
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,170円～1,840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,200円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～12時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 1,100円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～14時00分 就業場所
(2) 8時00分～13時00分

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～15時30分
(3)12時15分～21時15分

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時45分 就業場所

時給

1人 770円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

15人 018-827-3500

Ｅｘｃｅｌの操作がで
きること。
ｐｈｏｔｏｓｈｏｐの操作
ができること。

42人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010-20394081

平成31年1月1日～平
成31年2月13日 雇用・労災・健康・厚生

05010-20414881

画像加工及びデータエ
ントリースタッフ

・ＥＣサイトの画像加工及びデータ入力作業
・Ｅｘｃｅｌを使用した商品データ入力
・Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐを使用した画像加工（初心者可） 不問

土日祝他 株式会社　エスツー
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目３－１０　秋
田スカイプラザビル７Ｆ

毎　週
秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

・パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ等）
が出来ること

2,334人 秋田県秋田市

75人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05060- 5854281

事務系スタッフ（総合学
務課）

所属先：総合学務課
高大接続事業（高校生に大学入学後、支障なく大学の講義に
対応できる学力を身に付けさせるための支援事業）に関する
以下の業務を担当いただきます。　
・事業の実施補助
・会計処理事務
・文書管理事務
・その他事業に関する事務補助
　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

保険担当者【秋田東
店】

【応募前見学できます！！】
◇少額短期保険の契約管理、簡単な集計と更新の管理、再
送（発送）など。
・書類作製、電話応対等
※営業、窓口業務はありません。
＊詳細は面接時に説明いたします。
＊家庭事情に配慮します。
＊土日出勤できる方、歓迎します。

不問

水他 朝日綜合　株式会社
毎　週

秋田県横手市赤坂字館ノ下８０－１
ベッチモントｙｏｋｏｔｅ　３階

4人 0182-32-6263

不問

10人 018-888-1333

パソコン操作（エク
セル、ワード）

23,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-20418381

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-20470781

事務員

○事務作業全般を行っていただきます
・パソコンによるデータ管理
・パソコンによる受注入力処理
・月末請求処理（仕入、売上、棚卸し入力）
・書類整理全般



不問

日祝他 株式会社　メフォス　東北事業部秋
田支店その他
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバースビル６Ｆ

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目２－３２　山
二ビル５階

6人 018-832-0401

不問
530人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20391881

総合案内業務（イオン
モール秋田）

○「イオンモール秋田」サービスカウンターにてインフォ
　メーション業務に従事していただきます。
・館内案内業務
・館内放送業務
・商品券、各種チケット等の販売（レジ、包装）
・遺失物等の管理　等
＊就業時間（１）～（３）シフト勤務に対応できる方歓迎します
が、どちらか選択も可。相談に応じます。
＊月平均１５０時間程度の勤務です。

不問

他 株式会社　秋田東北ダイケン

事務

○一般事務業務に従事していただきます。
・電話対応
・伝票発行
・ＰＣ入力（商い奉行等）
・来客対応
・帳簿記載
・請求処理
・その他付随する業務

不問

土日祝他 株式会社　光和物産
毎　週

秋田県秋田市大町１丁目５－３０

6人 018-862-7352

ＰＣ基本操作

23人 018-832-6548

不問
77人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-20472281

12ヶ月
労災

05010-20404481

３歳保育補助員（秋田
東幼稚園）

○秋田東幼稚園において、クラス担任の指示のもと３歳児保
育補助業務に従事していただきます。
・園児の身の回りの世話等、保育
＊３歳児は１クラス２５名程度（２クラスあり）
＊３１年４月～正社員登用となります。
クラス担任として幼児教育、遊びの見守りなど幼稚園業務全
般に従事していただきます。また、保護者への連絡文書作成
などの事務業務もあります。

幼稚園教諭免許

土日祝他 学校法人　伊藤学園
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目３－１１

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

82人 018-845-4151

不問
166人 秋田県秋田市

166人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-20403581

看護職員（准看護師）

○通所リハビリテーション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
・服薬管理
・記録

※働き方改革関連認定企業【くるみん】



准看護師

土日祝他 医療法人　運忠会

看護職員（看護師）

○通所リハビリテーション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
・服薬管理
・記録

※働き方改革関連認定企業【くるみん】


看護師

土日祝他 医療法人　運忠会
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

82人 018-845-4151

不問

不問
5,138人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-20425081

薬剤師免許

土日祝他 秋田厚生医療センター
毎　週

秋田県秋田市飯島西袋１丁目１番１
号

876人 018-880-3000

平成30年10月22日発行（平成30年10月19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


○薬剤師業務全般に従事していただきます。

　・調剤業務
　・製剤業務
　・服薬指導　等




℡ 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

5人 765円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所

時給

10人 850円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)18時00分～22時00分 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～13時00分 就業場所

時給

2人 780円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 765円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～15時30分 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～11時30分 就業場所
(2)13時30分～19時30分

時給

1人 950円～1,150円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 800円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)18時00分～21時00分 就業場所

時給

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～13時00分 就業場所
(2)13時00分～19時00分

205人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20467381

受付業務・庁舎管理
（東北森林管理局）

○東北森林管理局での庁舎管理等業務に従事して頂きま
す。
・庁舎内の見廻り
・庁舎の施錠、解錠
・駐車場の管理（違法駐車の見廻り）
・外来者の受付業務
・書類整理
・その他、付随する業務

不問

土日祝 東アジア警備保障　有限会社　秋田
営業所毎　週
秋田県秋田市河辺和田字高屋敷８２
－１

15人 018-881-1877

不問

3人 018-831-5665

不問
3人 秋田県秋田市

労災
05010-20389981

雇用・労災
05010-20386081

ホール係

○ホールでの接客業務
・注文受け
・配膳、下膳、片付け等
・調理補助として盛り付けなどを手伝っていただく場合があり
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊就業日数・時間については相談に応じます。

不問

日祝 ん。　ＴＡＣＨＩＫＡＷＡ
その他

秋田県秋田市中通５丁目５番３９号

その他
秋田県秋田市仁井田新田一丁目１
－４０

1人 018-829-0202

不問
3人 秋田県秋田市

1,200人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
13010-31689482

フロアサービス兼調理
補助　　（１６：３０～）

○おしゃれなフランス料理店のフロアサービス業務全般と調
理サポートに従事していただきます。


＊長期的に働いていただける方歓迎いたします。

不問

他 ＢＦホールディンクス　株式会社

調理補助／秋田市

ショートステイでの調理補助業務です。
（洗浄・盛付、衛生業務、他）

※入所者：朝６０名，昼７０名，夕６０名程度の提供規模

※初心者でも丁寧に指導いたします。

不問

他 日本給食サービス　株式会社
毎　週

東京都中央区築地５－５－１２　浜離
宮建設プラザ４階・５階

6人 03-3544-0405

不問

3人 018-865-3512

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20448281

雇用・労災
05011- 1391581

厨房およびホール補助
（秋田市泉）

・食器洗い
・食材を切る、きざむ
・具材の盛り付け
・ホール係の補助
・開店前の準備、閉店後の片付け作業。

※店の営業時間は１０：３０～１４：３０です。

不問

月金 らーめん　小江戸
毎　週

秋田県秋田市泉中央２丁目５－１２

毎　週
秋田県男鹿市船川港船川字片田７１
－２６

4人 0185-27-8385

不問
10人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市

労災
05010-20405781

接客および調理補助
（社員食堂）

○工場の社員食堂内での業務全般です。
・接客、調理補助などが主な仕事です。
・昼食メニューを提供、４０～５０食
・食堂営業時間は、１１：３０～１３：３０
・営業時間以外は、仕込み作業や片付け、清掃作業など
○所内の事業所への弁当配達
・秋田火力発電所の構内、社有車（軽ＡＴ）を運転

※昼食付きです。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ひろまる食品工房

調理員（パート）

○ショートステイ内で利用者の食事の調理を担当していただ
きます。
・栄養士の作成したメニューを１日３食、早番、遅番の２交替
でシフトを組んで行います。
　　　　　　　　　　　　　　
＊２０食～３０食の調理です。
＊３名体制となります。

不問

他 株式会社　ケアハウス　Ｓｈｉｎ　ショー
トステイ東通その他
秋田県秋田市東通観音前１－２

19人 018-874-9080

不問

1人 018-881-3215

不問
8人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-20395381

労災
37010-28059181

デイサービス調理員
≪急募≫

○デイサービス利用者へ提供する昼食の調理を担当してい
ただきます。
・上記に付帯する片付け等の作業

＊利用者は１０名未満です。１名で対応
＊雇用期間：勤務状況等により１年毎の更新あり。

＊１１月１６日付で退職者ありの為

不問

土日他 地域福祉推進企業組合　ほほえみ介
護ネットワーク毎　週
秋田県秋田市雄和田草川字太田４０
番１

その他
香川県高松市丸亀町４－８

10人 087-851-3732

不問
300人 秋田県南秋田郡五城目町

1,300人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-20409081

販売員（五城目店　ア
ルバイト）

・商品の陳列、補充
・整理
・レジ
・接客応対などの店頭販売


「働き方改革関連認定企業」

不問

他 株式会社　宮脇書店

ハンバーガーの製造及
び販売・その他業務≪
急募≫

○マクドナルドでのハンバーガー類の製造及び販売等
・ハンバーガー等の販売
・ハンバーガーの調理（グリル、フライヤー使用）
・調理器具の洗浄及び清掃
・納品業務
・その他付随する業務

＊希望の勤務時間で１日３～８時間の間で選択可能。


不問

他 ヒロフーズ株式会社　マクドナルド
イオンモール秋田店その他
秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－
１

30人 018-889-8113

不問

不問
570人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05070- 2825381

不問

他 有限会社　中央市場（食品館、ビフ
レ）毎　週
秋田県湯沢市柳町２丁目１－４０

0人 0187-88-8577

3ページ中 2ページ

平成30年10月22日発行（平成30年10月19日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

販売員

◎下記、店内各部門の業務を担当していただきます。
＊一般加工品、一般食料品、日配、水産（鮮魚）、精肉、
　青果、レジ、夜間管理、品出し、他。

＊１２／７オープン予定
　ご本人希望と相談のうえ、配属部門を決定いたします。

＊希望の就業時間、日数の相談に応じます。
　１日４時間～５．５時間で相談に応じます。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

3人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給

5人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時30分 就業場所

時給

5人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時30分 就業場所

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～13時00分 就業場所
(2)13時00分～18時00分

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～13時00分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)17時30分～21時00分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

3人 018-834-3604

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20433081

労災
05010-20390781

洗い場及びレジ業務
（ティールーム陶）

○「ティールーム陶」にて洗い場やレジ業務を担当していただ
きます。
・手洗い作業による食器の洗浄
・レジ業務

＊就業時間や日数等は相談に応じます。

＊学生アルバイト可

不問

他 株式会社　境田商事
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目１－２１　サ
カイダビル３Ｆ

その他
秋田県秋田市中通５丁目５番３９号

3人 018-831-5665

不問
3人 秋田県秋田市

25人 秋田県秋田市

労災
05010-20388681

洗い物担当

○食器・調理器具等の洗い物を主に担当していただきます。

・状況により、ホール係の手伝いや盛り付け等の簡単な調理
をお願いすることがあります。


＊就業日数・時間については相談に応じます。

不問

日祝 ん。　ＴＡＣＨＩＫＡＷＡ

生花のセリに関わる作
業

○セリで落札された切花、鉢物等を所定の場所に区分けする
作業に従事します。
・セリ前の準備（入荷した荷物をトラックから運ぶ作業）
・セリ終了後の市場内の清掃作業
・伝票等のパソコンデータ入力作業

不問

火土日他 秋田生花　株式会社
毎　週

秋田県秋田市外旭川字待合２８番地

25人 018-869-5700

パソコン操作可能
な方

1人 018-823-4061

不問
600人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-20459381

雇用・労災・健康・厚生
05010-20413781

清掃員（ふき健診クリ
ニック）

○「ふき健診クリニック」内での日常清掃業務を担当してい
　ただきます。
・男女トイレ清掃
・通路・床等の清掃（拭き、掃き等）
＊勤務は週２日、月曜と木曜です。
＊勤務開始日は相談に応じます。
＊年度毎の契約更新あります。

不問

火水金土日祝 厚生ビル管理　株式会社
毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

な　し
秋田県秋田市寺内字イサノ１９－１

16人 018-862-3639

不問
50人 秋田県秋田市

50人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20412481

ルート配送（パート）「ホ
ワイト急便本社工場」

・工場から取次所間の商品の回収及び配送業務
（配送業務の中には積み込み作業もあります）
・工場内商品の包装
・ワゴン車使用（ＭＴ車）

＊就業時間（１）（２）のシフト制（１週間毎に交替）


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝 株式会社　スカイランドリー（ホワイト
急便）

ルート配送（パート）「ホ
ワイト急便本社工場」

・工場から取次所間の商品の回収及び配送業務
（配送業務の中には積み込み作業もあります）
・工場内商品の包装
・ワゴン車使用（ＭＴ車）

＊就業時間（１）（２）のシフト制（１週間毎に交替）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝 株式会社　スカイランドリー（ホワイト
急便）な　し
秋田県秋田市寺内字イサノ１９－１

16人 018-862-3639

不問

14人 018-839-8505

不問
18人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20393181

6ヶ月
雇用・労災

05010-20399481

場内作業（秋田営業
所）

○場内作業に従事していただきます。
・当社営業所場内の部材管理、整備、洗浄（仮設トイレ）
・搬入、搬出補助業務
・その他、付随する業務


＊力仕事になります。
＊細かい作業もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
（業務上、運転する
場合あり）

土日祝他 株式会社　みちのく産業
毎　週

秋田県秋田市四ツ小屋末戸松本字
地蔵田２６９－３

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

不問
8,500人 秋田県秋田市

8,500人 秋田県秋田市
平成30年11月1日～平
成30年12月28日 雇用・労災

05010-20397981

冷凍食品製造作業（９：
００～１４：３０）

・冷凍食品製造におけるライン作業、トッピング、
・袋詰
・凍結作業
・その他付随する業務

＊製造ラインの作業で冷凍庫内での作業ではありません。

＊６ケ月毎の更新の可能性あり

不問

土日他 株式会社エフ・リンク・コーポレーショ
ン　秋田工場

冷凍食品のトッピング
（９：００～１４：３０）

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

＊冷凍庫内の作業はありません。

不問

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

110人 018-888-9970

不問

不問
205人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20468681

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（交通誘導警備２級
以上の方優遇）

他 東アジア警備保障　有限会社　秋田
営業所毎　週
秋田県秋田市河辺和田字高屋敷８２
－１

15人 018-881-1877
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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

交通誘導警備員（秋田
市・パート）

○交通誘導を主に各種業務に従事していただきます。
・建築・土木工事現場における交通誘導
・イベント開催時の駐車場整理
・その他、長期休止現場の巡回警備等
・交通量調査等軽作業
＊週末の休日等相談に応じます。
＊月１５日程度の勤務です。
＊現場への直行・直帰あり

℡ 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】
　２．　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】
　３．　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】
　４．　１０月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　５．　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！！
　６．　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】
　７．　１０月３０日　㈱そごう・西武　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
　８．　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

時給

1人 1,000円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時30分

時給

3人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～15時30分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～16時00分 就業場所

時給

6人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所
(2)16時00分～20時00分
(3)13時00分～20時00分

時給

4人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

6人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～11時30分 就業場所
(2)16時00分～20時00分
(3)17時00分～21時00分

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 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

看護師または准看護師
（ひだまりデイサービス
センター）

○看護業務全般を担当します。
・利用者の健康管理
・病院受診の付添い
・看護業務
・その他付随する業務



看護師または准看
護師

他 社会福祉法人　晃和会
毎　週

秋田県秋田市太平八田字藤の崎２３
１－３

47人 018-838-2338

看護業務経験者６
年以上
＊ブランクのある方
も可

154人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-20352181

歯科衛生士

○当院において歯科衛生士業務を担当していただきます。
・口腔衛生指導
・スケーリング
・ブラッシング指導
・歯石除去
・補綴物調整
・後片付けや簡単な清掃ほか

歯科衛生士

日祝他 西野歯科医院
な　し

秋田県秋田市御野場新町４丁目１－
１

5人 018-839-9722

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20332481

生活支援員

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

＊初心者の方でも安心して仕事が出来るシステムとフォロー
体制を保障いたします。
＊送迎業務あり、社用車使用


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 株式会社　ＯＨＡＮＡ
毎　週

秋田県秋田市仁井田本町１丁目１９
－２７

4人 018-838-6090

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20348981

一般事務

○パソコンによる事務業務全般及び倉庫内での米受注と付
随する業務を行っていただきます。
・文書作成・整理・保管
・郵便物の発送・収受
・電話・来客応対
・その他付随する事務補助業務

＊平均して週１回程度銀行用務もあります。その際は自家用
車を使用していただきますが、ガソリン代は支給します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 もみがらエネルギー　株式会社
毎　週

秋田県秋田市御所野元町５丁目４番
地８号

2人 0185-47-8070

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20345081

一般事務（パート）＜急
募＞

○パソコンによる事務業務全般及び倉庫内での米受注と付
随する業務の補助を行っていただきます。
・文書作成・整理・保管
・郵便物の発送・収受
・電話・来客応対
＊平均して週１回程度銀行用務もあります。その際は自家用
車を使用していただきますが、ガソリン代は支給します。
＊今月１５日前任者退職による＜急募＞です。　　　

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 田村農場
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目１
８番

1人 0185-47-8077

簡単なパソコン操
作

4人 秋田県南秋田郡大潟村

労災
05010-20370681

事務員（パート）

○一般事務及び営業事務として勤務していただきます。
【主な仕事内容】
＊総務経理事務全般
＊電話対応、受付接客
＊請求書、領収書管理
＊住宅ローン借入手続き補助
＊銀行等外出用務あり
＊移動の際は、自家用車を使用します。
（会社規程により、ガソリン代の支給あり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水日祝他 三光不動産　株式会社（Ｓａｎｋｏ）
毎　週

秋田県秋田市保戸野千代田町２－４
３

14人 018-824-0021

不問
46人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20333781

レジ業務【秋田市】

○秋田市内の派遣先において、レジ業務に従事していただき
ます。

※制服貸与。初心者の方へも丁寧に指導します。

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

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年11月12日～
平成30年12月31日 労災

05010-20301181

チェッカー（レジ係）業務
（１５：００～２１：３０）

○スーパーマーケット内においてレジ業務を担当していただ
　きます。
・売上登録と金銭授受、及び、お客様対応
・清掃、その他付随する業務

＊未経験の方には丁寧に指導いたします。
＊週４～５日程度のパートタイムです。短時間だけ働きたい
　方も相談に応じます。

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　ザ・
ビッグ潟上店毎　週
秋田県潟上市飯田川飯塚字上提敷
６９－１

64人 018-877-5951

不問
秋田県潟上市

6ヶ月
雇用・労災

05010-20379381

商品の陳列【秋田市】

○秋田市のスーパー内の青果コーナーで、商品のパック詰め
や品出し、片付け、清掃などの作業をしていただきます。

※その他付随する作業あり

不問

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

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年11月12日～
平成30年12月31日 雇用・労災

05010-20296281

水産（お魚）部門の販
売・清掃

○スーパーマーケット内において水産品業務を担当します。
・水産物の加工、パック詰め、盛り付け、値札付け、陳列作
業。
・作業場の片付け、器具の洗浄、清掃、その他付随する作業

＊週４～５日程度のパートです。

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　ザ・
ビッグ潟上店毎　週
秋田県潟上市飯田川飯塚字上提敷
６９－１

64人 018-877-5951

不問
秋田県潟上市

6ヶ月
雇用・労災

05010-20381481

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

3人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時30分～13時30分 就業場所
(2)18時00分～20時00分

時給

1人 840円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

2人 770円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 60歳以上 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～10時30分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時00分～14時00分 就業場所

日給（時給換算）

6人 1,042円～1,042円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

3人 850円～850円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 7時00分～11時00分
(3)12時00分～16時00分

時給

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

2ページ中 2ページ

平成30年10月19日発行（平成30年10月18日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

アパート管理スタッフ

○アパート賃貸管理に関する契約業務全般
○管理アパートの修理・修繕業務
○敷地内の除雪・除草作業（定期巡回）

＊有資格者優遇
＊有資格者の場合、未経験者応募可

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-20364581

宅地建物取引士
優遇
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田大学生活協同組合
毎　週

秋田県秋田市手形山崎町１２－１４

26人 018-884-7550

2人 018-893-4010

不問

不動産業務経験
（有資格者は経験
不問）

117人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（通勤用）

土日他 株式会社　桜木屋

接客・配達

○接客・配達に従事していただきます。
・店内でのお食事提供、ホールでの接客、お弁当の宅配など

＊配達エリアは店舗から５Ｋｍ以内（秋田市内）
　社用車（ＡＴ）使用

＊経験により随時昇給あり

＊制服あり

普通自動車免許
（ＡＴ可）

他 とんぴん舎
毎　週

秋田県秋田市保戸野千代田町２－４
５

不問
27人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

労災
05010-20292581

調理補助及び接客（秋
田市）

◆『ラーメン桜木屋』で調理補助及び接客業務に従事します
◎調理補助業務
・ラーメンの盛付け等
◎接客業務
・お客様からのオーダー受け
・飲食物の配膳、レジ操作等

※試用期間：１ヶ月（その間、賃金等同条件）

秋田大学生活協同組合
毎　週

秋田県秋田市手形山崎町１２－１４

毎　週
秋田県大館市山館字中山境２－２

11人 0186-42-0556

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-20365481

雇用・労災
05030- 5345581

アパートガス工事スタッ
フ

○管理物件のガス工事
○巡回清掃
○入退去の立会

液化石油ガス設備
士（必須）
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他

26人 018-865-5461

不問

26人 018-884-7550

不問
117人 秋田県秋田市

不問

土日祝 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズ

配送補助

○配送補助として下記の業務に従事していただきます。
（仕事の内容）
・パチンコ店への景品納入補助
（カードが入った箱を台車で運ぶ）
＊台車を使って運びますが、１０Ｋｇ程度の持ち運びもありま
す。
・運搬時の警備補助
＊配送範囲は秋田県内全域
＊４勤１休の勤務シフト

普通自動車免許
（業務上・ＡＴ限定
不可）

他 三本コーヒー　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市泉北３丁目３－３５

不問
476人 秋田県秋田市

600人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20314981

清掃業務（薬局エール
大学病院前店）

○「薬局エール大学病院前店」館内の清掃全般を担当してい
　ただきます。
・待合室、事務室、調剤室、男女トイレ　等

＊１人体制で午前３時間のお仕事です。

＊大学病院正面玄関のすぐそばです。

＊勤務中、禁煙に対応できる方を希望します。

株式会社　友愛ビルサービス
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

1人 018-862-3251

平成30年11月1日～
雇用・労災

05010-20371981

労災
05010-20340481

清掃スタッフ「三交ビ
ル」

○テナントビル玄関、ロビー、トイレ等の清掃
○外回り（建物周辺）の環境清掃等
・掃く、拭く、ゴミの集積
・掃除機掛け等日常清掃全般

＊制服貸与します。

不問

土日祝他

4人 018-847-1167

不問

4人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 航空自衛隊秋田救難隊

洗い場兼調理補助

○そば店の洗い場兼調理補助業務に従事していただきま
す。
・器の洗浄
・野菜のカットや盛り付け
・配膳、下膳など
＊土日祝だけの勤務です。
＊できれば近所の方を希望します。
＊食事付き
＊エプロン貸与

不問

月火水木金 江戸そば　きちじ
毎　週

秋田県秋田市将軍野南３－７－９

不問
15人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

労災
05010-20356981

基地内除雪作業員

○基地内の除雪作業に従事していただきます。
・スノーダンプ、スコップ等の除雪道具を使っての除雪作業で
す。
・除雪車等の運転はありません。


＊作業服（防寒服）、長靴は貸与
　

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

毎　週
秋田県秋田市雄和椿川字山籠２３－
２６

15人 018-886-3320

平成30年11月12日～
平成30年12月31日 雇用・労災

05010-20311081

平成30年12月4日～平
成31年3月29日 公災

05010-20289181

米を炊く釜の洗浄作業
【秋田市】

〇秋田市内の食品工場において、米を炊く釜を洗う作業をし
ていただきます。

※釜は重さがあり、力仕事になります。

※その他、付随する作業あり。

不問

他

な　し
秋田県秋田市東通１丁目１２の６

5人 018-836-3450

不問

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

労災・財形
05010-20335281

≪急募≫清掃・器具洗
浄

○歯科クリニックでの下記業務を担当していただきます。
・院内清掃
・器具洗浄
＊状況により、電話対応等受付補助をしていただく場合あり
　ます。
　　　　　　　　　　≪　急　募　≫
＊６０歳以上の方の応募を歓迎いたします。
＊明るく元気な対応が必要とされる職場です。

不問

日祝他 東京歯科クリニック



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～13時30分 就業場所

時給

1人 850円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 850円～1,050円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 820円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～13時00分 就業場所
(2)14時00分～18時30分

時給

2人 1,200円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)16時30分～20時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)13時30分～22時30分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

27人 018-882-3471

不問
27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20285481

雇用・労災・健康・厚生
05010-20268981

鶏卵の検査仕分け作業

〇洗卵選別マシーンでパッキングされた鶏卵の仕分け
・販売先に応じて、鶏卵の箱詰めを行う作業です。

不問

他 株式会社　中条たまご　秋田農場
その他

秋田県秋田市河辺大張野字堤下５２

毎　週
秋田県秋田市土崎港西２丁目１２－
３０

28人 018-880-2320

パソコン操作出来
る方（簡単な入力
作業等）

9,700人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

労災
05010-20264181

フロント準社員（遅番）

・フロントカウンターでの接客応対、チェックアウト業務
・電話での予約応対
・事務、経理的な業務
・フロント周りの簡易清掃業務
・未経験者でも親切に説明しますので心配ありません

不問

他 ルートインジャパン　株式会社　ホテ
ルルートイン秋田土崎

調理補助ほか

○旅館での夕食時間帯のお仕事です
・簡単な料理の盛り付け
・食器の洗浄など

＊週の就業日数は予約状況により３～５日となります。
（５月と７月は繁忙期のため最大で週６日勤務の場合あり）


不問

他 旅館　菊屋
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町沼端７７
－２７

7人 018-845-5310

不問

32人 018-846-2652

不問
53人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20288281

労災
05010-20263281

クリーニング仕上（パー
ト）

○クリーニング品の仕上げ、整理業務等に従事していただき
ます。　　　　　　　　　　　　
・アイロンがけ作業
・たたみ作業
・クリーニング品の整理
・仕分け作業等

不問

日祝他 株式会社　粂川クリーニング工場
な　し

秋田県秋田市飯島道東１丁目８－１
４

毎　週
秋田県秋田市下北手松崎字家ノ前２
１５番地６

3人 018-838-5602

不問
3人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

労災
05010-20246881

介護職員

○訪問介護業務に従事していただきます。
・ご利用者のお宅に訪問し、食事介助・入浴介助・排せつ介
助等の身体介護や調理・掃除・買い物等の生活援助のサー
ビスを行います。

・就業場所からお客様宅へ訪問し、直帰となります。自家用
車を使用していただきます（ガソリン代支給）


ヘルパー２級以上ま
たは介護職員初任者
研修以上
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

日他 合同会社　いこい

パン販売員【急募】

○パン工房ボーヌでのパンの販売業務を行っていただき
　ます。
・販売…レジ
・包装等の接客、商品の陳列等
・その他、販売業務に付随する業務

＊制服貸与

不問

日祝他 有限会社　ボナペティ
毎　週

秋田県秋田市大町１丁目３－１７

8人 018-866-3583

不問

9人 025-223-0909

不問
400人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

15010-40235681

6ヶ月
労災

15010-40233081

アパレル販売スタッフ
／秋田市／ａｒｎｏｌｄ　ｐａ
ｌｍｅｒ

アーノルドパーマータイムレス　イオンモール秋田店
アーノルドパーマータイムレスは“ＨＡＰＰＹ　ＬＩＦＥ”をコンセプトに、元
気で遊び心のあるＲｅｌａｘしたカジュアルを「メンズ・レディス・キッズ・
雑貨」トータルで提案するライフスタイルブランドです。
店舗での接客、販売業務全般。ディスプレイなどの売場作り、売上管
理なども一緒に行ってもらいます。ａｒｎｏｌｄ　ｐａｌｍｅｒが好きな方、
ファッション、オシャレが好きな方、接客が好きな方、チームワークを
大切にできる方、未経験でも大歓迎！業界初挑戦でも意欲のある方
は歓迎します。勤務開始日等、お気軽にお問合せ下さい。

不問

他 株式会社　クラッシュアンドカンパ
ニーその他
新潟市中央区古町通６番町９８８番
地

その他
新潟市中央区古町通６番町９８８番
地

9人 025-223-0909

不問
400人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20281381

アパレル販売スタッフ
／秋田市ＡＺＵＬ　ＢＹ
ＭＯＵＳＳＹ

アズールバイマウジー　イオンモール秋田店
ＡＺＵＬ　ＢＹ　ＭＯＵＳＳＹは、袖を通すたびに自由になれる
服、自分らしさに出会える服、今の気分に寄り添うＰＯＳＴ　Ｓ
ＴＡＮＤＡＲＤを提案します。
店舗での接客・販売業務全般、ディスプレイなどの売り場作
り、売上管理なども一緒に行ってもらいます。ＡＺＵＬ　ＢＹ　Ｍ
ＯＵＳＳＹが好きな方、ファッションが好きな方、オシャレが好
きな方、接客が好きな方、チームワークを大切にできる方、歓
迎します。勤務開始日等お気軽にお問合せください。

不問

他 株式会社　クラッシュアンドカンパ
ニー

一般事務

・電話応対（発注等）
・給与計算
・書類作成（見積書等、パソコン使用）
・外出用務あり（社用車ＡＴ）
・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 ＡＫプレハブ工業　株式会社
毎　週

秋田県秋田市添川字境内川原２２８
－２１

4人 018-833-6159

パソコン操作
（ワード、エクセルを
使って文章作成の出
来る方）
・事務経験者尚可

不問
50人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-20248181

保育士資格

土日祝 社会福祉法人　こばと保育園
毎　週

秋田県秋田市広面字釣瓶町７１－４

32人 018-834-3429

平成30年10月18日発行（平成30年10月17日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

保育士（こばと保育園）

○こばと保育園での保育業務を担当していただきます。
・乳児保育全般を担当（ミルク、おむつ替え他）
・連絡ノート記入業務　等
＊就業時間はご相談に応じます。
＊乳児は５人体制で行います。　　　　　　　　　　　　　
＊年度毎の更新です
＊現在園児は１１９名
「子どもたちと元気に戸外等で遊びまわることも大切な仕事で
す。」

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 7時30分～ 9時45分 就業場所
6ヶ月

労災
13110-24550581

毎　週
東京都荒川区西日暮里５－１５－７
ダイナム綜合投資ビル３階

17人 03-3802-8166

不問
6,730人 秋田県南秋田郡五城目町

725人 秋田県秋田市

労災
05010-20252481

清掃／ダイナム秋田五
城目店

パチンコ店内の清掃作業
・床清掃
・パチンコ台の拭きあげ
・ゴミ回収　　・灰皿清掃
・トイレ清掃など
※お客様を気持ちよくお迎えできる清掃を心掛けていただき
ます。
※勤務日数・休日などはご相談ください。
【受付番号　２２９】

不問

他 株式会社　日本ヒュウマップ

清掃スタッフ「アールベ
ルアンジェ」

○館内（宴会場）の清掃業務
・ホール、トイレ、事務所等の日常清掃業務
・掃く、拭く、掃除機掛け等 不問

火水木金他 株式会社　友愛ビルサービス
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

2人 018-823-1251

不問

不問
400人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

03010-25640281

不問

月火水木金 みちのくキヤンテイーン　株式会社
毎　週

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南
２－４－２１

19人 019-611-2412

2ページ中 2ページ

平成30年10月18日発行（平成30年10月17日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

ホテル客室清掃及び布
団敷き等（秋田市）

「天然温泉ホテルこまち」において下記の業務を行っていただ
きます。
・客室の清掃及び布団敷き、掃除機かけ　等

＊未経験者可能、丁寧に指導します。
＊友人知人での応募も大丈夫です。
＊男女共に歓迎します。
＊Ｗワーク可能です。
　　　　　　　　　　＜＜　急募　＞＞



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,100円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

3人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所
(2) 8時00分～15時00分

時給

1人 830円～830円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～18時00分

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

時給

1人 907円～907円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時30分～21時30分 就業場所

時給

1人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

時給

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 就業場所

7人 018-883-3120

不問
27,000人 秋田県秋田市

労災
05010-20172481

雇用・労災・健康・厚生
05010-20181781

販売

○販売の業務に従事していただきます。
・衣料品の陳列、販売
・レジチェッカー
・検品
・商品整理

＊Ｗワーク可能です。希望の方は応募時にお伝え願います。

不問

他 株式会社しまむら　アベイル茨島店
その他

秋田県秋田市茨島２丁目１－１８

毎　週
秋田市横森３丁目２－１２

3人 018-833-8107

パソコン操作ので
きる方（基本的な操
作）

3人 秋田県秋田市

505人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05011- 1376481

不動産営業事務

○主に電話でお問い合わせ頂いたお客様に対して、物件情
報
　などの説明を行って頂きます。
・現場への案内もあり
・契約書、重要事項説明書作成、パソコン入力
・物件所有者（家主）に契約金、契約書等の引き渡し
・電話、来客応対、その他付随する業務

＊外出用務は自家用車を使用します。（ガソリン代支給）
＊難しい仕事ではありません。丁寧に指導致します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　船越不動産

会計事務（御所野店）

○会計事務に関する業務を担当します。
・機械を使った売り上げの集計
・パソコンによる資料作成　　　　　　　　　　　　
・電話応対、その他
※雇用期間は雇入れの日から３ヶ月、その後は６ヶ月毎の
　更新となります。
※原則、シフトによる勤務となりますが、勤務時間、休日につ
いては相談に応じます。
○社員登用制度あり○　　「働き方改革関連認定企業」

不問

他 株式会社　アマノ
その他

秋田県男鹿市船越字内子８９番地

160人 0185-22-6300

パソコン操作がで
きる方

30人 018-845-0422

パソコン操作（ワー
ド・エクセル：入力
程度）

70人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20199781

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20193081

事務員

○事務一般を担当していただきます。
・商品の発注及び入力業務
・牛乳のピッキング
　（注文書等に応じた品揃え及び配達コース毎の品揃え）
・現金の確認作業　等　

不問

水日祝 株式会社　サンシーアイ
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央６丁目１０
番１０号

毎　週
秋田県秋田市土崎港北６丁目１－３
０

40人 018-846-2515

ワードやエクセル
の操作が可能な方

480人 秋田県秋田市

159,800人 秋田県秋田市
～平成30年12月30日

雇用・労災
05010-20225981

一般事務（飯島）

○灯油センターにおける事務処理業務全般を行っていただき
ます。
・灯油データ入力（受注データ、実績データ、新規登録作業
など）
　パソコンを使用しての作業になりますので、ワードやエク　セ
ルの操作が必要になります。
・電話応対も行っていただきます。
働き方改革関連認定企業【秋田県】
男女イキイキ職場宣言事業所

不問

土日他 生活協同組合　コープあきた

内勤事務

○秋田新屋センターで荷受業務（荷受、梱包等）をしていただ
きます。

・その他付随する業務

不問

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田新屋セ
ンター毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－９２

27人 080-5068-0076

不問

29人 080-5068-2100

不問
159,800人 秋田県秋田市

～平成30年12月30日
雇用・労災

05010-20220281

平成30年11月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-20219481

内勤事務

・秋田卸町センターで荷受業務（荷受、梱包等）をしていただ
きます。

・その他付随する業務

不問

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

毎　週
秋田県秋田市東通２丁目１０－２２

26人 018-834-9548

不問
26人 秋田県秋田市

16,000人 秋田県南秋田郡大潟村
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-20200581

保育士【急募】

○フリー保育士の立場で、主に１歳～３歳クラスに入って園児
の保育に当たっていただきます。
＊その日の状況により短時間の区分で各クラスを移動する可
能性もあります。
＊１クラス：１２～１３名

※産休代替の募集による【急募】です。



保育士資格又は幼
稚園教諭資格

土日 こどものくに保育園

栄養士又は調理師（大
潟村立大潟こども園）

○こども園において園児の給食提供に携わって頂きます。
・検収、仕込、調理、盛付、配膳、下膳、洗浄、清掃等のお仕
事です。

＊１５０食程度を４名体制で行います。

＊契約は１年毎の更新予定です。

栄養士免許又は調
理師免許

日祝他 株式会社　メフォス　東北事業部秋
田支店毎　週
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

不問
3,000人 秋田県秋田市

労災
34010-56895581

正または准看護師

土日祝他 株式会社　アイグラン
毎　週

広島県広島市中区光南２－１－２０

6人 082-504-6588

平成30年10月17日発行（平成30年10月16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

（正・准）看護師（病児
保育室）／秋田市


病院にお勤めの方のお子様をお預かりする保育園での勤務
です。
病児保育室で看護業務と保育業務を行います。

６：４５から６時間程度、もしくは１８：１５までの６時間程度、週
３日程度勤務できる方、歓迎です。

夜勤はありません。勤務希望日数・時間はご相談ください。


℡ 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

時給

2人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～16時00分

時給

1人 820円～885円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 762円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～12時15分 就業場所
(2)14時30分～20時00分

時給

1人 770円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～14時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分

時給

3人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～10時00分 就業場所

時給

3人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～10時00分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所

時給

3人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～ 9時00分 就業場所

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～12時00分 就業場所159,800人 秋田県秋田市
～平成30年12月30日

労災
05010-20223381

構内作業員（２時間程
度）１０時～１２時

○倉庫内で荷物の仕分け作業を行っていただきます。
・配送車への積み込みなどもあります。
・１日２時間程度の勤務です
・荷物は重いもので３０ｋｇ程度です

＊制服貸与いたします

不問

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

29人 080-5068-2100

不問

29人 080-5068-2100

不問
159,800人 秋田県秋田市

～平成30年12月30日
労災

05010-20222081

05010-20175281

構内作業員（３時間程
度）６時～９時

〇倉庫内で荷物の仕分け作業を行っていただきます。
・配送車への積み込みなどもあります。
・１日３時間程度の勤務です。
・荷物は重いもので３０ｋｇ程度です。

＊制服貸与いたします。

不問

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

その他
秋田県秋田市上北手猿田字堤ノ沢２
８１

0人 018-874-9422

不問
0人 秋田県秋田市

84人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20201481

メカニック

・冬タイヤ商戦への準備
・タイヤ組替・脱着交換
・オイル交換、ナビ、オーディオ取付

＊軽整備の実作業と重整備のお手伝い。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 リンク　コーポレーション

ホール係（秋田亭光琳）
○西武秋田店の「秋田亭光琳」において、オーダー取り、料理
提供、片付け、精算会計など、ホール全般の業務に従事して
いただきます。

＊６０歳以上の方の応募も歓迎いたします。

不問

他 株式会社　水屋　光琳
毎　週

秋田県秋田市中通１－３－５
秋田キャッスルホテル　オフィス１０１

10人 018-834-5625

不問

20人 018-862-2433

不問
20人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-20230181

6ヶ月
労災

03070- 6337581

調理補助（１０：００～１
４：００）

○調理補助業務を担当していただきます。
・片づけ、清掃、皿洗い等の食器洗浄のほか、調理補助に付
随する作業
・レストランのランチやお弁当の盛り付け等


※主婦の方等からの応募大歓迎です。

不問

土日 地方職員共済組合秋田宿泊所　ル
ポールみずほ毎　週
秋田県秋田市山王４丁目２－１２

毎　週
岩手県北上市大通り四丁目４－２２
ＭＪビル

21人 0197-63-7878

不問
660人 秋田県秋田市

660人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
03070- 6336981

朝食調理補助（ホテル
秋田御所野：週３日勤
務）

◆ビジネスホテル「ホテル秋田御所野」における朝食の準備
　業務に従事していただきます
・調理補助業務
・食材の調理、盛り付け、食事の配膳
・後片付け
・食器や調理器具類の洗浄、消毒
・他付随する業務
※【週３日】の募集です。

不問

他 株式会社　みちのくジャパン

朝食調理補助（ホテル
秋田御所野：土日勤
務）

◆ビジネスホテル「ホテル秋田御所野」における朝食の準備
　業務に従事していただきます
・調理補助業務
・食材の調理、盛り付け、食事の配膳
・後片付け
・食器や調理器具類の洗浄、消毒
・他付随する業務
※土日限定の募集ですので、週２日の勤務で大丈夫です。

不問

月火水木金祝 株式会社　みちのくジャパン
毎　週

岩手県北上市大通り四丁目４－２２
ＭＪビル

21人 0197-63-7878

不問

3人 018-888-1333

調理業務経験者
16,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-20198481

12ヶ月
雇用・労災

05010-20194381

栄養士又は調理員（み
ずほ銀行秋田支店社
員食堂）

○社員食堂での調理業務全般に従事していただきます。
・下処理、仕込み、調理、盛り付け
・配膳、下膳、洗浄
・調理場の清掃　等　

＊３５食程度を２名で対応します。

＊契約は１年毎の更新予定です。

栄養士免許又は調
理師免許

土日祝 株式会社　メフォス北日本　北東北
事業部　秋田支店毎　週
秋田県秋田市大町３－３－１５　ユニ
バースビル６Ｆ

毎　週
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人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20171581

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

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）を使用します。


土日他 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 018-883-1572

不問
12人 秋田県秋田市

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
・ヘルパー２級以上
または介護福祉士
または社会福祉主
事あれば尚可

労災
05010-20179681

＊普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）
＊準中型自動車運
転免許以上尚可

火木土日 株式会社　生花苑
毎　週

秋田県秋田市外旭川字待合２８　秋
田中央卸売市場内

12人 018-869-7381

3ページ中 2ページ

平成30年10月17日発行（平成30年10月16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

販売及び配達

○生花の販売とお得意様への配達業務に従事していただき
ます。
＊配達先は秋田市・男鹿南秋・五城目方面が中心です。
＊社用車使用（バンタイプ）
＊制服貸与いたします。
＊原則、月・水・金曜日のみのお仕事です。
　他の曜日の出勤も希望があれば相談に応じます。
※正社員登用の可能性あり



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時30分～19時30分 就業場所

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～ 9時00分 就業場所

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～12時00分 就業場所

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時30分～19時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

時給

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

3人 782円～907円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時30分～13時30分 就業場所

18人 018-834-1141

不問
450人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-20196981

12ヶ月
労災

05010-20195681

食器洗浄・盛付「なぎ
さ」

○食器洗浄とごはん盛に従事していただきます
　　（洗浄は洗浄機を使用します）

＊３時間程度の仕事です。

＊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

その他
秋田県秋田市中通１丁目３番５号

18人 018-834-1141

不問
450人 秋田県秋田市

505人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05011- 1377781

盛付業務「なぎさ」


○主に盛付（ごはん、みそ汁、主菜、副菜等）業務に従事して
いただきます。

＊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

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル

カート係（御所野店）

○ショッピングカ―トの回収作業を担当します。
・店内、駐車場を順次巡回し、ショッピングカ―トおよび
　買い物カゴを回収し、整理する作業です。
※雇用期間は雇入れの日から３ヶ月、その後は６ヶ月毎の
　更新となります。
※原則、シフトによる勤務となりますが、勤務時間、休日に
　ついては相談に応じます。
○社員登用制度あり○
　　　　　　　　　　　　　「働き方改革関連認定企業」

不問

他 株式会社　アマノ
その他

秋田県男鹿市船越字内子８９番地

160人 0185-22-6300

不問

14人 018-869-5511

不問
54人 秋田県潟上市

3ヶ月
労災

05010-20218581

労災
05010-20233681

野菜のカット

〇カット野菜専門の工場で、玉ねぎ、ごぼうなどの野菜のカッ
トを担当していただきます。
・きりたんぽ用のささがきごぼうのカット
・食品メーカー向けの玉ねぎのカット

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

その他
秋田県秋田市川尻大川町２－４１

8人 018-823-0451

不問
27人 秋田県秋田市

9,700人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20190881

お掃除サービス

○キッチン・浴室・エアコンなどハウスクリーニング全般の補
助スタッフとしてのお仕事です。
＊幅広い年代の方に活躍していただいています。
＊未経験者も大歓迎です。
＊主な訪問先：秋田市内
＊ユニフォーム貸与
＊プロのおそうじ技術が身につきます
＊お客様に非常に喜ばれるお仕事です
＊社用車使用（ＡＴ車　軽）

普通自動車免許
（ＡＴ可）

他 株式会社　しゅうなん　ダスキン秋田

ハウスキーパー（客室
清掃係）

○客室、館内清掃等業務に従事していただきます。

・ベッドメイク、室内の物品補充、清掃を行いお部屋をきれい
にします。
・大浴場清掃
・館内清掃
・その他付随する業務
＊未経験者には親切に指導します。

不問

他 ルートインジャパン　株式会社　ホテ
ルルートイン秋田土崎その他
秋田県秋田市土崎港西２丁目１２－
３０

33人 018-880-2320

不問

27人 080-5068-0076

不問
159,800人 秋田県秋田市

～平成30年12月30日
労災

05010-20228781

～平成30年12月30日
労災

05010-20227481

構内作業員（２時間程
度）１７時半～１９時半

○倉庫内で荷物の仕分け作業を行っていただきます。
・配送車への積み降ろしなどもあります。
・１日２時間程度の勤務です
・荷物は重いもので３０ｋｇ程度です

＊制服貸与いたします

不問

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田新屋セ
ンターな　し
秋田県秋田市新屋鳥木町１－９２

な　し
秋田県秋田市新屋鳥木町１－９２

27人 080-5068-0076

不問
159,800人 秋田県秋田市

159,800人 秋田県秋田市
～平成30年12月30日

労災
05010-20226581

構内作業員（２時間程
度）１０時～１２時

○倉庫内で荷物の仕分け作業を行っていただきます。
・配送車への積み込みなどもあります。
・１日２時間程度の勤務です
・荷物は重いもので３０ｋｇ程度です

＊制服貸与いたします

不問

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田新屋セ
ンター

構内作業員（３時間程
度）６時～９時

○倉庫内で荷物の仕分け作業を行っていただきます。
・配送車への積み込みなどもあります。
・１日３時間程度の勤務です
・荷物は重いもので３０ｋｇ程度です

＊制服貸与いたします

不問

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田新屋セ
ンターな　し
秋田県秋田市新屋鳥木町１－９２

27人 080-5068-0076

不問

不問
159,800人 秋田県秋田市

～平成30年12月30日
雇用・労災

05010-20224681

不問

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

29人 080-5068-2100

平成30年10月17日発行（平成30年10月16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

構内作業員（２時間程
度）１７時半～１９時半

○倉庫内で荷物の仕分け作業を行っていただきます。
・配送車への積み降ろしなどもあります。
・１日２時間程度の勤務です
・荷物は重いもので３０ｋｇ程度です

＊制服貸与いたします

℡ 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。



　　　　●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】
　２．　１０月１８日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　３．　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！！
　４．　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】
　５．　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】
　６．　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】
　７．　１０月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　８．　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！！
　９．　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】
１０．　１０月３０日　㈱そごう・西武　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
１１．　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

日給（時給換算）

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時45分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～16時00分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～18時00分 就業場所

時給

3人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時30分 就業場所
(2)13時00分～17時00分
(3)17時00分～20時00分

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～13時30分 就業場所

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 780円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～15時30分 就業場所
(2) 7時30分～13時30分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)15時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

2人 018-834-5880

不問
2人 秋田県秋田市

労災
05010-20144681

雇用・労災・健康・厚生
05010-20125181

野菜のカットや皮むき作
業等　（急募）

○和食中心の簡単な補助作業全般
・野菜のカットや皮むきをしていただきます。家庭の台所と同じ作業で
難しいことはありません。
・盛り付け、片付け
・その他、補助的作業
＊予約制で営業しているため、残業は殆どありません
＊家庭料理の好きな方歓迎いたします。
＊家庭的な雰囲気のお店です。就業時間・日数については相談に応
じますのでお気軽にお問い合わせください。
※【６０歳以上の方大歓迎です】

不問

日祝 季節料理　大若
な　し

秋田市中通４丁目９－５

毎　週
秋田県秋田市土崎港西３丁目８－２８

60人 018-846-6731

不問
130人 秋田県秋田市

55人 秋田県秋田市

雇用・労災
05020- 4808781

調理員

○秋田市土崎にある認定こども園の厨房での調理業務を担当
していただきます。

＊１１月から勤務できる方を募集します。
＊食を通じて、健全に子供たちを育んでいきたいと思っていま
す。

不問

日祝他 社会福祉法人　風の遊育舎

介護員【ヴェル】
「介護」

＊小規模多機能型居宅介護において、利用者の機能訓練及び日常
生活のお世話。
　介護サービス（食事・入浴・排泄・衣服の着脱や移動・送迎等）と日
常生活活動訓練目的のレクリエーション等のサービス提供に従事し
ます
＊未経験者、介護経験者１年未満の方も応募可。
　（賃金等については応相談）　　　　　　　　　　　　　　
＊応募希望者は連絡の上、先に紹介状と履歴書を下記へ　（備考欄
参照）郵送して下さい。
後日、面接日時等を本人へ連絡します。

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊ホームヘルパー
２級以上あれば尚
可

他 ヴォルファート株式会杜
毎　週

秋田県能代市字中柳２７番地３

13人 0185-89-5432

不問

14人 018-866-2660

不問
60人 秋田県秋田市

労災
05010-20137981

雇用・労災
05010-20130781

介護員

○施設内利用者の介護業務全般　
・食事等の介護
・利用者約１５名を７～８名の介護員で介護しております。


＊就業時間　８：３０～１７：３０の間の７～８時間



不問

他 小規模多機能型居宅介護「ゆりかも
め」（株式会社サウスビーチ）毎　週
秋田県秋田市新屋南浜町３番１９号

毎　週
秋田県秋田市四ツ小屋字城下当場２
５３－４

28人 018-853-1556

介護業務経験者
37人 秋田県秋田市

428人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-20140281

介護職員（日勤パート）

・利用者様への介護業務（定員３０名職員１５名で対応）
・食事介助、移動移乗介助等全般です。

＊業務に慣れるまでは必ず２人一組のペアとなって指導いたし
ます。（マンツーマン体制）
＊職員間や看護との連携もよく、働きやすい職場です。
＊夜勤なし。日勤のみです。
＊午前業務のサポートをお願いします。

不問

他 ショートステイ千乃恵（有限会社　コリ
ウス）

一般食品担当【土崎店】

○一般食品部門での作業に従事していただきます。
・商品の品出し
・商品の発注作業

＊土日祝日も勤務できる方を希望します。

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

不問

他 生活協同組合　コープあきた
毎　週

秋田県秋田市土崎港北６丁目１－３０

55人 018-846-2515

不問

9人 018-892-7335

不問
356人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-20145981

平成30年11月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災

05010-20128681

荷受・検品業務

○入荷商品の「個数」及び「店舗名・部門名」の確認を行って頂
きます。難しい仕事内容ではありません。

・商品の移動はすべてキャスター付きカゴ台車を用いて移動す
るため、簡単に移動できます。
・受領書返却、伝票管理、帳票類の整理も含みます。


不問

他 ジャパンロジスティックス　株式会社
秋田物流センター毎　週
秋田県秋田市御所野堤台１丁目５番
１

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－１１

151人 018-884-3313

必須ＰＣ操作経験
のある方（ワード・エ
クセル）主にエクセ
ル

12,421人 秋田県秋田市

13人 秋田県秋田市
～平成31年7月10日

雇用・労災
05010-20148781

事務補助（１１／１～）１
０時～１６時

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

＊更新の可能性あります（当初２ケ月で最長通算５ケ月）

不問

土日祝他 東北電力　株式会社　秋田電力セン
ター

一般事務

○一般事務業務を担当していただきます。
【主な仕事内容】
・医療用具販売に関する電話対応、受注、発注
・商品発送の作業、売上伝票の作成、仕入伝票の入力、ファイ
リング
・商品の在庫管理
・事務所内の清掃、来客応対　等

不問

土日祝 有限会社　ルート
毎　週

秋田県秋田市広面字野添１８３　明田
中央ビル１０１

3人 018-884-1877

パソコン操作

5人 018-874-8548

パソコン操作（ワー
ド、エクセル必須）

5人 秋田県秋田市
～平成31年11月30日

労災
05010-20149881

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

事務及び補助業務
【産休代替】

・各事業についての事前調整と実施の補助
・県内でのイベント出店補助業務等（展示場の準備、設置、搬
入出など）
・電話応対

＊運転業務あり（自家用車使用の場合は手当あり）

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

不問

他 株式会社　クメカワリネン
な　し

秋田県秋田市土崎港西４丁目５－３２

平成30年10月16日発行（平成30年10月15日受付分)　Ｎｏ．１

土日祝他 一般社団法人　あきた地球環境会議
毎　週

秋田県秋田市泉北１丁目１２－３１

5人 018-846-2692

不問
55人 秋田県秋田市

リネンサプライ（パート）

○病院内での集配作業
（中通総合病院・中通リハビリテーション病院）
・寝具類、病衣等の集配作業
・仕上がったリネン品の整理、整頓

＊作業服貸与

雇用・労災・健康・厚生
05010-20126081

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 9時30分～15時00分 就業場所
(2)15時00分～20時15分

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)11時30分～16時00分 就業場所
(2)16時00分～20時15分

時給

2人 800円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時45分～12時00分 就業場所
(2) 5時15分～12時00分

時給

2人 780円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所
(2)17時30分～21時30分
(3) 6時00分～10時00分

時給

1人 780円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～10時00分 就業場所
(2)16時30分～21時30分

時給

1人 1,000円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

2人 790円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時50分 就業場所

日給（時給換算）

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～10時00分 就業場所
(2)16時00分～18時00分

その他

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)21時00分～ 3時00分 就業場所
(2)21時00分～ 4時00分

時給

3人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 780円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1)17時00分～22時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分

12,970人 秋田県秋田市

労災
05010-20134081

客室清掃

○ホテル客室清掃全般
・ベッドメイク、ユニットバス清掃を含む客室管理・清掃

＊試用期間中は指導員と一緒に担当しますが、その後は１
人
　での対応となります。
＊平均して１０～１３室の清掃です。

不問

他 ルートインジャパン　株式会社　ルー
トイングランティア秋田　ＳＰＡ　ＲＥＳ毎　週
秋田県秋田市中通５丁目２－１

105人 018-825-5411

不問

2人 090-8252-5546

代行運転経験３年
程度以上
地理・建物ある程
度わかる方

2人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010-20154981

労災
05010-20136681

代行運転（普通１種免
許）

○代行運転業務に従事していただきます。
・伴走車の運転（日報記入を含む）

＊お客様の状況等によって勤務時間は変動します。

＊週３日の勤務です。

＊採用は平成３０年１１月１日～です。

第１種　普通自動
車免許

月火日 サツキ代行
毎　週

秋田県秋田市新屋栗田町３１番
県営新屋住宅１１棟－４０２号

その他
秋田県秋田市茨島２丁目６－２３

2人 018-853-1077

不問
91人 秋田県秋田市

47人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-20135381

運転業務（ひだまりデイ
サービスセンター）

○介護支援事業所にて運転業務に従事していただきます。

・利用者の送迎（社用車使用／ＡＴ車）

・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　ＰＡＴＥＫ

こんにゃく製造

○こんにゃく製造補助
・コンテナに入れた商品移動
・コンテナ洗浄、その他

＊１２か月の契約（更新予定あり）

＊週５日程度の勤務

不問

日他 株式会社　マルイシフーズ
その他

秋田県秋田市泉南１丁目４－３９

32人 018-823-0247

不問

6人 018-833-8401

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20123881

雇用・労災
05010-20108281

製菓助手

○製菓助手
・製菓製造のための機械操作補助と菓子の製造や準備を
行っ　ていただきます。

＊丁寧に指導しますので、初めての方でも大丈夫です。

＊長期勤務できる方を希望します


不問

土日祝他 有限会社　三松堂
毎　週

秋田市中通５丁目７－８

毎　週
秋田県秋田市広面字蓮沼９０－１

5人 018-893-4747

パソコン操作
ＪＷＣＡＤ操作

6人 秋田県秋田市

12,970人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-20133181

ＣＡＤ図面作成（ＪＷＷ）

○高級住宅等の設計、図面作成に従事していただきます。
・プレゼン図面をＣＡＤ図面入力
 不問

土日祝 Ｃｕｒａｎｄ　株式会社
（住まいの工房）

駐車場・送迎

・駐車場内の管理、誘導
・お客様の送迎（秋田駅定期便）
　　　　　　　（宴会送迎）
　　＊ワゴン車使用
・その他付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 ルートインジャパン　株式会社　ルー
トイングランティア秋田　ＳＰＡ　ＲＥＳ毎　週
秋田県秋田市中通５丁目２－１

105人 018-825-5411

不問

7人 018-838-0619

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20160381

～平成30年12月31日
雇用・労災

05010-20131881

ホール係

○ホール業務に従事していただきます。
・配膳、下膳　、はし等の補充・食器洗い（食洗機使用）
・ホール、トイレの清掃
・その他、ホール業務に付随する業務

＊Ｔ－シャツ貸与

＊就業時間（１）（２）一球での勤務
　　　　　（３）（４）二球での勤務

不問

月他 株式会社　一球
その他

秋田県秋田市手形山崎町１１－３７

毎　週
秋田県秋田市中通５丁目２－１

105人 018-825-5411

不問
12,970人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

労災
05010-20103981

レストラン朝食スタッフ

○朝食レストランでの接客及び調理
・ホール接客
・調理、盛付け、配膳、洗浄等

＊和洋食バイキングスタイルでの料理の提供
＊朝食時間６：４５～９：００（３～５名での対応）
＊調理担当、ホール接客担当は交替制シフト

＊１年毎の契約更新制（更新月：１月）

不問

他 ルートインジャパン　株式会社　ルー
トイングランティア秋田　ＳＰＡ　ＲＥＳ

カフェスタッフ（茨島）

○パチンコ店ホールにて、カフェレストランのホールスタッ
　フとして従事していただきます。
・カウンター及びパチンコホール巡回（ワゴンサービス）に
　より、コーヒー・ドリンクを販売します。

＊都合に合わせて勤務が可能です。
＊未経験の方でも指導します。
＊制服を貸与します。

不問

他 株式会社　ジャスナ
毎　週

秋田県秋田市山王中園町１０－２

2人 018-874-7457

2人 018-874-7457

不問

不問
10人 秋田県秋田市

カフェスタッフ（広面）

○パチンコ店ホールにて、カフェレストランのホールスタッ
　フとして従事していただきます。
・カウンター及びパチンコホール巡回（ワゴンサービス）に
　より、コーヒー・ドリンクを販売します。

＊都合に合わせて勤務が可能です。
＊未経験の方でも指導します。
＊制服を貸与します。

労災
05010-20102681

不問

他 株式会社　ジャスナ
毎　週

秋田県秋田市山王中園町１０－２

平成30年10月16日発行（平成30年10月15日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

40人 018-836-7888

不問
40人 秋田県秋田市

2ページ中 2ページ

雇用・労災
05010-20141181

洗い場係（１７：００～）

○店内洗い場でのお仕事です。
・洗い物を専門に担当
・食器洗浄機の使用、手洗い両方あります。

＊土日祝に勤務できる方、長期勤務可能な方歓迎します。
（日祝出勤の場合、時給１００円増しです）
＊就業時間（１）（２）両方勤務可能な方を希望しますが、
　相談に応じます。　
＊週３日勤務から相談に応じます。


不問

他 株式会社　札幌かに本家秋田店
毎　週

秋田市中通２丁目３－８　（アトリオン
１２階）


