
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 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

月給

1人 211,300円～217,200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30分～17時30分 就業場所
(2) 7時30分～16時30分
(3) 9時30分～18時30分

月給

1人 167,000円～183,700円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 129,500円～145,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分
(3) 9時00分～17時00分

月給

1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 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分
(3) 9時00分～12時30分

月給

2人 200,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時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 148,190円～148,190円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～155,000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

日給（月額換算）

1人 124,620円～124,620円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

不問
364人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18561981

看護師

他 医療法人　正和会　五十嵐記念病院
その他

秋田県秋田市土崎港中央１丁目１７
－２３

99人 018-845-0251
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師

○外来又は病棟において患者様の看護業務全般を担当しま
す
・医師のサポート（診療補助）　・注射　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（１）６０分、（２）１２０分です。
　（２）夜勤：月５回程度（応相談）

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

看護師（正社員）

○施設利用者の看護業務全般を担当していただきます。
・バイタルチェック、処置、健康管理
・病院の受診付添
・一般入所者２９名、短期入所者８名です。
・看護スタッフ３名体制
・オンコール体制。（月１０日程度の宅直あり）



（正）看護師

他 社会福祉法人　敬仁会　地域密着型
特別養護老人ホーム　聚恵苑その他
秋田県潟上市天王字上江川４７－１
００

21人 018-853-5217

不問
170人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18576081

診療放射線技師

診療放射線業務全般を担当していただきます。

診療放射線技師免
許

土日祝他 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

420人 018-833-0115

不問
750人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18586681

歯科衛生業務

○歯科衛生業務として、歯科一般治療の補助、患者さんへの
　指導、アドバイスをしていただきます。
【主な内容】
・患者さんの導入、問診票のチェック、器具の出し入れ
　消毒、滅菌、印象採得（カタドリ）、データの入力（容易）
・院内外の清掃、電話応対（主に受付がやります）

歯科衛生士免許

日祝 竹中歯科クリニック
な　し

秋田県秋田市土崎港中央５丁目８－
３

4人 018-847-1188

パソコン操作（入
力、出力程度）

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康
05010-18544381

歯科衛生士

○歯科衛生士業務全般を担当していただきます。
・歯科治療補助、歯垢・歯石の除去
・口腔衛生指導、訪問診療
・その他、付随する業務（清掃など）
○デンタルエステ
・近赤外線療法、酸素カプセル、水素バーなど

＊デンタルエステについては当院ホームページをご参照くだ
さい。【ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔａｍａｋｉ－ｄ．ｃｏｍ／ｋｙｕｊｉｎ／】

歯科衛生士免許

日祝他 玉木デンタルクリニック
な　し

秋田県秋田市旭南３丁目２－７３

11人 080-2818-4157

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18599881

臨床心理士

○早期発達支援事業及び放課後等デイサービス事業（現在
申請準備中）により発達障害のあるこどもたちとその家族を
支えます。
・主として個別療育を行いこどもの認知力、社会性、コミュニ
ケーション力を伸ばすことを目指します。

＊医師、臨床心理士、作業療法士、言語療法士、保育士等
多職種がともにこどもたちを診ることを計画しています。

臨床心理士または
発達心理士

土日祝 医療法人　ソレイユ　いなみ小児科
ファミリークリニック毎　週
秋田市保戸野中町１－４５

6人 018-893-3955

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18559181

児童指導員

○早期発達支援事業及び放課後等デイサービス事業により
発達障害のあるこどもたちとその家族を支えます。
・主として個別療育を行いこどもの認知力、社会性、コミュニ
ケーション力を伸ばすことを目指します。

＊医師、臨床心理士、作業療法士、言語療法士、保育士等
多職種がともにこどもたちを診ることを計画しています。

保育士、幼稚園教
諭、作業療法士、
言語療法士、教員
免許のいずれか

土日祝他 医療法人　ソレイユ　いなみ小児科
ファミリークリニック毎　週
秋田市保戸野中町１－４５

6人 018-893-3955

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18560681

技術系スタッフ（理工学
研究科）

所属先：理工学研究科技術部
〇研究・教育・管理支援業務（機器製作に関する依頼業務）

主にパイレックス製ガラス実験器具の製作と修理。ガラスに
関する知識と経験が必要です。

※採用後、配置換等により変更の可能性があります。

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

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

・Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌの使用経
験。

2,334人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成33年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-18574281

一般事務【急募】

○一般事務に従事していただきます。
・請求書等の作成
・パソコンでの各帳簿（元帳、経理関係帳簿）等の作成
・電話応対、来客対応等

＊銀行等への外出業務あり（ＡＴ社有車使用）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　古川空調
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町字沖谷
地１６２

8人 018-846-6133
パソコン（エクセ
ル、ワード）出来る
方
建設業関係の経験
者尚可

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18569381

事務補助（臨時職員）

〇事務補助業務に従事していただきます。
・窓口対応
・電話の取り次ぎ
・印刷など

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

26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

05010-18600981

℡ 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 136,960円～154,080円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 130,000円～130,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 170,000円～190,000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

5人 190,000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

1人 170,000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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)12時30分～21時30分
(3) 8時00分～17時00分

時給（月額換算）

2人 126,988円～131,936円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

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

月給

1人 142,000円～161,400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00分～17時00分 就業場所
(2)17時30分～ 9時30分
(3) 6時00分～15時00分

月給

1人 145,800円～145,800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) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時30分～ 9時30分
(3) 6時00分～15時00分

月給

1人 137,200円～144,300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
(2)10時00分～18時30分

月給

1人 140,000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) 5時30分～15時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

月給

1人 144,500円～194,500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 就業場所
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平成30年9月26日発行（平成30年9月25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

医療事務及び受付

○外来受付事務及び医療請求事務全般を担当していただき
ます。
・レセプト入力、点検作業（パソコン操作）
・電話応対、会計、患者対応
・院内清掃
＊制服貸与
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

雇用・労災・健康・厚生
05010-18571481

医療事務関連資格
所有者（主催不問）

他 医療法人　正和会　五十嵐記念病院
その他

秋田県秋田市土崎港中央１丁目１７
－２３

99人 018-845-0251

38人 018-823-8150

不問

医療事務経験者
364人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 沢井薬品　株式会社

商品管理≪急募≫

○商品（食品：漬物、佃煮、水物等）の量販店発送や配達の
手配
○商品管理（荷受・在庫管理　等）
　商品の出し入れ作業など
＊倉庫及び冷蔵倉庫（チルド室）での作業となります
○商品の配達業務
　２ｔトラック（ＭＴ車）などを使用します

【業務拡張につき急募】

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　マルヨ食品
その他

秋田県秋田市外旭川字三千刈１５３

パソコンスキル（エ
クセル）

19人 秋田県秋田市

38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18564781

営業事務

医薬品の受発注業務ならびに入出庫管理をメインにお願いし
ます。
他に付随業務として電話対応や配送に伴う荷造りや事務処
理（データ入力、伝票発行、データ作成）もお願いします。

＊パソコン操作（エクセル）が可能な方
＊緊急の場合、配送等をお願いする場合があります。
＊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。

株式会社Ｒｏｏｔｓｌｉｖｉｎｇ
毎　週

秋田県秋田市飯島鼠田４丁目５－６
５

毎　週
秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－１０６

16人 018-862-7811

05010-18558281

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18550081

外回り営業職

○寝具の販売、リフォームの営業
・営業にて、契約していただいたお客様のアフターフォローま
た、新規契約の為の外回りなどを担当していただきます。
・いずれも当社管理職の者が同行いたします。

不問

土日祝他

30人 018-832-0401

不問

0人 018-811-1462

不問
0人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　ヴィクトリア　ネクサスカン
パニー　

販売・運営スタッフ（道
の駅あきた港）

○「道の駅あきた港」における販売および運営の業務です。
・道の駅内における物販
・商品の販売促進
・イベントの企画、実施
・その他、付随する業務あり

＊業務拡大に伴う増員です

普通自動車免許
ＡＴ限定可／業務
上

他 株式会社　秋田東北ダイケン
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目２－３２　山
二ビル５階

不問
350人 秋田県秋田市

530人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18566281

スポーツ用品販売員・
事務

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

社会福祉法人　敬仁会
その他

秋田県潟上市天王字鶴沼台４３－２
２６

毎　週
秋田県秋田市寺内蛭根１丁目１６－
１

16人 018-862-6600

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18593381

雇用・労災・健康・厚生
05010-18575181

介護員（介護福祉士：
松恵苑）

○施設入居者の食事、入浴、排泄介助等の日常生活に係る
介　護全般を担当していただきます。

＊就業時間（１）～（５）シフト制
　（２）夜勤　月平均４～５回程度あり。夜勤可能な方希望

＊一般入居者８０名（多床室５０床、ユニット型３０床）、　短期
入所者１０名
＊介護スタッフ４０名体制

介護福祉士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）（緊
急用）

他

018-878-5533

63人 018-878-5533

不問
170人 秋田県潟上市

介護労働講習実務
者研修修了された
方
介護職員初任者研
修（ホームヘル
パー２級）以上
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）（緊
急用）

不問

土日祝他 地方独立行政法人　秋田県立病院
機構　本部事務局

介護員【介護職員初任
者研修　（ヘルパー２
級）：松恵苑】

○施設入居者の食事、入浴、排泄介助等の日常生活に係る
介護全般を担当していただきます。
＊就業時間（１）～（５）のシフト制
　（２）夜勤　月平均４～５回程度あり。夜勤可能な方希望
＊一般入居者８０名（多床室５０床、ユニット型３０床）、
　短期入所者１０名
＊介護スタッフ４０名体制

※正社員への登用制度あり（介護福祉士取得後）

他 社会福祉法人　敬仁会
その他

秋田県潟上市天王字鶴沼台４３－２
２６

63人

不問
750人 秋田県秋田市

170人 秋田県潟上市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18594681

看護補助

病棟内の看護補助業務
　各部署において看護師の指示に従い業務を行います
・生活環境に関わる業務（病棟内の清掃等）
・日常生活に関わる業務（患者移送等）
・診療に関わる周辺業務（器具等の準備、片付け等）

医療法人　杏仁会　ショートステイ杏
その他

秋田県秋田市桜二丁目１７－２３

毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番１０
号

420人 018-833-0115

雇用・労災・健康・厚生
05010-18547581

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18585381

調理師

○入所者様の食事提供業務に従事していただきます。
・調理、盛り付け、食器洗浄など厨房内業務全般
・３９名分の食事（朝、昼、夕）を３～４名体制で対応していま
す。
　
＊制服貸与

調理師免許

他

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

30人 018-874-8880

不問
60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
05010-18595981

調理師（しおさい）

○調理師として、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。

＊契約更新は、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

調理師

他 株式会社　秋田キャッスルホテル



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 132,284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)10時30分～19時30分 就業場所
(2) 5時30分～14時30分
(3) 6時00分～15時00分

時給（月額換算）

1人 137,600円～154,800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 就業場所

日給（月額換算）

2人 207,000円～207,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 151,680円～255,820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50分～17時20分 就業場所

月給

1人 150,000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)10時00分～18時20分 就業場所

月給

3人 148,000円～245,000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 168,000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 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 241,500円～241,500円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

3人 168,000円～345,000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

月給

1人 170,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

平成30年9月26日発行（平成30年9月25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

給食業務「しおさい」

○施設内で仕込み、盛付、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、安心して応募く
ださい。
＊勤務状況等を考慮し、１年毎の更新となります。
＊制服等は会社で用意します。（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

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

05010-18598781

レンタカー店スタッフ
（秋田駅西口店）

○レンタカーの車両納車又は引取りをする仕事です。
・店舗では常に出入りしている車両をお客様に即座に提供出
　来る様、車両を洗車したり室内清掃をしていただきます。
・その他業務（電話応対、カウンター業務、車両移動）につ
　いても、周りのスタッフが指導しますので、初心者の方で
　もやりやすい仕事です。

働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車免許
（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

5人 018-833-6611

不問
360人 秋田県秋田市

～平成31年3月15日
雇用・労災・健康・厚生

05010-18579981

農作業及び廃材の運
搬「アルバイト」

・農作業の手伝い
・農作業がない時は解体用廃材の運搬作業を行っていただき
　ます。２ｔまたは４ｔ車使用。現場は秋田市　


＊雇用期間の更新の予定はありません
　（１０／２５頃までの３０日以内のお仕事です）。

中型自動車運転免
許（８トン限定可・Ａ
Ｔ限定不可）

日他 有限会社　鎌田建設
その他

秋田県秋田市河辺豊成字宮下３３ー
１

2人 018-882-2050

不問
2人 秋田県秋田市

～平成30年10月25日
労災

05010-18590281

自動車整備職

○大型から小型に至る各種トラックおよびバスをはじめとする
自動車全般の車検、法定点検、整備、修理を行う業務です。
・メーカー派遣による研修制度あり。
・業務上の必要資格取得にかかる支援制度あり。
・作業服、安全用具等貸与。

普通自動車免許（４
ｔ車限定不可）
自動車整備士３級
以上

日祝他 秋田いすゞ自動車　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字蛭根８５－７

115人 018-862-6601

自動車整備経験者
（トラック整備の経
験があれば尚可）

226人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18568081

自動車塗装

○自動車ボディーの塗装
○自動車塗装に付帯する業務全般
　・軽自動車、普通自動車の塗装業務
　・修理済み車の納車準備

※自動車塗装の実務経験者の方。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

火日他 株式会社　サニーボデー
その他

秋田県秋田市寺内字イサノ７７番地

8人 018-862-6975

自動車塗装の実務
経験者

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18563481

コンクリート圧送作業
（ポンプ車乗務）

・コンクリートポンプ車に乗り、工事現場へ行きコンクリートを
型枠に流し込む作業。
＊当初は作業の補助業務となりますが作業に慣れ次第、運
転及び圧送作業も担当していただきます。
＊現場は県内全域
＊ポンプ車での作業に必要な資格の取得費用は会社で負担
します。
＊ハローワーク内の検索用パソコンから、車両や現場の写真
を見ることができます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
（大型免許あれば
尚可）

日祝他 株式会社　ヤマコン秋田
その他

秋田県秋田市新屋比内町７２番３号

13人 018-888-8661

不問
16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18546981

作業員（秋田営業所）
「建設」

・建築現場でのメッシュシート設置、環境品の設置
・足場部材の搬送、整理
・その他、付随する業務および指示された業務

＊現場エリアは主として青森県内の建設現場です。

＊１年程度は見習い期間として、ベテランスタッフが親切丁
　寧にご指導します。

日祝他 株式会社　パーツ産業
その他

岩手県盛岡市上厨川字柳原５－１

7人 019-641-6662

73人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010-23140381

２ｔ車を運転できる
免許（普通自動車
免許［ＡＴ限定不
可］）
（中型自動車運転
免許あれば尚可）

足場組立作業員「秋田
営業所」

【主な仕事の内容】
・住宅の足場組立および撤去作業全般
・工事場所は県内全域です。
・高所作業あり

＊会社へ集合し社有車で現場へ向かいます。
＊自社トラック（２～３ｔＭＴ車）を運転する場合があります。


日祝他 株式会社　みちのく産業
な　し

秋田県秋田市四ツ小屋末戸松本字
地蔵田２６９－３

14人 018-839-8505

18人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-18589481

建築大工

○建築大工に関わる工事全般の作業です。
・住宅工事（在来工法が主です）　　　　　　　　　　　　
・テナント工事、什器の製作など　　　　　　　　　　　　

※県内全域の作業ですが、秋田市～男鹿市が主な現場で
す。
※会社に集合してから現場に向かいますが、自宅が現場に
　近い場合はこの限りではありません。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社　加賀谷建築事務所

秋田県潟上市天王字江川上谷地１０
５－１０

3人 018-872-2223

不問
14人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18573881

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1266081

配管工（見習いでも可）

○一般住宅と秋田市発注の給排水管工事
○排水管本管敷設工事
○その他付随する業務

＊会社へ集合し、現場へ向かいます
＊現場は秋田市内（社用車ＡＴ車）
＊土木工事作業もあります


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
給、排水技術者資
格等あれば尚良し

日祝他

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
中型自動車免許（８
ｔ限定可）あれば尚
可
足場組立作業主任
者あれば尚可

12人 018-834-6371

不問
14人 秋田県秋田市

株式会社　日東施設工業所
その他

秋田県秋田市楢山登町１１－４０

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

日給（月額換算）

1人 165,750円～191,250円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 210,000円～321,500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 18歳以上 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)18時00分～ 6時00分

時給（月額換算）

1人 130,500円～135,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～14時30分

4ページ中 4ページ

平成30年9月26日発行（平成30年9月25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

建築作業員

○建築作業員として勤務していただきます。
【主な仕事の内容】
・足場の組立、解体作業
・鉄骨の組立作業
・除雪作業

※秋田市および秋田市近郊の工事現場が中心です。

※原則的に、現地への直行直帰となります。


不問

日他 秋田ＳＫ工業　株式会社
な　し

秋田県秋田市上北手猿田字四ツ小
屋１１０－１５３

5人 018-839-3303

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18577381

ビルクリーニング現業・
日常清掃業務管理

○ビルクリーニングの現場業務、日常清掃業務管理

＊現場は秋田県内全域
＊就業時間（１）（２）シフト制
＊就業時間（２）１８：００～６：００の間で実働８時間
　勤務です。
＊現場までは社有車で移動します。
＊未経験者の方歓迎いたします。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ウエスト　秋田支店
その他

秋田県秋田市泉北４丁目４－１８

4人 018-895-5211

不問
32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18554581

クリーンスタッフ（秋田
市役所）

○建物内のフロア、トイレ等の清掃業務に従事していただき
ます
・ごみ回収、その他付随する業務
・制服貸与します。

＊未経験者入社時研修とその他研修があります。

【６０代の方も応募可能です】

不問

他 大洋ビル管理　株式会社

雇用・労災・健康・厚生
05010-18591181

毎　週
秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

7人 018-865-0601

不問
320人 秋田県秋田市

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

　

　　　　　　　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２６日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　２．　　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】
　３．　　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】
　４．　１０月　１日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　５．　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】
　６．　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】
　７．　１０月　４日　太陽電機㈱秋田営業所【ルート営業と配送】
　８．　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】
　９．　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】
１０．　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



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 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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 190,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所
(2)11時00分～19時30分

月給

2人 158,000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) 4時30分～12時45分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分
(3)12時00分～20時30分

月給

1人 150,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時30分～15時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時30分

月給

1人 183,000円～216,500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30分～17時05分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 226,750円～251,750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 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 就業場所

月給

2人 140,000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 136,864円～136,864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

看護師・准看護師

○泌尿器科、内科の外来診療及び人工透析の看護業務を担
当していただきます。
・外来患者対応
・人工透析に係る看護業務全般
・その他付随する業務

＊月に３～５回程度の夜間透析業務あり
＊透析経験なくても応募可能です。

看護師又は准看護
師

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18621281

薬剤師免許

日祝他 株式会社　いわま薬局
毎　週

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

10人 018-884-0911

平成30年9月27日発行（平成30年9月26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

薬剤師

○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

日他 医療法人　淞秋会　おのば腎泌尿器
科クリニック毎　週
秋田県秋田市仁井田字中新田８０

20人 018-892-6123

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18626981

栄養士

○入院患者の調理業務に従事していただきます。

・患者様への配膳、下膳
・その他、付随する業務

＊就業時間は（１）～（３）のシフト制

栄養士

他 医療法人　回生会　秋田回生会病院
毎　週

秋田県秋田市牛島西１丁目７－５

226人 018-832-3203

不問
226人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18629781

栄養士

○施設利用者に対する食事提供及び栄養管理業務全般に
従事していただきます。
・衛生管理業務
・献立の作成業務
・食材の発注業務
・その他、付随する業務
＊ショートステイ（定員２０名）デイサービス（定員１８名）を４名
体制で対応。

栄養士免許

他 株式会社　アーバンライフサポート
その他

秋田県秋田市茨島２丁目１５－７０

27人 018-866-1061

不問
27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18631381

生活相談員【泉】（デイ
サービス）

○機能訓練専門デイサービス（半日型）の生活相談員として
次の業務を担当していただきます。
・利用契約、担当者会議
・ケアマネージャーさんとの連絡、調整
・送迎（ＡＴワゴン車使用）
・その他付随する業務
【詳しくはこちらをご覧ください】
ｈｔｔｐ：／／ｋｉｔａｅｒｏｏｍ．ｃｏｍ／ｒｅｃｒｕｉｔ／

日祝他 株式会社　プライムハウス
その他

秋田県秋田市仁井田本町３－１２－
３２

9人 018-893-4466

75人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18604881

社会福祉士又は社
会福祉主事任用資
格
又は介護支援専門
員（実務経験１年以
上）
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

機能訓練指導員

○在宅で療養されているお客様に機能訓練指導業務をメイン
に担当していただきます。
・病棟とは異なりお客様とじっくり向き合いながら、その人らし
く生きる為のリハビリを提供できることが魅力です。
※勤務日数・時間・曜日は相談に応じます。
※入職支度金あり（対象者：県央地域外から転居された方）
※事前に職場の見学可能です（直接申込み可）
【働き方改革関連認定企業】【秋田県】介護サービス事業所認
定評価制度取得

作業療法士か理学
療法士のいずれか
必須
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　虹の街　秋田営業所
その他

秋田県秋田市牛島西１丁目３－８

42人 018-831-5652

不問
314人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18634581

一般事務

○タクシー会社の一般事務です。

・売上の計算
・日報の整理
・書類作成
・電話応対　　など

不問

他 浮田産業交通　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋町字渋谷地９６－
１４

36人 018-888-9600

不問
36人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18612881

事務員

○事務員として従事していただきます。
・書類作成、見積作成（パソコン使用）
・データ入力、出力作業
・現場に関する書類作成等
・メールで送られてきた図面の印刷、メール受信
・その他、付随する業務

＊稀に外出用務あり（社有車・普通車ＡＴ使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　相原鉄工所
毎　週

秋田県秋田市新屋豊町８－２８

20人 018-862-2815

パソコン操作できる
方（エクセル、ワー
ド）

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18615081

一般事務

○下記の一般事務業務に従事していただきます。
・石油、ガスの受発注業務
・パソコン操作
・電話応対（主に一般家庭からの灯油の注文）
・事務所内の簡単な掃除

＊エクセルやワードを使って簡単な表作成
＊一年ごとの契約更新

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

パソコン（エクセ
ル、ワード）操作

680人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-18632681

一般事務補助

○一般事務補助
・文書整理
・パソコン操作（一太郎・Ｅｘｃｅｌ等）
・電話応対
・接客（お茶出し等）


不問

土日祝他 秋田県農林水産部　林業木材産業
課

平成30年11月1日～平
成31年4月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010-18642581

毎　週
秋田市山王４丁目１－１

21人 018-860-1912

パソコン操作可能
であること

3,500人 秋田県秋田市

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



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 136,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～18時15分 就業場所
(2) 8時45分～13時30分

月給

1人 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

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) 9時30分～18時30分

月給

1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

月給

4人 200,000円～250,000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 18歳以上 (1)16時00分～ 1時00分 就業場所
(2)20時00分～ 4時30分
(3)21時00分～ 5時30分

月給

2人 165,200円～166,200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 18歳～62歳 (1) 9時00分～ 8時59分 就業場所
(2) 0時00分～ 9時00分
(3) 9時00分～18時00分

月給

1人 260,000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50分～18時20分 就業場所
(2)10時30分～20時00分
(3)11時30分～21時00分

時給（月額換算）

4人 138,240円～138,240円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所
(2) 9時30分～18時00分
(3)11時30分～20時15分

月給

1人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 135,000円～145,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 142,110円～186,110円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～19時00分 就業場所

3ページ中 2ページ

9月27日発行（平成30年9月26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

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

＊就業時間：（２）は毎週土曜日勤務時間です

雇用・労災・健康・厚生
05010-18610481

不問

日祝他 山岸クリニック
な　し

秋田県秋田市大住４丁目１２‐４７

2人 018-874-7200

0人 018-884-0911

基本的なパソコン
操作の可能な方

不問
2人 秋田県秋田市

医療事務（大町いわま
薬局）

○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）

＊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

55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18620881

医療事務（外旭川いわ
ま薬局）

○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）

＊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

6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

雇用・労災・健康・厚生
05010-18623081

医療事務（さくらいわま
薬局）

○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）

＊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

4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

雇用・労災・健康・厚生
05010-18624381

荷受作業（検品・保管
作業）

○秋田市公設地方卸売市場内で、主に水産物冷凍品・加工
品　の検品、保管作業を担当していただきます。

・その他付随する業務。

＊就業時間（１）～（４）各１名の募集です。


フォークリフト免許
（免許のない場合
は要相談）

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

17人 018-869-7890

不問
136人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18648081

料金所スタッフ（各料金
所）

○有料道路の料金所で通行料金を収受する業務に従事して
いただきます。
・ＥＴＣ機器等の監視
・トラブル対応　・お客様問い合わせ対応
・料金所内外の清掃作業等
・有料道路上の移動のため社有車（ＡＴ限定可）使用
・その他、付随する業務
＊協和料金所及び秋田南料金所は料金精算機のモニター監
視　やインターフォンによるお客様対応となります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ネクスコ・トール東北　秋
田事業部その他
秋田県秋田市上北手古野字大繋沢
３０－２

105人 018-829-2176

パソコン（エクセル・
ワード）入力程度

1,600人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18639181

販売・ギフトアドバイ
ザー（秋田店／全国転
勤の正社員）

＊転勤できる方を募集します
＊家具・家電付の社宅をご用意いたします
＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・時計等、幸せなプレゼント
選びのお手伝いをする仕事です
（ブランド品や当社オリジナルブランドの販売・商品管理・ディ
スプレイ等）
＊未経験の方も努力次第で様々なキャリアアップが可能です
＊年間休日１２０日で土日祝も交替でお休みいただけます。
＊安心の東証ＪＡＳＤＡＱ上場企業で働きませんか

不問

他 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
その他

東京都中央区銀座１－１６－１　東貨
ビル４Ｆ

4人 03-3562-7523

不問
400人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-19469582

販売

○無印良品の衣料品、生活雑貨、食品の接客販売および各
業務を担当していただきます。
・接客、レジ会計操作、商品の管理、商品出し、売場の管理
・発注業務、在庫管理（パソコンでの入力）
・サッカー、ラッピング、包装
・店舗内の整理、清掃、その他付随する作業

＊６ヶ月更新
＊パートタイムご希望の方、応相談

不問

他 株式会社　友和　無印良品秋田アル
ス店毎　週
秋田県秋田市中通７丁目２－１
秋田駅ビルアルスＢ１Ｆ

9人 018-825-5288

不問
850人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18666681

サービス提供責任者
（たんぽぽ飯島）

○訪問介護サービスのコーディネート業務
・訪問介護計画書の作成
・お客様やご家族等及び担当ヘルパーとの連絡調整
・サービス担当者会議への出席
○訪問介護業務（身体介護・生活援助）
＊訪問範囲：主に秋田市内
＊外出用務には自家用車使用（ガソリン手当別途支給）
＊正社員登用の可能性あり

他 株式会社　レヴァレンス

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）

堀部歯科医院
毎　週

秋田県秋田市新屋表町１１－３

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

29人 018-866-0888

120人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18627581

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18618981

歯科助手

・診療補助
・消毒
・診療器具の準備、管理
・清掃等

不問

木日祝

毎　週
秋田県秋田市中通１丁目３－５　秋
田キャッスルホテル２階

9人 018-836-5454

ＰＣ基本操作（エク
セル・ワード）
レセコンの経験あ
れば尚可

6人 018-828-4323

不問
7人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18633981

歯科医院の受付および
歯科助手

○歯科医院の受付業務
・電話対応、データ入力、在庫管理
・診療準備
・後片付け、院内外の清掃　等
・週１日程度の往診補助（社有車／ＡＴ車）

○歯科助手業務
・医師の指示に従っての歯科診療補助
＊明るく親切な対応ができる方を希望します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月祝他 医療法人　信康会　キャッスル歯科



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 145,000円～145,000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) 6時00分～14時00分 就業場所
(2) 8時30分～16時00分
(3)11時00分～19時00分

月給

2人 171,300円～204,200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) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

3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 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 7時00分～11時30分

時給（月額換算）

1人 170,400円～170,400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

2人 180,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 128,993円～128,993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

日給（月額換算）

2人 130,200円～136,500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～17時00分 就業場所

月給

1人 131,600円～131,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

平成30年9月27日発行（平成30年9月26日受付分)　Ｎｏ．３

3ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

調理員

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

雇用・労災・健康・厚生
05010-18616381

不問

他 株式会社　シンワ
毎　週

秋田県秋田市新屋朝日町１３－２５

27人 018-893-4137

20人 019-663-3333

不問

不問
56人 秋田県秋田市

中型自動車運転免
許（８ｔ限定可）又は
準中型免許（５ｔ未
満）

他 青森定期自動車　株式会社　秋田支
店

サービススタッフ（秋田
市内・正社員）

＊Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ秋田いずれかの店舗において車両の点検・
修理・車検などに従事していただきます。

・常時８名程度の体制で車両の整備、点検作業等を行います
・洗車等の雑務一般作業
・顧客の車の引き取り、納車作業
＊作業着・工具貸与
　　　　　　　　　　≪　急　募　≫

普通自動車運転免
許１種　（ＡＴ限定不
可）自動車整備国
家２級

他 株式会社　ホンダ四輪販売北・東北
毎　週

岩手県盛岡市北山二丁目２７番１１
号

不問
390人 秋田県秋田市

428人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 03010-23291881

２ｔ・４ｔトラック運転手
（急募）

○２ｔ・４ｔトラックにて、日用雑貨等をホームセンター等に納品
していただきます。

＊トラックはアルミ箱車又はウイング車となります。
＊荷物の積み下ろしは手作業が基本です。
＊主に秋田県内の集配業務です。
＊諸手当等を含めると総支給額は２１０，０００円以上となる
見込みです。

株式会社　パワースタッフジャパン
仙台支店毎　週
宮城県仙台市若林区卸町５丁目２－
１０　卸町斎喜ビル３階

その他
秋田県秋田市河辺北野田高屋字上
前田表４８－１

15人 018-881-1222

～平成30年12月31日
雇用・労災・健康・厚生

04010-64362881

雇用・労災・健康・厚生
05010-18625681

（派）携帯電話基地局
保守・メンテナンス業務
［秋田市］

事務所集合後、携帯電話基地局へ出向き、点検やメンテナン
スをお願いします。

緊急トラブル時は、後旧作業を優先するため、夜勤や休日出
勤が発生します。

＊チーム体制で行動するので、未経験者歓迎
＊業務上、車を使用する機会あり（社有車使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝

13人 018-839-2800

不問

0人 022-782-7823

ＰＣ入力程度
50人 秋田県秋田市

不問

日祝他 トヨタ部品東北共販　株式会社

建設作業員

○フェンス工事・カーポート工事、エクステリア工事に伴う現
場作業に従事していただきます。

＊現場は秋田県全域となり、会社に集合し社用車に乗り合わ
せて現場に移動します。

＊未経験の方には丁寧に指導いたします。

普通運転免許（ＡＴ
限定不可）

日他 有限会社　藤工
その他

秋田県秋田市仁井田字大野１８２－
１

不問
216人 秋田県秋田市

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18603781

商品管理（秋田営業
所）

当社秋田営業所において下記の業務を行っていただきます。
・倉庫内における、自動車部品，関連商品の入出庫作業
・その他、上記に付随する業務及び指示された業務

＊冷暖房完備の職場です。
＊制服貸与あり

太平ビルサービス　株式会社　秋田
支店毎　週
秋田県秋田市山王６丁目１４番１２号

その他
岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢第１０
地割１１２－１

7人 019-697-6621

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18657381

～平成30年12月31日
雇用・労災・健康・厚生

03010-23236181

クリーンクルー（県内業
務現場
）

○建物等の清掃作業に従事していただきます。
・床、ガラス等の清掃（専用器具を使用しての作業）
・ワックス掛け等
（マンション、スーパー、事務所などの提携先）
・ハウスクリーニング
・提携先ビル内日常清掃

＊ビルクリーニング技能士の資格取得サポート
＊正社員登用制度あり

不問

他

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１－１

13人 018-860-3578

不問

12人 018-874-7622

不問
24,000人 秋田県秋田市

21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

05010-18605281

一般事務及び販売員
補助

・県庁舎内の事務所において一般事務員として勤務していた
だきます。ただし、休暇等で人繰りの関係から、売店販売補
助の業務もあり。
・年２回（３月、９月）商品棚卸業務あり。
・年１回全店職員会議あり（土曜日）
・３月３１日までの年度毎の契約更新になります。

不問

土日祝 秋田県職員消費生活協同組合

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



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

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　１．　　９月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】
　２．　　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】
　３．　１０月　１日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　４．　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】
　５．　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】
　６．　１０月　４日　太陽電機㈱秋田営業所【ルート営業と配送】
　７．　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】
　８．　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】
　９．　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社参加予定】
　２．　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

2人 220,000円～379,500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) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 308,460円～543,460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 235,000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 不問 (1) 8時00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30分～18時30分 就業場所

月給

1人 230,200円～230,200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ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～19時20分 就業場所
(2) 9時30分～17時20分
(3) 9時30分～13時20分

月給

2人 160,000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 就業場所

月給

1人 135,000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 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,000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～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～19時30分
(3) 8時30分～14時00分

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 59歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～16時00分
(3) 8時30分～13時00分

5人 018-824-8770

レセプト請求事務
経験１年以上

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18720681

雇用・労災・健康・厚生
05010-18696881

医療事務

○内科クリニックにおける医療事務全般に従事していただき
ます。
・外来受付対応　電話対応　・会計業務　
・レセプトコンピューターの操作　
・院内の清掃　・その他、付随する業務

不問

木祝他 クリニック　八橋和田内科
その他

秋田県秋田市八橋大畑２丁目３番３
号

その他
秋田県秋田市御所野下堤２丁目１番
９号

9人 018-838-1785

ＰＣ操作（エクセル・
ワード）
実務経験あれば尚
可

9人 秋田県秋田市

41人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03040- 4708381

医療事務兼クラーク

・乳がん治療に特化した当院内に於いて、
○窓口受付、電話応対、レセプト請求、等の医療事務業務
○ドクターズクラーク業務
○院内の患者誘導等の看護補助業務
○院内の整理整頓、清掃業務等の付随する業務全般を行っ
ていただきます。

不問

木日祝他 いなば御所野乳腺クリニック

事務員（秋田営業所）

◎秋田営業所に於いて、主に下記の業務に従事していただ
きます。
＜一般事務業務＞
・パソコン操作による受注、発注、納品書、請求書業務
　その他、付随する業務　など
・電話応対、来客応対

　　　　　　　　　＊＊＊　急　募　＊＊＊

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 太陽電機　株式会社
その他

岩手県花巻市二枚橋３－１７１－３

4人 0198-26-2441

パソコン操作

90人 018-862-2223

不問
140人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18692981

雇用・労災・健康・厚生
05010-18697281

保育教諭

○０～５歳児の子供の保育教育業務とその他、関連の雑務
に従事していただきます。

＊就業時間は相談に応じます。

保育士または幼稚
園教諭

日祝他 学校法人　山王学園
その他

秋田県秋田市山王中園町４－１５

その他
秋田県秋田市外旭川字三後田２２番
地１

3人 018-853-6253

不問
3人 秋田県秋田市

88人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18723481

歯科衛生士《急募》

○歯科衛生士業務に従事していただきます。
・歯科診療補助　・歯科予防措置　・歯科保健指導　
・設備、器具の洗浄・消毒

＊９月退職者の補充の為急募

歯科衛生士

木祝他 たかはし歯科クリニック

看護師

○障害者支援施設利用者５０人の健康管理
・健康管理
・バイタルチェック
・服薬管理
・看護、通院業務（社用車使用）

【正社員登用制度あり】

看護師
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 社会福祉法人　秋田育明会
毎　週

秋田県秋田市柳田字竹生１６８

45人 018-834-2577

不問

6人 018-853-0371
以下のいずれかの
言語による３年以
上の開発経験（必
須）
＊求人条件特記事

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18686481

雇用・労災・健康・厚生
05010-18743181

プログラマ

○システム開発およびスマートフォン、タブレット向けアプリ開
発（ｉＯＳ、Ａｎｄｒｏｉｄ）
＊顧客との打ち合わせ等により、外出用務もあります。
　その際、社有車もありますが、マイカー使用可能です。
　　　　　　　　　　　　　　　（ガソリン代支給）＊開発中アプリ
例・建設業等の日報システム
　・数千～数万台のスマホをＢＬＥ／Ｗｉｆｉで制御するシステム
（ｉＯＳ、Ａｎｄｒｏｉｄ、Ｗｉｎｄｏｗｓ）
　　他多数あり、詳しくはＨＰで確認

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊情報専門学校卒
は基本情報技術者
資格取得以上

土日祝他 株式会社　オクトライズ
毎　週

秋田市外旭川字野村２０７－１
　グランパスビル　２Ｆ

その他
秋田県秋田市外旭川字田中６

16人 018-862-5484

不問
35人 秋田県秋田市

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-64515281

現場管理者

○現場管理のできる方を募集します
・塗装工事全般
・土木、とび土工、建築、防水工事

＊できれば１級土木施工管理技士を希望
＊６０歳以上の方も歓迎
＊未経験者には、資格取得の支援を行います。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
土木施工管理技士
１級または２級

日祝他 三建塗装　株式会社

技術マネージャー（建
築工事）［秋田市／横
手市／大仙市］

各建設現場において、現場代理人のサポート役を担って頂き
ます。・施工物件の工事管理（工程・品質・安全他）
・必要書類に作成・工事関係者との打合せ
※ご本人の希望や適性を踏まえて担当現場を決定致しま
す。
※施工管理経験があれば、公認資格の有無は問いません。
※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】

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 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

施工管理３年の経
験あり
ＰＣ操作（エクセル・
ワード）

平成30年9月28日発行（平成30年9月27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

（派）機械設計職［潟上
市］

電子部品のユニットを構成する樹脂モールドの設計業務をご
担当頂きます。
家電や製品設計などの樹脂製品設計の経験が応用・流用可
能な業務です。

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

0人 022-726-5633

樹脂製品設計実務
経験者（経験３年以
上）

150人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
04010-64501681

℡ 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 230,000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 35歳以下 (1)13時00分～22時00分 就業場所

月給

1人 170,000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 18歳以上 (1) 4時30分～14時30分 就業場所
(2) 3時30分～14時00分

月給

1人 155,000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
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 151,000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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 190,000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歳以上 (1)15時00分～ 0時00分 就業場所

月給

5人 160,000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 (1)10時00分～19時00分 就業場所
(2)15時00分～ 0時00分
(3) 6時00分～15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) 7時00分～17時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分
(3)13時00分～22時00分

日給（月額換算）

3人 172,800円～183,600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00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 170,100円～340,200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 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) 9時00分～19時00分 就業場所
(2)10時00分～15時00分

2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18702181

自動車鈑金・塗装

○自動車の点検・整備、新車・中古車の販売に係る業務に従
事していただきます。

・自動車の点検、修理、板金塗装、車検整備
・店頭での新車、中古車、及び関連部品、パーツの販売
・自賠責保険の手続き等

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）　※
ＡＴ限定の方応相
談

日祝他 車検　ベスト
その他

秋田県秋田市外旭川八柳３丁目６－
２３

2人 018-868-4301

整備士経験

2人 018-829-3362

不問
2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18700881

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05020- 4382281

保温・板金工

○保温、板金の仕事で板金では１枚の板から曲げたり、丸め
たりして様々な形の物を作り上げる仕事です。
・熱絶縁工事　

＊火力発電所や水力発電所、ごみ処理所等の配管の温度を
　保つための筒を作る作業です。

＊仕事の状況によっては県外への出張もあり

不問

日祝他 斉藤工業
その他

秋田県秋田市御野場８丁目４－３

毎　週
秋田県能代市河戸川字大須賀３７－
１

30人 0185-55-3226

205人 秋田県男鹿市

120人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18711381

交通誘導警備員【男
鹿・南秋地区】（アルバ
イト）

◆交通誘導・出入管理・工事に伴う車両誘導などの業務に従
事して頂きます。
　○現場へは自己所有車で直行して頂きます。
　　（交通費は当社規定により全額支給）

　　　＊＊＊　女性も多く活躍しています　＊＊＊

他 東アジア警備保障有限会社　能代営
業所

フロント・予約係

・チェックイン及びチェックアウトの接客、精算
・電話やインターネットからの予約受付
・売店やラウンジの補助業務
・その他、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

他 株式会社　秋田温泉さとみ
その他

秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

120人 018-833-7171

不問

6人 018-864-1112

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18728081

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18694481

店舗営業管理

○ラーメン店「佐々木家」他各店でのラーメン等の調理、ホー
ルでの接客、従業員管理等、店舗運営　をトータルで管理し
ていただきます。

＊店長候補
＊希望地がありましたら面接時にお申し出ください。

不問

他 有限会社　マックエンタープライズ
その他

秋田県秋田市川元むつみ町７－２１

その他
秋田県秋田市大町３丁目２－３０

13人 018-824-8846

不問
500人 秋田県秋田市

52人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18714581

調理及び調理補助・
ホール全般（カルビ屋
大福秋田山手台店）

○店内において、ホール、調理業務に従事して頂きます。
・調理、盛付け
・接客・受付・レジ
・その他、付随する業務


不問

他 株式会社　アジマックス

看護助手（ショートステ
イ）

〇ショートステイにおいて看護業務の補助に従事していただ
きます。
・看護師の指示のもと、処置の補助
・血圧測定等バイタルチェック
・未経験でも親切に指導します。
・受診対応
・その他、付随する業務

ヘルパー２級、初
任者研修終了又は
介護福祉士等必須

他 有限会社　チョウセイ
その他

秋田県潟上市天王字上江川４７－１
３０

34人 018-872-2201

看護助手又は、介
護業務の経験者

5人 018-853-5914

パソコン操作（Ｍａｃ
ｏｓ）できる方

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18742281

労災・健康・厚生
05010-18690381

営業

○一般企業へ出向き、Ｗｅｂ制作などの営業を行っていただ
きます。
【仕事内容詳細】
・マイカー使用（ガソリン代会社負担）
・営業は主に秋田市内全域となります。
・会社のホームページを作ったり、広告作りの案内も行いま
す。
・その他付随する業務あり。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　オリジナルグルーヴ
毎　週

秋田県秋田市東通６丁目１５－２１
２Ｆ

隔　週
秋田県秋田市広面字谷内佐渡１５２
－２

1人 018-884-3606

経験者優遇
建築施工管理技士
２級あれば尚可

1人 秋田県秋田市

54人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18685581

現場管理及び営業

○店舗（コンビニ・商業施設・受託内装等）における現場管理
・カーテン取付工事等
・営業（秋田県内）
・社用車使用

＊現場へは基本的に社有車で乗合いで向かいますが、場合
に　よっては直行もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　高橋店装

競り、野菜の販売担当
及び商品荷受け

・競り、野菜の販売担当及び商品荷受けに従事していただき
ます。

＊秋田市公設地方卸売市場にある青果大卸の会社です。県
内外から集荷された野菜は弊社から仲卸を経てスーパー店
頭に並びます。圏内最大手の市場でとても活気のある職場で
す。また、特色のある青果を発掘し、首都圏の商社、スー
パー等へ提案、販売する業務もあります。

不問

水日 丸果秋田県青果株式会社
毎　週

秋田市外旭川字待合２８

022-268-4374

45人 018-869-5511

不問

不問
48人 青森県弘前市

家庭教師会の営業管理、マネージャー候補。
１．反響営業が中心。
２．お問合せ頂いたお客様宅への訪問、当社システム説明
３．契約後、講師を社内データベースで検索、講師の派遣を
する。
４．講師から毎月報告を受け管理。
５．顧客・講師の管理全般を行う。

＊トライアル雇用併用求人
　トライアル期間中の条件：基本給２０２，０００円

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-64521781

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ライフブリッヂ　［学生家
庭教師会］毎　週
宮城県仙台市青葉区本町１丁目１３
－３２　オーロラビル６１２号

3人

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（交通誘導警備１級
又は２級所持者優
遇）
（工事管理者ＪＲ資
格所持者優遇）

3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

営業マネージャー（営
業管理）［弘前市／秋
田市／盛岡市］



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

2人 150,360円～150,360円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時55分～16時05分 就業場所

時給（月額換算）

2人 190,800円～190,800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～16時00分 就業場所
(2)16時00分～ 0時00分
(3) 0時00分～ 8時00分

時給（月額換算）

10人 176,000円～176,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 2時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

時給（月額換算）

2人 165,300円～165,300円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時20分 就業場所
(2)16時00分～ 0時20分
(3) 0時00分～ 8時20分

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 156,240円～156,240円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 172,000円～252,000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～16時45分 就業場所

月給

1人 172,000円～252,000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～16時45分 就業場所

月給

2人 175,000円～209,118円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010-23321781

毎　週
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南
２－４－２１

0人 019-611-2412

不問
400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- 5293181

施設管理（秋田市）

「天然温泉ホテルこまち」において下記の業務を行っていただ
きます。お客様がいない時間帯での業務になります。
・ボイラーの日常点検
・設備の軽微なトラブル対応
・サウナ、足ふきマット交換

＊ボイラー経験、施設管理、資格のある方優遇
＊未経験者可能、丁寧に指導します。
　　　　　　　　　　≪　急　募　≫

不問

他 みちのくキヤンテイーン　株式会社

ドライバー職≪秋田南
営業所≫
（年齢不問）

◇秋田南営業所でのドライバー職

・４トントラックで秋田県内及び東北一円への配送業務。

※給与や待遇面以外でも資格取得制度が充実しており、大
型免許やフォークリフト免許など、業務上必要な免許や資格
取得に関する費用は当社で負担し、本人のスキルアップを応
援します。

・中型免許
＊大型免許あれば
尚可

日祝他 ヨコウン　株式会社
その他

秋田県横手市卸町８－１４

20人 0182-32-3670

不問

20人 0182-32-3670

不問
289人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05060- 5291881

平成30年10月22日～
平成30年11月30日 雇用・労災

05010-18732781

ドライバー職≪秋田南
営業所≫

◇秋田南営業所でのドライバー職

・４トントラックで秋田県内及び東北一円への配送業務。

※給与や待遇面以外でも資格取得制度が充実しており、大
型免許やフォークリフト免許など、業務上必要な免許や資格
取得に関する費用は当社で負担し、本人のスキルアップを応
援します。


・中型免許
＊大型免許あれば
尚可

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

2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18719181

塗装工程の補助作業
【秋田市】

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

※その他付随する作業あり。
※体力に自信のある方、歓迎！

不問

日他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

自動車整備士

○自動車の整備をメインとし、販売やアフターフォローなど担
当していただきます。
・車検、一般整備、顧客管理など
・自動車保険募集

自動車二級整備士
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　佐紀自動車
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－７０

2人 018-828-0077

パソコン操作（エク
セルを使って施工
報告書を作ってもら
います）

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県秋田市

平成30年10月25日～
平成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 5322581

平成30年10月22日～
平成30年11月30日 雇用・労災

05010-18738681

製造工【秋田市飯島】
（交替制）

＊ＬＥＤチップの製造

＊派遣期間：Ｈ３０年１０月２５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。

※上記就業場所での最長就業可能日は、平成３２年２月５日
です。

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所
その他

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

20人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県南秋田郡五城目町

23,000人 秋田県秋田市
平成30年10月15日～
平成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 5321981

電気機器製造（交替
制）【五城目町】

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

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

＊就業開始日相談可能

不問

日他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

製造工【秋田市茨島】

＊石英ルツボ（ガラス容器）の製造
　・溶融炉を使用しルツボを形成する業務

＊派遣期間：Ｈ３０年１０月１５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。
※上記就業場所での最長就業可能日は、平成３１年９月１１
日です。

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所
その他

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

不問

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

05010-18741881

不問

他 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

1人 0120-709-707

平成30年9月28日発行（平成30年9月27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

製造オペレーター（手作
業）　　【秋田市】

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

＊重量物はありませんが、体を大きく動かす作業です。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



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

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　１．　　９月２８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】
　２．　１０月　１日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　３．　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】
　４．　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】
　５．　１０月　４日　太陽電機㈱秋田営業所【ルート営業と配送】
　６．　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】
　７．　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】
　８．　１０月１０日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　９．　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】
１０．　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】
１１．　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】
１２．　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】
１３．　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】
１４．　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！！

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．　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】
　２．　１０月　９日　ヤマト運輸㈱【荷受作業（イオンモール秋田 内】
　３．　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



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～330,000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 198,000円～233,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 220,000円～273,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 183,820円～183,820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 161,160円～182,650円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時15分

月給

1人 185,000円～185,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～16時45分 就業場所

日給（月額換算）

1人 132,916円～132,916円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 129,920円～129,920円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所
(2)10時15分～19時00分

月給

1人 132,000円～132,000円
就業場所

正社員以外 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 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
(2) 9時00分～12時30分
(3) 8時30分～13時00分

月給

1人 203,000円～260,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時20分 就業場所

33人 0185-45-2211

スーパーマーケット
鮮魚部門または鮮
魚店での経験者

113人 秋田県南秋田郡大潟村
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-18758781

～平成31年4月10日
雇用・労災・健康・厚生

05010-18753381

鮮魚部門担当（部門長
候補）

・鮮魚部門での発注・仕込み
・店内での陳列業務
・その他付随する業務

＊採用日から３ヶ月の雇用です。

不問

他 大潟村農業協同組合
その他

秋田県南秋田郡大潟村中央１－５

その他
秋田県秋田市牛島西３丁目６番１６
号

2人 018-874-7717

歯科医院での勤務
経験

2人 秋田県秋田市

350人 秋田県秋田市
平成30年10月11日～
平成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-18778181

歯科医院受付
【産休代替】

○歯科医院受付業務を担当していただきます。
（Ｈ３０年１０月～Ｈ３１年４月１０日までの期間限定）
・患者様の対応
・電話応対
・書類作成（Ｗｏｒｄを使用して簡単な文書）
・レセプト業務（研修有）

不問

日祝他 せき歯科クリニック

事務補助（環境検査）

○事務補助業務に従事していただきます。
・浄化槽検査の顧客への電話での日程連絡及び確認
・顧客情報の入力作業
・環境検査業務に関わる結果の発送業務

＊契約更新については、最大２回までとし毎年度末に判断し
ます。（最大３年間）

不問

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

123人 018-831-2011

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

36人 018-888-2000

不問
36人 秋田県秋田市

平成30年11月1日～平
成31年4月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-18745381

平成30年10月15日～
平成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-18759881

一般事務補助


・受付、接客、電話応対
・視察対応（研究センター見学者の館内案内）
・パソコン操作


＊雇用期間：６か月更新の可能性あり

不問

土日祝他 秋田県総合食品研究センター
毎　週

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４－２
６

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

26人 018-888-5803

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）を使用
して新規作成・更新
ができること。

3,496人 秋田県秋田市

57人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18779081

一般事務（嘱託職員）

○秋田公立美術大学附属高等学院にて一般事務業務に従
事していただきます。
・パソコンを使用しての文書作成
・書類整理　・出納事務　・電話応対
・生徒に関する事務
＊外出用務もあります。（銀行、官公庁等）
　自家用車を使用していただきます。（ガソリン代支給）
※雇用期間終了後は１年更新となります。（条件あり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田市教育委員会

一般事務

○一般事務全般に従事していただきます。
・商品発注・検品
・顧客情報入力及び書類作成
・電話・来客対応
・その他付随する業務

＊事務は正社員２名で様々な担当をしています。社内だけで
なく取引先やお客様とコミュニケーションを取りながらの仕事
です。
＊試用期間は働く側からも当社を見ていただくためです。

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

パソコン操作（Ｗｏｒ
ｄ・Ｅｘｃｅｌ）

1人 018-853-5431

不問
2,902人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18752081

雇用・労災・健康・厚生
04010-64803181

キャリアコーディネー
ター

○スタッフサポート
・勤務している当社スタッフのサポート、フォロー。
・お仕事に関する悩み相談
○面接業務
・医療業界でお仕事を希望している方に対して応募者の方の
ニーズを把握し、希望職種や働き方のヒアリング。
＊上記以外にもスタッフ管理・育成・勤怠管理など
＊レンタカー使用、又は自家用車使用（経費支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ルフト・メディカルケア　秋
田オフィス毎　週
秋田県秋田市中通１丁目４番３２号
秋田センタービル　８階

その他
宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８
－２

28人 022-348-2273

不問
2,010人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18765581

看護職員（デイサービ
ス）［秋田川尻営業所／
秋田市］

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

＊チームでのお仕事ですので、未経験の方・ブランクの長い
方でも大歓迎です。
＊お客様は１日２０名程度（定員３４名）

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

他 株式会社　ツクイ　東北圏

システムエンジニア

○地方自治体向けソフト開発
○地方自治体向けアプリケーションソフトのサポート
○ユーザー内の構内システムのサポート

情報処理資格関連
の資格があれば尚
可

土日祝他 株式会社　秋田コンピュータサービス
毎　週

秋田県秋田市山王２丁目１－５４　三
交ビル５Ｆ

5人 018-874-8331
ソフト開発業務経
験３年以上
（ＶＢ、Ｃ、Ｃ＃、ＪＡ
ＶＡ等の開発言語
使用経験者）

平成30年10月1日発行（平成30年9月28日受付分)　Ｎｏ．１
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

ＩＴエンジニア【経験者】

○業務内容
・法人のお客様に対して業務システムの提案／開発／保守
などを行います。
○業務でのポジション
・初めはプロジェクトのメンバーとして参加して頂きますが、い
ずれはリーダーとしてプロジェクトをまとめて頂きます。
※プログラム言語：Ｊａｖａ、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ、Ｃ＃
　ＰＨＰ、ＶＢ．Ｎｅｔ、ＶｉｓｕａｌＢａｓｉｃ　など
　他の言語経験がある方もご活躍できます。

不問

土日祝 日本事務開発株式会社　秋田支社
毎　週

秋田県秋田市山王６－９－１
五晃ビル３Ｆ

4人 018-865-5521

ＩＴエンジニア経験
者（プログラム言
語、経験年数不問）

150人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18746681

℡ 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～170,000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 60歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 145,000円～211,500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) 7時00分～15時30分
(3)10時00分～18時30分

日給（月額換算）

1人 129,920円～129,920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 166,400円～270,400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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 176,000円～184,000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

時給（月額換算）

3人 225,000円～225,000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

月給

1人 165,000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 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

5人 216,000円～216,000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～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 144,000円～144,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

3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

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～15時00分
(3) 8時00分～14時15分

320人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18757481

廃棄物収集助手

○秋田市の廃棄物収集作業の助手に従事します。
・各事業所等を回って廃棄物の収集
・塵芥車の安全運行、前後左右の確認、発停車時の安全確
認
・冬期間は除雪作業にも従事します。

不問

他 大洋ビル管理　株式会社
その他

秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

34人 018-865-0601

不問

23人 018-824-0111

不問
秋田県秋田市

平成30年10月11日～
平成30年12月29日 雇用・労災・健康・厚生

05010-18754681

平成30年10月1日～平
成30年11月30日 雇用・労災

05010-18744081

配送及び入出庫作業

○男鹿、南秋、秋田市内へのタイヤ・ホイール等の配達、お
よび商品（タイヤ等）の入出庫作業　
・社用車運転あり

※業務の状況等により、勤務延長の可能性あり。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社
秋田カンパニーその他
秋田市卸町４丁目７番１２号

その他
秋田県秋田市寺内字三千刈２４－４

7人 018-866-4339

車の運転経験
7人 秋田県秋田市

40人 秋田県秋田市
～平成30年12月31日

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1269981

配達員

○タイヤ配達業務に従事していただきます。
・タイヤメーカーから秋田市内、能代市内のカーディラー、整
備工場、ガソリンスタンド等へのスタッドレスタイヤ等の配達
・軽トラック使用。
・明るく挨拶ができる方希望します。

【携帯電話が必要となります】

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝 株式会社　秋田県赤帽本店

現場作業員（短期）

○主に木造家屋や店舗の解体の作業
・重機で解体する際の手元や、廃材を選別し箱に入れる作業
です。
・廃材を入れた箱は運転手が４ｔトラックにユニックで吊り上げ
で積込みます。

※現場には直行直帰となります。
※１２月末までの短期雇用です。

普通自動車運転免
許（通勤用）

日祝他 浮田産業輸送　株式会社
その他

秋田県潟上市天王字江川谷地７４－
４４

40人 018-878-7261

不問

21人 018-823-8171

不問
36人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18769281

～平成30年11月30日
労災

05010-18749481

技術サービス員

○シャッター・ドア・エクステリア商品の施工・修理の業務に従
事していただきます。

＊秋田市・男鹿市・由利本荘市中心

＊社用車使用（慣れるまでは同乗）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 文化シャッター秋田販売　株式会社
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－３

その他
秋田県秋田市飯島川端１丁目１番２
５号

14人 018-845-8096

不問
14人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-18760181

タイヤの交換作業補助

○タイヤの交換作業補助業務に従事していただきます。
・タイヤの交換作業全般に係る補助
・工場の清掃業務
・その他、付随する業務

＊体力が必要な仕事です。
＊雇用期間が１か月程度のアルバイトです。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 有限会社　千秋タイヤ興業

旋盤工・フライス盤工・
溶接工

○旋盤・フライス盤で機械部品の加工・製作をしていただきま
す。
・作業内容に応じて溶接の作業もあります。
・取引先への納品や工場内の雑用もあります。

＊納品等には社有車使用（軽トラック）
　（主に秋田市内となります）


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 有限会社　塚田技研工業
毎　週

秋田県秋田市浜田字元中村２－１

2人 018-888-9122

旋盤・フライス盤の
経験者

7人 018-854-2290

不問
7人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-18775781

平成30年10月4日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-18770381

林業・農業作業員

○林業・農作業全般に従事していただききます
・立木の伐採、下刈り、集積、運搬作業
・農作業一般の手伝い
・その他、付随する業務
＊草刈り機、チェーンソウを使用しての作業となりますので、
資格のない方は入社後、資格取得していただきます。経験を
積んだ後は重機オペレーターの作業を行っていただきます。
（資格取得費用は全額会社負担です）
＊現場は、五城目及び周辺となります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
林業関係有資格者
尚可（刈り払い機
等）

日他 有限会社　畑澤造林
その他

秋田県南秋田郡五城目町内川湯ノ
又字金ケ沢１４４番地２

毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

123人 018-831-2011

不問
350人 秋田県秋田市

147人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18777281

検査助手（環境検査）

○検査助手業務に従事していただきます。
・水質検査の補助等（分析器具の洗浄等）

＊契約更新については、最大２回までとし毎年度末に判断し
ます。（最大３年間）

普通自動車免許以
上　ＡＴ限定可

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団

介護員

○介護業務全般を担当して頂きます。
・食事介助、排泄誘導
・介助、入浴介助
・口腔ケア、リネン交換、身の回りの世話
・コミュニケーション、レクリエーション実施
・カンファレンス参加　等
＊送迎業務はありません。
＊担当者がＯＪＴで丁寧に指導致します。
＊夜勤は３ヶ月経験後から入っていただきます。

他 医療法人　祐愛会　シルバーケアセ
ンター清遊園その他
秋田県秋田市河辺戸島字上野４－３

65人 018-882-3730

営業経験者（業界
は問いません）

20人 秋田県秋田市

介護職員初任者研
修（ヘルパー２級）
または
介護職員実務者研
修　　または
介護福祉士
いずれか必須

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-18748581

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 明和ハウス工業　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－３５

8人 018-828-7100
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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

○主に県内の建築業者等への自社ＰＲ訪問、開拓、情報収
集などの営業業務に従事していただきます。
〈付随する業務〉
・営業事務業務
・見積書の作成
・顧客との交渉　など

＊営業活動は自家用車を使用していただきます。
　（手当あり）



　　　　●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　１日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　２．　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】
　３．　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】
　４．　１０月　４日　太陽電機㈱秋田営業所【ルート営業と配送】
　５．　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】
　６．　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】
　７．　１０月１０日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　８．　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】
　９．　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】
１０．　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】
１１．　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】
１２．　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】
１３．　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！！

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．　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】
　２．　１０月　９日　ヤマト運輸㈱【荷受作業（イオンモール秋田 内】
　３．　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


