
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～240,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 7時00分～16時30分 就業場所
(2)10時00分～19時30分

月給

1人 200,000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 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 200,000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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 280,000円～340,000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 173,500円～221,900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 130,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 8時30分
(3)12時30分～20時00分

月給

2人 140,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 6時00分～14時30分
(3)12時30分～21時00分

月給

1人 130,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 8時30分
(3)12時30分～20時00分

月給

1人 195,000円～230,000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)12時00分～21時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

1人 152,000円～197,000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

33人 018-845-9731

不問
106人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20023481

雇用・労災・健康・厚生
05010-20070381

総務、経理事務


・総務、経理等の事務全般（勤怠管理、伝票作成等）
・各種高圧ガス及び関連機器の仕入、販売等の業務処理
・銀行用務、書類届出等の外出用務
・その他付随する業務
＊パソコン操作（会社専用システムへの入力が主）を伴う業
務となります。
＊外出用務には社用車（ＡＴ車）を使用します。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 太平熔材　株式会社
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山６番地２５

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

4人 018-835-4276

不問
92,410人 秋田県秋田市

502人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20046681

ＣＯＣＯ塾ジュニア英会
話講師（インストラク
ター）

「やりたいことは、英語の先にある」対話力重視の
ＣＯＣＯ塾ジュニアで英会話講師（インストラクター）
　を募集します。
・ＣＯＣＯ塾ジュニア本部校・サテライト校での幼児～高校
　生を対象としたレッスン、英語試験対策レッスン
（英検等）・受講生管理、学習アドバイス
・スクールイベントの実施、・保護者対応など　
※ＦａｃｅＢｏｏｋＵＲＬ”ｈｔｔｐｓ：／ｆａｃｅｂｏｏｋ．ｃｏｍ／ｃｏｃｏｈａｔａｒａｋｏ／
※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

＊目安としてＴＯＥＩＣ
７００点・英検準１級
＊ＴＯＥＦＬｉＢＴ９６ま
たは同等レベル以上
の英語力

他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店

職業指導員（園芸）「げ
んきハウス下新城」

・障害者への作業指導（園芸作業を予定しています）

・納品等の外出用務もあります（社用車使用）

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

普通自動車免許
（ＡＴ限定可、ペー
パードライバー不
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

11人 018-873-5188

不問

11人 018-873-5188

不問
502人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20045381

雇用・労災・健康・厚生
05010-20043181

生活支援員（ニコニコ
寮）

○当施設での各業務を担当していただきます。
・障害者への生活訓練、作業指導、見守り
・通所利用者様の送迎、病院受診の付添いなど


＊就業時間（１）～（４）のシフト勤務
　　　　　（４）１７：００～８：３０
　　　　　　　（当直は月に４～５回あり）

　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
　福祉系資格あれ
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

その他
秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

10人 018-873-5188

不問
502人 秋田県秋田市

1,594人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20047981

職業指導員「げんきハ
ウス下新城」

・障害者への作業指導
　雇入れ当初は主に、洗濯業務、印刷業務（名刺や年賀状な
ど）の作業指導を担当していただく予定です。

・納品等の外出用務もあります（社用車使用）

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

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 医療法人　久幸会

視能訓練士（正社員）

〇病院において視能訓練士業務を担当していただきます。

　・視力測定等の各種眼科検査業務。
　・診療補助等その他付随する業務。


視能訓練士免許

他 社会医療法人　明和会
毎　週

秋田県秋田市南通みその町３－１５

891人 018-834-6461

不問

23人 018-835-1210

不問
62人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20049481

雇用・労災・健康・厚生
05010-20006981

看護師「稲庭クリニッ
ク」
（管理職候補）

○「稲庭クリニック」における看護業務全般に従事していた
　だきます。
・重度認知症デイケア（定員２３名）利用者の健康管理・服
　薬管理
・レクリエーションの補助
・外来患者への診察補助
・その他、「精神科デイケア」（定員３０名）部門も含めた
　看護職員への指導・調整も行っていただきます。


看護師免許

日祝他 医療法人　わらべ会
その他

秋田県秋田市南通亀の町２－２１

毎　週
秋田県秋田市太平寺庭字寺庭２２２
－１

2人 018-838-3801

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）
ＣＡＤ操作

2人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20068881

１級・２級土木施工管理
技士

○一般土木工事の施工管理に従事していただきます。
・道路、河川、下水道工事の施工管理
・ＣＡＤ操作による図面作成
・パソコン作業など

＊２ｔトラック（ＭＴ車）使用
＊現場は秋田市内


土木施工管理技士
１級または２級
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日他 株式会社　永井建設

ハードウエア・システム
開発

○ＩＯＴ等の電子回路設計を行います。
【仕事内容詳細】
・主にＰＣとのインタフェース回路やワンチップマイコンを利用
した、ＩＯＴ用の電子回路を設計・開発します。

※スキルに合わせた事業内容を調整させていただきます。


不問

土日祝 株式会社　シンタ
毎　週

秋田県秋田市土崎港北５丁目２－１
５

8人 018-846-1720

経験者に限る

平成30年10月15日発行（平成30年10月12日受付分)　Ｎｏ．１

6ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

食品の製造および販売
【店長候補】（西武秋田
店）

「たごさく」店舗でのお弁当、おむすび、いなり寿司等の製造と
販売業務です。
もち米を本格的せいろで蒸して作る「おこわ」の製造、旬の山
海の幸を使ったおかずの盛り付け作業や、お客様に対する親
切丁寧な接客販売業務を行っていただきます。
職場は駅からも近く、冷暖房完備で働きやすい環境です。
※見習い期間終了後、店長候補として働いていただきます。
エリアのマネージャーもおりますので、アフターフォローも万
全です。

不問

他 山和食品　株式会社
その他

埼玉県川口市元郷３－１９－４

4人 048-222-6855

不問
920人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
11010-18269781

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

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15分～17時15分 就業場所

月給

1人 160,000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 115,830円～115,830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

時給（月額換算）

1人 129,360円～129,360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30分～17時10分 就業場所

月給

1人 135,000円～145,500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)12時00分～21時00分 就業場所
(2) 8時15分～17時45分

月給

1人 150,000円～150,000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
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

月給

1人 145,000円～145,000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30分～19時30分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
(3)13時00分～22時00分

月給

1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 不問 (1)10時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20029381

自動車整備のフロント

・車検や点検の期日が近いお客様に対し、電話等でご案内を
していただくのが主な仕事です。

・来店されたお客様の応対もあります。

・フロント業務以外の時は、自動車販売の営業もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ可）

火他 株式会社　ガレージＫＥＮ
その他

秋田県秋田市新屋元町４－３３

8人 018-874-9744

不問

8人 0138-31-0141

不問
1,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
01020-15433481

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05060- 5803781

エリア限定正社員（ピザ
テン．フォー飯島店）

［店舗運営管理］
１．店舗スタッフと協力して、ピザをお客様に提供していただきます。
ピザの製造及び注文先への宅配業務、販促業務等も実際に行いま
す。
２．地区マネージャーの指導に従い、売上・経費・シフト管理をしてい
ただきます。
３．お客様や店舗スタッフの声を聞き、より良い店舗作りを目指して
いただきます。
＊当求人は、転居せずに、店舗を限定して働きたい方向けの募集で
す。

普通免許（ＡＴ限定
可）（※必須）

他 株式会社　オーディンフーズ（ピザ
テン．フォー）毎　週
函館市柏木町２４番１９号

その他
秋田県横手市安本字南御所野１０－
１８

82人 0182-32-5211

不問
300人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市
平成30年11月1日～平
成31年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-20005681

製造資料及び品質デー
タの管理【秋田事業所】

＊取引先が発行する製造資料の受入

＊製造資料を作成し、製造現場へ発行

＊品質に関する各種データのとりまとめ、資料等の作成

・増員による求人となります。

不問

日他 横手精工　株式会社

事務

○奨学金に関する事務補助
・募集、選考、貸付、収納、督促、問い合わせ対応等
○所内庶務業務の補助（備品の発注等）




＊雇用期間の更新はありません。

不問

土日祝他 公益財団法人　秋田県育英会
毎　週

秋田県秋田市山王４－１－２

9人 018-860-3552
パソコン操作
（エクセル・ワード
使用定形フォーム
への入力ができる
こと）

8人 018-829-8880

医療事務経験者
55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19982081

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20041881

医療事務（ひかり桜ケ
アクリニック）

○消化器内科、漢方内科、循環器内科（睡眠時無呼吸症専
門）クリニック（無床）にて医療事務業務に従事していただ
きます。
・外来患者様の受付対応、診察費等の会計
・診療報酬請求に係る事務
・電子カルテによるレセプト作成
・電話応対、カルテ管理等関連業務
・その他、付随する業務

不問

日祝他 医療法人　杏仁会　御所野ひかりク
リニック毎　週
秋田県秋田市仁井田字横山２６０－
１

その他
秋田県秋田市山王６丁目２０－７

30人 018-863-4545

パソコン操作、（エ
クセル、一太郎等
のＯｆｆｉｃｅソフト）

51人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-20082481

土木設計業務補助及
び事務補助

○土木設計業務補助と事務補助をしていただきます。

・エクセル等のＯｆｆｉｃｅソフトによる簡単な入力作業
・ワープロによる清書
・その他付随する補助作業
・社用車使用の場合あり
・雇用開始は採用時からになります
働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 創和技術　株式会社

一般事務

・経理事務
・会議資料等の作成
・データ入力
・書類の管理、発送業務
・来訪者、電話の応対
・その他付随する業務
＊外出用務あり。社用ＡＴ車使用。

※正職員への登用の可能性あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 公益社団法人　秋田県宅地建物取
引業協会毎　週
秋田県秋田市川尻大川町１番３３号

3人 018-865-1671

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

26人 018-839-3551

不問
56人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20030581

雇用・労災・健康・厚生
05010-19983381

事務

○総務、経理業務担当していただきます。
・文書作成
・労務管理、法務管理
・勤怠管理等
・外出用務あり（社用車使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　秋田医科器械店
毎　週

秋田市仁井田字中谷地１３０－２

その他
秋田県秋田市外旭川字中谷地３５－
１

4人 018-868-6551

パソコン（エクセル・
ワード）使用可能な
方

27人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20051181

営業事務（本社）

○次のような一般事務に従事していただきます。
・各種伝票の整理
・売上のパソコン入力作業
・請求書等の作成
・資材の受注・発注業務
・見積書等の作成
・その他付随する業務を担当します。

＊試用期間３ヶ月あり（同条件）

不問

日祝他 東北電材　株式会社

受付・案内係

○来店されたお客様や、ネットを見て問い合わせされるお客
様に対する賃貸物件の案内及び説明を行っていただきます

＊未経験でも指導いたします。

＊外出はＡＴ社有車使用

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　エル・コミュニケーションズ
その他

秋田県秋田市広面字広面２３１－１

9人 018-887-3880

パソコン（Ｗｏｒｄ、Ｅ
ｘｃｅｌ）できる方

パソコン（ワード、エク
セル）操作できる方
＊入力がスムーズに
できる程度

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20050281

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　エル・コミュニケーションズ
その他

秋田県秋田市広面字広面２３１－１

9人 018-887-3880
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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

インターネットへの掲載
業務

【主な業務内容】
・当社賃貸物件をインターネットに掲載します。
・動画や画像をデジカメで撮影のため、社有車（ＡＴ車）での外
出業務があります。


＊簡単な入力でインターネットへ掲載できますので、未経験
者の方も歓迎します。




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

3人 150,000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 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 7時30分～16時30分
(3) 8時00分～17時00分

月給

1人 165,000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) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3) 9時00分～19時00分

月給

1人 145,000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 45歳以下 (1) 8時30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

月給

2人 185,000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 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

3人 132,000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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)13時00分～22時00分

月給

1人 130,000円～140,000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～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

月給

1人 163,000円～253,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所
(2)12時30分～22時00分

月給

1人 251,442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 45歳以下 就業場所

月給

2人 172,800円～213,600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15分 就業場所

34人 018-847-1510

不問
34人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20034281

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-69258781

金網製造工（自動金網
機械オペレーター）≪急
募≫

○自動金網溶接機械による金網製造作業です（オペレー
ター）
＊２～３人で作業します。
＊資格保有者には製品をクレーンやフォークリフトで置場
　へ移動。
＊作業手袋は当社にて準備いたします。

＊資格がない方は入社後取得していただきます。　（会社負
担）

不問

日祝他 秋田新産線材　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
６７

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

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20071681

店長候補［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
客を中心に、アルバイトの採用教育や店舗マネジメント全般、
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

調理・接客・発注業務

＊フードコート店舗にて、長崎ちゃんぽん・皿うどんの販売における
調理、接客を行っていただきます。
＜主に＞
・接客業務（注文受け、レジ操作、商品提供）
・長崎ちゃんぽん麺、皿うどん類の調理業務
・返却された食器洗い
・清掃業務（厨房内の床・機器類）
・食材の発注、管理業務
※簡単に調理し提供できるマニュアルに沿った教育制度があります
ので、初心者でも安心です。

不問

他 アベニュー東北株式会社　秋田支部
その他

秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－
１　イオンモール秋田３Ｆ

10人 018-853-5846

不問

4人 018-839-7001

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20052081

雇用・労災・健康・厚生
05010-20021981

歯科助手

・受付業務（電話受付、予約確認）
・診療の補助
・その他雑務（院内の掃除、除雪、器具洗い等）

＊制服、院内くつ貸与します。
＊１日の来院患者数は１０名前後です。

不問

日祝他 医療法人　熊谷歯科医院
その他

秋田県秋田市仁井田字中新田５０９

その他
秋田県秋田市東通観音前１－２

20人 018-874-9080

22人 秋田県秋田市

普通自動運転免許
（ＡＴ限定可）
ヘルパー２級・介護
職員初任者研修修
了者以上尚可

資格なしの方も歓
迎します。

350人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20057481

介護員

○ショートステイ内での介護業務全般を担当していただきま
　す。
・入浴、食事、排泄等の生活介助
・利用者の送迎（ＡＴ車）
・病院への付き添い
・その他付随する業務

＊就業時間（４）夜勤は月５回程度あり
※職業訓練修了の方の応募も歓迎します。

他 株式会社　ケアハウス　Ｓｈｉｎ　ショー
トステイ東通

営業スタッフ（合掌堂秋
田店）

仏壇・仏具・墓石に伴う営業販売等を行っていただきます。お客様の
大切なお買い物のサポートをさせていただくお仕事です。お客様に
ご満足いただけるようしっかりと思いを汲み取り、販売するのではな
く、「アドバイスさせていただく」気持ちでお客様の心に寄り添うサー
ビス提供をしていただける方をお待ちしています。
葬祭の基礎知識や販売・接客・営業テクニックなどは経験がない方
でも安心して働いていただけるように充実した研修を準備しておりま
す！
営業のお仕事が好きな方、興味のある方、お客様の人生に携わるお
仕事がしたい方大歓迎です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　へいあん秋田
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－７５

5人 018-862-5115

不問

8人 018-824-1211

営業やセールスの経
験、
パソコン操作（エクセ
ル、ワード、メールな
ど）

12人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-19993681

雇用・労災・健康・厚生
05010-20004381

営業・一般事務

○地元や首都圏などの各種団体や大学などを訪問し、国際
規模、全国規模のコンベンション（学会や大会など）を秋田市
へ誘致していただきます。
○その他、一般的な事務として、コンベンション調査や開催支
援の事務手続きなどをしていただきます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 公益財団法人　秋田観光コンベン
ション協会毎　週
秋田県秋田市大町二丁目２－１２

隔　週
秋田市楢山登町７－５１

4人 018-835-2959

・パソコン操作（エク
セル、ワード等）
・メール受配信操作

4人 秋田県秋田市

4人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20066481

企画営業

○印刷物を中心とした営業に従事していただきます。
・官公庁、企業、個人宅等既存の顧客への営業活動および
実績管理、顧客管理等（新規開拓もあり）
・電話応対、原稿等の打ち合わせおよび聞き取り
・納品業務
・実績により印刷物を中心とした企画、提案
・カレンダー販売
＊既存のお客様が中心です。
＊主に秋田市内を中心に社有車を使用（ＡＴ軽バン）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　東海林印刷

ガソリンスタンド販売

○ガソリンスタンドにおける自動車への給油、油外商品の販
売に従事していただきます。
・冬期間の自動車タイヤ交換作業
・お客様の自宅、会社等への灯油配達（２ｔトラックＭＴ車
・灯油代金の集金業務
・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
危険物乙種第四類
または丙種

他 共和オイル　株式会社
その他

秋田県潟上市飯田川飯塚字中谷地
７０－２

4人 018-877-2668

経験者優遇

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19996481

普通自動車免許
（ＡＴ車限定不可）

日祝他 有限会社　久保田石油
その他

秋田県秋田市寺内後城２２－１８

5人 018-845-0440

平成30年10月15日発行（平成30年10月12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

ガソリンスタンド販売員

○ガソリンスタンドにおいて、お客様の車に給油する業務や
洗車等、ガソリンスタンドに関する一般業務に従事していただ
きます。

※中途採用の方でも、お盆休み、正月休み、特別有給休暇を
付与します。


℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 172,800円～213,600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15分 就業場所

時給（月額換算）

2人 148,500円～148,500円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

月給

1人 131,000円～140,000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10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30分～17時30分 就業場所

月給

1人 180,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 130,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 202,000円～272,000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～16時45分 就業場所

月給

1人 202,000円～272,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時45分 就業場所

日給（月額換算）

1人 172,800円～172,800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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 190,000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00分 就業場所

月給

1人 136,700円～136,700円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05060- 5791181

その他
秋田県横手市大雄小林７８

12人 0182-52-2141

不問
27人 秋田県秋田市

289人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05060- 5802481

生コン輸送業務（秋田
市雄和）

◇１０ｔ車（生コン車）にて生コンの運搬を行っていただきます。

・運搬先は主に秋田市内で、会社から１時間程度の現場とな
ります。

・工場内の作業や清掃業務があります。

【未経験の方も歓迎します】

大型運転免許

日他 秋南アサノコンクリート　　株式会社

海上コンテナ（４０ｆ／２
０ｆ）の輸送業務【１年契
約】

◇大型トレーラーでの海上コンテナ輸送

・大型トレーラーを運転して、秋田港から主に秋田県内へコン
テナ（４０ｆ／２０ｆ）を運送します。

・１日運行となります。

＊原則荷役作業はありません。

・大型牽引免許必
須

日祝他 ヨコウン　株式会社
その他

秋田県横手市卸町８－１４

10人 0182-32-3670

不問

10人 0182-32-3670

不問
289人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05060- 5801581

雇用・労災・健康・厚生
05010-20053381

海上コンテナ（４０ｆ／２
０ｆ）の輸送業務

◇大型トレーラーでの海上コンテナ輸送

・大型トレーラーを運転して、秋田港から主に秋田県内へコン
テナ（４０ｆ／２０ｆ）を運送します。

・１日運行となります。

＊原則荷役作業はありません。

・大型牽引免許必
須

日祝他 ヨコウン　株式会社
その他

秋田県横手市卸町８－１４

その他
秋田県秋田市南通亀の町２－２１

23人 018-835-1210

不問
62人 秋田県秋田市

18人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19985981

送迎運転・施設管理

○「稲庭クリニック」で送迎運転・施設管理の業務に従事し
　ていただきます
・通所利用者の送迎業務
・施設営繕・管理業務
・その他、関連施設の見回り


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
大型運転免許等あ
れば尚可

日祝他 医療法人　わらべ会

建設機械修理

○各種建設機械（バックホー、ブルドーザー、ローダー等）
の修理・整備等 車両系建設機械

中型（８ｔ限定）以上
ＡＴ不可

日 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

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年11月5日～平
成30年12月31日 雇用・労災

05010-20037381

雇用・労災・健康・厚生
05010-20018281

レンズ製品の加工・検
査　　　　【秋田市】

○高性能光学プリズム製造工場での簡単な目視検査業務に
従事していただきます。

・光学製品を出荷前や製造工程でチェックするお仕事です。

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

その他
秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
２９

92人 018-862-5141

不問
92人 秋田県秋田市

14,000人 秋田県秋田市
平成30年11月5日～平
成30年12月31日 雇用・労災

05010-20033881

洋服のマトメ作業（正社
員）

○洋服のまつり、糸くず取り、釦付等のマトメ手作業
○洋服の部分縫い
＊各作業は手縫いとなります。 不問

日祝他 秋田ファイブワン工業　株式会社

お肉の加工・包装【秋田
市】

○派遣先事業所において、次の業務に従事していただきます
・食肉をカットするなどの加工
・包装、値付け　など

＊未経験でもできる作業です。

不問

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

0人 0120-709-707

不問

不問
34人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20031481

不問

日祝他 秋田新産線材　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
６７

34人 018-847-1510

6ページ中 4ページ

平成30年10月15日発行（平成30年10月12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

金網製造工（溶接）≪
急募≫

○鉄筋の溶接作業（アーク溶接・半自動溶接）
＊２～３人で作業します。
＊資格保有者には製品をクレーンやフォークリフトで置場へ
移動。
＊作業手袋は当社にて準備いたします。

＊資格がない方は入社後取得していただきます。　（会社負
担）

ドライバー

○自社～現場、現場～現場等へ重機（各種建設機械）の運
搬の業務に従事していただきます。

＊業務範囲は秋田県全域となります。

大型免許・大型特
殊免許

日祝他 株式会社　中央運輸
隔　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２８２

8人 018-878-7007

不問
8人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19980281

運転業務（秋田厚生医
療センター）

○「秋田厚生医療センター」での運転業務を担当していただ
　きます。
・検診車の運転（大型車）
・病院職員の送迎（普通車ＡＴ）
・市内の書類配達等

＊年度毎の契約更新あります。

大型自動車１種運
転免許

土日祝 厚生ビル管理　株式会社

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-20089681

毎　週
秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

37人 018-823-4061

不問
600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～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 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 148,400円～212,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 165,000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

3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) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 147,000円～211,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 137,760円～137,760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45分 就業場所

時給（月額換算）

1人 137,760円～137,760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45分 就業場所

時給（月額換算）

7人 137,760円～137,760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45分 就業場所

時給（月額換算）

1人 137,760円～137,760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45分 就業場所

6ページ中 5ページ

平成30年10月15日発行（平成30年10月12日受付分)　Ｎｏ．５

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

重機オペレーター

○各建設現場における土木工事に係る重機オペレーターの
業務に従事していただきます。

＊その他付随する業務


車輛系運転資格
移動式クレーン
玉掛

日祝他 株式会社　秋田中央機工
隔　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２８２

32人 018-878-7777

不問
55人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19989881

土木オペレーター

○一般土木工事作業に従事していただきます。
・バックホー（３ｔ以上）、ローダーのオペレーター


＊現場は秋田市内



車両系建設機械
（整地、運搬）
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）　

土日他 株式会社　永井建設
毎　週

秋田県秋田市太平寺庭字寺庭２２２
－１

2人 018-838-3801

オペレーター経験１
年以上

2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20007581

業務社員

≪当社はビルメンテナンス業の会社です≫
・建物の定期的清掃全般
（床ワックスがけ、窓ガラス清掃他）
・各種作業報告書の作成等
・清掃以外の建物メンテナンスの仕事
（水関係、空調関係）

＊現場への移動には社用車を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　エフシービルテック
その他

秋田県秋田市仁井田字古川向２２－
４

8人 018-874-9371

不問
64人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19998881

設備社員

○設備社員として、建物保守管理等業務全般に従事していた
だきます。
・設備メンテナンス業務・給水設備
・空調関係工事・消防設備
・その他付随する業務
＊制服は貸与あり
＊現場は秋田市内を中心に秋田県内
＊現場への移動には社用車を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
＊設備関係の免
許・資格あれば尚
可

日他 株式会社　エフシービルテック
その他

秋田県秋田市仁井田字古川向２２－
４

8人 018-874-9371

不問
64人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19999281

配管工

○水道工事及び冷暖房工事において配管工の業務に従事し
ていただきます。
・現場は主に秋田市内ですが、男鹿市から由利本荘市までの
地域が現場になることもあります。
・現場までは社用車を使用し、８時の作業開始時間までに集
合していただきます。
・３～４人体制の仕事で、１日で完成する仕事もあれば、２週
間位要する仕事もあります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　遠藤設備
その他

秋田県南秋田郡井川町今戸字縄手
添８３

2人 018-874-2102

不問
2人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災・健康・厚生
05010-20064981

土木作業員

○土木作業、舗装工事作業に従事していただきます。

＊現場は秋田市内が中心になります。その他、市外の現場と
なることもありますが多くはありません。
＊現場には事務所から向かいます。
＊未経験者の方にも、丁寧に作業内容を指導いたします。
　働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　英明工務店
隔　週

秋田県秋田市新屋船場町６－５３

35人 018-862-6850

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20016781

郵便外務（追分）

○バイクによる郵便物の配達業務等に従事していただきます

＊悪天候でもバイク等での配達になります

＊当初の雇用は約２ヶ月ですが、その後本人の勤務状況に
より約６ヶ月毎の更新を予定しています。

＊正社員登用制度あり

自動二輪車免許

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

11人 018-823-0911

不問
890人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20008481

郵便外務（天王）

○バイクによる郵便物の配達業務等に従事していただきます

＊悪天候でもバイク等での配達になります

＊当初の雇用は約２ヶ月ですが、その後本人の勤務状況に
より約６ヶ月毎の更新を予定しています。

＊正社員登用制度あり

自動二輪車免許

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

17人 018-823-0911

不問
885人 秋田県潟上市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20009781

郵便外務（秋田中央）

○バイクによる郵便物の配達業務に従事していただきます。

＊悪天候でもバイクでの配達になります。

＊当初の雇用期間は約２ヶ月ですが、その後、本人の勤務状
況等により約６ヶ月毎の更新あり。

＊正社員登用制度あり。

自動二輪車免許

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

890人 018-823-0911

不問
890人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20013981

郵便外務（大久保）

・バイクによる郵便物の配達業務等に従事していただきます

＊悪天候でもバイク等での配達になります

＊当初の雇用期間は２ヶ月です。その後本人の勤務状況等
により６ヶ月毎の更新を予定しております。

＊正社員登用制度あり

自動二輪車免許

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

14人 018-823-0911

不問
890人 秋田県潟上市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20044081

℡ 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 133,056円～133,056円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 154,000円～154,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 127,600円～159,500円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

6ページ中 6ページ

平成30年10月15日発行（平成30年10月12日受付分)　Ｎｏ．６
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

清掃スタッフ

○施設内外の清掃等に従事していただきます。
・共有設備（ホールやトイレなど）の清掃。
・玄関等の清掃。
・居室清掃。
・リネン交換等。
・施設の衛生等に関する業務等もあります。
・買い物をして頂くこともあります。
・社用車使用

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
介護職員初任者研修
又はホームヘルパー
２級あれば尚可

他 有限会社　湯の里　住宅型有料老人
ホーム　なごみ毎　週
秋田県秋田市仁井田字西潟敷１７－
４

5人 018-892-7275

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20088381

作業助手

○秋田県全域での廃タイヤの収集運搬業務に従事していた
だきます。

・タイヤ販売店から処分場（岩城町）までの運搬業務となりま
す。

＊雇用期間は１２月下旬までの２ヶ月未満となります。

不問

日祝他 有限会社　タカショウ　秋田支店
その他

秋田県秋田市泉北２－２－１１

5人 018-896-7240

不問
17人 秋田県秋田市

～平成30年12月31日
労災

05010-20027181

作業員

○各種建設機械の洗車・整備・整理等
・各種資材の洗浄

＊正社員登用制度有

不問

日 光工業　株式会社

雇用・労災・健康・厚生
05010-19984681

隔　週
秋田県潟上市天王字棒沼台２８２

17人 018-878-4367

不問
18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．　１０月１５日　㈱和敬園「施設名：ショートステイ御所野の森」【介護職】
　２．　１０月１６日　㈱虹の街【訪問看護師、訪問介護員、看護師・准看護師、介護員、調理員　他】
　３．　１０月１７日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、典礼ｱｼｽﾃﾝﾄ、会員ｻﾎﾟｰﾄ係、精算事務ﾊﾟｰﾄ　他】
　４．　１０月１８日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　５．　１０月１９日　秋田キャッスルホテル【ﾎﾃﾙ内調理補助、食器洗浄、病院・介護施設の調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　６．　１０月２２日　社会福祉法人幸楽会【看護師・准看護師、介護員、訪問介護員】
　７．　１０月２３日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員　他】
　８．　１０月２４日　㈱ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･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】
　９．　１０月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
１０．　１０月２６日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、介護員、看護師・准看護師、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
１１．　１０月２９日　㈱和敬園「施設名：ショートステイ御所野の森」【介護職】
１２．　１０月３０日　㈱そごう・西武　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
１３．　１０月３１日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 242,800円～447,980円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 174,602円～185,893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30分～17時15分 就業場所

月給

2人 170,000円～170,000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 就業場所

月給

1人 198,700円～204,300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 170,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
フレックス 企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 9時30分～17時30分 就業場所
(2) 9時30分～22時00分
(3)12時00分～15時00分

月給

10人 154,000円～154,000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

月給

1人 185,000円～315,000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) 7時30分～16時30分 就業場所
(2) 7時30分～15時30分

日給（月額換算）

1人 132,804円～132,804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

日給（月額換算）

1人 132,804円～132,804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

日給（月額換算）

1人 132,804円～132,804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

018-829-5000

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌが出
来る方（必須）

945人 秋田県秋田市

秋田赤十字病院
毎　週

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
２２２－１

事務員（地域医療連携
課）【限定雇用】

○事務業務に従事していただきます。

・紹介患者の受診連絡、結果報告並びに諸記録の作成整備
・他医療機関に関する各種情報の収集、整備他

※平成３０年１１月２６日から平成３２年１月３１日までの限定
雇用です。

　≪申込締切　平成３０年１１月９日（金）≫


不問

土日祝他

１．昭和３４年４月２
日以降に生まれた
方
２．作業療法士免
許を有する方又は
平成３０年度中に
実施する試験で免
許を取得する見込
みの方

945人

毎　週

018-829-5000

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌが出
来る方（必須）

945人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-19932181

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-19931281

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-19930881

事務員（地域医療連携
課）

○事務業務に従事していただきます。

・紹介患者の受診連絡、結果報告並びに諸記録の作成整備
・他医療機関に関する各種情報の収集、整備他

※平成３０年１０月１５日以降、随時雇用開始です。


不問

土日祝他 秋田赤十字病院

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
２２２－１

945人

毎　週
秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
２２２－１

945人 018-829-5000

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌが出
来る方（必須）
（会計業務経験者
優遇）

945人 秋田県秋田市

27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19962781

事務員（会計課）


○事務業務に従事していただきます。

・出納業務　等

※平成３０年１０月１５日以降、随時雇用開始です。


不問

土日祝他 秋田赤十字病院

事務職員（事務長）
○事務業務に従事していただきます。
・パソコン操作
・メールで送信された書類について、内容確認、返信する作業
・電話応対、来客対応
・環境整備等
・その他付随する業務
＊事務業を朝からまかせられる・管理業務が務まる人。
＊幼稚園等で子供に携わったことがある方や、保育施設での会計経
験がある方歓迎。
現時２人以上の事務経験者がいますが長になれる方

不問

土日祝他 【認定こども園】学校法人　伊東学園
けやき平こども園毎　週
秋田県秋田市飯島字前田表２４８

17人 018-845-7985

事務経験のある方
パソコン操作（ワード・
エクセル）のできる方
会計処理の経験者

139人 018-828-8970

基本的なＰＣスキ
ル

551人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-19968681

雇用・労災・健康・厚生
05010-19914881

事務（保険金支払支援
業務）

・当社コンタクトセンターでお客さまにロードアシスタンスサービスを
提供した後、お車の修理中に必要となる代車（レンタカー）の手配、
専用システムに入力する業務、お客さまが立て替えた費用等に関す
る書類発送業務などを行います。
※電話対応と事務作業の比率はおよそ半々です。
・キャリアアップ制度があり、入社１年でキャリアアップしている社員
もいます。
・正社員登用を積極的に行います（契約社員でも継続して雇用予定
です）。
・入社日は２０１９年２月１日です。

不問

土日祝 株式会社プライムアシスタンス
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－５０ＣＲ
ファクトリー２階

その他
秋田県秋田市四ツ小屋字城下当場１
８－１

7人 018-893-5212

パソコン操作（Ｗｅｂ
検索、メール操作
等）

7人 秋田県秋田市

136人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19965181

技術スタッフ

・イベント会場での映像機器の設営・撤去
・オペレーター
・機材の管理・メンテナンス
・社用車（ＡＴ）運転あり

＊専門的な機材を取り扱っていますが、未経験でも大歓迎で
す。少しでも興味のある方、とりあえずやる気だけはある方、
一度見学に来てください。指導はきちんと行います。
＊昇給については、やる気と能力によって上がります！

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ＴＲＡＮＳ　ＭＩＳＳＩＯＮ

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

○介護支援業務に従事していただきます。
・居宅介護支援事業所における契約利用者のケアプラン作成
業務
・利用者宅への訪問
・関係機関との調整
・介護の実施支援　等
・その他付随する業務
＊外出には社有車（軽・ＡＴ車）を使用します。

・介護支援専門員
資格
・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）

土日祝 社会福祉法人　新成会　特別養護老
人ホーム新成園毎　週
秋田県秋田市浜田字元中村２８０－
９

69人 018-828-0022

不問

47人 018-868-3700

不問
47人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-19963881

雇用・公災・健康・厚生・財
形 05010-19969981

保育士（Ｏ～５歳児）

○幼保連携型認定こども園「あさひかわこども園」の保育業
務に従事していただきます。
・０～５歳までの保育及び教育業務、その他補助業務を行っ
ていただきます。（園児１０名前後）


＊子供が好きな方歓迎します。



幼稚園教諭免許及
び保育士免許

土日祝他 学校法人　秋田市旭川幼稚園
毎　週

秋田県秋田市泉東町８－５６

作業療法士

秋田県立脳血管研究センターまたはリハビリテーション・精神
医療センターに勤務して専門的技術業務に従事します。

他 地方独立行政法人　秋田県立病院
機構　本部事務局毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番１０
号

762人 018-833-0115

762人 秋田県秋田市

平成30年10月12日発行（平成30年10月11日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

総合職（技術・図面業
務：空調衛生設備）［秋
田／横手／大仙

各建設現場における設備施工管理業務に従事して頂きま
す。
＊未経験の方には丁寧に基本から教育させて頂きます。
＊未経験やブランクのある方も歓迎致します。
＊随時、各地域にて面接や会社説明会を行っております。
　予約や今後のスケジュール等はお気軽にご連絡ください。
＊就業場所は応相談させて頂きます。
【画像情報あり】
　ハローワークの求人検索パソコンで画面下の『事業所情報
表示』をクリックすると、画像情報をご覧いただけます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　メイジン
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
８　第１日本オフィスビル７階

87人 022-224-6841

パソコン操作（エク
セル、ワード）

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-68836981

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 140,000円～140,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 145,000円～165,000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10分 就業場所

時給（月額換算）

1人 171,808円～171,808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40分 就業場所

月給

1人 144,000円～184,000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

月給

1人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時40分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～165,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～15時00分 就業場所
(2) 8時00分～16時00分
(3)11時00分～19時00分

月給

2人 183,000円～223,000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) 7時30分～16時00分
(3)11時30分～20時00分

月給

1人 172,000円～215,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 69歳以下 就業場所

月給

1人 300,000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

日給（月額換算）

2人 143,400円～178,500円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 155,600円～244,100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 35歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～16時00分

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19904481

総合職

○主に秋田市内及び近郊のショップへのルートセールス、
　配達、入出庫
・在庫管理
・債権管理
・業務全般　など

＊配達は社有車使用


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　東北ジーワイ　秋田営業
所その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４４

7人 018-865-2580

不問

64人 018-846-5731

不問
64人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-19935681

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19960581

セレモニーアドバイザー

○各種イベント時の会社ＰＲ及び、お客様宅を訪問して、も
　しもの時に備えレゼール「みどりの会」の会員システムを
　ご案内する業務です。

＊「みどりの会」とは、１家族１万円の入会金で各種割引を受
けられる会員システムです。　　　　　　　　　　　　

＊未経験者の方でも応募可能です。
　入社後、丁寧に指導いたします。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ジェイエイ秋田葬祭セン
ターその他
秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
２８

その他
秋田県秋田市泉北三丁目４番２０号

38人 018-862-7947

　営業及びマネジメ
ント経験

38人 秋田県秋田市

85人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
11040-18645481

営業幹部

○建設業はサービス業である。我々は建設サービス産業を目
　指し、社会に貢献する事を目的とする。
・セブンイレブンの秋田県内全店舗の開発をセブンイレブン
　ジャパン・リクルートスタッフとともに展開する業務
・その他流通店舗に関しては土地情報の提供による受注活動
・ＡＳＪの住宅イベントを通じて全国の登録建築家と顧客を
　マッチングさせ設計から施工まで顧客をサポートする業務
＊秋田県内全域、一部他県あり
＊マイカー使用（ガソリン代支給）　
＊就業時間：（２）は土曜日（休憩なし）

　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 加藤建設　株式会社

自宅を拠点とした営業
（秋田・山形エリア）

◇クライアント（電機メーカー）の営業を代行する業務です

　・秋田、山形エリアの家電量販店を巡回
　・商品展示状況のチェック、メンテナンス
　・営業先との販促コミュニケーション
　・各種情報収集
　・クライアントへの報告書提出
　※巡回営業はペアで行うことを基本とし、マイカーを使用

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）必
須

土日他 株式会社　ライフマスター
毎　週

埼玉県富士見市ふじみ野東１丁目２
１番１号

2人 049-257-4971

・家電又は営業ラウン
ダーの経験、知識
・パソコン操作（ワー
ド、エクセル）
・スマートフォン操作

14人 018-833-2475

不問
14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19909081

雇用・労災・健康・厚生
05010-19906881

ガソリンスタンド　スタッ
フ

・ガソリンスタンドでの給油サービス
・オイル交換、タイヤ交換、洗車作業
・車のメンテナンス、灯油配達、集金業務
・ＰＲ業務（チラシ配布）などを行います。
＊社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　小林商店
その他

秋田県秋田市旭川南町８－３４

その他
秋田県秋田市雄和妙法字上大部６４
－１

6人 018-886-2134

不問
6人 秋田県秋田市

63人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19905781

給油係

○ガソリンスタンドでの業務全般に従事していただきます。
・給油作業　・電話応対　・レジ操作
・車内のゴミ、吸い殻の廃棄
・タイヤ、オイル交換作業等

＊常時３人体制での勤務となります。

＊危険物免許所持者は、灯油配達作業等もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
危険物乙種丙種保
有者尚可

他 株式会社　雄和石油

鮮魚パック詰業務

○鮮魚パック、店頭出し、販売業務に従事していただきます。

＊基本的にはパック詰め作業で、慣れてくれば多少加工作業
　の可能性あります。
＊市場に物を取りに行ってもらうことがあるため、社用車を運
転する場合があります。配達はありません。（軽トラＡＴ車）
＊未経験の方でも慣れるまで丁寧に教えます。
＊試用期間２ケ月あり（同条件）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　せきや
隔　週

秋田県秋田市大町１丁目４－２２

59人 018-862-5477

不問

4人 018-884-1525

不問
45人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19915281

平成30年10月22日～
平成30年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

03010-25253281

ショールーム受付スタッ
フ及び事務スタッフ（秋
田店）

◇ショールーム受付及び事務スタッフとして従事していただきます。
・来客者の対応、電話受付
・営業社員の資料作りのサポート等
・イベント時の受付対応やＤＭの印刷、発送など
・ポップ作成
・店内飾り付け
・その他業務に必要な書類の作成
＊マイカー持込み可能な方（車両手当支給）
（外出の場合は、マイカーを使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　秀和住研
その他

秋田県秋田市横森３丁目１１－７　魁
ハウジングパーク内

毎　週
岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９－１
マリオス　１３階

0人 019-621-5088

営業事務経験
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基本
操作

9,074人 秋田県秋田市

350人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19951981

部署アシスタント（秋田
市）

派遣先事業所において下記の業務を行っていただきます。
大手食品メーカーでのお仕事です。
受発注処理、電話・メール対応、請求書処理、伝票起票、
資料作成など。

＊一人事務の時間があります。

不問

土日祝他 株式会社　パソナ　パソナ・盛岡

工場事務（土崎工場）

○土崎工場内で事務業務全般を行っていただきます。
　
・工場作業実績の集計作業や分析作業
・電話応対
・伝票作成
・その他付随する業務

不問

土日他 秋田基準寝具　株式会社
毎　週

秋田県秋田市八橋字イサノ６－１

75人 018-862-4525

不問

不問
29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19928981

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　加賀屋薬局
隔　週

秋田県秋田市川尻上野町１－７３

7人 018-874-7007

4ページ中 2ページ

平成30年10月12日発行（平成30年10月11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

医療事務

○医療事務全般に従事していただきます。
・処方箋受付
・レセプトコンピューター入力
・店舗清掃など

＊他の薬局への用務あり。
（自家用車使用：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 150,000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 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 165,000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 35歳以下 就業場所

月給

1人 166,500円～181,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 136,000円～182,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

2人 180,000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～19時00分 就業場所

月給

2人 145,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時10分 就業場所

日給（月額換算）

2人 142,800円～142,800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)18時00分～ 8時00分 就業場所

月給

2人 210,000円～225,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 170,000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) 7時00分～16時00分 就業場所

時給（月額換算）

3人 133,168円～138,040円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

30人 0187-84-3707

不問
40人 秋田県南秋田郡五城目町

平成30年10月22日～
平成30年12月20日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 5795581

雇用・労災・健康・厚生
05010-19955881

車載用電装部品の製
造【五城目町】

＊ハーネスの組み付け
　外観検査
　その他付随する業務
※立ち作業になります。
＊派遣期間：Ｈ３０年１０月２２日～Ｈ３０年１２月２０日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
平成３３年１０月２１日です。

普通自動車免許
（通勤用）

土日他 北斗通信工業　株式会社
毎　週

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

その他
秋田県秋田市飯島穀丁１２番１０号

18人 018-847-5677

不問
18人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19912481

作業員

○「秋田製錬所　飯島製錬」での作業になります。
・プラスチック部品を約１ｍ四方のアルミ板（１５Ｋｇ）の両側
２ヶ所へ取り付けて、熱風炉で溶着を行う作業に従事　してい
ただきます。
＊溶炉内を密封して溶着作業を行うため、工場内は暑くあり
ません。

不問

日他 有限会社　フジテック

伐採作業

○高所伐採作業、伐木の片付け等に従事していただきます。
・バケットに乗り、電線にかかった枝等を伐採する
・地面に落ちた枝等を集めてトラックに積み、運搬する
・災害時の木の伐採等

＊現場は主に秋田市内ですが、災害対応の応援で県外への
出張もあります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 有限会社　フォレスト専科
毎　週

秋田県秋田市広面字釣瓶町１８２

4人 018-835-8400

不問

64人 018-846-5731

不問
64人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-19933081

雇用・労災・健康・厚生
05010-19952581

夜間宿直・搬送業務他

・宿直・搬送業務他
・宿直電話対応なども担当していただきます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ジェイエイ秋田葬祭セン
ターその他
秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
２８

毎　週
秋田県秋田市八橋字イサノ６－１

75人 018-862-4525

不問
350人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-19953481

仕上工（土崎工場）【正
社員】

○当社で扱う各種製品の仕上げ作業等を担当します。
・リネン品の仕上げ作業（機械にリネン品を投入します）
・アイロンがけ
・ガウン等のたたみ作業など
・その他、付随する業務

不問

土日他 秋田基準寝具　株式会社

理容師

○理容全般の業務を担当していただきます。
【仕事内容詳細】
・調髪、パーマ、カラー、アイロン等
・店内清掃等その他付随する業務

＊ブランクのある方も申込できます

＊パート勤務についても相談に応じます。

理容師免許

月他 ヘアークリニック明星
その他

秋田県秋田市東通２丁目１４－１

3人 018-836-5900

不問

87人 018-882-3701

不問
151人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19956281

雇用・労災・健康・厚生
05010-19926381

看護補助者

○精神科病棟の看護補助業務全般を担当していただきま
す。
・食事の介助、身のまわりの世話、入浴、排泄介助
・器材の洗浄、交換　等
・その他、付随する業務

＊就業時間（２）夜勤は月４回程度あります


不問

他 医療法人　祐愛会　加藤病院
その他

秋田県秋田市河辺戸島字上野４－３

その他
秋田県秋田市外旭川字三後田１４２

211人 018-868-5511

不問
278人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19927681

介護福祉士〈外旭川病
院〉

○患者の入浴、食事、排泄等の介助、環境整備、日常生活のお世
話等の看護補助業務全般を担当していただきます。
※看護師の指示による看護補助業務となります。
※外旭川病院では、介護職員６９名のうち介護福祉士は６２名在籍
しております。
※夜勤は療養の各病棟、看護師１名、介護福祉士２名体制の計３名
体制です。そのほかに当直医師と看護管理応援者もおります。
※未経験の方には、マンツーマンによる１年間の指導体制があり、
安心して就業できます。

介護福祉士

他 医療法人　惇慧会

営業職

○壁紙、カーテン、ブラインド、床材、カーペット等の内装材及
び副資材の卸売業【主に県内内装工事店】
・主な仕事内容は営業活動、配達業務、債権管理業務となり
ます。

＊社用車を使用します。
＊営業範囲は県内全域が対象となります。
＊基本はルート営業となります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 アクトリー株式会社秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市新屋朝日町１３－２０

4人 018-865-6956

パソコン操作可能
（ワード、エクセル、
パワーポイント程
度）

不問
5人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19911581

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　南秋ガス
毎　週

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地１６９番地１

5人 018-875-5311

平成30年10月12日発行（平成30年10月11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

営業職

○営業職に従事していただきます。
・ＬＰガス：ガス機器、住宅設備機器の販売、設置、点検
灯油、バナジウム天然水の販売
・パソコン入力業務
＊お客様からの相談、要望を受け最適な商品、サービスの提
案、販売を行います。
・社用車使用

℡ 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）

5人 168,800円～168,800円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給（月額換算）

3人 133,168円～133,168円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給（月額換算）

3人 133,168円～133,168円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

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

7人 022-284-1188

不問
96人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

04010-68936281

平成30年11月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 5797781

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
（ＡＴ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

その他
大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

不問
40人 秋田県秋田市

40人 秋田県秋田市
平成30年11月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 5796481

フレキシブル基盤製造
【秋田市】

＊フレキシブル基盤の製造に係る
　・加工オペレーター　・組立、検査
　・その他付随する業務
※日勤のみも可
＊派遣期間：Ｈ３０年１１月１日～Ｈ３０年１２月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３３年１０月５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

日他 北斗通信工業　株式会社

圧力センサー製造【秋
田市】

＊圧力センサーの製造に係る
　・加工オペレーター　・組立、検査
　・その他付随する業務
※日勤のみも可
＊派遣期間：Ｈ３０年１１月１日～Ｈ３０年１２月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３３年１０月５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

日他 北斗通信工業　株式会社
その他

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

不問

不問
40人 秋田県南秋田郡五城目町

平成30年11月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 5802881

不問

土日他 北斗通信工業　株式会社
毎　週

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

4ページ中 4ページ
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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

部品加工・組立【五城
目町】

＊輸送機器部品の加工・組立
＊専用加工機の操作や手作業による組立

＊派遣期間：Ｈ３０年１１月１日～Ｈ３０年１２月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３２年１月１７日です。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 200,000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～17時30分 就業場所

月給

2人 320,000円～470,000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 180,000円～300,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 182,163円～182,163円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 34歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 200,000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～17時30分 就業場所

月給

2人 230,000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 189,119円～189,119円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 29歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

2人 243,600円～260,400円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

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

月給

1人 210,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

2人 203,120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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)16時30分～ 9時00分

土木設計業務経験
者等

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19839681

測量士、測量士補
等、業務に関連する
資格
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　水建技術
毎　週

秋田県秋田市仁井田本町６丁目４－
１１

12人 018-829-2131

平成30年10月11日発行（平成30年10月10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

設計技師

・秋田県発注の農業土木設計で主に土地改良関係の設計・
積算を行う。

＊現場は主に秋田県内、その他東北圏内もあります

＊現場への車は社用車（ＡＴまたはＭＴ）を使用

（派）土木施工管理［秋
田市］

大手建設会社での土木施工管理

・土木工事における安全管理。
・ＥＸＣＥＬ、ＷＯＲＤでの各種書類作成
・ＣＡＤを使用しての簡易図面修正
・各業者との連絡・指示等

※業界未経験の方も大歓迎！！！

不問

土日祝他 株式会社　セレクティ　仙台本社
毎　週

宮城県仙台市青葉区二日町３－１０
グランシャリオ６階

1人 022-398-8556

不問
420人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-68504581

舗装工事監理（経験
者）

○舗装工事の現場代理人（現場監理）
・施工計画作成
・工程進捗管理
・安全管理等

＊２ｔトラック、普通車の運転あり（ＭＴ車）
＊現場は主に秋田県内
＊雇用期間は１年毎に原則更新します。


土日祝他 秋田ニチレキ　株式会社　秋田営業
所毎　週
秋田県秋田市四ツ小屋字古川敷１４
－３

20人 018-839-9171

48人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-19827281

環境検査技術職

○環境検査に係る環境計量士、簡易専用水道検査員、浄化
槽検査員の職務
＊採用は平成３１年４月１日からとなります。
＊詳細は当法人ホームページからご確認ください。
【環境計量士・簡易専用水道検査員・浄化槽検査員のいずれ
かの資格を有する方は環境検査技術職の正社員として採用
します。資格を有しない採用予定者は、浄化槽の資格を取得
するまでは一般事務職の給与（大卒１６８，９５７円）　とし、資
格取得後に環境検査技術職の格付となります】

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

普通自動車免許以
上（ＡＴ限定不可）
土木施工管理技士
１級又は２級資格
者優遇

349人 018-831-2011

349人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-19849581

上記の学歴または
環境計量士・簡易
専用水道検査員・
浄化槽検査員のい
ずれかの資格を有
する方

補償業務

・秋田県、秋田市、農林水産省の補償業務で主に調査・積算
を行う

＊現場は主に秋田県内、その他東北圏内もあります

＊現場への車は社用車（ＡＴまたはＭＴ）を使用

補償業務管理士また
は建築士　いずれか
必須
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　水建技術
毎　週

秋田県秋田市仁井田本町６丁目４－
１１

12人 018-829-2131

補償業務経験者等
13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19840481

訪問看護ステーション
正看護師（常勤）

・体温、脈拍、血圧、呼吸など心身の状態を観察し、異常の早期発
見、予防につとめます。
・健康チェックとご相談に対応いたします。
・フットケアを通した自立支援をいたします。
＊訪問件数は一日６件程度
＊訪問先は秋田市内が中心です。
＊訪問車両あり（スズキ・ラパン）通勤使用可
　通勤で使用した場合は通勤手当なし
＊携帯電話、ｉＰａｄ貸与
＊制服貸与（スクラブ着用・カラーは自由選択）

看護師免許
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　彩の風
毎　週

秋田県秋田市牛島東３丁目９番７号
アルカサール城南１０１号室

6人 018-853-1016

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19823581

看護師

○健（検）診・検査事業に係る看護師の職務

＊採用は平成３１年４月１日からとなります。
＊詳細は当法人ホームページからご確認ください。


土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

349人 018-831-2011

349人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-19861381

看護師の資格を有
する方
または平成３０年度
中に実施される看
護師の国家試験で
看護師の資格取得
見込みの方

看護師（正・准）

○外来のみの看護師業務全般
・夜勤はありません

＊就業時間（１）月・火・木・金曜日
　　　　　（２）水・土曜日／休憩なし

＊就業時間は相談に応じます。

看護師または准看
護師

日祝他 医療法人　秋田医仁会　秋田メモリ
アルクリニックな　し
秋田県秋田市南通亀の町７－２６

16人 018-836-6070

不問
44人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19864581

看護師（正・准）

○外来のみの看護師業務全般
・夜勤はありません

＊就業時間（１）月・火・木・金曜日
　　　　　（２）水・土曜日／休憩なし

＊就業時間は相談に応じます。

看護師または准看
護師

日祝他 医療法人　秋田医仁会　秋田メモリ
アルクリニックな　し
秋田県秋田市南通亀の町７－２６

16人 018-836-6070

不問
44人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19865481

看護師（介護老人保健
施設　湖東老健）

○施設利用者様の看護業務全般を担当します。
・医師のサポート等
・その他付随する業務
＊就業時間（１）（２）のシフト勤務
　休憩時間は（１）６０分、（２）１２０分です。
　（２）は夜勤で月５回程度、応相談
働き方改革関連認定企業【くるみん】
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

看護師

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

57人 018-877-7110

不問
354人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-19869181

℡ 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 185,450円～345,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

2人 185,140円～185,140円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 179,040円～179,040円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 235,800円～235,800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 152,000円～185,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 152,000円～217,000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

日給（月額換算）

1人 146,445円～146,445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15分～16時45分 就業場所

月給

1人 125,000円～163,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 159,500円～300,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

年俸（月額換算）

1人 157,080円～211,220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～18時30分
(3) 8時30分～16時30分

日給（月額換算）

1人 127,500円～127,500円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所
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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

准看護師（介護老人保
健施設　湖東老健）

○施設利用者様の看護業務全般を担当します。
・医師のサポート等
・その他付随する業務
＊就業時間（１）（２）のシフト勤務
　休憩時間は（１）６０分、（２）１２０分です。
　（２）は夜勤で月５回程度、応相談
働き方改革関連認定企業【くるみん】
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

准看護師

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

57人 018-877-7110

不問
354人 秋田県南秋田郡五城目町

診療放射線技師の
資格を有する方
または平成３０年度
中に実施される診
療放射線技師国家
試験で診療放射線
技師の資格取得見
込みの方

雇用・労災・健康・厚生
05010-19870681

診療放射線技師

○健（検）診・検査事業に係る診療放射線技師の職務

＊採用は平成３１年４月１日からとなります。
＊詳細は当法人ホームページからご確認ください。


土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

349人 018-831-2011

349人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-19863981

臨床検査技師

○健（検）診・検査事業に係る臨床検査技師の職務

＊採用は平成３１年４月１日からとなります。
＊詳細は当法人ホームページからご確認ください。


土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団

社会福祉法人　新成会　介護老人保
健施設　友愛の郷毎　週
秋田県秋田市浜田字元中村２８０－
２９

毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

349人 018-831-2011

349人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19857581

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-19866781

理学療法士または作業
療法士

○入所者、通所者に対してのリハビリテーションの実施。
・評価、リハビリテーション実施計画書の作成、リハビリ　
　テーションの実施記録を行っていただきます。
・居宅に訪問しての評価・助言などの対応

＊現在、ＯＴ２名、ＰＴ２名、ＳＴ１名体制です。

理学療法士又は作
業療法士

土日祝他

018-883-1572

67人 018-828-1100

不問
130人 秋田県秋田市

不問

土日祝 株式会社　プレステージ・インターナ
ショナル　秋田ＢＰＯキャンパス

生活相談員兼介護職
員《急募》

○デイサービスでの生活相談および利用者の入浴・食事・レ
クリエーションなどの介助並びに送迎を行います。
（現在、９時５０分～１６時の間でサービス提供をしています）
・１日２０名定員以内の利用者を７名のスタッフで対応してい
ます。
・社用車は１ＢＯＸカー（ＡＴ車）使用。

＊生活相談員業務がメインになります。

介護支援専門員は１年以上の実務経験者

土日 有限会社　ケアポート秋田
毎　週

秋田県秋田市山王沼田町２－４１

11人

パソコンの実務経
験（エクセル、ワー
ド）必須

2,576人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19830981

採用担当

【採用に関する業務全般をお任せします。】
・新卒採用、中途採用の企画運営、試験対応、説明会対応
・派遣採用の各種手続き、契約更新業務
・学校訪問
・広告媒体の選定、内容作成　など　
＊社外（県内）での業務や（社有車ＡＴ車使用）、県外への出張もあり
ます。柔軟性をもって、臨機応変に対応いただける方を求めておりま
す。原則、土日祝休みですが、業務都合により土日の勤務もありま
す。（振替休日で対応）
【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

羽後運送　株式会社　（本社営業所）
その他

秋田県秋田市向浜１丁目５番１６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

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19831581

雇用・労災・健康・厚生
05010-19885181

経理・一般事務

○電話対応・書類作成・データ入力などの一般事務全般に従
　事していただきます。

※基本的なＰＣ操作ができる方歓迎。

※意欲・向上心のある方歓迎します。

普通運転免許（ＡＴ
限定可）
　＊業務で使用

日祝他

13人 018-888-1155

パソコン（ワード・エ
クセル）の基本操
作が出来る方

32人 018-865-0233

不問
46人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 医療法人　三愛会　本部

一般事務及び営業サ
ポート

・パソコンソフトの受発注業務
・ユーザー管理業務（保守契約・ソフト更新など）
・契約書及び納品書・請求書の作成、発行
・電話対応・来客対応
・ソフト納品のための外出
・電話でのソフトの操作説明
※パソコンはワード・エクセルの他、専用ソフトを使用します。専用ソ
フトの使用方法は指導いたします。
※社用車（ＡＴ車）使用
※同職２名

＊簿記３級以上（種
類問わず）
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　アスキス
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目９－９

介護施設事務管理
業務経験者又は介
護事務の知識ある
方

219人 秋田県秋田市

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19837081

事務管理職候補（悠久
荘）

○介護老人保健施設での事務管理全般に従事していただき
ます。
・施設の総務及び人事管理
・行政等への届出事務及び折衝業務
・その他
＊役所等への外出用務をしていただく場合もあります。
　（ＡＴ／社用車使用）
＊契約期間終了後、期間の定めなしの雇用（正職員）とする
予定です。

安心経営　株式会社
その他

秋田県秋田市山王５丁目７番２８号

その他
秋田県秋田市手形住吉町１－３　三
愛会ビル２Ｆ

56人 018-874-7562

雇用・労災・健康・厚生
05010-19845081

9ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19879381

事務

○弊社は、仕事のやりがいや働きやすい作業のあり方、お互いを認
め合い理解しあう良好な職場関係を追求します。具体的には、市町
村の正確な財務書類の検証に注力し、また解りやすい説明を心掛
けます。こうして、地方公共団体の将来不安を払拭します。
○主な作業内容は次のとおりです。
・地方公共団体（市町村）の財務書類作成支援
・固定資産台帳の整備、活用支援（・事業別、施設別行政コスト計算
書、財政シミュレーション等）
・公営企業（水道・下水道事業）の発生主義、複式簿記支援及び経
営支援

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
日商簿記検定のあ
る方歓迎

日祝他

パソコン操作（ワー
プロ、表計算ソフト）

7人 018-864-7111

基本的なエクセル
操作ができる方

7人 秋田県秋田市

土日祝 一般社団法人　秋田県農業会議
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番２号
秋田地方総合庁舎内

9人 018-860-3540

臨床検査技師の資
格を有する方
または平成３０年度
中に実施される臨
床検査技師国家試
験で臨床検査技師
の資格取得見込み
の方

・社会福祉主事任
用資格又は介護支
援専門員（１年以上
の実務経験者）・介
護福祉士あれば尚
可
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

9人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-19887381

事務補助

　主に「農の雇用事業」に関する事務処理を行っていただきま
す。
　・実施経営体、研修生に関するシステム入力
　・助成金申請書の確認事務
　・実施経営体等からの問い合わせ対応
　・その他、事業実施に係る事務
　また、秋田県農業会議が事務局を担っている農業経営者組
織（農業法人協会など）の事務局の運営（事務補助）にも従事
いただきます。
※採用予定日：平成３０年１１月１日

不問



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 153,000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～19時00分 就業場所

月給

1人 147,100円～179,200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30分～17時00分 就業場所

年俸（月額換算）

1人 157,080円～211,220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～18時30分
(3) 8時30分～16時30分

月給

2人 144,000円～175,000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15分～17時15分 就業場所

月給

1人 152,000円～217,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 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

日給（月額換算）

1人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分

時給（月額換算）

1人 126,400円～126,400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50分～17時35分 就業場所

月給

1人 180,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

2人 200,000円～280,000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 就業場所

平成30年10月11日発行（平成30年10月10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

受付

○受付業務及び医療事務
・受付、カルテ作成、医療費計算
・レセプトコンピュータ使用
・電話応対、患者様への各種ご案内
・診療用各機械器具の後片付け

不問

水日祝他 医療法人　忠智会　おみ歯科クリニッ
ク毎　週
秋田県秋田市八橋田五郎１丁目２－
７

11人 018-896-0055

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19834881

事務職員（診療情報管
理士）


○事務業務に従事していただきます。
　・診療情報管理士業務
　・その他、付随する業務

　＊平成３０年１２月１日以降、随時雇用開始です。


　≪申込み締切日　平成３０年１０月２６日（金）必着≫

診療情報管理士

土日祝他 秋田赤十字病院
毎　週

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
２２２－１

945人 018-829-5000

Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌが出
来る方（必須）
（実務経験者優遇）

945人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-19829081

事務

○仕事のやりがいや働きやすい作業のあり方、お互いを認め
合い、理解しあう良好な職場関係を追求します。
・弊社の業務は、モノづくりの現場と異なります。意見交換、
共感やディスカッション、プレゼンテーションの「場」によっても
たらされる、コトを主体とする以下のサービスを担います。
・企業の月次・決算監査、税務調査省略の書面添付に注力
・相続支援業務
・医療・介護施設の会計支援
・人事評価制度の策定支援

日商簿記検定３級
以上
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 秋田中央税理士法人
その他

秋田県秋田市山王５丁目７番２８号

8人 018-864-8888

基本的なエクセル
操作ができる方

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19846381

経理事務員

○経理事務に従事していただきます。
・請求書照合業務、支払伝票作成
・パソコン入力作業（エクセルのフォーマットへの入力）
・その他付随する作業


不問

日他 丸大堀内　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－６４

81人 018-828-1011

不問
520人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19877181

経理担当

○事業所内にて、経理事務業務全般、その他付随する業務
を担当していただきます。
・会計ソフトを使用した伝票データの入力および、月次・四半
期決算処理
・インターネットバンキングを利用した取引先への支払い処理
・税務署、地方自治体等の外部への各種申請書・届出書の
作成および提出対応
＊業務拡大につき増員募集です。
【働き方改革関連認定企業】男女イキイキ職場宣言事業所

日商簿記３級以上

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

1,404人 018-888-9120

経理実務経験者（３
年以上）

2,576人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19883881

会計事務員（産休代
替）≪急募≫

○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。

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

不問
4人 秋田県秋田市

～平成31年6月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-19855681

会員対応事務

１．マッチング会員の登録、マッチングの支援
２．会員団体（企業）の交流促進支援
３．出会いイベントの情報提供・開催・支援
４．その他


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 一般社団法人　あきた結婚支援セン
ター毎　週
秋田市中通六丁目７ー３６　フォーラ
ムアキタ　１階

8人 018-874-9471

＊パソコン操作（ワー
ド・エクセル等を使っ
た資料の作成、メー
ルでの連絡調整）が
できること。

14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

05010-19832481

郵便局窓口事務

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

不問

土日祝他 日本郵便株式会社　秋田外旭川郵
便局毎　週
秋田県秋田市外旭川字四百刈６－１

5人 018-868-8011

不問
秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-19843281

コンビニ店員

○「ローソン」各コンビニ店舗での販売業務を担当
・接客販売、レジ会計
・発注による商品管理
・棚作り
・清掃等　店内業務全般

＊店長への昇進、ストアコンサルタントの資格取得、のれん
分け有
＊接客業務のため、明るく元気な対応が必要です。

不問

他 株式会社　Ｋ＆Ｋメルシ
その他

秋田市御野場新町３丁目１３－１

8人 018-829-0422

不問
45人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19825781

コンビニ店員（夜勤）

○「ローソン」各コンビニ店舗での販売業務を担当
・接客販売、レジ会計
・発注による商品管理
・棚作り
・清掃等　店内業務全般

＊店長への昇進、ストアコンサルタントの資格取得、のれん
分け有
＊接客業務のため、明るく元気な対応が必要です。

不問

他 株式会社　Ｋ＆Ｋメルシ
その他

秋田市御野場新町３丁目１３－１

8人 018-829-0422

不問
45人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19826881

℡ 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 170,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)11時30分～20時30分

月給

1人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)11時30分～20時30分

月給

1人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)11時30分～20時30分

月給

1人 160,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)11時30分～20時30分

月給

1人 200,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 168,000円～203,000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) 3時00分～11時30分 就業場所
(2) 3時00分～11時00分

月給

2人 142,000円～172,000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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分

月給

1人 197,750円～217,750円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 160,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 195,000円～295,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～59歳 (1)15時00分～ 0時00分 就業場所

月給

1人 165,000円～198,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時30分～14時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

雇用・労災・健康・厚生
05010-19862681

その他
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバースビル６Ｆ

4人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県秋田市

500人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13040-21554182

調理員（ショートステイ
あらや）

・福祉施設（ショートステイ）において、調理業務全般に従事し
て頂きます。
・食材の下処理
・調理、盛付
・配膳
・厨房内の清掃等

・約３０食程度、提供しております。

不問

他 株式会社　メフォス　東北事業部秋
田支店

巡回型調理指導者／
秋田県秋田市

「完全個室居酒屋」を中心に北海道から鹿児島まで全国３００
店舗超、年商１８０億円のアンドモワの巡回型調理指導者を
募集します。
担当するエリアの店舗を巡回し、盛り付け方、切り方、焼き方
等の調理指導を行っていただきます。

不問

他 アンドモワ株式会社
その他

東京都港区芝浦３－１９－１８　内村
芝浦ビル

17人 03-6435-3670

和食、居酒屋調理
経験５年以上

5ページ中 4ページ

平成30年10月11日発行（平成30年10月10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

婦人服販売「ロぺピク
ニック秋田店」アルス２
Ｆ

◆婦人服販売および商品管理などの業務に従事していただ
きます

※経験・能力などを考慮し、賃金の月額を決定します
※試用期間；３ヶ月間あります（その間、賃金等同一条件）
※備考欄の応募方法をご参照ください
　　　　　≪急　　　募≫

不問

他 株式会社　インテレクション
その他

秋田県大館市字桂城１３

5人 090-2913-5009

不問
28人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05030- 5256681

婦人服販売（管理職候
補）『ロぺピクニック秋
田店』

◆婦人服の販売および商品管理などの業務に従事していた
だきます

※経験・能力などを考慮し、賃金の月額を決定します
※試用期間；３ヶ月間あります（その間、賃金等同一条件）
※備考欄の応募方法をご参照ください
＊管理職候補としての募集です
　　　　≪急　　　募≫

不問

他 株式会社　インテレクション
その他

秋田県大館市字桂城１３

5人 090-2913-5009

不問
28人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05030- 5257981

アクセサリー雑貨販売
管理職候補「ジュノ秋田
店」アルス２Ｆ

◆アクセサリー雑貨の販売及び商品管理などの業務に従事
します

※経験・能力などを考慮し、賃金の月額を決定します
※試用期間；３ヶ月間有ります（その間、賃金等同一条件）
※備考欄の応募方法を参照下さい

＊管理職候補としての募集です
　　　　≪急　　　募≫

不問

他 株式会社　インテレクション
その他

秋田県大館市字桂城１３

3人 090-2913-5009

不問
23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05030- 5258581

アクセサリー雑貨販売
「ジュノ秋田店」アルス２
Ｆ

◆アクセサリー雑貨の販売及び商品管理などの業務に従事
します

※経験・能力などを考慮し、賃金の月額を決定します
※試用期間；３ヶ月間有ります（その間、賃金等同一条件）
※備考欄の応募方法を参照下さい
　≪急　募≫

不問

他 株式会社　インテレクション
その他

秋田県大館市字桂城１３

3人 090-2913-5009

不問
23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05030- 5259481

味噌の営業［秋田市］

◎国産無添加のお味噌を買って下さるお客様への新規開拓のお仕
事です。
＊土日休み（祝日がある週は日祝休み）なので、家族との時間やプ
ライベートも充実します。
＊６０代の方も活躍しています。年金受給まで働きたい方、健康のた
めに体を動かしたい方、歓迎します。
＊ベテランの先輩から販売の指導を受けますので、未経験の方も安
心して働けます。
＊自家用車持ち込み可能な方（燃料代として月２万円支給）
＊自宅を営業所として仕事をして頂ける方を希望します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　井筒
毎　週

宮城県仙台市若林区伊在字東通４７
－４　ファーストアイリ

0人 022-390-4655

営業経験３年以上
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-68360781

営業職

・生鮮魚介類・加工食品・冷凍食品・練製品の仕入・販売及び
卸売市場内での営業を担当していただきます。

＊仕事内容については丁寧に指導します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水日 株式会社　秋田丸魚
毎　週

秋田県秋田市外旭川字待合２８

42人 018-869-5411

不問
42人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19838381

介護職員

○ショートステイ利用者３７名の介護業務全般に従事します
・食事、入浴、排泄、整容　等

＊介護スタッフ１６名体制での業務

※夜勤なしの勤務です


不問

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

36人 018-873-3400

不問
36人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19854381

医療法人　忠智会　おみ歯科クリニッ
ク

サービス提供責任者

・チームワークよく仕事をするため、営業所内の雰囲気も和や
かです。
・ヘルパーステーションのマネージャー的役割で各ヘルパーさ
んが働きやすいよう環境を整えます。
・ご不明な点はいつでもご相談下さい。
　

【働き方改革関連認定企業】【秋田県】介護サービス事業所認
証評価制度取得事業所

他 株式会社　虹の街　泉営業所
その他

秋田県秋田市泉中央４丁目２－８
Ｔ・Ｋビル１階

14人 018-883-0050

秋田県秋田市

390人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19859781

歯科助手

○当クリニックにおいて歯科助手業務等に従事していただき
ます。
・歯科診療補助業務
・診療用各機械器具の消毒、管理業務
・受付事務の業務
・その他、付随する業務


不問

水日祝他

介護職員実務者研
修（旧ホームヘル
パー１級）以上必須
（介護福祉士あれ
ば尚可）
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

雇用・労災・健康・厚生
05010-19835281

毎　週
秋田県秋田市八橋田五郎１丁目２－
７

11人 018-896-0055

不問
11人



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 132,283円～164,920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 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

時給（月額換算）

1人 132,283円～138,880円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 136,000円～136,000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30分～12時30分

月給

1人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～12時00分

月給

1人 130,000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～16時00分 就業場所

月給

1人 140,000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00分～17時00分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05010-19876281

毎　週
秋田県秋田市飯島字平右衛門田尻
２３３番地の１

8人 018-857-1343

不問
8人 秋田県秋田市

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19841781

現場作業及び運転

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

＊２ｔ～４ｔトラック使用
＊現場は秋田市、能代市、由利本荘市方面。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝 株式会社　北日本環境

クリーニングスタッフ【急
募】

○清掃作業員として従事していただきます。
・住宅、アパート等の退去後の清掃
・病院、店舗等の清掃やワックス掛け
・アパートの共有部清掃
＊主にグループでの作業となります。
＊作業現場は秋田市内が中心で、現場へは社用車で移動し
ます。
※将来、現場のリーダーとなってくれる方を育成したいと考え
ています。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　ポリッシュ・アップ
その他

秋田県秋田市外旭川字大畑４９－１

11人 018-869-9706

不問

23人 018-845-0422

不問
52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19867881

雇用・労災・健康・厚生
05010-19844181

配達員（本店・クリクラ）

○クレヨンしんちゃんでおなじみのクリクラ（ミネラルウォー
ター）の定期配達です。
・一般家庭や事業所への配達です
・１本の容量は１２リットルです
○配達後に報告書等の作成有（基本的なＰＣ操作要）
＊社有車を使用します（軽ワゴン車、ハイエース）
＊秋田市内が中心ですが、由利本荘市等もあります
＊１日３０件程度の配達です

普通自動車免許
ＡＴ限定可

日祝他 株式会社　サンシーアイ
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央６丁目１０
番１０号

その他
秋田県秋田市中通３丁目４－４７

1人 018-832-1459

パソコン操作
11人 秋田県秋田市

450人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-19873481

管理人兼事務

・チサンマンション秋田の内外の管理
・組合員（来訪者の窓口応対含む）の対応
・決算処理等、次年度予算作成
・パソコン入力
・冬期除雪作業あり

＊マンションの建物が古いため、故障個所多数あり、
　業者との対応、見積、工事指示の業務あり。

不問

日祝他 チサンマンション秋田管理組合

給食業務「市立秋田総
合病院」（仕込み）

○病院内で、給食業務のうち仕込み作業を中心に担当してい
ただきます。

＊専属スタッフが丁寧にサポートしますので、未経験でも安
　心して応募ください。
＊契約更新は、勤務状況等を考慮し１年毎となります。

働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

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

34人 018-834-1141

不問

不問
450人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-19872581

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
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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

給食業務（ななかまど
の街）

○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。
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

℡ 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．　１０月１１日　セコム㈱秋田統轄支社【ＡＴＭ対応スタッフ、セキュリティスタッフ】
　２．　１０月１２日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　３．　１０月１５日　㈱和敬園「施設名：ショートステイ御所野の森」【介護職】
　４．　１０月１６日　㈱虹の街【訪問看護師、訪問介護員、看護師・准看護師、介護員、調理員　他】
　５．　１０月１７日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、典礼ｱｼｽﾃﾝﾄ、会員ｻﾎﾟｰﾄ係、精算事務ﾊﾟｰﾄ　他】
　６．　１０月１８日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　７．　１０月１９日　秋田キャッスルホテル【ﾎﾃﾙ内調理補助、食器洗浄、病院・介護施設の調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　８．　１０月２２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】
　９．　１０月２３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】
１０．　１０月２４日　㈱ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･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】
１１．　１０月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
１２．　１０月２６日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、介護員、看護師・准看護師、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！

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

1人 230,000円～354,000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) 7時55分～16時45分 就業場所

月給

2人 220,000円～359,500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 59歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 230,000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 40歳以下 (1) 9時00分～18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
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 250,000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 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 194,000円～450,000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 230,000円～320,000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

年俸（月額換算）

1人 500,000円～500,000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

月給

1人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所
(2) 8時20分～17時00分

月給

1人 200,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

29人 018-893-4546

不問
29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19731081

平成30年11月1日～平
成31年4月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-19738881

看護職員（デイサービ
ス）

・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。　　　　　　　　　


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

毎　週
秋田県秋田市下北手桜字守沢４６－
１

100人 018-836-3319

不問
248人 秋田県秋田市

84人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19759681

保健室業務（臨時的任
用職員）【ノースアジア
大・明桜高校】

○保健室業務全般に就いていただきます。

・学生の生活及び健康管理に関すること。
・職員の健康管理に関すること。
・健康診断の管理等

看護師
（保健師の資格が
あれば尚可）

土日祝他 学校法人　ノースアジア大学

薬剤師

○当院での薬剤師業務全般に従事していただきます。
・調剤、監査、投薬、患者さんへの薬の説明
（服薬指導時に医師がサポートします）
・薬品管理
・院内でのスタッフからの薬の問い合わせ対応
・院内採用薬の検討


薬剤師免許

土日祝 医療法人　城東整形外科
毎　週

秋田県秋田市東通６丁目７－６

84人 018-832-0023

不問

15人 018-854-8188

現場施工管理経験
15人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1363381

雇用・労災・健康・厚生
03010-24951581

土木施工管理

○土木工事における施工管理の業務全般を担当します。
・現場監督業務
・提出書類作成など
・その他、施工管理に関わる業務

※工事現場は、秋田市のほか、周辺地域です。



２級土木施工管理技
士、または２級建築
施工管理技士
普通自動車運転免許

日祝 藤原工業　株式会社
隔　週

秋田県潟上市昭和豊川槻木字荒屋
１０－１

その他
岩手県盛岡市みたけ６丁目１番１５
号

10人 019-641-0348

不問
67人 岩手県盛岡市

971人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010-24929881

土木技術者「建設」

　土木工事における施工管理を行っていただきます　
１．施工測量
２．写真管理
３．出来形管理
４．施工図作成
５．その他、上記に付随する業務および指示された業務を
行っていただきます。

＊就業地域は東北６県です。

不問

日祝他 株式会社　北興建設

工事施工管理（秋田工
事事務所）「建設」

＊土木工事・舗装工事（道路、駐車場等）の施工管理を
　行います。
　・安全管理～現場での安全教育、指導など
　・出来形管理～工事の寸法管理、外観管理など
　・品質管理～原料、材料管理など
　・写真管理原価管理～現場の状況写真の撮影など
　・下請け業者の指導管理
　・その他付随する業務
＊現場は秋田県内が中心

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
土木施工管理技士
２級以上

土日祝他 大成ロテック株式会社　東北支社
北東北事業所毎　週
岩手県盛岡市仙北３－１７－６

4人 019-635-5965

道路舗装工事・土
木外溝工事経験

3人 0187-82-1781

パソコン（ワード・エク
セル）操作が可能な
方
建築関連現場管理者
の経験のある方

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05040- 5773181

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19730181

店舗管理・点検・現場
管理・建築業務一般
【経験者】

■業務概要：
　総合職（内勤施工管理マネジメント）として、全国にて
　チェーン展開する企業各店舗の修繕・改装といった保守
　メンテナンスや省電力化などの工事の、業者マネジメン
　トを含む、施工監理業務を担当します。施工業者（パー
　トナー）のマネジメントを行います。
■業務詳細：
　・施工を行う業者の工事監理
　・担当する店舗への提案  ・新規プロジェクトの提案
※工事は１つあたり２～３時間で終えるものが中心

普通自動車免許（業務用・
ＡＴ限定可）
建築関連の資格のある方
尚可（施工管理技士・建築
士・電気工事施工管理　他
等）

日他 株式会社　ビルハウス
その他

秋田県仙北郡美郷町佐野字下土場
１０番地１３

毎　週
秋田県秋田市東通８丁目１－１５

21人 018-836-4777

パソコン操作可能
な方
（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、Ｃ
ＡＤ）

72人 秋田県秋田市

120人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-68148381

アフターメンテナンス

○当社で建築頂いたお客様の定期点検等を行う仕事です。

＊社用車使用（ＡＴ・ＭＴ車あり）
＊建設業ではなく「夢や希望」を提供している「サービス業」と
いう精神で日々取り組んでおります。
＊プラス思考で、チャレンジ精神旺盛な姿勢が求められま
す。
＊担当エリアは秋田市内が９割程度です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（建築士免許の有
る方優遇）

水他 株式会社　サンコーホーム

（派）製品機能評価職
［秋田市］

複合機やコピー機の機能評価及び抽出した各種データ入力
をご担当頂きます。

会社説明会を毎週月曜・水曜・金曜、何れも弊社各事業所に
て、１４時・１７時・１９時より開催しております。
※完全予約制につき、希望日前日１８時までご連絡下さい。
※説明会参加が応募条件ではありません。

不問

土日祝他 東日本スターワークス　株式会社　仙
台テクニカルセンター毎　週
宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－
３　仙台マークワンビル１９階

7人 022-726-5633

マイクロソフトＯｆｆｉｃ
ｅソフト（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏ
ｒｄ）業務経験

平成30年10月10日発行（平成30年10月9日受付分)　Ｎｏ．１

6ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

（派）プラント設計業務
［秋田市］

タンク・配管のプラント設計業務を行って頂きます。

不問

土日祝他 株式会社イグニスブレイン
毎　週

宮城県仙台市泉区高森２－１－４０
２１世紀プラザ研究センター３Ｆ

6人 022-302-7204

機械系ＣＡＤ使用
経験または工業系
学卒者

16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-68298781

℡ 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 190,000円～224,400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 不問 (1) 8時45分～17時45分 就業場所

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 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 7時30分～16時30分

月給

1人 175,000円～500,000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～19時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～259,500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 59歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 185,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 160,000円～196,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 144,320円～144,320円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 135,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

1人 170,000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 不問 (1) 9時15分～18時00分 就業場所
(2) 9時15分～17時00分

月給

1人 200,000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) 9時00分～19時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所90人 秋田県秋田市
～平成30年11月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010-19790681

生産管理業務

○生産管理業務に従事していただきます。
・部品管理
・その他補助業務 不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問

5人 018-823-9910

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19723381

雇用・労災・健康・厚生
05010-19697581

総務事務

○総務事務として従事していただきます。
・事務作業、入力作業（各種申請手続、集計表の作成等）
・人事業務
・求人、採用業務
・銀行回り
・その他付随する業務

※グループ企業である医療法人社団宝樹会の総務事務業務
です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　アップル
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目１４－１
サントノーレプラザ１階２号

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－７

4人 018-862-4170

経理事務経験者
263人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19768981

事務（経理）

○経理事務業務全般を担当していただきます。
・日常的な経理業務（仕分け・伝票入力）
・入出金管理、支払業務
・売掛金、買掛金管理
・月次／年次決算業務
・税務申告業務（申告書作成）　等

＊入社後の担当業務は実務経験を考慮します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月他 秋田トヨペット　株式会社

受付

○歯科クリニックでの下記業務
・受付、誘導、会計、カルテ管理
・診療用機器や器具の洗浄
・備品管理等の院内業務

不問

日祝他 みやがた駅東歯科
その他

秋田県秋田市手形字西谷地１８２番
３

5人 018-825-1150

（経験者優遇）
・パソコン操作
（ワード・エクセル：
入力程度）

20人 018-883-1101

ＰＣ操作（エクセ
ル、ワード）

90人 秋田県秋田市
～平成30年11月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010-19786781

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19758381

事務補助業務（生産管
理）

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

＊制服貸与

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

その他
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５番
地３９

7人 018-880-5588

基本的なパソコン
操作

160人 秋田県秋田市

72人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19729881

一般事務員

○事務業務に従事していただきます。
・一般事務　　・電話応対
・入金処理　　・パソコンでの伝票入力
・請求書発行　　・車輌管理
・備品管理
・来客対応
・銀行などの外出業務あり
（マイカー使用、ガソリン代支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　かんきょう

一般事務

○一般的な事務の業務に従事していただきます。
・書類作成、電話対応、来客対応など
・パソコン使用（ワード、エクセル）
＊外出用務あり（自家用車使用：ガソリン代支給）
＊建設業ではなく「夢や希望」を提供している「サービス業」と
いう精神で日々取り組んでおります。

＊プラス志向で、チャレンジ精神旺盛な方、歓迎致します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　サンコーホーム
その他

秋田県秋田市東通８丁目１－１５

21人 018-836-4777

不問

7人 022-726-5633

マイクロソフトＯｆｆｉｃ
ｅソフト（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏ
ｒｄ）業務経験

120人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-68151781

雇用・労災・健康・厚生
05010-19702781

（派）一般事務職［秋田
市］

複合機やコピー機の各種データ入力及び書類作成・来客対
応をご担当頂きます。

会社説明会を毎週月曜・水曜・金曜、何れも弊社各事業所に
て、１４時・１７時・１９時より開催しております。
※完全予約制につき、希望日前日１８時までご連絡下さい。
※説明会参加が応募条件ではありません。

不問

土日祝他 東日本スターワークス　株式会社　仙
台テクニカルセンター毎　週
宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－
３　仙台マークワンビル１９階

毎　週
秋田県秋田市八橋田五郎１丁目２－
７

11人 018-896-0055

不問
11人 秋田県秋田市

75人 秋田県秋田市
平成30年12月1日～

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19747281

歯科衛生士

○当クリニックにおいて歯科衛生士業務に従事していただき
ます。
・口腔衛生指導業務です。　　　　　　　　　　　
・歯科診療補助業務です。　　　　　　　　　　　　
・ＰＭＴＣ（機械的歯面清掃）業務です。　　　　　　
・予防処置業務です。　　　　　　　　　　　　　　　
・カウンセリング等業務です。


歯科衛生士免許

水日祝他 医療法人　忠智会　おみ歯科クリニッ
ク

看護師または准看護師
（特別養護老人ホーム）

○特別養護老人ホームにおける、入所者の健康管理、受診
付き添い、日常動作の機能訓練などに従事していただきま
す。
・夜間オンコール体制あり（週１～２回体制で、呼び出しは月
１回程度）
・看取りケア実施
・公用車（ＡＴ車）で嘱託医へ薬を取りに行くこともあります。


看護師又は准看護
師
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　雄和福祉会
その他

秋田県秋田市雄和石田字苗代沢１８

45人 018-886-2626

病院、福祉施設経
験者に限る

不問
166人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19737781

看護師

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

9人 018-845-4151

6ページ中 2ページ

平成30年10月10日発行（平成30年10月9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

看護師（しおさい）

○サービス付高齢者住宅「しおさい」での看護業務全般に従
事していただきます。

・入所者（３０名程度）の服薬管理などの看護業務

※Ｈ２８年２月　特定施設入居者生活介護事業所開設

＊制服貸与致します。
働き方改革関連認定企業【くるみん】



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 129,360円～129,360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

時給（月額換算）

3人 137,600円～206,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 200,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 230,000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～18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

月給

1人 250,000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 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 172,800円～304,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 170,000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 18歳～59歳 (1) 8時00分～17時15分 就業場所

月給

1人 145,000円～255,000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45分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,800円～140,800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30分～15時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分
(3) 9時00分～18時45分

96人 018-880-1050

不問
320人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-19686381

雇用・労災・健康・厚生
05010-19693081

介護員（嘱託）

○特別養護老人ホームにて利用者様の介護業務全般に
　従事していただきます。
・食事、入浴、排泄等の介助
・その他、付随する業務

＊入所者約１１０名、介護員約５０名程度
＊年度毎の契約更新

【平成３１年度採用職員の募集です】

介護職員初任者研
修または介護福祉
士

他 社会福祉法人　秋田県厚生協会　特
別養護老人ホ－ム高清水寿光園その他
秋田県秋田市寺内後城６－４１

その他
秋田県秋田市泉南１－２－４

22人 018-863-3455

不問
22人 秋田県秋田市

630人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19684181

営業

○営業部で事務用品、ＯＡ機器などの企画販売業務
・新規開拓および既存顧客へのルートセールス

＊エリアは秋田市近郊
＊社用車使用（ＡＴ車）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　マルシン

営業管理職（正社員）

＊営業管理職として以下の業務に従事していただきます。
・警備業務、現場指導、イベント警備等の打ち合わせ及び
　営業管理関係事務や建設会社への営業活動　等

・試用期間中は警備員として様々な現場を経験していただき
ます。
・警備の現場へ出る事もあります。
・社用車使用
・就業範囲は、秋田市内及び秋田市近郊

・普通自動車免許
ＡＴ限定不可
※必要な資格は入
所後受験できま
す。

日他 株式会社　トスネット北東北　秋田営
業所その他
秋田県秋田市山王６丁目２１－２６

84人 018-823-2559

不問

6人 022-227-2100

不問
668人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-68170081

雇用・労災・健康・厚生
03010-24931081

営業職［秋田市］

役所発注の工事内容に当社扱い製品が含まれているかを確
認開札後工事落札業者へ訪問し当社製品を扱って頂ける様
ＰＲを行って頂きます。
契約が決まれば納入打合せ、納入立合いを行います。
契約から納入完了までを責任を持って行う事により、納入業
者との間に信頼関係が生まれ、とてもやりがいのある仕事で
す。
また、官公庁やコンサルタント（設計会社）へ訪問し当社製品
を扱って頂ける様ＰＲも行って頂きます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 昭和コンクリート工業　株式会社　仙
台営業所毎　週
宮城県仙台市青葉区二日町２－１５
二日町鹿島ビル８階

毎　週
岩手県盛岡市仙北３－１７－６

4人 019-635-5965

不問
971人 秋田県秋田市

15人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1369881

工事営業（秋田工事事
務所）

秋田工事事務所にて土木工事、舗装工事の営業を担当して
いただきます
・得意先への訪問・情報収集
・見積・積算業務
・工事担当者との打合せ
・債権回収、与信管理
・その他、上記に付随する業務

＊営業エリアは主に秋田県内です。（社用車使用）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 大成ロテック株式会社　東北支社
北東北事業所

営業

○土木工事における営業業務を担当します。
・取引先へのルート営業が主
・関連書類の作成と提出
・秋田市周辺のほか、県内全域での営業です。

※業務には社有車を運転します。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝 藤原工業　株式会社
隔　週

秋田県潟上市昭和豊川槻木字荒屋
１０－１

15人 018-854-8188

不問

21人 018-836-4777

パソコン操作可能
な方
（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）

72人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19727481

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-19703881

ホームアドバイザー

○来場されたお客様に対し、家づくりのアドバイスを行うこと
が主な仕事です。
・パソコンによるデータ入力　・顧客管理業務
・その他、付随する業務
＊マイカー使用（手当支給）
＊建設業ではなく「夢や希望」を提供している「サービス業」と
いう精神で日々取り組んでおります。
＊プラス志向で、チャレンジ精神旺盛な方、歓迎致します。
＊業界未経験の方でも大丈夫です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　サンコーホーム
毎　週

秋田県秋田市東通８丁目１－１５

毎　週
秋田県秋田市八橋鯲沼町５－９

11人 018-874-8515

不問
120人 秋田県秋田市

330人 秋田県秋田市
～平成31年3月15日

雇用・労災・健康・厚生
05010-19696981

コンサルティング営業
（損保・生保の営業）
【秋田支店】

○損害保険（自動車保険・火災保険等）および生命保険の
　コンサルティング営業

＊マイカーを使用し営業活動を行って頂きます。
（走行距離数に応じて、ガソリン代別途支給）

＊当社基準を満たした場合は更新あり。正社員登用あり。

第一種普通自動車
運転免許（自家用
車使用できる方）

土日祝 株式会社東海日動パートナーズ東北
秋田支店

ガソリンスタンドスタッフ

○フルサービスガソリンスタンドとなります。
・顧客車輛への給油、洗車（機械又は手洗）、車内清掃などをしてい
ただきます。顧客層は法人客主体で、来店車種では、普通自動車が
ほとんどです。
・専任スタッフ（カーケア・メンテ）のサポートをしていただきますが、
いずれは、職場内でスキルアップを図れます
＊危険物や自動車整備士などの国家資格取得をサポートします。
＊制服一式無償貸与
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

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　山二
その他

秋田県秋田市中通２丁目２－３２

7人 018-833-6611

不問

不問
184人 秋田県潟上市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05020- 4748181

不問

他 株式会社　テラタ
その他

秋田県能代市出戸本町１９－１０

53人 0185-52-6221
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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

販売員（グロサリー部）
【天王店】

◆　スーパーマーケットのお仕事です。
＊　グロサリー部門にて、加工食品・日配品・日用雑貨品など
の補充、陳列、発注、商品管理などの仕事をして頂きます。


※　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。

℡ 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 170,300円～214,800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30分～17時30分 就業場所
(2)16時30分～ 9時00分

月給

1人 161,700円～177,300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 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 7時15分～16時15分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 152,000円～152,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 7時15分～16時15分
(3)10時00分～19時00分

月給

3人 151,400円～190,400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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 130,000円～140,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～20時30分 就業場所

月給

2人 180,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時00分～20時00分 就業場所
(2)12時00分～22時00分

月給

2人 182,760円～292,350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30分～15時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)12時00分～21時30分

日給（月額換算）

10人 131,150円～172,000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

日給（月額換算）

2人 194,400円～280,800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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 151,200円～194,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 140,000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00分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～16時30分

雇用・労災・健康・厚生
05020- 4750981

その他
能代市朴瀬字家後１１５番地

35人 0185-55-1133

不問
51人 秋田県南秋田郡五城目町

630人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-19689581

交通誘導警備員（２級
取得者）

◆工事現場・駐車場等での交通誘導警備業務に従事して頂
きます。
＊現場までは、自家用車での移動（基本は直行直帰）
＊男性・女性共に活躍できる職場です。　　

普通自動車免許（ＡＴ
限定可：車両持込で
きる方）
交通誘導警備業務２
級

日他 有限会社エムケ－警備

警備員

１．交通誘導
２．イベント駐車場警備
３．施設警備
４．列車見張業務
５．その他
＊警備職から一般職への登用制度有
＊警備業法第１４条に該当する者は採用不可
＊６０歳以上の方は嘱託雇用

不問

他 株式会社　トスネット北東北　秋田営
業所その他
秋田県秋田市山王６丁目２１－２６

84人 018-823-2559

不問

190人 018-832-0038

不問
1,600人 秋田県秋田市

～平成31年3月15日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19710781

雇用・労災・健康・厚生
05010-19719481

中国料理調理係

○中国料理係として、レストラン・宴会場に提供する
　中国料理の調理業務に従事していただきます。



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

他 日本ビューホテル株式会社　秋田
ビューホテルその他
秋田県秋田市中通２丁目６－１

その他
秋田県秋田市中通４丁目１６－９　ナ
イスビル２階

4人 018-884-3275

調理経験者
30人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-19705181

調理（和食扇屋）

○「和食扇屋」での調理業務に従事していただきます。
・仕込み
・調理
・料理の提供　等

＊（１）（２）シフト制

＊賄い付き、制服貸与

不問

他 合名会社　扇屋

動物看護補助

○動物病院での看護補助業務を担当していただきます。
・診察時に動物等をおさえる等医師の補助。
・検査の助手業務。
・犬、猫の爪切り。
・院内清掃等、その他関連する業務をしていただきます。

不問

水他 アズ動物病院
毎　週

秋田県秋田市泉菅野１丁目２－２６

3人 018-864-5550

不問

57人 018-877-7110

不問
354人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-19735581

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19751581

看護助手（介護福祉
士）「南秋田整形外科
医院」

○入院患者様の生活全般の援助業務に従事していただきま
す。

・食事、入浴、排泄等の介助
・その他付随する業務
＊未経験者はマンツーマンで指導します。

働き方改革関連認定企業
【くるみん】【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

介護福祉士

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

毎　週
秋田県秋田市雄和石田字苗代沢１８

45人 018-886-2626

不問
75人 秋田県秋田市

75人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-19749081

介護職員【臨時職員・
資格あり】特別養護老
人ホーム

○特別養護老人ホームにおける老人介護業務全般に従事し
ていただきます。
・食事介助、入浴介助、排泄介助等の介護業務　等
＊夜勤勤務あり：１６：３０～翌９：３０
　　　　　　　（４～６回程度／月）
＊特養５０床、ショートステイ１５床を３人の夜勤体制で行いま
す。
＊「ターミナルケア」に積極的に取り組んでいます。
＊痰吸引、胃ろう、経管栄養等の研修も行っています。

介護職員実務者研修
修了または修了見
込、介護職員初任者
研修修了
＊いずれか必須

他 社会福祉法人　雄和福祉会

介護職員【正社員】特
別養護老人ホーム

○特別養護老人ホームにおける老人介護業務全般に従事し
ていただきます。
・食事介助、入浴介助、排泄介助等の介護業務　等
＊夜勤勤務あり：１６：３０～翌９：３０
　　　　　　　（４～６回程度／月）
＊特養５０床、ショートステイ１５床を３人の夜勤体制で
　行います。
＊「ターミナルケア」に積極的に取り組んでいます。
＊痰吸引、胃ろう、経管栄養等の研修も行っています。

介護福祉士または
介護福祉士受験資
格

他 社会福祉法人　雄和福祉会
毎　週

秋田県秋田市雄和石田字苗代沢１８

45人 018-886-2626

不問

不問
354人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19722081

介護福祉士

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

72人 018-877-7110
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介護福祉士「ほのぼの
苑」

○施設内の介護、利用者の生活全般の援助業務に従事して
いただきます。
・食事、入浴、排泄等の介助
　その他付随する業務

＊夜勤応相談。（月４～５回）

＊未経験者はマンツーマンで指導します。


警備業（秋田地区）

《交通誘導警備》
　道路・歩道・建築現場において、旗・誘導灯を使用し、
　一般車両・歩行者・工事車両を安全に誘導するお仕事
　です。
※自家用車を使用し、現場には直行直帰となります。
　（現場の場所により、ガソリン代別途支給）
※交通誘導警備２級資格保持者・列車見張資格保持者：優
遇
◎未経験者大歓迎！　
◎６０歳以上応募歓迎！

普通自動車免許
（業務用・ＡＴ限定
可）

他 株式会社　綜合警備保障リリーフ
その他

秋田県大仙市大曲西根字元木３１５
番地１

5人 0187-73-6970

不問
5人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05040- 5775381

農作業全般

◇稲作農業のため、作業のサポートをお願いします。
・稲刈り後、脱穀、乾燥、もみすり作業、玄米の袋詰
・育苗作業（無農薬栽培のため、ビニールハウスで作業）
・田植えのための、苗の運搬等
・草刈り作業
　田んぼが３か所にあるため、運転免許が必ず必要です。
　畑仕事等はありません。
＊体力作業、外仕事が多いため、体力に自信のある方を希
望します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 有限会社　石山農産

労災・健康・厚生
05020- 4746881

毎　週
秋田県南秋田郡大潟村字西２丁目３
番２３

0人 0185-45-2110

不問
0人 秋田県南秋田郡大潟村



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 175,200円～284,700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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～227,000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

日給（月額換算）

2人 130,560円～130,560円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

2人 136,120円～136,120円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

日給（月額換算）

5人 136,120円～136,120円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 136,120円～136,120円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～190,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所

6ページ中 5ページ

平成30年10月10日発行（平成30年10月9日受付分)　Ｎｏ．５

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

造林作業員

○造林作業全般に従事していただきます。
・立木の伐倒、間伐、除伐、下刈りの作業
・木材等の積み込み作業（オペレーター）
・作業現場は南秋（五城目地区）がメイン
・現場には社有車（ＭＴ車）で移動

＊チェーンソー、刈払機を使っての作業となります。
　（講習を受けていない方は後日受講していただきます）

不問

日祝他 Ｔ、Ｋコーポレーション
隔　週

秋田県南秋田郡五城目町字石田六
ケ村堰添１－３２

2人 018-852-3181

不問
2人 秋田県南秋田郡五城目町

労災
05010-19720281

自動車鈑金塗装［秋田
県］

◎自動車の鈑金塗装業務全般
・仙台支店管轄エリア（秋田県）で鈑金塗装業務を行う。
・社有車で客先へ往訪し、鈑金塗装業務を行う。
　（往訪の場合、直行直帰の頻度が高くなるので、業務日報
の提出等で勤怠管理を行います。）
・社有車は工具、資材等を常時装備した車両で担当者に貸与
します。（通勤に使用しても可）

＊主なエリア：秋田県内

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　北関東クリーン社　仙台
支店その他
宮城県仙台市宮城野区日の出町３
丁目７－２９

45人 022-355-9222

不問
560人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-68245681

自動車板金塗装

○自動車の板金塗装業務に従事していただきます。
・自動車の板金、塗装、磨き、洗車
・納車、引き取り等

※未経験者の方には丁寧に指導いたします。
　少人数で作業しておりますが、技術の継承に力を入れたい
と思っております。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　赤羽ボデー
その他

秋田市八橋大畑１丁目７－２９

3人 018-824-2651

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19767681

無線機の組立業務

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


不問

土日祝他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

5人 018-883-1101

不問
90人 秋田県潟上市

～平成30年11月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-19779781

セラミック酸素センサ製
造業務
（交替勤務）

○セラミック酸素センサの組立に関する業務に従事していた
だきます。
・製品の組立
・加工作業
・製品の検査作業
・払出し業務　等
・その他、付随する業務

（マシンオペレーター、顕微鏡検査など）

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

20人 018-883-1101

不問
90人 秋田県秋田市

～平成30年11月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-19777581

セラミック酸素センサ製
造業務
（日勤）

○セラミック酸素センサの組立に関する業務に従事していた
だきます。
・製品の組立
・加工作業
・製品の検査作業
・払出し業務　等
・その他、付随する業務

（マシンオペレーター、顕微鏡検査など）

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

20人 018-883-1101

不問
90人 秋田県秋田市

～平成30年11月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-19778481

セラミック酸素センサ製
造業務
（４勤２休勤務）

○セラミック酸素センサの組立に関する業務に従事していた
だきます。
・製品の組立
・加工作業
・製品の検査作業
・払出し業務　等
・その他、付随する業務

（マシンオペレーター、顕微鏡検査など）

不問

他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

20人 018-883-1101

不問
90人 秋田県秋田市

～平成30年11月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-19787881

電子部品の組立業務

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

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問
90人 秋田県秋田市

～平成30年11月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-19780081

電子部品の組立業務
（８：００～１７：００）

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

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問
90人 秋田県秋田市

～平成30年11月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-19781381

運転手

○運転手として従事していただきます。
・理事長、スタッフの送迎
・オペ道具の搬送　等

※外出する際は、社用車（ＡＴ車）を使用します。
※グループ企業である医療法人社団宝樹会の運転手業務で
す。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　アップル
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目１４－１
サントノーレプラザ１階２号

5人 018-823-9910

不問
12人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-19725981

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

4人 172,800円～237,600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

4人 150,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 168,000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

5人 170,000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) 7時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 124,170円～124,170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

日給（月額換算）

20人 176,000円～176,000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

6ページ中 6ページ

平成30年10月10日発行（平成30年10月9日受付分)　Ｎｏ．６
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

作業員

○建物などの解体工事現場での作業です。
・一般住宅の解体がほとんどです。
・秋田県内での作業が主です。

※会社へ集合してから社有車（ダンプ、ユニックなど）で
　現場へ向かいます。



中型自動車運転免
許（８ｔ限定可）

日祝 藤原工業　株式会社
隔　週

秋田県潟上市昭和豊川槻木字荒屋
１０－１

15人 018-854-8188

不問
15人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1362081

畳製造及び襖張

畳といえば「針を持って手縫い」というイメージが有るかも知
れませんが、当社では最新のコンピューターシステム自動縫
着ラインを導入しておりますので、畳を機械にセットしてボタン
を押すだけ、手作業の部分もありますが、特別な技術は必要
ありません。
簡単に工作を楽しむような感覚で仕事が出来ます。

畳・襖・障子・網戸・クロスを製造直売する会社です。
チラシ・ホームページを経由して個人様宅からの受注をメイン
に経営。工務店、ハウスメーカーからの安定受注もございま

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社　渡部畳店
その他

秋田県潟上市昭和大久保字堤の上
９１－１１５

14人 018-877-3207

不問
14人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19762881

住宅点検作業員

○当社で住宅を建てられたお客様を訪問し住宅点検作業を　
　行っていただきます。
・秋田市エリアが７割、大館市エリアが２割、その他の県内
　エリアが１割程度となります。
・外装材の劣化、基礎のひび割れ、沈下の確認
・内装建具、サッシ等の調整
・住宅設備機器、漏水、故障、接続不良等確認
・軽微な補修ヶ所はその場で対応
＊社用車を使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 マスターピースクラフト　株式会社
その他

秋田県秋田市山手台１丁目１－１

9人 018-853-4076

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19700581

舗装工・土工・他

○舗装工事及び土木工事に関わる重機械のオペレーター及
び作業に従事していただきます。

＊２ｔトラック（ＭＴ車）運転あり
＊現場は主に秋田市内となります。
＊県外出張の可能性あります。（出張手当支給）
＊車両系の資格のない方は作業員としての勤務となります。
＊現在、専業農家の方、歓迎（作業員等として）致します。


普通自動車免許以
上（ＡＴ限定不可）

土日祝他 秋田ニチレキ　株式会社　秋田営業
所毎　週
秋田県秋田市四ツ小屋字古川敷１４
－３

20人 018-839-9171

不問
48人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-19750981

シロアリ等の害虫駆除
等／秋田支店

●シロアリ駆除・防除施工
●その他の防虫・消毒加工
　　　　　　　　　　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達、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・リフォーム工事等
を行っております。これら業務全般を手伝っていただくことも
あります。
　○経験のない業務でも、丁寧に指導・教育いたします○

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ピコイ
その他

東京都千代田区神田東松下町１７
フリージアグループ本社ビル５Ｆ

5人 03-6635-1833

不問
307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-25844682

リネンキーパー「市立秋
田総合病院」

○病棟でのリネン品の上げ下ろし等に従事します。　　　　　
【業務内容】　　
・病院内での寝具のカバー交換・回収等
・布団などを台車に積込み、エレベーターにて運搬
・４～５人によるシフト体制

＊雇用は、年度毎の契約更新となります。

不問

土日他 秋田基準寝具　株式会社
毎　週

秋田県秋田市八橋字イサノ６－１

5人 018-862-4525

不問
330人 秋田県秋田市

～平成31年3月25日
雇用・労災・健康・厚生

05010-19754881

発掘調査に伴う作業

秋田県埋蔵文化財センターが行う久保田城跡発掘調査に伴
う作業
遺跡発掘調査野外作業
・スコップや移植ベラ等を用いた掘削
・一輪車での土砂の運搬
・その他、上記に付随する業務
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

土日祝 旭建設　株式会社
毎　週

秋田県秋田市将軍野南４丁目８－２
５

0人 018-845-1197

不問
20人 秋田県秋田市

平成30年11月1日～平
成30年12月14日 雇用・労災・健康・厚生

05010-19694381

●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．　１０月１０日　㈲クリーンマジック「施設名：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】

　

『会社説明会』のご案内


