0人 080-1820-5080

不問
0人 秋田県秋田市

05010-18269881

設備配管工［秋田市・
大仙市・由利本荘市・そ
の他県内］

工場、マンション、ビル等の現場にて新築・改修などの配管工
事をご担当頂きます。

＊現場へは直行直帰です。
＊未経験の方もご相談下さい。
＊ブランクのある方もご相談下さい。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＴＳ工建　仙台支社
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１アジュール仙台１４Ｆ

50人 022-216-5155

不問
537人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-63132881

給排水衛生設備工

○主として新築住宅での水道配管工事、新築工事以外での
住宅等の水道に係わる修理工事等、現場での仕事を担当し
ていただきます。
（水廻り、浄化槽設置工事、トイレ設置等）

＊現場は秋田市内中心
＊社用車運転あり（軽トラック、軽ワゴン、１．５ｔトラック、２ｔダ
ンプがあります）


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　桜庭設備工業
隔　週

秋田県秋田市東通観音前８－２７

9人 018-832-4059

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18256681

灯油・プロパンガス配達
の補助（作業員）

○灯油・プロパンガスの配達業務の助手（運転なし）
・配送エリアは主に秋田市内です。

＊作業着の貸与あり
＊勤務状況により更新の可能性あり
（年度毎の契約更新になります）

不問

日祝他 カメイ物流サービス　株式会社　秋田
営業所その他
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
５５

15人 018-847-0472

不問
680人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-18301981

石油（灯油・重油）の配
達

○石油（灯油・重油）の配達
・配送エリアは主に秋田市内です
・３ｔおよび４ｔ車使用
・１人で作業を行います（１～２週間研修あり）

＊作業着の貸与あり
＊勤務状況により更新の可能性あり

準中型自動車免許
以上
危険物乙４類又は
丙種

日祝他 カメイ物流サービス　株式会社　秋田
営業所

平成30年10月10日～
平成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-18303481

その他
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
５５

15人 018-847-0472

不問
680人 秋田県秋田市



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 180,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 190,000円～355,000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00分～18時00分 就業場所

月給

3人 196,100円～291,400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

1人 200,000円～234,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時15分 就業場所
(2)16時30分～ 9時30分

月給

1人 271,800円～292,800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 64歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 180,000円～210,800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) 8時45分～17時15分 就業場所
(2)16時30分～ 9時30分

月給

1人 155,000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30分 就業場所

月給

1人 160,000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 140,500円～152,800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 就業場所

月給

2人 170,000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 30歳以下 (1) 9時30分～19時30分 就業場所
(2) 9時30分～13時30分

介護業務経験者
80人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18323181

介護福祉士（介護職
員実務者研修修了者
可）
普通自動車免許（自
家用車使用）

他 株式会社　レヴァレンス
その他

秋田県秋田市寺内イサノ１０１番地
アルファコート１Ｆ

14人 018-866-0888

平成30年9月20日発行（平成30年9月19日受付分)　Ｎｏ．１

5ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

管理者

○ホームヘルパーの労務管理業務
・訪問介護の実績管理
・訪問介護に関する帳票作成
・介護業務（生活援助、身体介護）
○自家用車使用

技術管理（現場施工管
理）

○契約後、ホームナビゲーターから引き継ぎ、現場の
　施工管理を行う仕事です。
・施工現場での技術業務、お引き渡しまでの顧客対応、手続
き業務も担当します。
・メンテナンス、増改築を担当する事もあります。
・お客様と現場の職人、双方とのコミニュケーションスキルも
求められます。
＊外出時はマイカー使用（状況によりガソリン代を支給）

普通自動車免許
１級・２級建築士、
１級・２級建築管理
技士有れば尚可

水他 株式会社　ＢＥＳＳ三共
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字中谷
地６６

9人 018-838-5139

パソコン操作
現場施工管理の経
験があれば尚可

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18354481

薬剤師（県内厚生連９
病院）

・病院薬剤師として、調剤業務、注射薬調剤と混合業務、製剤業務、
服薬指導、医薬品情報の提供、ＴＤＭ業務、医薬品管理、麻薬・覚醒
剤原料・向精神薬の管理等の業務を行っていただきます。
＊医療チームの一員として、安全で効果的な薬物療法を行うため、
医師・看護師・その他の医療スタッフと綿密な連絡を取り患者の治療
にあたっています。また、医療安全管理委員会をはじめ、薬事委員
会、院内感染対策委員会、緩和ケア委員会、栄養サポートチーム（Ｎ
ＳＴ）、そして新しい医薬品開発のための治験審査委員会など医薬
品に関する様々な委員会にも参画しています。

薬剤師免許

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 05010-18378981

看護師（土崎病院）

○入院患者の看護業務を担当します。
・医師の指示に従い、検温や点滴等の医療行為を行います
・ナースコール対応

＊全部で１１０床

＊病棟勤務の夜勤は月４回程度です（夜勤は２名体制）

働き方改革関連認定企業【くるみん】

看護師免許

日祝他 医療法人　運忠会
その他

秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

118人 018-845-4151

不問
185人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18355781

看護師、准看護師【ラ・
ボア・ラクテ】

＊看護、老人看護業務
・入所者への看護業務
・バイタルチェック
・夜間緊急時の連絡対応
・服薬管理
・入所申込者の事前訪問調査
　等の業務を担当していただきます。

※試用期間３か月あり。期間中の条件に相違なし。

・看護師又は准看
護師

他 社会福祉法人横手福寿会「りんごの
里　福寿園」その他
秋田県横手市増田町吉野字梨木塚
１００－１

41人 0182-45-3131

不問
167人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05060- 5237081

准看護師（土崎病院）

○入院患者の看護業務を担当します。
・医師の指示に従い、検温や点滴等の医療行為を行います
・ナースコール対応

＊全部で１１０床

＊病棟勤務の夜勤は月４回程度です（夜勤は２名体制）

働き方改革関連認定企業【くるみん】

准看護師免許

日祝他 医療法人　運忠会
その他

秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

118人 018-845-4151

不問
185人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18357281

職業指導員

○就労継続支援Ｂ型事業所として利用者（通所者）の就労や
生産活動の機会を提供する場として、事業所内で職業指導
業務を行う。
・医療機関、介護施設等で必要とされるオムツ、タオル等のク
リーニング作業を行う。
・利用者の一般就労にむけた職場実習の指導、作業の実務
を利用者と一緒に行い、利用者の態度、能力評価を行い支
援と記録をする。
・パソコンへ簡単な入力作業有。

不問

土日 社会福祉法人　友愛の園
毎　週

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－３３

9人 018-893-3760

パソコンへ簡単な
入力操作

14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18322281

主任介護支援専門員
（ケアマネ）≪急募≫

○主にサービス付高齢者向け住宅の利用者の介護および地
域　の介護が必要な方々への訪問介護及び管理者業務
・食事介助、排泄等の身体介護
・調理、買物等の生活援助　等

＊外出時は社有車使用（ＡＴ車）
＊休日（土、日）については相談に応じます。
＊９月いっぱいで退職予定の為

主任介護支援専門
員
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社ＫＲＫコーポレーション
毎　週

秋田県秋田市川元むつみ町３－３２

27人 018-823-5320

不問
27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18376381

幼稚園教諭

○幼稚園児の保育、教育を担当します。
　・３歳～５歳児の保育業務（主に３歳児担当のフリー職員）
　・１クラス３０人前後（２人体制）
　・その他付随する業務

＊契約更新は、園長と面談のうえ決定します（１年更新）



幼稚園教諭または
保育士

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

32人 018-828-3038

不問
35人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18368381

フィットネスクラブ運営
スタッフ（正社員）

○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
　お客様の隣で指導する事となります
・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
＊未経験者、運動経験がない方でも大歓迎！
＊８割以上の社員が未経験からスタート
＊日、祝やＧＷ、年末年始もお休み、プライベートも充実

不問

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
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

雇用・労災・健康・厚生
05010-18320781

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
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）

10人 151,776円～151,776円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 129,500円～199,140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～17時30分 就業場所

月給

1人 129,500円～199,140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～17時30分 就業場所

月給

1人 129,500円～199,140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～17時30分 就業場所

月給

1人 135,000円～165,000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) 8時00分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分

日給（月額換算）

1人 134,232円～134,232円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

3人 150,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 161,000円～181,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

3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 59歳以下 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 223,236円～303,880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～17時30分 就業場所
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平成30年9月20日発行（平成30年9月19日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

業務管理

○清掃、建物設備管理等の作業の業務管理及び勤怠管理を
担当していただきます。
・各現場の予算管理、計画作成、作業指示
・各種報告書作成
・顧客との打合せ
・その他付随する業務

＊現場へは社用車使用

雇用・労災・健康・厚生
05010-18334681

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 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

30人 018-884-7855

不問

不問
6,820人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月他 ネッツトヨタ秋田　株式会社

一般事務

〇派遣先部署にて次の業務をお願いします。
・自動車保険金支払いに関するデータ入力
（専用システム利用）
・必要書類の発送準備
・電話取り次ぎ
・書類整理、ファイリング

不問

土日祝他 アデコ　株式会社　秋田支社
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目５－６　秋
銀明治安田ビル４階

不問
231人 秋田県秋田市

2,500人 秋田県秋田市
平成30年10月2日～平
成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-18362481

一般事務（本社）【営業
本部】

○一般事務業務に従事します。
・来客、電話対応
・データ集計、書類作成
・店舗への広告物発送
・イベント開催に関する作業　等


「詳しくは当社ホームページをご覧ください」

ネッツトヨタ秋田　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４９

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４９

32人 018-862-5555

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18381281

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18380881

一般事務（本社）【管理
本部】

○一般事務業務に従事します。
・来客、電話対応
・庶務業務（備品、消耗品発注・管理等）
・入金処理、預入処理
・総務、経理全般（請求書発行、社会保険、給与計算等）

＊外出用務もあり

「詳しくは当社ホームページをご覧ください」

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月他

24人 018-862-5555

不問

32人 018-862-5555

不問
231人 秋田県秋田市

不問

日祝他 五城目トーヨー住器　株式会社

店舗一般事務（臨海本
店）

○一般事務及びお客様対応業務に従事します。
（仕事の内容詳細）
・入出金処理　等出納業務
・来客、電話対応
・庶務業務（消耗品などの管理など）
・お客様の車検整備等のフォロー（ハガキ発送など）
・その他付随する業務

＊銀行などへの外出用務あり（マイカー使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月他 ネッツトヨタ秋田　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４９

＊パソコン操作可
能な方（ワード・エ
クセル）

48人 秋田県南秋田郡五城目町

231人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18395481

営業サポート事務

○パソコンの専用ソフトを使用して見積やプランを作成し、営
業のサポートを行っていただきます。
・見積書の作成　・商品のプラン化
・電話応対
・伝票整理

＊パソコンでの入力作業有

秋田県観光文化スポーツ部観光戦
略課毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－１

その他
南秋田郡五城目町高崎字行内沢８６
－１

21人 018-852-2743

6ヶ月
雇用・公災・健康・厚生

05010-18319981

雇用・労災・健康・厚生
05010-18398281

一般事務補助

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

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

不問

土日祝

110人 0185-45-3001

経験あれば尚可

10人 018-860-1461


パソコン操作（エク
セル、ワードまたは
一太郎）

3,000人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　アキタサトー商会

品質管理

【品質管理】
・全ての商品の安全、安心のための放射性物質の測定、残
留農薬分析の測定、加工品の細菌検査等、各種分析測定・
検査を行っていただきます。

　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　大潟村あきたこまち生産
者協会毎　週
秋田県南秋田郡大潟村字西４－８８

不問
97人 秋田県秋田市

120人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05010-18329481

営業アシスタント

○業務用食品（常温品、冷凍品）に係る営業事務に従事しま
す。
（主な仕事の内容）
＊セールスの営業アシスタント業務
＊電話、ＦＡＸ、ＰＣによる注文受付業務。
＊パソコンによる伝票発行、データ入力。
＊その他営業関連業務。（外出業務あり、社用車使用）
＊栄養士免許取得者優遇
【男女ともに活躍しています】

株式会社　三共医薬品
その他

北海道札幌市白石区菊水元町２条１
丁目１０番３号

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１番９２号

56人 018-888-8333

雇用・労災・健康・厚生
01230-19253781

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18373281

営業員（秋田市・横手
市・大仙市）

健康食品・医療部外品のルート営業販売業務（他企業の営
業員と同行）を行なっていただきます。

＊自宅から顧客先（主に大手企業）への直行直帰のルート営
業、出張営業です。
＊営業エリアは秋田市・横手市・大仙市内を中心とし、東
　北・東海全域となります。
＊マイカー持込み出来る方。
＊週４０時間勤務

普通自動車免許

日祝他

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４９

24人 018-862-5555

自動車販売経験者
（新卒の方は経験
不問）

20人 011-879-6115

訪問販売実務経験
あれば尚可

35人 秋田県秋田市

231人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18385681

営業スタッフ（秋田市内
７店舗）

○自動車の販売業務に就いていただきます。
・新車および中古車の販売、自動車付帯商品の販売
・来客応対
・車検、点検、イベントなどの誘致、ＤＭ発送、電話連絡
　など
・新車の納車準備、洗車など

＊飛び込みは一切ありません。
＊担当するお客様ゼロからのスタートはありません。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

月他 ネッツトヨタ秋田　株式会社



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 220,000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 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 182,000円～236,000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) 9時00分～19時00分 就業場所
(2)10時00分～18時00分

月給

1人 172,800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 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～22時00分

月給

1人 183,000円～235,000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 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 40歳以下 (1) 8時00分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分

月給

1人 210,000円～290,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 182,000円～319,000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 130,000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 64歳以下 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)12時30分～21時30分

月給

1人 132,100円～170,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

6人 170,000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30分～18時30分 就業場所

平成30年9月20日発行（平成30年9月19日受付分)　Ｎｏ．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

ホームナビゲーター

○展示場に来場されたお客様の対応及び家づくりのお手伝
いをしていただきます。
・売上管理、顧客データ管理（パソコン使用）
・土地調査、手続き　等

＊広告・宣伝でＢＥＳＳに関心を持って来場される方が対象で
すので、訪問営業はありません。
＊不動産・建築・金融等の知識が身に付きます。
＊外出時はマイカー使用（状況によりガソリン代を支給）

普通自動車免許

水他 株式会社　ＢＥＳＳ三共
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字中谷
地６６

9人 018-838-5139

パソコン操作
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18353581

ルームアドバイザー／
秋田市

賃貸不動産物件をお探しのお客様への物件紹介からご案
内、契約手続き及び契約書作成等の入居者募集業務です。

＊スタッフ全員で協力しながら質の高いサービスを提供して
います。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ハウスメイトショップ
毎　週

東京都豊島区東池袋３－１－１　サ
ンシャイン６０－４１Ｆ

5人 03-3590-0901

不問
809人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13090-45283881

営業

○主に営業担当ですが、現場作業にも従事していただきます
【営業】※市内～県内まで
・弊社事業の見積、現調、見積作成
・取引先及びお客様との打合せ
・工事に伴う書類作成、提出、各所連絡
・現場確認、お客様への報告
【現場作業】
・店舗、事務所内外の清掃　　・廃材の積込・運搬
・冬期は除雪作業（８ｔ～９ｔ車）
（ホイールローダや除雪ドーザにて除雪を行います。）

・普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
（大型特殊・車両系
／入社後取得可）

土祝他 有限会社　千秋商事
その他

秋田県秋田市金足下刈字林中１０６
－２

11人 018-870-4622

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18331181

ルート営業

○ＪＡ及び農家に対する農業資材のルート営業業務を担当し
ていただきます。

・最初は、同行にて業務を覚えていただきます。

＊必要な社有車及び携帯電話は支給します。
＊状況により配送も行っていただきます。

普通自動車免許
（ＡＴ不可）

日祝他 株式会社　アグリコネクト農土歌
その他

秋田県秋田市桜１丁目１７－３５コー
ポ風愛１０１

4人 018-838-4802

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18382181

営業職

○建築資材一式（アルミサッシ他）のルート営業を担当してい
ただきます。

＊営業先は男鹿南秋地区及び秋田市が中心ですが、稀に県
内各地もあります。
＊社用車使用。
＊パソコンによる伝票入力作業あり。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 五城目トーヨー住器　株式会社
その他

南秋田郡五城目町高崎字行内沢８６
－１

21人 018-852-2743

不問
48人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-18400781

防錆・防水材セールス
エンジニア（秋田市川
尻大川町）

秋田県を中心としたルートセールスが中心です。
防錆・防水工事を主として、事前調査・設計・工事の提案、
見積り作成等を行います。
また、お客様との打合せや工事現場の工程管理、作業補助
も行います。
＊社有車使用（ＡＴ限定可）
＊ほとんどの方が未経験から初めています。
＊離職率が低く、様々な年代の方が活躍しています。
＊転勤は基本的にありません、

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 北日本防食　株式会社
その他

新潟市東区河渡庚２９６－７

2人 025-271-0311

不問
46人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
15010-36143581

営業員（法人営業）（秋
田市）

○ゼネコン様への営業（法人営業）を行います。
・建設資材の販売・建設用仮設資材のレンタル

＊マイカー使用（借上手当・燃料費実費支給）
＊インストラクター制度により１人の新入社員に対して１人の
先輩社員が１年間しっかりと丁寧に仕事を教えます。

＊Ｕターン・Ｉターン希望の方も歓迎します。
※当社ホームページもご覧ください。

普通自動車運転免
許

土日祝他 藤田金属　株式会社
毎　週

新潟市中央区八千代１丁目７－２０

5人 025-245-6666

不問
430人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 15010-36153781

介護職「まめでらハウ
ス」

○小規模多機能型居宅介護（通い、宿泊、訪問）サービスの
　提供でご利用者様の生活全般（食事、排泄、入浴等）にお
　ける介護業務
　＊定員２５名スタッフ６名体制
　＊施設内での介護業務が主ですが、訪問の場合もあり
　（社用車使用）詳細は面談で説明します

　１６：００～９：００（月６回程度）
＊原則利用者８名、職員１名で対応

他 有限会社　ｔｏ　ｂｅ
その他

秋田県秋田市新屋比内町１３番１号

12人 018-828-8170

31人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18321881

歯科助手「おおくぼ歯
科診療所」

○歯科助手として従事していただきます。
・歯科助手業務
・電話応対、来院者の窓口応対
・利用料金の窓口処理
・レセプト請求　　・備品管理
・会議資料作成　　・書類整理　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

他 医療法人　正和会

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

5人 018-877-7110

不問
秋田県潟上市

05010-18333381

雇用・労災・健康・厚生
05010-18328581

美容師

○美容に係る全般業務に従事していただきます。
・お客様のニーズに応じて、シャンプー、カット、カラー、パー
マ、仕上げなど 美容師

他

介護職員初任者研
修又はホームヘル
パー２級以上
普通自動車免許
（ＡＴ可）
介護福祉士優遇

0人 0120-372-063

美容師経験
0人 秋田県秋田市

マリブ　コレクション
毎　週

秋田県秋田市広面字樋ノ沖９９－１

その他

℡ 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 115,000円～120,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時30分～13時30分 就業場所
(2) 8時00分～16時00分
(3)11時30分～19時30分

月給

1人 127,000円～135,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時30分～13時30分 就業場所
(2) 8時00分～16時00分
(3)11時30分～19時30分

月給

20人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

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

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 165,000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 39歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時15分

月給

2人 170,000円～224,000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～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

3人 146,880円～172,800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) 9時30分～18時30分 就業場所

時給（月額換算）

10人 164,160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 就業場所

日給（月額換算）

1人 151,980円～158,600円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

3人 187,262円～225,925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
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-18404081

その他
秋田県秋田市御所野湯本１丁目１－
２

32人 018-826-1221

不問
500人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18324081

セールスドライバー

○２～４ｔ車による集配業務に従事していただきます。
・集配エリアは主に秋田市内、男鹿・南秋地区、由利本荘市
及び仙北市となります。
・ワゴン車での配送業務もあり。

＊フォークリフトの運転業務がある場合もあります。
　フォークリフトの運転免許は採用後取得も可能です。

※採用から６か月後、正社員登用となります。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
※フォークリフト免
許あれば尚可

日祝他 北海道東北名鉄運輸　株式会社　秋
田支店

４トンユニック運転手

○ユニック運転手として勤務していただきます。
【仕事内容詳細】
・４ｔユニック車にて、東北一圏および関東方面へ鋼材、資
　材、鉄骨を運搬していただきます。
・クレーンで資材の積み下ろしをしていただきます。
・その他付随する業務あり。

＊作業着、ヘルメット等貸与します。

旧普通自動車免許又
は新中型自動車免許
玉掛技能者
小型移動式クレーン
資格

日他 株式会社　今野運輸　秋田営業所
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字沖谷
地１５０－２

17人 018-845-1200

不問
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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

調理員（資格なし）

○給食調理業務に従事していただきます。
・食材の検収、仕込み
・調理、仕分け
・５０食分を６名で対応
・食器の洗浄（洗浄機使用）
・調理場の清掃
・その他付随する業務
＊制服は貸与します。
＊未経験者可。慣れるまで指導致します。

不問

他 株式会社　フォーエバー
毎　週

秋田県秋田市新屋大川町１８－７

6人 018-828-1850

不問
175人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18326681

調理師（資格者）

・食材の検収、仕込み
・調理、仕分け
・５０食分を６名で対応
・食器の洗浄（洗浄機使用）
・調理場の清掃
・その他付随する業務
＊制服は貸与します。
＊未経験者可。慣れるまで指導致します。

調理師

他 株式会社　フォーエバー
毎　週

秋田県秋田市新屋大川町１８－７

6人 018-828-1850

不問
175人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18327981

店舗総合職　「正社員」

■店舗運営業務を担当していただきます。
【具体的には】
・仕入れ、在庫管理、売上管理など
・スタッフの育成　　・シフト管理、パートアルバイトの面接、採用
・ドリンクや料理の提供運搬等、レジ
・素材の仕込み、調理
・その他店舗運営業務
　【キャリアステップイメージ】
　店長候補　⇒　店長　⇒　統轄店長　⇒　
　エリアマネージャー　⇒　営業本部

不問

他 株式会社　ドリームリンク
その他

秋田県秋田市山王２丁目９－１

30人 018-863-9999

不問
1,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18410281

研究補助員（生産環境
部）臨時職員

○屋外作業
　・ほ場での作物育成調査補助
　・土壌調査補助（ノートキーパー、用具・資料運搬等）

○屋内作業
　・試料の粉砕、秤量、分析
　・実験器具の洗浄

＊その他実験補助業務

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

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

05010-18345581

研究補助員（生産環境
部）臨時職員

○屋外作業
　・ほ場での作物育成調査補助
　・土壌調査補助（ノートキーパー、用具・資料運搬等）

○屋内作業
　・試料の粉砕、秤量、分析
　・実験器具の洗浄

＊その他実験補助業務

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

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

05010-18379581

義肢・装具の製作

○義肢、装具の製作業務に従事していただきます。
・製作→採型したギプス包帯の中に石膏を流し、修正を加え
　プラスチック板や皮材を使用したり、部品を組み立てたりし
ます。
・包丁で皮を漉き、ボンドで貼ったり、マジックテープの
　裁断及び工業用ミシンで縫製したり、金槌でカシメを
　打ちつけたりします。
＊金属加工、鉄、アルミ溶接なども行います。
※営業補助業務もあります。

不問

日祝他 株式会社　佐々木義肢製作所
その他

秋田県秋田市八橋本町２－７－１

16人 018-862-7204

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18372881

サービススタッフ【整備
士】　（秋田市内５店舗）

○自動車販売店においてサービススタッフ（整備士）として
　勤務していただきます。
・自動車の整備、点検、車検
・来店されたお客様への対応
・新車の納車整備（営業スタッフとペアを組んで）
・その他付随する業務

国家整備士資格（２
級以上）
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

月他 ネッツトヨタ秋田　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４９

24人 018-862-5555

不問
231人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18391381

タイヤホイールの出荷
作業、倉庫内作業

・タイヤホイールの組入、バランス調整の手伝い
・タイヤホイールの梱包
・倉庫内への商品荷受け
・商品のピッキング発送
・その他、付随する業務あり

＊作業服貸与
＊ある程度の体力を要する作業となります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　小西タイヤ
毎　週

秋田市土崎港西二丁目１２－６７

30人 018-847-4550

不問
30人 秋田県秋田市

～平成30年12月28日
雇用・労災・健康・厚生

05010-18402281

ピットスタッフ（タイヤ交
換等）

・ピットにてタイヤ交換作業
・商品の配達業務（軽トラ、バン使用）
・倉庫内での作業（倉庫整理、商品荷受け、梱包作業等）の
場合あり。
・その他、付随する作業

＊作業服貸与
＊ある程度の体力を要する作業となります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 有限会社　小西タイヤ

～平成30年12月20日
雇用・労災・健康・厚生

05010-18403181

毎　週
秋田市土崎港西二丁目１２－６７

30人 018-847-4550

不問
30人 秋田県秋田市



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

5人 150,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

2人 200,000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

日給（月額換算）

1人 192,800円～289,200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～16時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 186,400円～326,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 174,040円～190,600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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)20時00分～ 3時00分

時給（月額換算）

3人 138,600円～138,600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 18歳以上 (1) 3時00分～12時00分 就業場所

32人 018-826-1221

不問
500人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18405381

雇用・労災・健康・厚生
05010-18336581

夜間仕分け作業員

○当社物流倉庫内での、夜間仕分け作業に従事していただ
きます。
・トラックで到着した荷物の積み降ろし
・配達コース毎の仕分け、荷物の積み込み
＊ハンドリフト、フォークリフト、台車を使用
＊重いもので約２０ｋｇ位の荷物もあります。
＊フォークリフトの運転免許は採用後取得も可能です

※雇用期間：６ヶ月毎の契約更新あり（原則更新）

不問

日祝他 北海道東北名鉄運輸　株式会社　秋
田支店その他
秋田県秋田市御所野湯本１丁目１－
２

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
6,820人 秋田県秋田市

840人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-18325381

定期清掃業務班リー
ダー

○お客様の建築物を訪問してワックスがけ、ガラス清掃など
を行っていただきます。
・４～５人の作業員を引率し、リーダーとして作業を行ってい
ただきます。
・現場へは社用車使用
・作業初心者でも社員が丁寧に指導しますので、経験がなく
ても問題ありません。慣れるまで指導係が同行します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
ビル管理関係の資
格があれば尚可

土日他 キョウワプロテック　株式会社　秋田
事業所

自動販売機オペレー
ター

○ルートカー（３．５ｔ車、重量込で８ｔ車）での自動販売機の製
品補充作業
・初めは補助員として社員と同行しオペレーションを理解して
いただきます。
・ユニフォーム、安全靴、雨具を無償貸与します。　
　【未経験者歓迎、３～６ヶ月間研修プログラム有】


準中型自動車免許以
上（ＡＴ限定不可）
取得予定者、平成１９
年６月制度改正前の
普通免許でも可

土日他 みちのくコカコーラボトリング　株式会
社　秋田営業部毎　週
秋田県秋田市寺内神屋敷２９５－４９

34人 018-846-3670

不問

7人 018-847-1980

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18359081

雇用・労災・健康
05010-18363781

配管工・製缶工

○工場内の各種プラント配管工事作業に従事していただきま
す。
・各種配管（蒸気、油、温水、水等）の漏れ修理、取換え等
・ダクト、フード等の作成
・溶接作業
・高所作業

＊勤務態度、能力に応じて昇給あり
　

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　大場工業所
隔　週

秋田県秋田市向浜２丁目１番１号

その他
秋田県秋田市仁井田蕗見町８－２１

2人 018-838-7776

足場作業の経験者
2人 秋田県秋田市

6,820人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18339881

足場の組立、解体作業

〇足場の組立（くさび式）及び解体作業に従事していただきま
す。
・主に、一般住宅、店舗などの現場になります。
・現場は秋田県内（主に秋田市内）
・現場への移動等で運転もあり（２ｔロング）


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 シンワ

設備巡回管理員

・お客様の建物のメーター検針、空調や給水設備の点検・簡
単な補修、また、報告書の作成や報告、打ち合わせ業務を
行っていただきます。
・現場へは社用車使用
・経験のない方でも指導します。入社後、ビル管理関係の各
種資格取得の応援致します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
ビル管理関係の資
格があれば尚可

土日他 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

醸造経験者、食品
製造の工程管理経
験者優遇します。

120人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05010-18330281

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
フォークリフト、クレー
ン免許保持者を優遇
します。

土日祝他 株式会社　大潟村あきたこまち生産
者協会毎　週
秋田県南秋田郡大潟村字西４－８８

110人 0185-45-3001
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食料品製造又は食品
機械メンテナンス

【食料品製造】
・甘酒の製造
・レトルト食品（グルテンフリーパスタ、ソース）の製造
・精米業務（精米及び商品の荷造り）
・製粉業務（米粉の製造）
・発芽玄米の製造
・倉庫管理（米保管倉庫での管理業務、荷受け）
【食品機械メンテナンス】
・工場内で使用の製造機械等のメンテナンス、修理を行っていただき
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。



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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                ハローワーク秋田２階大会議室において、下記日程の１０：００～１０：３０で開催します。
　　　　　　　　参加希望者は９：５０までに直接会場へお入りください。
　　　　　　　　希望者は、説明会終了後別会場での個別面談もできます。
　
　１．　　９月２６日　警備業者合同面接会 in ハローワーク秋田【秋田市内警備業者４～５社参加予定】
　２．　　９月２７日　警備業者合同面接会 in ハローワーク秋田【秋田市内警備業者４～５社参加予定】
　　　　　※９月２６日と２７日の警備業者合同面接会は２日連続の開催となりますが、初日と２日目では
　　　　　　　それぞれ違う秋田市内警備業者が参加予定です（２日間で合計８～９社参加予定）
　３．　１０月　２日　北日本運輸㈱【大型運転手、中型運転手、運行管理補助】

『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）
　２．　９月２１日　㈱プレステージ・インターナショナル【オペレーター、受付スタッフ　他】
　３．　９月２５日　㈱和敬園ショートステイ「御所野の森」【介護職】
　４．　９月２６日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　５．　９月２７日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員　他】
　６．　９月２８日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ｼｮｰﾄｽﾃｲ介護職員、調理員】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



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 240,000円～280,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

3人 240,000円～280,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 200,000円～400,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

月給

1人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 181,200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～17時30分 就業場所

月給

2人 186,640円～227,290円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 179,200円～247,100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00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年単位） 企業全体

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

月給

1人 134,000円～134,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～17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
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

3,845人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-18457681

・電気工事施工管
理技士２級
・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社ユアテック秋田支社
毎　週

秋田市川尻町字大川反２３３－９

133人 018-862-3821

平成30年9月21日発行（平成30年9月20日受付分)　Ｎｏ．１
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

電気工事施工管理
（秋田・大館・横手）

〇電気設備課において新築、改修工事の現場施工管理業務
　をしていただきます
〈主な担当業務〉
・各工事現場の現場代理人又は副代理人業務
・施工計画書などの他、施工に関する書類の作成
※業務上、車を使用する機会あり（社用車使用）
※現場範囲：秋田県内
※正社員登用制度あり
・建設設備（内線）工事の施工管理業務経験
・パソコン（エクセル・ワード・ＣＡＤ操作）できる方尚可


管工事施工管理（秋
田・大館・横手）

〇空調管設備課において新築、改修工事の現場施工管理業
務をしていただきます
〈主な担当業務〉
・各工事現場の現場代理人又は副代理人業務
・施工計画書などの他、施工に関する書類の作成
※業務上、車を使用する機会あり（社用車使用）
※現場範囲：秋田県内
※正社員登用制度あり


・管工事施工管理
技士２級
・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社ユアテック秋田支社
毎　週

秋田市川尻町字大川反２３３－９

133人 018-862-3821

・建設設備（給排水、衛
生、空調）工事の施工
管理業務経験  ・パソコ
ン（エクセル・ワード・ＣＡ
Ｄ操作）できる方尚可

3,845人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-18456381

木造住宅の建設現場
の監理

○建設現場の監理業務を担当していただきます。
・現場は秋田県内全域、一部他県あり
・書類の作成、提出
・社内業務（見積もり等）
・その他付随する業務

＊業務にはマイカーを使用（ガソリン代支給します）



　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 加藤建設　株式会社
その他

秋田県秋田市泉北三丁目４番２０号

38人 018-862-7947

不問
38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18471381

システムエンジニア
プログラマー【正社員】

＊ｗｉｎｄｏｗｓ用プログラムの作成。
＊パソコンハードのメンテナンス作業等。
・ソフトウェアだけでなく、ハードを含む形での作業が多いためパソコ
ン好きな方歓迎します。
・Ｃ、Ｃ＋＋、ＶＢ、Ｃ＃等のプログラミングスキルある方、歓迎しま
す。
＊製造用機器の制御系システムの開発のため、取引先の工場現場
などで作業することもあります。
＊お客様との打ち合わせ等外出あり
（自家用車使用・ガソリン代別途支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 有限会社　エヌ・ティ・ケイ
毎　週

秋田県秋田市御野場３丁目６－９

5人 018-889-6235

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18467581

看護職員

○ショートステイ利用者（２４名定員）に対する看護業務
　全般
・機能訓練指導
・利用者の健康相談、身体チェック、不調時の対応、更衣介
　助、カルテ記入、見守り、歩行訓練等の指導
・夜勤者からの電話照会に対する指導

＊仕事の内容、勤務時間等について、ご希望があれば相談
に応じます。


看護師または准看
護師

土日他 有限会社　ケアマネジメント　ショート
ステイ　はあと毎　週
秋田県潟上市飯田川飯塚字家ノ越４
５－１

15人 018-853-0670

不問
48人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18424981

理学療法士または作業
療法士

・理学療法または作業療法に関する業務を担当していただき
ます。（入所者、短期入所、通所リハビリ、訪問リハビリ）
・月間スケジュールにより業務を行います。
・理学療法士は、リハビリ機械を使用した訓練など
・作業療法士は、ちぎり絵の作成、カレンダーの手作り等、手
先の作業訓練
・入所者の定員は１００名。通所リハビリは２０名程度。
・利用者宅へ訪問しリハビリを行います。
・社用車使用

理学療法士または
作業療法士
普通自動車免許Ａ
Ｔ限定可

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

85人 018-868-1355

不問
85人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18441581

事務系職員

大学本部の課又は各部局の事務部において、総務、人事、
広報、評価、学術研究、情報推進、教育・学生支援、社会貢
献、国際交流、財務会計、医療支援等の業務に従事します。


＊採用日は（Ｈ３１．４．１）は本人の希望等を考慮の上、　早
まる可能性があります。

＊働き方改革関連認定企業【くるみん】

基本的なＰＣ操作
（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）が
できる者

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

不問
2,334人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18412081

一般事務

○仕入に関する請求書等の処理
○エクセルでの資料作成
○電話対応、来客対応　　など

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田協同書籍　株式会社
その他

秋田県秋田市卸町３丁目７－２

18人 018-862-8311
パソコン操作（エク
セル、ワード）でき
る方
文書作成、表計算
できる方

29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18436881

法律事務

○弁護士の補助業務です。
・電話対応、来客対応、文書整理
・簡易な文書の作成
・裁判所等への書類提出
・その他の事務全般

＊研修等は受けられます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 上野法律事務所
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目９番１１号
山王ガーデンビル２－Ｃ

0人 018-838-0366

パソコン操作（エク
セル、ワード、一太
郎）

0人 秋田県秋田市

05010-18416581

販売関連業務（内勤）

○営業のサポート業務を担当します。
・書類作成
・データー入力
・受注管理等
・電話応対

不問

日祝他 株式会社　システムアート
隔　週

秋田県秋田市外旭川田中４３－３

12人 018-864-7514

パソコン操作（エク
セル、ワード）でき
る方

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18433581

℡ 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 135,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 141,500円～141,500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 64歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 210,000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 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 135,000円～370,000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 161,000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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)16時00分～ 9時00分

月給

3人 152,000円～167,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)11時00分～20時00分

月給

1人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～280,000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 161,000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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 161,000円～290,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

2人 211,000円～268,000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)14時00分～ 0時00分 就業場所

4ページ中 2ページ
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

パソコンオペレーター
（経験者）

○冊子・チラシ・ポスター等の制作、編集作業

・文字入力作業等パソコンでの作業が主になります。
・イラストレーターフォトショップによる編集作業。

雇用・労災・健康・厚生
05010-18423681

不問

日祝他 株式会社　八郎潟印刷
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地２４１－３

25人 018-875-4005

4人 018-868-8780

不問

＊パソコン操作
＊編集作業経験者
＊デザイン会社、
印刷会社の経験者

25人 秋田県南秋田郡八郎潟町

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 吉田ビニール　株式会社

生花販売、配達、清掃

〇生花作り、秋田市内外への配達、店内の清掃等に従事し
ていただきます。
・ホテル会場やホールなどのセッティング、重さのある生花の
配達があります。
・配達は社用車（ＡＴ車）使用
・制服あり


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　フローリスト春花
その他

秋田県秋田市外旭川八幡田１丁目１
７－８

・営業経験者
・パソコン操作（エクセ
ル・ワード）出来る方
（表計算、文書作成
等）

57人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18427781

営業

【主な仕事の内容】
・既存の客先（工事現場）をメインに営業（県内、県外：東北６
県）
・社内業務管理全般
　顧客、商品管理・発注、工事部材、工程・作業管理（ＰＣを使
用して作成　等）

※工場内での作成物を現場で取り付けることもあります。
※社用車使用（バン～２ｔトラック：ＭＴ車）

中央土建　株式会社
隔　週

秋田県秋田市大町１丁目３－８
　秋田ディライトビル１階

その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－４６

43人 018-828-2811

雇用・労災・健康・厚生
05010-18420181

雇用・労災・健康・厚生
05010-18470081

生活支援サービス

○主に一般家庭からのご依頼の多い、お掃除・水回りの修理
　や、お庭の手入れ・買物代行・電球交換などを行います。

＊日常におぼれている色んな「困った」を解決する、いわば
　地域の皆様の「救世主」それが「ベンリー」です。

＊訪問先は秋田市内が中心です。（社用車使用）
働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言事
業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他

16人 018-884-1881

不問

35人 018-893-5841

不問
42人 秋田県秋田市

普通自動車（ＡＴ限定
可）
介護職員初任者研修
（ヘルパー２級）以上
尚可

他 有限会社　湯の里　小規模多機能型
居宅介護事業所　なごみ

介護職員（ショートステ
イこころ）

・ショートステイの介護業務
　高齢者の入浴、排泄、食事、更衣、介助や見守りに従事し
　ていただきます。
・利用者の送迎、病院への送迎（殆どありません）

＊利用者数３０名、約１７名の看護・介護職員で従事。
　夜勤は２名で勤務。
＊社内研修体制あり
＊就業時間（１）～（４）の勤務可能な方
　就業時間（４）８：３０～１７：３０

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　ケアマネジメント
その他

秋田県秋田市添川字地ノ内１４３－５

不問
50人 秋田県秋田市

48人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18422381

介護員（フルタイム）【正
社員】

○小規模多機能なごみでの介護業務に従事していただきます
・食事、入浴、排泄、更衣の介助
・利用者の自宅への訪問介護業務（社用車使用）
・時季に応じたイベントの開催及び準備
・状況により買い物や調理補助など付随業務
＊夜勤は月３～５回あります　（回数応相談、夜勤メインは応相談）
　夜勤は、夜・明の２勤分として扱われます。
※介護職員初任者研修未受講者は、入社後、受講していただ
　きます。研修費用、賃金保証、交通費、食費を当社負担の
　上受講できます（委細面接）。

Ｈａｒｍｏｎｙ
毎　週

秋田県秋田市東通仲町７－１４

毎　週
秋田県秋田市仁井田字西潟敷１２７
－２

12人 018-892-7275

雇用・労災・健康・厚生
05010-18434481

雇用・労災・健康・厚生
05010-18430381

美容師（アシスタント）

○美容師業務全般に従事していただきます。
・カラー
・パーマ
・シャンプー等
・その他、付随する業務

＊美容師経験の浅い方でも技術指導致します。

＊社内外の勉強会、セミナー受講も充実しています。

美容師免許

月他

2人 018-837-5015

不問

2人 018-837-5015

不問
2人 秋田県秋田市

美容師免許

月他 株式会社　ＴＷＯＦＡＣＥ

美容師（スタイリスト）

○美容師業務全般に従事していただきます。
・カット
・カラー
・パーマ
・シャンプー等
・その他、付随する業務

＊美容師経験が浅い方でも、技術指導により育成致します。
＊社内外の勉強会、セミナー受講も充実しています。

美容師免許

月他 Ｈａｒｍｏｎｙ
毎　週

秋田県秋田市東通仲町７－１４

シャンプー、トリート
メント、カラーので
きる方

13人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18435781

美容師（技術・アシスタ
ント）

○美容師
・シャンプー、カット、カラー、パーマの美容師業務
○電話応対（予約の確認）
○店内の掃除
○美容器具の清掃
○タオルの洗濯　等

株式会社　ＴＷＯＦＡＣＥ
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目４－４５

毎　週
秋田県秋田市中通３丁目４－４５

5人 018-893-3606

雇用・労災・健康・厚生
05010-18439081

雇用・労災・健康・厚生
05010-18438181

アイリスト

◎アイリスト（まつ毛エクステ）として以下のお仕事を担当して
いただきます。

○アイリスト（まつ毛エクステ）
○店内の清掃
○電話応対（予約の確認）
○前の人の片づけと次の人の準備

美容師免許

月他

その他
秋田県秋田市中通５丁目５－３０

0人 018-835-8647

調理師、キッチンス
タッフとしての経験
を評価させていた
だきます。

5人 018-893-3606

不問
13人 秋田県秋田市

40人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18458981

調理スタッフ

西洋料理（スペイン風軽居酒屋バルスタイル）の開店要員とし
て、メニューやサービス内容を一緒に考え、実現の方法を一
緒に具体化していただきます。

開店後はキッチン業務、店舗業務。またはその補助。

＊店舗のオープンは１１月上旬を予定しておりますが、即勤
務可能です。

調理師免許のある
方を評価させてい
ただきます。

他 株式会社　佐々木洋服店　飲食事業
部



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 140,049円～140,049円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

2人 217,400円～286,100円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時15分～18時15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年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～18時45分 就業場所

時給（月額換算）

2人 140,049円～140,049円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 180,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～18時45分 就業場所

月給

1人 130,000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 59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分
(3)17時00分～ 8時30分

月給

1人 205,600円～205,600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 181,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

5人 162,400円～201,840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 55歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 162,400円～201,840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 55歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

平成30年9月21日発行（平成30年9月20日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

ケーブル加工品の組立
【秋田市】

○秋田市雄和の派遣先において、加工品にコネクターを取り
付ける作業をしていただきます。

＊初心者の方へも丁寧に指導します。

＊流れ作業ではなく、一人で加工作業をしていただきます。

＊その他、付随する作業あり。

不問

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

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年10月22日～
平成30年11月30日 雇用・労災

05010-18478281

自動車整備士［秋田
市］

輸入車・国産車の整備を行っていただきます。
・取扱車種：主に普通車
・予防整備（定期点検、車検）、故障整備
・引取り、納車業務もあります。
＊エリア：秋田市内及び近郊
＊未経験の方は仕事をしながら一から指導育成いたします。
＊輸入車の知識がない方でも丁寧に指導いたします。

　　　　　　　　＊＊＊急　募＊＊＊

整備士２級以上
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

火他 株式会社　イデアル
その他

宮城県仙台市若林区六丁の目西町
８－６１

17人 022-287-1259

不問
140人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-63618881

自動車整備士

○自動車整備に関する業務全般に従事していただきます。
・車検整備
・定期点検整備
・一般整備　など
・その他、付随する業務

＊引取り、納車業務もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　松橋ボディー
その他

秋田県潟上市天王字下分水３４－５

3人 018-874-9328

不問
4人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18465681

ケーブル加工品の検
査・梱包【秋田市】

○秋田市雄和の派遣先において、ケーブル製品の目視検
査、梱包の作業をしていただきます。
・部品の受入作業（ＰＣ入力）あり。

＊初心者の方へも丁寧に指導します。

＊その他、付随する作業あり。

不問

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

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年10月22日～
平成30年11月30日 雇用・労災

05010-18477881

自動車鈑金塗装

○自動車鈑金・塗装に関する業務全般に従事していただきま
す。
・その他付随する業務

＊外出用務はありません。

不問

日祝他 株式会社　松橋ボディー
その他

秋田県潟上市天王字下分水３４－５

1人 018-874-9328

不問
4人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18466981

送迎運転手・施設営繕
職員

○通所利用者様の送迎と施設営繕（環境整備等）業務に従
事していただきます。
＊送迎範囲：就業場所から１時間以内
　　　　　　マイクロバス１５人以上

＊就業時間（３）当直が月に２～３回あり
（関連障害者施設）

＊変形労働時間制による（２）の勤務時間あり

中型自動車免許以上
（８ｔ限定不可）
車両系建設機械運転
技能講習あれば尚可

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

502人 018-873-5188

不問
502人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18428881

ドライバー（２ｔ・４ｔトラッ
ク）≪急募≫

○２ｔまたは４ｔトラックを使用し、配達業務を担当していただき
ます。
・倉庫内の整理
・洗車等の付随する業務

＊配達エリアは東北管内
＊配達物は雑貨、建材等（手積みあり）
＊作業着貸与します。
＊６０歳以上の方も応募可能です。

中型自動車免許（８
ｔ限定以上）

日他 株式会社　協盛物流
その他

秋田県秋田市寺内字三千刈４４９

16人 018-853-8235

２ｔまたは４ｔトラック
運転経験者

16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18419881

大型ダンプ運転手

○大型ダンプで骨材運搬作業を担当していただきます。
（仕事内容）
・砕石、砂、アスファルト合材等の運搬
・積み込み作業あり（ローダー、バックフォー使用）
・その他、付随する業務
・夜間業務がたまにあります。
＊秋田市内中心ですが、地域外の作業に携わる場合があり
ます。
＊冬期は除雪、排雪作業あり

大型一種免許（必
須）
車両系建設機械、
大型特殊　あれば
尚可

日他 加藤興業株式会社
その他

秋田県秋田市雄和田草川字本田１１
５－３

7人 018-838-4875

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18479181

型枠大工見習い
「建設」

◎型枠製作図面にしたがって、当社加工工場で型枠を製作
し、各現場で取付けを行う業務。
　（型枠を工場で作成し各現場で取付けするまでの一連の
　　作業です。）

＊必要な資格、講習等は当社規定で行います。
＊現場で社用車を使用するため、普通自動車免許（ＡＴ限定
不可）が必要です。

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 大信太工業　株式会社
その他

秋田県山本郡三種町志戸橋字割道
４４２

43人 0185-83-3888

不問
43人 秋田県山本郡三種町

雇用・労災・健康・厚生
05020- 4350081

木造大工見習い
「建設」

◇一般住宅のリフォームや店舗等の改修工事などの大工仕
事に従事していただきます。扱うのは木造建造物となります。

＊出社後、社用車を運転し、現場に向かいます。
※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。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 大信太工業　株式会社
その他

秋田県山本郡三種町志戸橋字割道
４４２

43人 0185-83-3888

不問
43人 秋田県山本郡三種町

雇用・労災・健康・厚生
05020- 4349781

℡ 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 195,840円～195,840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 130,000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～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 120,000円～127,500円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 186,560円～186,560円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

4ページ中 4ページ

平成30年9月21日発行（平成30年9月20日受付分)　Ｎｏ．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

軽貨物配送及び倉庫
作業【秋田市及び周
辺】

○秋田市及び周辺の法人様に商品を配達（午前中）
・配送先は、ルートで決まっています。
・商品は、工事用の資材など
・午後は、倉庫にて入出荷、ピッキング、荷造り作業に従事し
ていただきます。

中型自動車免許（８
ｔ限定可・ＡＴ限定不
可）

土日祝 株式会社　ケイライン
毎　週

秋田県秋田市牛島西３丁目１７－１０

10人 018-831-7456

２ｔトラック以上の乗
務経験

27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

05010-18431681

配送員

・顧客への事務機器、家具等の配送
・事務機器の簡易メンテナンス

＊その他付随する業務あり

＊シフトによる週休二日制

【働き方改革関連認定企業】
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

日他 有限会社　金圓
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目１２－２１

12人 018-862-5371

不問
14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18463081

配達（医薬品）

・医療機関や調剤薬局へ医薬品を配達するお仕事です。
・ほかに検品作業や伝票整理など配達に付随する作業もあり
ます。
・１日におおよそ１５件～２０件のお客様を訪問して頂きます。
・秋田市内を中心に由利本荘市、能代市（週１回程度）に配
達をお願いします。
・使用する車種は軽自動車、ワンボックスカーです。

＊３か月の雇用期間更新後は１２か月ごとの更新となりま
す。

普通自動車運転免
許（ＡＴ車）

土日祝他 沢井薬品　株式会社
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－１０６

16人 018-862-7811

不問
19人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18413381

下水管河川構造物調
査業務

・マンホール上およびマンホール内での機材受渡し、設置業
務（外業）
・簡易ＴＶカメラの操作補助（外業）
・河川砂防構造物等調査補助


※雇用期間は、作業の進捗状況により多少延長になることが
あります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　遠藤設計事務所
その他

秋田県秋田市保戸野千代田町９－４
３

12人 018-863-8011

不問
19人 秋田県秋田市

平成30年10月1日～平
成31年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-18437281

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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                ハローワーク秋田２階大会議室において、下記日程の１０：００～１０：３０で開催します。
　　　　　　　　参加希望者は９：５０までに直接会場へお入りください。
　　　　　　　　希望者は、説明会終了後別会場での個別面談もできます。
　
　１．　　９月２６日　警備業者合同面接会 in ハローワーク秋田【秋田市内警備業者４～５社参加予定】
　２．　　９月２７日　警備業者合同面接会 in ハローワーク秋田【秋田市内警備業者４～５社参加予定】
　　　　　※９月２６日と２７日の警備業者合同面接会は２日連続の開催となりますが、初日と２日目では
　　　　　　　それぞれ違う秋田市内警備業者が参加予定です（２日間で合計８～９社参加予定）
　３．　１０月　２日　北日本運輸㈱【大型運転手、中型運転手、運行管理補助】

『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 250,000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 18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 420,000円～550,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分

月給

1人 143,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

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

1人 250,000円～250,000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 135,000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 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 140,000円～198,800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 132,000円～132,000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) 9時00分～18時00分
(3) 8時30分～12時30分

時給（月額換算）

1人 168,053円～168,053円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

月給

1人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-18515781

その他
秋田県秋田市山王７丁目９－３５

24人 018-864-4717

事務経験者
パソコン（エクセ
ル、ワード等）操作
できる方

72人 秋田県秋田市

41人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-18501081

工事関係事務

＊売掛金、買掛金、入金管理（会計ソフト使用）
＊工事台帳管理（工事ソフト使用）
＊請求書作成（請求書作成ソフト使用）
＊工事関連事務
＊小口現金管理
＊電話応対
＊付随業務

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
日商簿記３級以上
＊宅地建物取引士あ
れば優遇

日祝他 株式会社　秋田住宅流通センター

経理・営業事務

○総務全般、経理財務、営業事務に従事していただきます。
・人事・給料業務
・経理・会計・インターネットバンキング等
・請求書業務
＊就業時間は相談に応じます。
＊業務内容の問い合わせは、本人から電話を頂ければ説明
いたします。

日商簿記２級以上

日祝他 秋田港北トラック　株式会社
隔　週

秋田県秋田市土崎港西４丁目６－４
４

41人 018-845-0711

経理業務経験者

0人 018-884-0911

基本的なパソコン
操作の可能な方

55人 秋田県秋田市
平成30年10月16日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-18523781

平成30年11月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-18482581

医療事務（旭南いわま
薬局）

【平成３０年１１月１日オープン予定による募集です！！】

○薬局の受付事務に従事していただきます。
・パソコンによる処方箋入力
・商品等の接客販売
・他の薬局への薬の受け渡し（マイカー使用）
　　　　（ガソリン代含む車両借上手当支給）
＊制服貸与
＊接客に興味のある方

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）【マイ
カー持込み可能な
方】

日祝他 株式会社　いわま薬局
その他

秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センタ－アルヴェ１Ｆ

毎　週
秋田県秋田市山王７丁目１－４　秋
田第二合同庁舎

35人 018-862-4191

秋田県秋田市

18人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18507781

期間業務職員（事務補
佐員）　管財課

○国有財産の管理処分に関する業務

　・国有財産の公図、公簿調査及び現地調査等補助事務
　・土地境界確定申請に関する補助事務
　・その他管財課所掌に係る補助事務等
＊応募締切日　平成３０年１０月４日　１６時（必着）
・国有財産の管理処分業務又は不動産取引・管理に関する
仕事に従事した経験がある方。又はこれと同等の知識を有し
ていると認められる方・パソコン操作（備考参照）

不問

土日祝他 東北財務局　秋田財務事務所

一般事務


・電話応対、来客対応
・伝票整理、請求書作成
・庶務、その他付随する業務

不問

日他 光工業　株式会社
隔　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２８２

17人 018-878-4367

不問

018-860-5603

53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

05010-18536381

雇用・労災・健康・厚生
05010-18526181

特別任用職員（産業デ
ザイン相談員）

●企業経営者などからの商品開発に関する相談に対し、事業計画
を聴き取ったうえで、商品開発のプロセスや商品仕様ＰＲ方法などに
ついてのアドバイスを行う。
●相談内容に応じて、デザイナー、工場、各種専門家の情報提供や
紹介を行う。
●商品開発、デザインに関する情報発信や啓発イベントを行う。
　外出用務には公用車（ＡＴ車）を使用。
デザイン、商品開発、マーケティング、知的財産権に関する基礎的な
知識・経験を有し企業等での実務経験が５年以上ある方

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

51人

毎　週
秋田県秋田市中通６丁目１８－１３

7人 018-833-2023

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

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18531781

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）

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

生活支援員

○施設内外において、利用者の生活支援ならびに作業指導
業務に従事していただきます。
・送迎業務（公用車使用：ＡＴ車）
・納品業務
・その他、付随する業務



普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
福祉関係資格所持
者尚可

土日祝他 社会福祉法人　秋田希望ふくし会
毎　週

秋田県秋田市泉中央２丁目６－２６

8人 018-862-6072

パソコン基本操作
福祉関係経験あれ
ば尚可

不問
55人 秋田県秋田市

平成30年10月16日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-18524881

日祝他 株式会社　いわま薬局
その他

秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センタ－アルヴェ１Ｆ

0人 018-884-0911

平成30年9月25日発行（平成30年9月21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

（請）１級管工事施工管
理技士［秋田市］

建物の設備管理
・電気、空調、給排水、熱源、昇降機などの整備、修繕、
　衛生管理をはじめ　建物に付随する設備のメンテナンス、点
検、運転管理
・パソコンによるデータ管理、報告書作成
・顧客との折衝
＊秋田県内管理物件の施工管理業務にも就いていただきま
す
＊１年毎契約更新（基準日：３月１日）
【画像情報あり】

１級管工事施工管理
技士（必須）
その他電気工事士、
電気主任技術者、ビ
ル管優遇

他 イオンディライト　株式会社　東北支
社毎　週
宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４
－１　アゼリアヒルズ３階

7人 022-292-6608

・パソコン（ワード、
エクセル、メール
等）の操作が可能
な方。 ・普通自動
車免許（ペーパー
不可）ＡＴ限定可。

基本的なＰＣスキル
（必須）
設備管理またはビル
メンテナンスの経験

667人 秋田県秋田市
～平成31年2月28日

雇用・労災・健康・厚生
04010-63826781

薬剤師（旭南いわま薬
局）

【平成３０年１１月１日オープン予定による募集です！！】
○保険調剤薬局における調剤業務に従事していただきます。
・患者さんの接客、応対
・処方箋による投薬
・薬剤監査
・服薬指導
・薬歴の管理
・その他付随する業務
＊制服貸与

薬剤師免許

℡ 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 213,000円～213,000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

日給（月額換算）

1人 172,500円～207,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 150,000円～155,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

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

月給

2人 162,000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 34歳以下 (1)10時30分～19時30分 就業場所

月給

1人 229,101円～250,570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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 150,300円～175,300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)17時00分～ 9時00分
(3) 7時00分～16時00分

日給（月額換算）

3人 102,600円～102,600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15分～16時45分 就業場所

月給

1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)10時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

2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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 164,510円～225,480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) 8時00分～16時15分 就業場所
(2)16時00分～23時00分
(3)23時00分～ 8時15分

月給

1人 144,500円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
(3)20時00分～ 5時00分

180人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18492781

米菓生産職（仕込み）

○せんべい、あられ等の生産工程（仕込み）のお仕事です。

・仕込みは米粉から生地を作る工程で、主に機械のオペレー
ションを行っていただきます。（交替制）



＊作業着貸与します。

不問

他 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

180人 018-863-1729

不問

33人 018-823-7221

不問
81人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18508881

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18499981

製造業務（三交替）

・石こうボード製造業務で、製造設備の運転、製品の品質管
理（作業標準に合っているかを確認）などを担当していただき
ます。
・パソコン業務あり（エクセルでの作業日報作成等）


　※３交替勤務となります。
　※作業服貸与

不問

日他 株式会社ジプテック秋田工場
その他

秋田市茨島１丁目２－１０

その他
秋田県潟上市天王字細谷長根８４－
１

17人 018-893-6659

不問
51人 秋田県潟上市

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1263881

機械オペレーター（主に
ＮＣ旋盤・最新ターニン
グ）

○各種汎用ＮＣ工作機械を使用した航空機部品の加工を担
当していただきます。

※パソコンの基本操作（エクセル、ワード）あり

※業務上、社有車（ＡＴ車）の運転あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 山本精機株式会社　潟上事業所

児童支援員（保育士ま
たは児童発達支援管理
者）

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

保育士、幼稚園教
諭、児童発達支援管
理者のいずれか
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

日他 豊謙介護　株式会社
毎　週

秋田県男鹿市船越字那場掛１０６－
５

3人 0185-35-3120

不問

2人 018-888-5803

不問
3,496人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-18537681

雇用・労災・健康・厚生
05010-18489381

給食調理員（嘱託職
員）

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

○長期休業など学校給食がない日は、休日となります。

不問

土日祝他 秋田市教育委員会
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

その他
秋田県秋田市楢山川口境１１－１７

19人 018-874-8850

不問
81人 秋田県秋田市

783人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
23020-72308881

介護職員【グループ
ホームかんとう】

○グループホーム（利用者１８名）での介護業務全般
・利用者への介護サービス（食事・入浴・排泄介助等）と機能訓練や
レクリエーションサービスの提供に従事します。
○調理作業
・朝、昼、夕、入居者の方と一緒に作ります。（９名分）
・決められたメニューの調理となります。
・調理全般、食器の片づけ（手洗い）
＊入社後の研修は日勤（早・遅番あり）業務２週間、その後夜勤２回
の勤務をマンツーマンで実施。３回目の夜勤からは一人勤務。夜勤
は２ユニットを各１名ずつの２名体制。

不問

他 有限会社　ケアサービスおちあい
グループホームかんとう

クルマ情報誌「グー」の
企画コンサルティング
営業／秋田市

当社発行クルマ情報誌の広告掲載に関する企画提案を行
い、クライアントに対して当社の誌面を通じ「売上アップ・顧客
増」の提案をしていただきます。
仕事を通じ、クライアント・購読者それぞれのニーズに応えて
いっていただくお仕事です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 株式会社　プロトコーポレーション
毎　週

愛知県名古屋市中区葵１丁目２３－
１４　

2人 052-934-2000

不問

4人 018-838-4510

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18510381

～平成31年6月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-18486281

ブライダルリング・
ウォッチアドバイザー
（幹部候補）

・２０１８年１月にオープンしたブライダルジュエリー・ウォッチ
のお店です。
・秋田県唯一のブランドの販売スタッフとして「お客様を温かく
祝福し、お客様の気持ちに寄り添いたい」というハートフルな
方を募集しています。
・土、日勤務できる方
・ジュエリーコーディネーターなど仕事を通じた資格取得者も
多数在籍しています。資格取得の補助制度あり。
・ホームページも充実していますので、是非ご覧ください。

不問

他 ＫＩＮＳＹＯＤＯ　秋田店　（株式会社
金正堂本店）その他
秋田県秋田市茨島４丁目３－２５

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－６９

10人 018-828-4851

不問
7,500人 秋田県秋田市

5,084人 秋田県秋田市
～平成31年4月30日

雇用・労災・健康・厚生
04010-64023081

販売スタッフ（市立総合
病院内売店・ファミリー
マート）

○コンビニ業務全般と店舗責任者の補助業務を行います。
・レジ、品出し、発注、清掃　
・売上の精算、銀行両替業務
・店舗責任者不在時の代理業務
・その他、パート・アルバイトのサポート業務

＊雇用期間：１年毎の更新あり

不問

他 ワタキューセイモア　株式会社　東北
支店秋田営業所

婦人服販売員［秋田
市］

２Ｆ「自由区」ショップでの試着販売


＊実働７時間２０分のシフト制

＊１年毎契約更新（基準日５月１日）
＊正社員登用制度有り

不問

他 株式会社　オンワード樫山　仙台支
店その他
宮城県仙台市青葉区二日町１２－３
４

16人 022-262-8411

不問

不問
16,275人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18490581

不問

日祝他 大和ハウス工業　株式会社　秋田支
店毎　週
秋田県秋田市大町３丁目２－１０

76人 018-863-1261

3ページ中 2ページ

平成30年9月25日発行（平成30年9月21日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

アフターサービス［契約
社員］（地域限定社員）

・住宅系商品（戸建住宅や低層アパート）のメンテナンス、点
検業務、業者への修理手配。
・お客様からの相談、問合せ対応。
・一から教育、研修いたします。

＊正社員への登用制度あり。
＊マイカーを使用します。（自動車手当、ガソリン代支給）



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～300,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 181,913円～190,575円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 168,053円～168,053円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～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00分～16時30分 就業場所

月給

1人 200,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１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

月給

1人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 175,000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 18歳～35歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 219,450円～219,450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 170,000円～225,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

1人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

リフォーム工事等／秋
田支店

●外装・水廻りのリフォーム工事
●防水・断熱工事、シロアリ等害虫駆除工事
●改装・改築、増築、増改築工事　など

業界Ｎｏ．１の給与を目指しており、努力すればするほど昇給
することができます。上記の業務以外にも、ハウスメーカー・工
務店を通じての敷地調査、地盤調査、地盤改良、床暖房、瑕
疵担保取次、防水・断熱・シロアリ駆除等を行っております。こ
れら業務全般を手伝っていただくこともあります


普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）

日祝他 株式会社　ピコイ
その他

東京都千代田区神田東松下町１７
フリージアグループ本社ビル５Ｆ

5人 03-6635-1833

不問
307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-18254182

16人 018-869-7666

不問
60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18534181

雇用・労災・健康・厚生
05010-18495181

定期納品・オフィスコー
ヒーサービス・イベント
事業管理職

・契約先顧客（業務店、ホテル喫茶店など）へ向けコーヒーの
卸納品と新規営業
・イベントや祭事時の店舗設営や販売業務（お祭りやバスケッ
トボールの試合など）
・ボトルウォーター契約先のサーバーメンテナンスと納品業務、
新規営業
＊主要地域は秋田市内ですが、県内全域もあります。
＊社用車使用（ＡＴ車）
＊社交性のある方歓迎

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

他 ナガハマコーヒー　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字小谷地１１０
－１

その他
秋田県秋田市外旭川字梶ノ目７７５‐
４

4人 018-868-6227

不問
4人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18514481

路面標示施工（作業員）

○駐車場の区画線と車止めを設置する仕事です。
・スケール、巻き尺で作図をする作業
・区画線ライン工事の補助作業
・現場は秋田県内全域。盛岡、仙台での作業あり

＊朝の早出あり（早出の場合、朝・昼食支給）
＊２ｔトラックで移動
＊天候、作業進行状況により就業時間が不規則な場合あり
＊未経験者大歓迎。指導いたします。


普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
＊中型自動車運転免
許（８ｔ限定可・ＡＴ限
定不可）あれば尚可

日祝他 株式会社　アドバンス

一般土木

○一般土木作業・港湾工事の仕事です。
・護岸工事（パラペット等）
・ブロック製作（型枠のボルト締め等）
＊現場は主に秋田市内、由利本荘市
＊仕事に対して真面目で長期で勤務できる方を希望します。



不問

日他 有限会社　高桑土木
その他

秋田県秋田市金足追分字海老穴１４
０

5人 018-873-4984

不問

11人 018-882-5091

パソコン操作（写真
管理、エクセル）で
きる方

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18483481

雇用・労災・健康・厚生
05010-18503681

一般作業員

ＮＴＴ関連、光ファイバーの接続作業が主な業務です。
・夜間作業、高所作業、地下作業があります。
・県外（宮城、岩手、山形）への出張が多くあります。
・２～３名で各現場を担当します。
・作業服貸与


中型自動車運転免
許（８ｔ限定可・ＡＴ
限定不可）

日祝他 有限会社　ティーアイシステム
その他

秋田県秋田市河辺北野田高屋字前
田１－１

その他
秋田県秋田市八橋南１丁目１２－２３

4人 018-823-1727

不問
22人 秋田県秋田市

134人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18509281

大型トラック運転手（ミキ
サー車）

○コンクリートミキサー車にて生コンの運搬作業を行っていた
だきます。
・配送先は秋田市近郊です

＊安全運転できる方

大型自動車免許

日祝他 株式会社　男鹿トラック

大型・中型貨物自動車
運転者　【秋田県内・隣
県】

・秋田市内及び秋田県内・隣接県への、食糧品などの配送・貨
物コンテナ・石油製品などの輸送業務を担当します。

・３ｔ～１０ｔ車を使用します。

・積み下ろしはフォークリフト又は手作業


大型自動車運転免
許又は中型自動車
運転免許

日祝他 秋印　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字一本木８０－
４

83人 018-869-7890

不問

83人 018-869-7890

大型貨物車の経験
者

134人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18506481

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18502381

大型貨物自動車運転者
【中・長距離】

・秋田～関東地区への往復運送業務
　（青果物、米、食肉、雑貨等の運送）
・大型車（全てウイング車又はバン型車）を使用
・積み下ろしはフォークリフト又は手作業


大型自動車運転免
許

日祝他 秋印　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字一本木８０－
４

隔　週
秋田県秋田市土崎港西４丁目６－４４

41人 018-845-0711

自動車運転経験３
年以上

41人 秋田県秋田市

41人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18497381

２ｔ箱車運転手

○２ｔ箱車で住宅設備機器、雑貨等の配送業務
・積卸は、手積みで一部フォークリフト使用もあります。
・配送エリアは秋田県内で新築住宅現場や建設資材商社等へ
の助手付き配送となります。
・１日の配送件数は、５～８件程度

中型自動車免許（８ｔ
限定可）ＡＴ限定不可
フォークリフト（入社後
取得可）

日祝他 秋田港北トラック　株式会社

大型運転手（ユニック
車）
増ｔ（１２．３ｔ）

○配送業務等
・増ｔユニック車を使用します。
・建設資材、仮設鋼材、融雪剤等を配送します。
・玉掛けでの積み下ろし作業
　（主に秋田県内ですが一部東北圏内（６県）の配送もありま
す。）

大型自動車免許、
移動式クレーン、玉
掛け、フォークリフト
＊全て必須

日祝他 秋田港北トラック　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港西４丁目６－４４

41人 018-845-0711

大型自動車運転経
験３年以上

非破壊検査業務経験
者限定　　パソコン操
作（ワード、エクセル
を使って定型フォーム
への入力可能ができ
る事）

33人 秋田県由利本荘市

雇用・労災・健康・厚生
06020- 6298381

非破壊検査関係のい
ずれかの資格（詳細
は下部備考欄参照）
普通自動車免許
（オートマ限定可）

土日祝 京浜検査工業　株式会社　山形支店
毎　週

南陽市若狭郷屋２５３－２

8人 0238-43-8100

平成30年9月25日発行（平成30年9月21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

非破壊検査業務（秋田
県）

＊建築、建設現場及び鉄鋼製作工場にて、溶接部や鉄筋圧
接　部や鉄筋圧接部の検査を行う。また、コンクリート構造物
（橋梁等）の調査を行う。
・超音波検査、磁粉探傷検査、浸透探傷検査、レーダー探査
　Ｘ線撮影　等
※自宅より現地まで直行直帰です。
※車や機械等必要なものは会社で準備します。
※業務上必要とする各種資格の取得のため、スキルアップし
て各種試験を受験してもらいます。

℡ 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。



4ページ中 4ページ

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

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                ハローワーク秋田２階大会議室において、下記日程の１０：００～１０：３０で開催します。
　　　　　　　　参加希望者は９：５０までに直接会場へお入りください。
　　　　　　　　希望者は、説明会終了後別会場での個別面談もできます。
　
　１．　　９月２６日　警備業者合同面接会 in ハローワーク秋田【秋田市内警備業者４～５社参加予定】
　２．　　９月２７日　警備業者合同面接会 in ハローワーク秋田【秋田市内警備業者４～５社参加予定】
　　　　　※９月２６日と２７日の警備業者合同面接会は２日連続の開催となりますが、初日と２日目では
　　　　　　　それぞれ違う秋田市内警備業者が参加予定です（２日間で合計８～９社参加予定）
　３．　１０月　２日　北日本運輸㈱【大型運転手、中型運転手、運行管理補助】

『会社説明会』のご案内


