
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 1,200円～1,600円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時30分～19時00分 就業場所
(2)14時30分～17時00分

時給

1人 1,100円～1,600円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)15時00分～18時30分 就業場所

時給

1人 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)15時00分～18時00分 就業場所
(2)18時00分～21時00分

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) 8時30分～16時00分 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)10時15分～17時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時00分～18時30分 就業場所
(2) 9時00分～13時30分
(3)13時00分～18時00分

時給

1人 770円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 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 不問 就業場所

16人 018-862-6600

不問
350人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18578681

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-18572781

スポーツ用品販売員・
事務（パート）

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

不問

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

毎　週
秋田県秋田市中通３丁目１－４１

10人 018-833-4211

不問
1,543人 秋田県秋田市

29人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18543081

普通銀行業務（割山支
店）

○銀行業務全般、その他内部事務、外訪
・一定期間経過後に必要な資格を取得していただきながら、
窓口業務や外訪をしていただきます。


＊当初は平成３１年３月３１日までの契約です。
（以後６ヶ月毎の契約更新）

不問

土日祝 株式会社　北都銀行

医療事務及び調剤補
助

〇医療事務全般と調剤補助に従事していただきます。
・処方せん受付
・レセプトコンピューター入力（処方せん入力）
・調剤補助（薬剤師の指示により棚から薬を準備するなど）
・掃除
・他の薬局への用務あり
（基本的には社用ＡＴ車を使用しますが、マイカーを使用する
場合もあります（ガソリン代支給））。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　加賀屋薬局
その他

秋田県秋田市川尻上野町１－７３

11人 018-874-7007

不問

950人 018-884-6010

パソコン操作（ワー
ド、エクセル、メー
ル送信等）ができる
方

1,400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

05010-18588581

雇用・労災・健康・厚生
05010-18583181

事務系スタッフ（消化器
内科学・神経内科学講
座）

消化器内科学・神経内科学講座において事務系スタッフとし
て次の業務に従事していただきます。

・講座における秘書業務
（各種事務手続き、書類作成、医局予算管理、来客対応等）

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝 秋田大学医学部総務課
毎　週

秋田県秋田市本道１－１－１

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

4人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

労災
05010-18542181

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

採点、指導、運営補
助、雑務

・週２回の教室時間中に、生徒が学習した教材の採点や、指
導、運営の補助を行っていただきます。

＊生徒は２～１７歳までの約７０名
＊勤務時間は応相談

不問

火水金土日祝他 公文式山王教室
毎　週

秋田県秋田市山王６丁目１６―１１マ
ツオカビル２

4人 018-823-3125

不問

3人 018-839-8237

不問
3人 秋田県秋田市

労災
05010-18540881

雇用・労災
05010-18597481

採点、指導、運営補
助、雑務

・週２回の教室時間中に、生徒が学習した教材の採点や、指
導、運営の補助を行っていただきます。

＊生徒は２～１７歳までの約４０名
＊勤務時間は応相談

不問

月水木土日祝他 公文式御野場新町教室
毎　週

秋田県秋田市御野場新町二丁目８
－１５

毎　週
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

4人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-18545681

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

歯科衛生業務（歯科衛
生士または歯科助手）

○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）

※歯科助手の場合、消毒、滅菌、印象採得（カタドリ）はあり
ません。

歯科衛生士免許
（歯科助手の場合
は不問）

木日祝 竹中歯科クリニック
毎　週

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）

不問
364人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18570581

看護師・准看護師

他 医療法人　正和会　五十嵐記念病院
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央１丁目１７
－２３

99人 018-845-0251

平成30年9月26日発行（平成30年9月25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

看護師・准看護師

〇看護業務全般を担当していただきます。
・医師のサポート等
・その他付随する業務

＊就業時間帯・時間数・勤務日数は相談可。
　労働条件により加入保険の適用が異なります。

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。



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) 8時30分～14時30分 就業場所

時給

2人 770円～800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 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)10時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 777円～777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～12時30分 就業場所

時給

1人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時20分～17時20分 就業場所
(2) 8時30分～17時15分

時給

4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) 6時00分～11時00分 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)15時30分～20時00分 就業場所

時給

1人 800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) 8時00分～13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) 8時30分～10時30分 就業場所

時給

1人 740円～740円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

38人 018-823-8150

不問
38人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-18565881

12ヶ月
労災

05040- 5300881

商品管理≪急募≫（５ｈ
勤務）

○伝票を見て、荷物をセットする作業
＊荷物は食品（漬物、佃煮、水煮等の惣菜など）
・伝票に記載してある商品と個数のとおりに箱詰めして
　いきます。
・仕分け用のシール貼りもあります。
・倉庫、冷蔵倉庫（チルド室）での作業です。
・エプロン、防寒着は支給します。

【業務拡張につき急募】

不問

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

その他
秋田県大仙市四ツ屋字上古道１８７
－１

10人 0187-62-0160

不問
10人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-18602481

清掃作業員（ホーマック
広面北店）

＊「ホーマック広面北店」の日常清掃を担当していただきます
　・床の拭き、掃き清掃およびモップがけ
　・トイレ清掃　
　・その他付随する業務

※週所定労働日数：２日～５日程度
　（日数についてはご相談に応じます）

※雇用契約については、１年毎の更新予定です。

不問

他 株式会社　ホットスタッフ秋田

清掃スタッフ

・ホテルロビー・廊下等の清掃。
・トイレ、ランドリールーム等の清掃。
・建物外回りの清掃。 不問

他 株式会社　アルバートホテル
毎　週

秋田県秋田市大町４丁目３－２２

30人 018-888-3333

不問

24人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

平成30年10月1日～
雇用・労災

05010-18581881

3ヶ月
雇用・労災

05010-18587981

清掃スタッフ「フォンテ
秋田」

○館内巡回清掃業務全般
・トイレ、売場、階段、バックヤード、拭く、掃く等、日常
清掃業務全般


＊採用時に健診、研修あります。
＊制服は貸与します。

不問

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

その他
秋田県秋田市外旭川字一本木８０－
４

21人 018-869-7890

不問
133人 秋田県秋田市

292人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-18551381

倉庫内仕分け作業員
《急募》

○倉庫の仕分け室で冷凍食品を納品先別に仕分けする作業
に従事していただきます。
・店舗別仕分け作業
・ラベルシール貼り付け作業
＊作業日数・時間は面談時に希望を考慮します。
＊友人同士でも応募、大歓迎です。
＊未経験者、大歓迎
＊業務拡張につき追加人員募集

不問

他 秋印　株式会社

運転及び総務補助

・〇運転及び総務補助に従事していただきます。
＜運転業務＞
・公用車の運転
・デイサービスの送迎　など
＜総務補助＞
・院内営繕業務
・休日（主に日曜日）の日直（２人対応で月２～３日あり）
＊季節により除雪・構内清掃業務
＊雇用契約終了後は１年更新となります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

木土日祝他 医療法人　正観会　御野場病院
毎　週

秋田県秋田市御野場２丁目１４－１

244人 018-839-6141

不問

39人 018-882-3056

不問
260人 秋田県秋田市

平成30年10月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-18556781

雇用・労災
05010-18541281

保育補助「寺内保育
所」
（４Ｈパート）

○乳幼児（０～６歳）の保育補助業務に従事していただきま
す。
・乳幼児の保育補助
・清掃ほか雑務

＊就業時間　８：３０～１２：３０

＊雇用期間　６ヶ月ごとの契約更新になります。

不問

日祝他 河辺保育所（秋田市役所　子ども育
成課）な　し
秋田県秋田市河辺北野田高屋字上
前田表６８－１

毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目８－１５

14人 018-895-7636

不問
70人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18580781

冠婚・葬祭業のお手伝
い

○冠婚葬祭に関するお手伝いの仕事です。
・手伝いの指示がありますので、それに従ってお仕事をしてい
ただきます。

＊誰でもできる簡単なお仕事です。まずはお話を聞いてくださ
い。

不問

土日 株式会社ベルコ秋田支社　渡部代理
店

調理業務他

○有料老人ホーム内での給食、調理業務全般
・利用者様４～５人程度の調理です、１名で対応
・稀に外出用務あり（社用車使用）
・その他付随する業務。



普通自動車免許
調理師免許あれば
尚可

他 柿崎ケアシステム　株式会社
毎　週

秋田県秋田市土崎港東１丁目２－８

14人 018-827-3732

不問

不問
298人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

13070-91654181

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　キャッツ
その他

東京都渋谷区南平台町１５－１３　帝
都渋谷ビル６階

3人 03-5457-5167

2ページ中 2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．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

営業補助

自社商品（住宅リフォーム、太陽光発電など）の見込み客づく
りを行っていただきます。
＜主な業務内容＞
・自社商品チラシのポスティング。
・電話や戸別訪問を行い、お客様と商談のアポイントを取って
いただきます。
・初めての方でも指導いたします。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

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)10時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 1,200円～1,250円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～12時30分 就業場所

時給

1人 1,400円～1,600円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 1,100円～1,200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～12時00分 就業場所
(2)13時00分～16時00分
(3) 8時30分～12時30分

時給

1人 900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) 9時00分～12時00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 (1) 9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00分～12時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分

時給

2人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

日給（時間額換算）

2人 833円～833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～20時00分 就業場所
(2)15時00分～20時00分
(3) 8時00分～14時00分

時給

3人 1,000円～1,400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

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

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をご覧
ください。◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆

＊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

7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）

7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18622181

看護師

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

＊勤務は週４日（月・火・木・金）となります。


看護師（准看護師
応相談）

水土日祝他 松岡内科クリニック
毎　週

秋田県秋田市中通１丁目３－４６
フォートファイン秋田１Ｆ

6人 018-884-7511

看護師業務経験者


6人 秋田県秋田市

労災
05010-18614181

看護パート　（デイサー
ビスぬくもり山王）

・デイサービス利用者の看護業務
・利用者の健康管理
・医師の指示による医療処置
・利用者の機能訓練

看護師又は准看護
師

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

14人 018-824-7000

不問
132人 秋田県秋田市

平成30年10月1日～平
成31年3月31日 労災

05010-18653881

看護師（正・准）

○眼科医院での看護業務全般を担当していただきます。
・視力検査、手術の手伝い

＊就業時間について（相談に応じます）
（１）月～木　　　　　８：３０～１２：００　
（２）火（手術日）　１３：００～１６：００
（３）土（月２回程度）８：３０～１２：３０
＊院内の雰囲気は、院長・スタッフとも優しく、気持ちよく
　仕事をしていただけると思います。

看護師免許（正・
准）


金日祝他 細部眼科医院
毎　週

秋田市保戸野すわ町１５－２

6人 018-883-5088

不問
6人 秋田県秋田市

労災
05010-18676581

歯科衛生士

○歯科衛生士としての業務に従事していただきます。
○その他にも、受付業務、電話応対、治療予約の管理、レセ
プトコンピューターの操作等、事務的な仕事にも従事していた
だきます。

歯科衛生士

日祝他 すのうち歯科医院
毎　週

秋田県秋田市八橋新川向９－２１

3人 018-863-7778

歯科医院の勤務経
験
ＰＣの基本操作

3人 秋田県秋田市

労災
05010-18611781

事務員

・一般事務全般
・保険請求作業等
・パソコン入力作業
・その他、付随する業務
＊社用車使用（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 有限会社　インフィニート笑咲
毎　週

秋田県秋田市添川字地ノ内９７－４４

10人 018-807-0132

不問
40人 秋田県秋田市

平成30年11月1日～
雇用・労災

05010-18635481

一般事務（飯島店）

○簡単な書類作成および申請業務に就いていただきます。
・来店されたお客様の車検の受付や、見積もり作成、修理の
受付や電話対応が主なお仕事です。
・その他、車検証の更新の為の書類作成をして頂きます。
・車検の受付などは、全国車検チェーンＮｏ１の「車検のコバッ
ク」に加盟していますのでわかりやすいマニュアルがある為、
基本的な内容はすぐに覚えることが出来ます。
・陸運局への外出業務が有る場合がありますが、オートマの
社用車を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

木祝他 松田自動車興業　株式会社
毎　週

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地３０９－２

18人 018-875-2058

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）可能
な方

32人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18651481

売店販売業務（パート）

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


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
毎　週

秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

120人 018-833-7171

不問
120人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18613281

販売員（トピコ店）

○秋田ステーションビルトピコ２Ｆ　『勝月トピコ店』でお菓子の
販売に従事していただきます
・お客様の応接
・販売、レジ、お菓子の陳列、簡単な包装
・本店への発注
・売上清算作業（月数回）
※駅ビルということで他県の方々の来訪も多いので、秋田県
人としてのおもてなしの気持ちで、サービスに努めていただき
ます。

不問

他 株式会社　勝月
毎　週

秋田県秋田市保戸野通町２－１

2人 018-862-3045

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-18630081

訪問介護員（たんぽぽ
飯島）

○訪問介護業務全般を担当　　　　　　　　　　　　　　　
・利用者宅に訪問して、調理、掃除、買物、身体介護等の手
伝い

＊希望する曜日・時間をもとに就業していただきます。　（希
望する曜日の午前中・午後のみでも可能です。）　　

＊自家用車使用（ガソリン代支給）

・ホームヘルパー２
級以上
・普通自動車免許

他 株式会社　レヴァレンス
毎　週

秋田県秋田市寺内イサノ１０１番地
アルファコート１Ｆ

29人 018-866-0888

不問
120人 秋田県秋田市

労災
05010-18619581

℡ 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 870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30分～19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) 6時00分～12時30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～13時30分 就業場所

月給（時間額換算）

3人 909円～909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)13時30分～18時30分 就業場所
(2)14時00分～18時30分
(3) 8時30分～13時30分

月給（時間額換算）

7人 909円～909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)13時30分～18時30分 就業場所
(2) 8時30分～13時30分

日給（時間額換算）

6人 777円～777円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時30分～18時30分 就業場所

時給

2人 765円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

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) 8時00分～16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

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 1,100円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 7時00分～ 9時00分 就業場所

時給

1人 770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)13時00分～17時00分 就業場所

3ページ中 2ページ

平成30年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

歯科医院の受付および
歯科助手（土日のみ）

○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

○歯科助手業務
・医師の指示に従っての歯科診療補助
＊土日のみ、または土日いずれか１日の勤務でも可
＊明るく親切な対応ができる方を希望します。

6ヶ月
労災

05010-18638281

不問

月火水木金祝他 医療法人　信康会　キャッスル歯科
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

9人 022-236-6231

不問

ＰＣ基本操作（エク
セル・ワード）

14人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 株式会社　魚国総本社　東北支社

（請）調理補助［秋田
市］

◎学生寮内食堂での調理補助のお仕事です。
・食材カット、調味料の計量、仕込み、盛り付け、配膳、
　提供、接客、洗浄作業などをお願いします。

＊年度毎契約更新

不問

土日祝他 株式会社　魚国総本社　東北支社
毎　週

宮城県仙台市若林区卸町５丁目１－
１７

不問
18,320人 秋田県秋田市

18,320人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
04010-64379781

（請）調理補助［秋田
市］

◎学生寮内食堂での調理補助のお仕事です。

　簡単な調理、盛り付け、配膳、提供、接客、洗浄作業等

＊年度毎契約更新

秋田市役所
な　し

秋田県秋田市山王１丁目１－１

毎　週
宮城県仙台市若林区卸町５丁目１－
１７

9人 022-236-6231

～平成31年3月31日
雇用・公災・健康・厚生

05010-18606181

～平成31年3月31日
労災

04010-64382681

児童厚生員（Ａ）

○児童厚生員業務に従事していただきます。
［仕事内容詳細］
・児童館で、児童へ遊びの指導をしたり、子供達の安全管理
および施設の管理等を行います。
＊２～３名体制での業務となります。
＊雇用期間は、年度毎の契約更新となります。
（更新時の断続なし、雇用期間上限なし）

保育士資格・幼稚
園教諭免許・教員
免許
いずれかの資格を
持っている方

日祝他

2人 018-866-2012

不問

2人 018-866-2012

不問
3,360人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 秋田市役所

児童厚生員（Ｂ）

○児童厚生員業務に従事していただきます。
［仕事内容詳細］
・児童館で、児童へ遊びの指導をしたり、子供達の安全管理
および施設の管理等を行います。

＊２～３名体制での業務となります。
＊雇用期間は、年度毎の契約更新となります。
（更新時の断続なし、雇用期間上限なし）

保育士資格・幼稚
園教諭免許・教員
免許
いずれかの資格を
持っている方

日祝他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

不問
3,360人 秋田県秋田市

3,360人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

公災
05010-18607081

児童館補助員（臨時職
員）

○児童館補助員業務に従事していただきます。
［仕事内容詳細］
・児童館で、児童厚生員の助言を受け、児童へ遊びの指導を
したり、子供達の安全管理及び施設の管理等を行います。

・掃除や一般利用貸し出しの手続き等、事務補助的な作業も
あります。

株式会社　秋田ごはん工場
その他

秋田県秋田市外旭川八幡田１３４－
５

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

3人 018-866-2012

6ヶ月
労災

05010-18617681

平成30年11月1日～平
成30年12月31日 雇用・公災

05010-18608381

調理補助・盛付け作業
補助（秋田生鮮市場保
戸野店）

○惣菜の調理補助業務に従事していただきます。　
・調理員の指示に従った補助業務を行います。
・盛付け作業の補助業務

＊就業時間：（１）（２）各１名の募集です。
※慣れるまで作業内容は教えます。

不問

他

3人 0234-33-7100

不問

5人 018-868-0088

不問
61人 秋田県秋田市


普通自動車免許／
ＡＴ限定可

水土日 株式会社　サンシーアイ

鉄・非鉄・プラスチック
資源類の回収・選別・
解体

○アルミ缶のルート回収
・２ｔトラックにてスーパー等から
　アルミ缶を回収する業務
・再生資源の選別、解体　等



準中型自動車免許
（５ｔ未満）以上

日他 株式会社グリーンシステム
毎　週

酒田市宮海字南浜１－６８

不問
70人 秋田県秋田市

68人 秋田県秋田市

雇用・労災
06030- 8608581

配達員／５．５Ｈ（本店）

○各家庭に牛乳等の配達業務　　　　　　　　　　　　　　
・社有車使用（軽四輪貨物車／ＡＴ）
　　　　　　　　　　　　　　　
＊月・火・木・金曜日の週２～４日勤務で相談に応じます。
　（祝日の場合も出勤になります）

＊１日５．５時間程度の勤務

株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズその他
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央６丁目１０
番１０号

35人 018-845-0422

平成30年10月15日～
労災

05010-18628481

雇用・労災
05010-18643481

清掃業務（富田胃腸科
内科医院）

○新屋豊町にある富田胃腸科内科医院の診察前朝２時間の
お　仕事です。
・待合室、診察室、廊下、男女トイレ等の館内清掃


＊交通費１万円迄規定支給、無料駐車場もあります。

＊２名体制で、１０月１５日からの勤務となります。

＊勤務中、禁煙対応できる方を希望します。

不問

日祝

毎　週
秋田県秋田市茨島２丁目６－２３

0人 018-853-1077

不問

2人 018-862-3251

不問
476人 秋田県秋田市

91人 秋田県秋田市

労災
05010-18640681

常駐清掃業務（川口デ
イサービス）

○デイサービスでの建物清掃業務全般に従事していただき
　ます。
・ホール、トイレ、共用部、風呂。
（掃除機、手作業による拭き掃除　等）
・男女トイレの清掃もあります。
・その他付随する清掃業務。


不問

月水木土日 有限会社　ＰＡＴＥＫ



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 770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) 8時30分～15時30分 就業場所

時給

1人 780円～780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30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分

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

日常清掃

・トイレ清掃
・床掃き、拭き（共用部、専用部）
・掃除機使用

12ヶ月
雇用・労災

05010-18641981

不問

水他 有限会社　ＰＡＴＥＫ
毎　週

秋田県秋田市茨島２丁目６－２３

2人 018-853-1077

毎　週
秋田県由利本荘市岩城二古字向村
１１－１

0人 0184-73-3221

不問

不問
100人 秋田県秋田市

1,926人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05050- 3947381

医療器具の洗浄・組
立・滅菌（秋田市）

○医療器具の洗浄及び組立の作業を行っていただきます。
【主な仕事内容】
＊器材（医療器具）の洗浄、組立、滅菌をする作業です。
＊契約更新の可能性あり（６ヶ月毎更新となります）


不問

他 鴻池メディカル　株式会社　秋田営業
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．　　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

時給

1人 770円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 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～1,060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 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)11時30分～15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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15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 18歳以上 (1)17時00分～ 0時00分 就業場所
(2)22時00分～ 0時00分
(3)11時00分～15時00分

時給

10人 800円～1,200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)10時00分～15時00分 就業場所
(2)17時00分～21時00分
(3)20時00分～ 0時00分

時給

3人 770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～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

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 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)12時30分～16時00分 就業場所

平成30年9月28日発行（平成30年9月27日受付分)　Ｎｏ．１

1ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

医療事務『クオール薬
局秋田飯島店』

・受付、処方箋入力、窓口業務全般、衛生業務　等
・アンケート、ジェネリック医薬品についての案内　等
・販売促進（商品ディスプレイ含む）～会計業務
・薬剤師支援業務（伝票入力、帳票・在庫管理　等）
※交通費会社規定あり
※先に面接した方から随意決定する事がありますのでご了
承ください。

不問

日祝他 クオール　株式会社
毎　週

東京都港区虎ノ門４丁目３番１号　城
山トラストタワー３７階

4人 03-6430-9045

不問
4,699人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13040-13280782

アパレル販売［秋田市］
ＯＺＯＣ

◎オゾックは、一つのジャンルにとらわれないその時その時
の気分で自分らしくファッションを楽しむためのブランドです。
◎「お客様にいつも最高の着こなしを提案する」そのためにい
つも最高の笑顔、挨拶でお客様をお迎えします。また、商品
管理、レジ業務、清掃、レイアウト変更なども　お仕事のひと
つです。
◎ノルマはございません。ご安心ください。
★未経験の方も歓迎します！研修制度が充実しています。
＊１年毎契約更新

不問

他 株式会社　ワールドストアパートナー
ズ　仙台拠点毎　週
宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０－９階

4人 022-726-3787

不問
10,286人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

04010-64546781

販売員「ＮＬＴテクノロ
ジー内」売店

○「ＮＬＴテクノロジー内」売店での業務全般を担当していただ
きます。
・レジ、販売、接客、簡単な品出し

＊初心者の方のご応募もお待ちしております。

＊土・日・祝のシフト勤務対応できる方。

不問

他 株式会社　ＮＥＣライベックス
毎　週

秋田県秋田市御所野下堤３丁目１－
１　テンマジャパン内

8人 018-829-0066

不問
2,800人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010-18691681

給食調理／秋田市

定員１６名の小規模認可保育園での給食調理のお仕事で
す。

＊給食の調理、提供
＊おやつの調理、提供
＊食材の買い出し

不問

日祝 株式会社　Ｔｈｉｎｋ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ
毎　週

千葉県千葉市花見川区幕張町５－４
９８－２

9人 043-306-9369

不問
47人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

12010-35890781

ホール・調理補助・洗い
場（カルビ屋大福秋田
山手台店）

○店内におけるホール係・調理補助業務全般
　・接客、受付、レジ
　・調理補助
　・洗い場　等
　・仕込み
　・清掃等
＊就業時間（３）は上記のうちの仕込み、清掃業務となりま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊就業時間につい
ては応相談

不問

他 株式会社　アジマックス
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

労災
05010-18693581

ホール接客及び調理補
助

○ラーメン店「佐々木家」他各店でのラーメン等の調理、ホー
ルでの接客及び調理補助を担当します。
※「佐々木家　秋田本店」秋田市川元むつみ町７－２１
※「海老そばまると」秋田市山王５－１４－５
※「名代まると中野分店」秋田市下新城字琵琶沼３１８－５
※「名代まると仁井田分店」秋田市仁井田新田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２－１６－２５　　　　いずれか勤
務

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

6人 018-864-1112

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18729381

ソーイングスタッフ

○のぼり、幕、タペストリー等、布系の縫製作業です。
・ほとんどが直線縫いで単純な仕事です。
・家庭用ミシンと工業用ミシンがありますので、経験の無い方
でも安心して作業を習得できます。

不問

土日祝他 株式会社　システムアート
毎　週

秋田県秋田市外旭川田中４３－３

12人 018-864-7514

不問
20人 秋田県秋田市

労災
05010-18722581

アパート営繕スタッフ

○アパート賃貸管理に関する業務
○管理アパートの修理・修繕業務
○敷地内の除雪・除草作業



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

不問
117人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-18721981

麺工場・製麺配送スタッ
フ

○配達、軽作業を担当していただきます。
・秋田市内及び能代市内の店舗へ軽自動車で商品の配達業
務
・商品の発送手配や梱包作業、商品発注、ピッキング、月１回
の棚卸業務
・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 有限会社　マックエンタープライズ
毎　週

秋田県秋田市川元むつみ町７－２１

6人 018-864-1112

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18730581

建物清掃員「らいらっ
く」
（急募）

○日常的清掃全般に従事していただきます。
・床面の清掃
・居室の清掃
・トイレの清掃
・その他清掃業務全般


不問

日祝 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

2人 018-874-9371

不問
67人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災
05010-18710081

℡ 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

時給

1人 2,500円～2,800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～18時00分 就業場所
(2)10時00分～18時00分
(3) 9時00分～14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

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

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)15時30分～18時30分 就業場所

時給

1人 900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) 8時45分～12時15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 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～12時00分 就業場所
(2)13時00分～16時00分

時給

1人 770円～860円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時50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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～10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) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)10時00分～15時00分

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

雇用期間の定めあり 18歳以下 (1) 2時00分～ 5時00分 就業場所

平成30年10月1日発行（平成30年9月28日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

薬剤師

○薬剤師業務全般を担当していただきます。
・処方箋調剤
・投薬
・薬歴入力（パソコン使用）
・一般薬販売

薬剤師免許

月火水日祝他 有限会社　加賀屋薬局
毎　週

秋田県秋田市川尻上野町１－７３

11人 018-874-7007

不問
29人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18755981

一般事務（山手台店）

○山手台店において、電話受付、パソコン入力、売上伝票処
理等の事務作業

＊土・日・祝日勤務できる方を希望。
（面接の際応相談）

不問

他 株式会社　ナイス
その他

秋田県秋田市新屋豊町３－４８

114人 018-862-2611

不問
1,022人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-18764981

事務・受付・書類作成

○受付、会計、電話応対等事務関連業務
○パソコンでの入力業務等（書類発行やワード、エクセル等
による原稿作成、集計、表計算等）
○パソコン（Ｍａｃ）でのオリジナルパンフ等の作成
○ペット用品の販売

＊その他、付随する雑務

＊採用日については、応相談（平成３０年１０月１日以降）

不問

木日祝他 ウェルネス小林動物病院（有限会社
リブラ）毎　週
秋田県秋田市将軍野向山７－７

5人 018-847-1688

ワード、エクセル、
イラストレーション
等ソフト使用可能な
方

5人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成31年12月30日 労災

05010-18750281

事務・受付

○受付、会計、電話応対等事務関連業務
○パソコンでの入力業務等（書類発行やワード、エクセル等
による原稿作成、集計、表計算等）
○ペット用品の販売、通販業務全般

＊その他、付随する雑務

＊採用日については、応相談

不問

木日祝他 ウェルネス小林動物病院（有限会社
リブラ）その他
秋田県秋田市将軍野向山７－７

5人 018-847-1688

ワード、エクセル等
事務関係ソフト使
用可能な方

5人 秋田県秋田市
平成30年10月1日～平
成31年9月30日 労災

05010-18751181

事務

○当事業所にて事務業務に従事していただきます。
・商品管理入力（パソコンへデータ入力）
・電話応対
・接客
・営業所内事務処理業務等
・その他、付随する業務

＊就業時間帯は相談に応じます。

不問

土日他 株式会社　秋田ダイドー
毎　週

秋田県秋田市御野場２丁目１－７

23人 018-839-5110

パソコン操作（ワー
ド、エクセルでの文
書作成、表計算程
度）

46人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18766481

事務員

○事務員として従事していただきます。
・領収書、伝票等の整理
・会計ソフトを使って売上や支出の入力
・電話応対、来客応対
・外出業務（銀行、備品等の購入など）

＊外出は社有車（ＡＴ車）または自家用車使用（ガソリン代
支給：１Ｋｍ３０円）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 特定非営利活動法人　あきた結い
ネット毎　週
秋田県秋田市泉南３－２４－２９キャ
トルセゾン泉１０１

4人 018-874-8897

基本的なパソコン
操作

13人 秋田県秋田市

労災
05010-18776881

一般事務

・営業日報のデータ入力
・自動振替経費の伝票起票
・売掛管理（売上入力・請求書発行）
・事務用消耗品・制服等の発注
・社内帳票の印刷
・酒類販売数量報告書の作成
・その他付随する業務

不問

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

20人 018-896-1811

不問
620人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18762381

早朝品出し（仁井田店）

○ナイス仁井田店において品出し作業に従事していただきま
す。

・早朝に商品品出し、補充作業
・その他付随する業務


不問

他 株式会社　ナイス
その他

秋田県秋田市新屋豊町３－４８

59人 018-862-2611

不問
1,022人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010-18763681

接客販売【短期】

○市民市場内における塩干物、料理店用の食材などの接客
販売業務に従事していただきます。
・接客及び販売
・市場内での配達もしていただきます。
＊就業時間１４：００迄勤務も可能です。ご相談下さい。
＊週４日程度の勤務が基本ですが、年末年始前には、週５～
６日勤務となる場合があります。
＊日数、時間、勤務期間はご相談に応じます。
＊ＰＴＡ等出席のための休みは考慮します。

不問

日他 合資会社　加藤本店
毎　週

秋田県秋田市手形休下町１－２３

9人 018-832-2940

不問
9人 秋田県秋田市

平成30年11月1日～平
成30年12月31日 労災

05010-18774481

折込作業

＊新聞販売店で折込作業を担当していただきます。新聞にチ
ラシを入れ、区域ごとに分ける作業です。

※未経験の方、指導致しますので安心してご応募下さい。

※雇用契約は、６ヶ月毎の更新予定です。

普通自動車免許
（業務用・ＡＴ限定
可）

他 株式会社メモリー
毎　週

秋田県大仙市協和船岡字合貝４４－
５

0人 018-892-2600

不問
23人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05040- 5331481

℡ 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 850円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～12時30分 就業場所

時給

1人 1,220円～1,490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 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時45分～12時15分 就業場所

日給（時間額換算）

3人 1,777円～1,777円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時30分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時00分

時給

2人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)12時00分～17時00分
(3) 9時00分～17時00分

時給

3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)10時00分～15時00分 就業場所

時給

6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 (1) 5時00分～ 8時45分 就業場所
(2) 9時00分～14時30分
(3)17時00分～21時00分

2ページ中 2ページ

平成30年9月28日発行（平成30年9月28日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

介護職員【パート】

○サービス付き高齢者住宅「ひとむすび八橋」での入浴介
助、洗濯、その他付随する業務を担当していただきます。
・入居人数２５名

＊施設見学受付しております。連絡をいただいてから、１週間
程度でご相談に応じます。
＊就業時間帯・勤務日数等は、相談に応じますので、お気軽
にお問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

不問

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

20人 018-827-3911

経験者
38人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010-18747981

訪問介護員（ホームヘ
ルパー）［秋田川尻営
業所／秋田市］

〇お客様が住み慣れたご自宅で、「その人らしい生活」を継
続するためのお手伝いをしていただくお仕事です。
・お客様のご自宅へ訪問し、日常生活や自立支援のための
各種サポート業務
・食事介助、排せつ介助、衣服の着脱などの身体介護
・洗濯、お部屋の掃除、食事の用意などの生活援助
・各種記録業務など

＊初回契約後は１年毎の契約となります。

ホームヘルパー２
級以上
普通自動車免許
（ＡＴ限定可・ペー
パードライバー不

他 株式会社　ツクイ　東北圏
その他

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８
－２

38人 022-348-2273

不問
18,800人 秋田県秋田市

3ヶ月
労災

04010-64809481

看護助手

○看護助手として以下の業務を担当していただきます。
・外来看護師の医療業務補助（検査・患者誘導などの補助）
・医薬品処方補助業務
・院内施設設備の清掃・整理など

＊仕事の内容への指導体制がありますので、未経験者でも
可能な内容となっています。

　　　＜　急　募　＞

不問

日祝他 いしやま内科腎クリニック
毎　週

秋田県秋田市外旭川字中谷地６７－
１

22人 018-869-7807

不問
22人 秋田県秋田市

労災
05010-18780981

イベント会場でのコー
ヒー等のサービス係

＊ＪＡ農業機械化ショーの来場者へのコーヒー等の提供を担
当していただきます。

※未経験の方でも、指導致しますのでお問い合わせ下さい。
　また、対人業務になる為、明朗活発な方を希望致します。
※制服貸与（帽子・ジャンバー等）昼食支給あります。
◎１０月３０日～１１月４日は、日給１２，０００円です。
　１１／５は交換会最終日の為、８：３０～１２：００の
　勤務になります。（日給６，０００円）

不問

他 株式会社販促
な　し

秋田県大仙市大曲福見町７－６７－
１６

25人 0187-63-0654

不問
25人 秋田県秋田市

平成30年10月30日～
平成30年11月5日 労災

05040- 5333881

食品製造及び出荷作
業

○食品製造および加工業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・きりたんぽ、稲庭うどん等のスープ製造
・食材の下準備等、簡単な調理補助
・ギフトセット等、出荷作業の助手
・その他、付随する業務

不問

日祝他 有限会社　秋田味商
毎　週

秋田県潟上市天王字江川２１－２

20人 018-870-6200

不問
20人 秋田県潟上市

平成30年11月5日～平
成30年12月29日 雇用・労災

05010-18756581

ルーム係

○アキタパークホテルのルーム係り
・客室の清掃（清掃は掃除機使用）
・ベッドメイク
・バスルーム（浴槽含む）の掃除
・ホテル内の廊下、階段の清掃（掃除機使用）

＊制服は貸与します。
　



不問

他 株式会社　アキタパークホテル・マ
ネージメントその他
秋田県秋田市山王４丁目５－１０

150人 018-862-1515

不問
150人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-18767781

皿洗い、盛り付け

○ホテル厨房内で皿洗い等を行って頂きます。
・鍋、皿洗い
・料理の盛り付け等
・その他付随する業務

＊皿洗いが主体で、パートさん４～５人で対応します。
＊未経験者にも作業手順は教えます。

不問

他 株式会社　アキタパークホテル・マ
ネージメント毎　週
秋田県秋田市山王４丁目５－１０

150人 018-862-1515

不問
150人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-18768881


