
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 165,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
(3)14時00分～23時00分

日給（月額換算）

1人 151,400円～161,500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 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 176,990円～256,330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 226,720円～408,840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～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 176,670円～277,840円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～190,000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 140,800円～193,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 5時30分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～19時30分

月給

1人 144,800円～205,000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15分 就業場所
(2)17時15分～ 8時30分

月給

1人 180,000円～350,000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 140,000円～140,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 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

不問
1,300人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20410981

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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
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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

ハンバーガーレストラン
の運営


　　【アシスタントマネージャー】

　店長の補佐役として、店舗運営全般（人材育成、販売促
進、経理業務など）のサポートをしていただきます。

業務管理者（指導教育
責任者）

・警備業務に関する社員教育の実施
・建築、土木会社を訪問し交通誘導業務をＰＲします。又　イ
ベントを主催するお客様から駐車場整理、歩行者保護の為の
誘導業務を受注してくる仕事です。　　　　　
・ルート営業の補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・転勤はなし地元勤務です。　　　　　　　　　　　　　　

＊顧客訪問がありますので、社交性が求められます。
パソコン操作（ワード、エクセル）出来る方

日他 東アジア警備保障　有限会社　秋田
営業所その他
秋田県秋田市河辺和田字高屋敷８２
－１

15人 018-881-1877

205人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20462781

施工管理補助（現場監
督）

◆一般住宅建築工事の施工計画の作成、工程管理、品質管
理、その他の技術上の管理及び建築工事の施工に従事する
者の技術上の指導監督補助。
　◇施主様との打ち合わせ業務
　◇業者との打ち合わせ業務
　◇現場での指示及び資材等の手配業務
　◇パソコン操作による各種書類作成業務

＊社用車（ＡＴ車）使用、会社携帯支給


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　財産コンサルティング
毎　週

秋田市保戸野原の町８番２７号

25人 018-824-0234

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20434381

施工管理／秋田営業
所

ビルオートメーションシステム（ビル管理システム）の現場施
工管理
・システム図、施工図作成
・工程管理・品質管理・安全管理・施工管理
・制御エンジニアリング構築
・システム機器の導入・工程・原価管理
・技術ドキュメント作成
・協力業者管理
・システムの試運転・調整

普通自動車運転免
許

土日祝他 ジョンソンコントロールズ　株式会社
毎　週

東京都渋谷区笹塚１－５０－１　笹塚
ＮＡビル

4人 03-5738-6092

計装工事・電気工事・
設備工事の施工管理
経験
※ＰＬＣのスキル・知
識ある方歓迎

1,300人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070-  957982

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

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

不問
5,138人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20406881

歯科衛生士

・口腔内クリーニング
・口腔衛生指導、歯石除去
・院内の清掃
・消耗品準備、雑務等
・その他、付随する業務

歯科衛生士免許

木日祝 堀部歯科医院
毎　週

秋田県秋田市新屋表町１１－３

6人 018-828-4323

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20449181

栄養士／秋田市

ショートステイでの栄養事務及び厨房内作業
（発注、事務など。ＰＣ操作あります。）

※朝６０食、昼７０食、夕６０食程度の提供規模

栄養士

他 日本給食サービス　株式会社
その他

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
1,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-31740082

就労支援員

○障害者支援施設で施設入所支援、生活介護及び就労継続支援を
行っています。
・就労支援においては、就労作業の支援、日常や社会生活等の支
援、各種活動の支援を行います。
・利用者に関わる手続きの支援や支援記録（支援システムへの入
力）をします。
・利用者送迎支援や行事企画等を行います。社用車ＡＴ車
パソコン操作
※高齢者または障害者の支援経験あればなお良いが、未経験者で
も応募可。

他 社会福祉法人　秋田県身体障害者
福祉協会　障害者支援施設　秋田その他
秋田県秋田市下北手柳館字前田面
１３４

37人 018-831-8010

48人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-20431281

Ｗｅｂマーケティング職

○月間１００万人以上がアクセスする自社のクラウドサービス
のＷｅｂマーケティング職又はデザイン職に従事していただき
ます。

＊アクセスデータに基づいて随時、デザインの修正を行うの
　で、改善指向の考え方が必要です。

＊詳細は、当社ホームページの採用情報をご覧ください。

不問

土日祝 フォームズ　株式会社
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目３－１０　秋
田スカイプラザ６階

6人 018-874-7397

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20469981

雇用・労災・健康・厚生
05010-20454781

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）シフト勤務です。
＊月平均１５０～１７２時間の勤務です。

不問

他

　・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定可）
※介護職員初任者
研修（またはホーム
ヘルパー２級）、介
護　　福祉士、社会
福祉士、実務者研
修あれば尚可

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
交通誘導２級以上
尚可
指導教育責任者資
格者（１号・２号）あ
れば尚可

6人 018-832-0401

不問
530人 秋田県秋田市

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

℡ 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～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 135,000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50分～17時40分 就業場所

時給（月額換算）

1人 134,960円～151,830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00分 就業場所
(2) 8時30分～12時15分

月給

1人 138,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,510円～244,120円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 176,000円～264,000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00分～17時00分 就業場所
(2)21時00分～ 6時00分

年俸（月額換算）

1人 180,000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)10時00分～19時00分 就業場所

時給（月額換算）

5人 132,192円～172,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 135,000円～162,000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～19時00分 就業場所

月給

1人 300,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 32歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
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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

一般事務　≪急募≫

・受付、納品書、請求書発行業務。
・車両入出庫伝票記帳。
・見積書作成、他
・パソコン入力操作できる方
・その他付随する作業

雇用・労災・健康・厚生
05010-20426381

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　秋田自動車興業
その他

秋田県秋田市泉北４丁目５－１０

13人 018-862-8500

3人 018-863-0001

事務経験者（簿記、
経理経験者歓迎）

パソコン操作（エク
セル、ワード）

13人 秋田県秋田市

不問

日祝他 社会医療法人　明和会　中通リハビ
リテーション病院

一般事務

○事務業務に従事していただきます。
　総務経理事務、営業事務、一般事務、その他庶務。
　・電話応対、受付業務、コピー
　・受発注業務
　・データの整理・入力、ファイリング
　・銀行入出金業務（自家用車使用、ガソリン代支給）　
　・その他、社内清掃・整頓（トイレ掃除含む）の作業あり
＊欠員補充による募集。雑役・庶務をこなしながら徐々に社内業務
を覚えていただきます。少人数の部門のため、長く継続的にフルタイ
ム勤務が可能な方、電話応対・受付業務　に積極的に取り組んでい
ただける方歓迎。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）＊業
務上必須

日祝 日本海恒産　株式会社（日本海チ
ケット）その他
秋田県秋田市泉中央１丁目２－５

パソコン操作可能
な方（医療事務経
験あれば尚可）

1,830人 秋田県秋田市

27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20445481

医療事務

○医療事務全般を担当していただきます。
・保険請求
・書類作成（パソコン使用）
・電話応対
・会計等窓口受付　等

＊雇用期間の契約更新の可能性あります。
（雇用期間の上限は定めていません）

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

その他
秋田県秋田市中通６丁目１－５８

270人 018-833-1131

雇用・労災・健康・厚生
05010-20447881

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20423281

医療事務員

○医療事務員として、受付・医事業務に従事していただきま
す。
【主な仕事内容】
・受付
・医療事務
・一般事務

不問

他

21人 018-854-8566

ＣＡＤ（オートキャ
ド）操作経験者

283人 018-832-3203

不問
299人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　財産コンサルティング

製缶管理者（製品の品
質管理、製作管理及び
設計）

○製品の品質管理…図面どおり作成されているか寸法・外観
検査をし、検査成績書を作成する。
○製作・工事工程管理…客先納期に合わせ工程通り製品が
出来上がっていくように管理する。
○製品の設計…ＣＡＤ（オートキャド）を使い、工作図や板取
図を作成する。
○客先検査対応…納品前の客先立会検査及び社内検査に
立会い、説明等行う。
＊２ｔトラック運転業務あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　日誠工業
その他

秋田県潟上市昭和乱橋字大籠４９番
地

不問
25人 秋田県秋田市

21人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20408181

営業事務・営業サポー
ト

・不動産調査（登記、設備）
・各種資料作成
・ホームページ等の媒体登録
・来客対応、電話対応

株式会社　和香商事
その他

千葉県千葉市花見川区三角町３０－
１

毎　週
秋田市保戸野原の町８番２７号

25人 018-824-0234

雇用・労災・健康・厚生
12010-39652681

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20435681

運行管理者／秋田

配車の手配やドライバーの運行状況の把握

運行管理有資格者

他

018-827-3500

2人 043-216-5990

不問
98人 秋田県潟上市

＊Ｅｘｃｅｌの操作
＊ＰｈｏｔｏＳｈｏｐの
操作
＊チ－ムマネジメ
ント、ＥＣサイト運用
経験あれば尚可

不問

他 有限会社　中央市場（食品館、ビフ
レ）

ＥＣサイト運用補助

・アルバイトシフト管理
・データチェック、加工画像チェック、サイトチェック
・運用リーダー補助
・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）

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

15人

不問
570人 秋田県秋田市

42人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20396681

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。

＊１日７時間勤務可能。相談に応じます。


日本海恒産　株式会社（日本海チ
ケット）その他
秋田県秋田市泉中央１丁目２－５

毎　週
秋田県湯沢市柳町２丁目１－４０

0人 0187-88-8577

雇用・労災・健康・厚生
05010-20446781

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05070- 2824081

店頭販売員（秋田市
内）

○販売事務業務を担当します。
・店頭でのチケットの販売、レジ
・電話での受付
・出納、本支店連絡事務
・店内ディスプレイ、ＤＭ作成　ＨＰ入力、ＰＯＰ作成
＊銀行用務等外出業務あり（自家用車使用、借上げ代支給）
＊スタッフが研修しますので心配ありません
＊お客様との接客（会話等）好きで向上心のある方
　明るくテキパキした対応が出来る方歓迎

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他

毎　週
千葉市美浜区中瀬２丁目６番地
ＷＢＧマリブイースト　１８階

32人 043-351-0150

不問

2人 018-863-0001

不問
27人 秋田県秋田市

63人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
12010-39623781

医療機器販売の営業
（本社／秋田県）

・医療機器販売

・主に整形外科用インプラントなど大学病院等への販売
　（営業）する仕事

※秋田県内を中心とした在宅勤務での営業活動をしていただ
　きます。
　日々の勤怠管理は日報にて本社に報告していただき、本社
　への出社は会議など要請があった場合のみとなります。

普通自動車運転免
許

土日祝他 ネクスメッドインターナショナル株式
会社



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 183,090円～256,330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 131,100円～141,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

3人 131,100円～141,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 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 132,500円～150,500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) 5時00分～14時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 136,960円～145,520円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～19時30分

月給

1人 210,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 9時30分～22時30分 就業場所

日給（月額換算）

3人 146,880円～183,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 151,200円～189,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 162,000円～172,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 134,890円～134,890円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

平成30年10月22日発行（平成30年10月19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

営業（不動産売買・賃
貸）

◆不動産売買営業もしくは不動産賃貸営業
　◇不動産物件の紹介・現地ご案内
　◇自社物件の販売（土地、分譲住宅　他）
　◇住宅ローンなどのファイナンス業務サポート
　◇パソコン操作による各種書類作成業務

＊社用車（ＡＴ車）使用、会社携帯支給
＊ノルマや歩合制はありません。
＊宅地建物取引士資格取得支援制度あり。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　財産コンサルティング
毎　週

秋田市保戸野原の町８番２７号

25人 018-824-0234

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20432181

看護助手（介護員）「南
秋田整形外科医院」≪
急募≫

○入院患者様の生活全般の援助業務に従事していただきま
す。
・食事、入浴、排泄等の介助
・その他付随する業務
＊未経験者はマンツーマンで指導します。
＊退職による欠員補充

働き方改革関連認定企業
【くるみん】【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 医療法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

57人 018-877-7110

不問
354人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20400381

看護助手（介護員）「小
玉医院」≪急募≫

○入院患者様の生活全般の援助業務に従事していただきま
す。
・食事、入浴、排泄等の介助
・その他付随する業務
＊未経験者はマンツーマンで指導します。
＊退職による欠員補充の為

※働き方改革関連認定企業
【くるみん】【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 医療法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

57人 018-877-7110

不問
354人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20402981

調理員

○ショートステイ・デイサービス利用者の食事の調理、
　盛り付け、配膳、食器洗浄等を担当していただきます。

・１３０名前後の利用者の夕食を２～３名の調理員で調理しま
す。（朝食・昼食は各７０食前後です。）
・月の所定労働時間数
　３０日の月＝約１７１時間、３１日の月＝１７７時間
※６０歳以上の方も積極的に採用しています。ご応募下さい

不問

他 企業組合　秋田福祉サービス　ふき
のとう広面その他
秋田県秋田市広面字二階堤２０－１

51人 018-893-5422

　調理経験者
90人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20424181

調理補助／秋田市

ショートステイでの調理業務全般です。

・仕込み
・調理
・衛生管理　など

※朝６０食、昼７０食、夕６０食程度の提供規模

不問

他 日本給食サービス　株式会社
その他

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
1,200人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13010-31674282

フロアマネージャー

○フレンチレストラン「エッサンス」内での勤務において、
　フロアーマネージャー業務全般を担当していただきます。
・フロアー内業務がメインです。
・労務管理等はありません。

不問

他 ＢＦホールディンクス　株式会社
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

雇用・労災・健康・厚生
05010-20385181

交通誘導警備員

【主な仕事の内容】
○秋田市を中心に道路工事、イベント、駐車場での警備を行
います。　
＊道路工事については、主に建設・土木工事現場における誘
導をします。　　　　　　　　　　　　
＊慣れるまでは、ベテラン隊員との複数体制で行います。
＊未経験でも安心して働けます。
＊資格取得は入社後でも可能です。
＊アルバイト就労も相談に応じます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 東アジア警備保障　有限会社　秋田
営業所その他
秋田県秋田市河辺和田字高屋敷８２
－１

15人 018-881-1877

不問
205人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20465181

交通誘導警備員（有資
格者）

【主な仕事の内容】
○秋田市を中心に道路工事、イベント、駐車場での警備を行
います。　
＊道路工事については、主に建設・土木工事現場における誘
導をします。　　　　　　　　　　　　
＊慣れるまでは、ベテラン隊員との複数体制で行います。
＊アルバイト就労も相談に応じます。

交通誘導警備２級
以上
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 東アジア警備保障　有限会社　秋田
営業所その他
秋田県秋田市河辺和田字高屋敷８２
－１

15人 018-881-1877

交通誘導警備経験
者

205人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20466081

列車見張員

○ＪＲ近接工事等における列車見張員の業務に従事していた
だきます。
・列車の確認　・列車の有無の連絡

＊現場は秋田市近郊
＊１～２人での勤務となります


不問

日他 東アジア警備保障　有限会社　秋田
営業所その他
秋田県秋田市河辺和田字高屋敷８２
－１

15人 018-881-1877

不問
205人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20464281

研究補助（野菜花き部）

○えだまめの脱殻作業補助
　（袋詰め、種子の運搬（３０ｋｇ程度）、清掃作業）
○えだまめ種子の選別作業補助
○手作業によるえだまめ種子の選別
○屋内作業
　（記録の補助、ポットへの土詰め作業など）
○その他、付随する作業

不問

土日祝他 秋田県農業試験場
毎　週

秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

110人 018-881-3330

不問
110人 秋田県秋田市

平成30年12月1日～平
成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05010-20411581

℡ 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

5人 155,820円～258,820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 35歳以下 (1) 8時30分～17時20分 就業場所

時給（月額換算）

4人 209,885円～226,030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 59歳以下 (1) 8時00分～16時30分 就業場所
(2)15時30分～ 0時00分
(3)23時30分～ 8時00分

月給

2人 160,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 152,500円～201,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～35歳 (1) 9時00分～17時45分 就業場所
(2)22時00分～ 6時00分

月給

2人 160,000円～165,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 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

月給

1人 132,000円～132,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

月給

1人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

月給

5人 173,600円～241,500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 59歳以下 (1) 8時00分～17時10分 就業場所

月給

5人 173,600円～241,500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 59歳以下 (1) 8時00分～17時10分 就業場所

日給（月額換算）

1人 227,000円～340,500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) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 267,000円～267,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05010-20416181

その他
秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
６９

37人 018-853-6115

不問
85人 秋田県秋田市

21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20384281

大型運転手

＊＊増車のための募集＊＊
○営業所にて他ドライバーが積んできた荷物の配達及び荷
物の集荷業務を担当していただきます。

＊トラックは大型ウイング車を使用します。
＊配達、集荷の業務範囲は北東北一円となります。
＊大型免許のない方は、入社後に取得していただきます。

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
　大型自動車免許
尚可

他 泉運輸　株式会社　秋田営業所

塗装工

○橋梁塗装、一般住宅建築塗装、区画線設置業務等に従事
していただきます。
・手塗り、吹付塗装
・道具の洗浄等雑務あり

＊高所作業あり
＊県外現場もあり
＊２ｔトラック使用（ＭＴ車）


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
（塗装技能士資格
あれば尚可）

日祝他 株式会社　黒澤塗装工業
その他

秋田県秋田市中通３丁目３－２１

21人 018-835-1084

塗装経験
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平成30年10月22日発行（平成30年10月19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

精密研削加工職（秋田
県秋田市）

・精密研削加工（ＮＣ自動研削盤及び汎用研削盤を使用した
焼き入れ品の研磨）

※直動ベアリング関係です。（ミクロン単位の精密品）

不問

日他 ヒーハイスト精工　株式会社
その他

川越市今福５８０－１

54人 049-273-7000

不問
103人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
11040-19065581

生産部門の技術要員


◇生産工程での製造、管理業務

・工場内で、設備を使って製品の製造を行って
　いただきます。製品を製造する工程のうち、一部を
　担っていただきます。工場は夜間も操業しており、
　交替勤務制です。

不問

他 日本新金属　株式会社
その他

豊中市千成町１丁目６－６４

62人 06-6333-1171

不問
237人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

27100-14014881

鋼製煙突の製造（溶接
作業）

○一般的な製缶作業（半自動溶接、ＴＩＧ溶接）を行います。

・製缶及び溶接作業の経験者



普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　日誠工業
その他

秋田県潟上市昭和乱橋字大籠４９番
地

21人 018-854-8566

溶接作業経験者
21人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20407281

レール溶接技術職／秋
田市

鉄道に敷設されているレールにおいて、主に古くなったレール
を新しいレールと交換するためにレール溶接作業を行ってい
ただきます。
（溶接方法：ゴールドサミット溶接、ガス圧接、エンクローズ
マーク溶接等）
＊弊社の仕事を覚えてもらい、レール溶接技術者になってい
ただきます。
　最終的には工事責任者や幹部社員になっていただきたいと
考えております。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　峰　製作所
毎　週

東京都千代田区神田鍛冶町三丁目
３番地１２

10人 03-3256-5551

不問
286人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-31643882

工場作業員

○石膏ボードの裁断加工業務に従事していただきます。
・裁断加工（人力）
・パレット積み作業（人力）
・パレット運搬（フォークリフト使用）
・その他、付随する業務
・やる気さえあれば誰でもできる仕事です。
＊まれに社用車運転の場合あり

＊作業着、ヘルメット貸与

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
フォークリフト資格
があれば尚可

土日他 三國開事　株式会社
毎　週

秋田県秋田市豊岩石田坂字上野１４
５

9人 018-827-3811

不問
18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20430881

縫製工補助

○婦人服（ブラウス、スカート、ジャケット、ワンピース
　等）の縫製業務全般の補助として従事していただきます。
・主にミシン以外の作業全般
・裁断物の印付け
・その他付随する業務

＊何れ、ミシンも覚えていただきます。
＊縫製未経験の方でも気軽に応募ください。

不問

日祝他 樋口繊維工業　株式会社　秋田第２
工場その他
秋田県秋田市寺内字三千刈４５４－
１０

32人 018-863-7252

不問
120人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20387381

機材及び設備管理（正
社員）

○ミシン・アイロン等機材管理、保全
○ボイラー等工場の設備管理
○外注先へ社用車（ナビ付き）を使用し、ミシン修理等の訪
問を行うことがあります。
○データ入力、発注等簡単なＰＣ入力作業
＊研修により、知識と技術を身に付けていただきます。
＊平均年齢３８歳
＊物作りが好きな社員たちで頑張っています。最新のファッ
ションをいち早く見ることができます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 秋田ファイブワン工業　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
２９

95人 018-862-5141

基本的なパソコン
操作ができる方

95人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20437581

建設機械アタッチメント
レンタル（秋田営業所）

建設機械のアタッチメントのレンタル、引き取り、引き渡し、配
送、メンテナンス
誰にでもできる作業です。
営業所新築予定　来年冬予定しています。
入社後研修にて、基礎からしっかり学べます。

＊研修地：新潟、仙台、郡山　他

＊業務上、車を使用する機会：有（社有車有）

普通自動車免許

日祝他 株式会社　タグチアシスト　新潟営業
所その他
新潟市江南区両川２丁目４４４９－１
１

0人 025-282-9691

不問
98人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 15010-40519881

建設機械アタッチメント
レンタル（秋田営業所
／地域限定社員

建設機械のアタッチメントのレンタル、引き取り、引き渡し、配
送、メンテナンス
誰にでもできる作業です。
営業所新築予定　来年冬予定しています。
入社後研修にて、基礎からしっかり学べます。

＊研修地：新潟、仙台、郡山　他

＊業務上、車を使用する機会：有（社有車有）

普通自動車免許

日祝他 株式会社　タグチアシスト　新潟営業
所

雇用・労災・健康・厚生・財
形 15010-40522381

その他
新潟市江南区両川２丁目４４４９－１
１

0人 025-282-9691

不問
98人 秋田県秋田市



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 170,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～165,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 275,000円～330,000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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～247,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

5人 180,000円～312,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

5人 180,000円～277,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

5人 180,000円～312,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

5人 180,000円～277,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 216,000円～228,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 172,800円～172,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１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人 018-878-4958

不問
2人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20453481

～平成30年12月31日
雇用・労災

05010-20398581

大型ダンプ運転手

○大型ダンプによる土砂と合材の運搬
・主に秋田市内ですが、秋田県内もあります。
・車両の点検、洗車
・日報作成、伝票作成等

大型免許（必須）
大型特殊、車両系
あれば尚可

日祝他 株式会社　畠山建材
その他

秋田県潟上市天王字一向３０－１０

その他
秋田市土崎港南１丁目１番６号

6人 018-846-1007

大型ダンプによる
運搬作業、土木作
業の経験


6人 秋田県秋田市

22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20461481

ダンプ運転手兼土木作
業

・大型ダンプによる砂利、その他の土石、アスファルト合材の
運搬
・冬季期間中の徐排雪業務
・車両の整備等
・土木作業

＊現場は秋田市内が中心となります。
＊業務の都合により、夜間作業の場合あり。


大型運転免許（必須）
大型特殊免許、車両
系建設機械あれば尚
可

日他 有限会社　阿勝商会

大型ウイング乗務員
（秋田～新潟定期便）
【週休２日勤務】

○大型ウイング車にて秋田・岩手～新潟を走行します。
　月曜日の昼頃に出発して金曜日の１５時頃車庫に帰りますクラウド
型の運行記録計と労務管理機が車両に搭載されているのでガイダ
ンスに従って勤務をします。荷物は、新品のパレット、除雪機、建材
（ボード）等です。新潟からはホームセンターの製品を本店のセン
ターから積み込みします。１５パレット程度の量で重ねる事の出来な
い製品はパレットから分解して載せます。花巻のセンターに到着後
ベルトコンベアーに乗せてセンターのスタッフ目掛けて送り出します。
パレットはそのまま降ろします。フォークリフトの免許が必要です。

大型自動車免許
フォークリフト免許

土日 株式会社　全建
毎　週

秋田県秋田市雄和田草川字沖村１６
０－１

22人 018-886-2861

不問

22人 018-886-2861

不問
22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20460581

雇用・労災・健康・厚生
05010-20458081

大型ウイング乗務員
（秋田～新潟定期便）
【休日シフト社員】

○大型ウイング車にて秋田・岩手～新潟を走行します。６日間又は５
日間運行します。クラウド型の運行記録計と労務管理機が車両に搭
載されているのでガイダンスに従って勤務をします。荷物は、新品の
パレット、除雪機、建材（ボード）等です。新潟からはホームセンター
の製品を本店のセンターから積み込みし、１５パレット程度の量で重
ねる事の出来ない製品はパレットから分解して載せます。花巻のセ
ンターに到着後ベルトコンベアーに乗せてセンターのスタッフ目掛け
て送り出します。パレットはそのまま降ろします。フォークリフトの免
許が必要です。大型免許もフォークリフトも取得制度があります。

大型自動車免許
フォークリフト免許

他 株式会社　全建
その他

秋田県秋田市雄和田草川字沖村１６
０－１

毎　週
秋田県秋田市雄和田草川字沖村１６
０－１

22人 018-886-2861

不問
22人 秋田県秋田市

22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20457181

大型ウイング乗務員
（秋田～郡山定期便）
【週休２日勤務】

○大型ウイング車にて秋田～郡山を走行します。

・月曜日の昼頃に出発して金曜日の１５時頃車庫に帰りま
す。クラウド型の運行記録計と労務管理機が車両に搭載され
ているのでガイダンスに従って勤務をします。荷物は、有名
ホームセンターの商品と建材の輸送です。

＊フォークリフトを使うので免許が必要です。

大型自動車免許
フォークリフト免許

土日 株式会社　全建

大型ウイング乗務員
（秋田～郡山定期便）
【休日シフト社員】

○大型ウイング車にて秋田～郡山を走行します。

・クラウド型の運行記録計と労務管理機が車両に搭載されて
いるのでガイダンスに従って勤務をします。荷物は、有名ホー
ムセンターの商品と建材の輸送です。

＊フォークリフトを使うので免許が必要です。
＊経験者よりも未経験者を優遇します。



大型自動車免許
フォークリフト免許

他 株式会社　全建
毎　週

秋田県秋田市雄和田草川字沖村１６
０－１

22人 018-886-2861

不問

22人 018-886-2861

不問
22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20456281

雇用・労災・健康・厚生
12010-39653981

海上コンテナー配送乗
務員　　（東北圏内）

○海上コンテナーを秋田港で積載して東北県内に内容物を
届ける業務です。
・海上コンテナは荷役がありません。よって主には運転の業
務です。海外から船で送られてくるため、内容物の偏りに注
意して運行します。配達のルートはほぼ一定のお客様になり
ますので、１ヶ月程度で一人運行が可能です。日曜日が休み
でシフトによっては土日休みになります。配達先によって異な
りますが、朝５時頃に出発して１５時頃に車庫に帰ります毎日
帰宅できますが、朝早く、出勤時間が変動するので体調管理
がとても重要です。

・大型自動車免許・
牽引免許

日他 株式会社　全建
その他

秋田県秋田市雄和田草川字沖村１６
０－１

その他
千葉県千葉市花見川区三角町３０－
１

2人 043-216-5990

不問
98人 秋田県潟上市

78人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20429581

大型ドライバー／秋田


・一般貨物の配送（長距離あり）
・配送先は主に関東方面


大型自動車免許

他 株式会社　和香商事

運転業務

○建設機械等の運搬業務に従事していただきます。
・大型車による建設機械等の運搬業務
　
＊運搬範囲は主に秋田県内です。

＊免許資格を取得していない場合は試用期間内に取得して
頂　きます。（取得費用は自己負担）

大型自動車運転免許
（必須）
＊玉かけ、小型移動
式クレーン、車両系
の資格有る方尚可

日他 株式会社　伸洋
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－６４

37人 018-863-6564

不問

不問
85人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20417081

＊中型自動車運転免
許
　大型自動車免許、
フォークリフト免許あ
れば尚可

他 泉運輸　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
６９

37人 018-853-6115
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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

４ｔトラック運転手

＊＊増車のための募集＊＊
○４ｔ冷凍車にて定期集配運転手として勤務していただきま
す。

＊集配ルート
・行き：秋田市～山形県東根市
・帰り：湯沢市～秋田市
　積荷はいずれも野菜が中心となります。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

1人 276,000円～276,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 226,720円～408,840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～17時30分 就業場所

月給

1人 155,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～40歳 (1)21時30分～ 8時45分 就業場所
(2) 8時30分～16時15分
(3) 8時30分～21時45分

月給

1人 161,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 240,000円～240,000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 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

雇用・労災・健康・厚生
05010-20392281

毎　週
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

不問
18人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20455881

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（まれに運転あり：３ｔトラック）
・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

作業員

・道路のガードレール取付及び付帯作業
・高速道路のケーブル新設
・現場は秋田県内（主に県南）
＊会社に集合し、トラックで移動します。３ｔトラックの運転もあ
ります。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝 秋田防護柵工業　株式会社
その他

秋田県秋田市下北手梨平字梨平７９

5人 080-2818-1277

不問

52人 018-845-7249

電工２年以上
340人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20439781

雇用・労災・健康・厚生
05010-20440081

電工

○発電所、工場等の機器のメンテナンスや据付工事を行って
いただきます。

〈主な業務〉
　・機器の解線・結線、電気機器の点検、計測、調整、試運転
を行います。

・普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
・電気工事士２種以
上

土日祝 北辰工業株式会社秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市飯島字古道下川端２１
７－６

毎　週
秋田県秋田市飯島字古道下川端２１
７－６

52人 018-845-7249

不問
340人 秋田県秋田市

1,300人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070- 1014182

環境設備運転員

○発電所排水処理設備の運転、保守点検
・薬品受け入れ、投入を行います。
・３交代勤務と通常勤務が月毎に換わります。
・５人体制のローテーションによる勤務です。

不問

土日祝 北辰工業株式会社秋田営業所

サービスエンジニア／
秋田営業所

ビルオートメーションシステム（ビル管理システム）および設備
のメンテナンスサービス

・空調自動制御設備の対応
・電気設備の対応
・機械設備の対応
・現場管理業務
・提案営業業務

普通自動車運転免
許

土日祝他 ジョンソンコントロールズ　株式会社
毎　週

東京都渋谷区笹塚１－５０－１　笹塚
ＮＡビル

4人 03-5738-6092

設備メンテナンス実
務経験および設備・
空調自動制御の知
識。営業経験あれば
尚可。

不問
14人 秋田県秋田市

～平成30年11月30日
雇用・労災

05010-20422881

不問

日他 ジオテックコンサルタンツ　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－７４

14人 018-888-8533

6ページ中 6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．６
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

地質調査（ボーリング）
助手（現場）

○ボーリング作業の助手に従事していただきます。
・作業員の指示よる軽作業やサポートなど
・荷物の運搬（重量物はありません）

＊現場は秋田県内
＊出張あり



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 150,000円～340,000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 166,700円～245,680円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 220,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)16時30分～ 9時00分
(3) 8時30分～12時30分

月給

1人 175,000円～175,000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30分
(3) 9時00分～17時00分

月給

1人 143,400円～178,100円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

5人 140,000円～140,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 140,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 130,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 205,000円～235,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 200,410円～226,318円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

不問
42人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20320381

建築士１級もしくは
２級建築士
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 中央土建　株式会社
その他

秋田県秋田市大町１丁目３－８
　秋田ディライトビル１階

35人 018-893-5841

平成30年10月19日発行（平成30年10月18日受付分)　Ｎｏ．１

5ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

建築設計業務

○住宅・事務所・店舗等の設計業務に従事していただきま
す。
・設計に関する業務全般を担当していただきます。
・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

［管理選考］システムエ
ンジニア［秋田県］

地域企業や自治体の経営課題の聞き取りを行い、ネットワー
ク・クラウド・サーバー等の知識に基づく技術的な解決策の検
討と、システム等の設計・構築を行い、お客様の経営課題を
解決します。

不問

土日祝他 株式会社　ＮＴＴ東日本－東北
毎　週

宮城県仙台市若林区五橋３丁目２－
１

10人 022-269-2037

システムエンジニア
の業務経験

3,350人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生
04010-70534581

看護師・准看護師　≪
急募≫

○患者様への一般看護業務を担当していただきます。
　・診察介助、往診介助
　・採血、注射、検査
　・その他付随する業務　

＊月４～５回夜勤あり（２交替）



看護師又は准看護
師

日祝他 医療法人　翠松会　木曽医院
その他

秋田県秋田市外旭川字八幡田１０－
６

25人 018-868-5115

看護業務経験者
（内科看護業務経験
者または内視鏡検査
補助経験あれば尚
可）

25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20318881

歯科衛生士

○当医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
・補綴物調整

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・健康
05010-20329081

栄養士

○栄養士業務を担当していただきます。
・園児の昼食、おやつの調理
（園児は現在１５２名入園しております）
・献立メニューの作成
・調理する材料の注文
・調理、盛り付け、洗浄、消毒、その他、付随する業務

栄養士免許

日祝他 社会福祉法人　大野保育園
隔　週

秋田県秋田市仁井田字西潟敷１１

36人 018-834-9200

不問
36人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20358481

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。

＊送迎及び補助業務もあります。
　社用車（ＡＴ、ミニバン）使用

普通自動車運転免
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

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-20351281

生活支援員（ニコニコ
寮）

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


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

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
福祉系資格あれば
尚可

他 医療法人　久幸会
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

11人 018-873-5188

不問
502人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20359781

職業指導員「げんきハ
ウス下新城」

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

・納品等の外出用務もあります（社用車使用）

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

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 医療法人　久幸会
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

10人 018-873-5188

不問
502人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20360081

ケアマネージャー（グ
ループホーム国見ノ里）

○介護支援専門員としての業務に従事していただきます。
・ケアプラン作成（９名）
・アセスメントの実施
・要介護認定に関する業務
・利用者様とご家族の相談支援
・外部機関との連携調整
・その他の業務

＊外出時には社用車（ＡＴ車）を使用します。


・介護支援専門員
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 有限会社　ライフイン国見ノ里
毎　週

秋田県秋田市豊岩小山字前田表１５
８－３

9人 018-828-9811

・パソコン操作可能
な方
・実務経験者優遇

23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20291981

事務職

○秋田県立病院機構が運営する本部事務局、又は病院（脳血管研
究センターまたはリハビリテーション・精神医療センター）に勤務して
一般事務に従事します。
※採用は平成３１年１月１日を予定しています。
【必要な免許・資格】
・昭和３４年４月２日以降に生まれた方であって、４年制大学、短期大
学又は高等専門学校を卒業された方（４年制大学、短期大学又は高
等専門学校の学部・学科は問いません）
・事務職務経験（平成３０年１２月末時点で５年以上）を有する方が受
験できます。

＊仕事の内容欄参
照

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

762人 018-833-0115

不問
762人 秋田県秋田市

雇用・公災・健康・厚生・財
形 05010-20322981

℡ 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 138,180円～138,180円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 130,000円～140,000円
就業場所

正社員以外 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

月給

1人 190,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 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
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 117,600円～117,600円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

日給（月額換算）

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

日給（月額換算）

1人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

3人 121,660円～129,560円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 135,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 160,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 132,192円～132,192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)22時00分～ 7時00分 就業場所

5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

事務補助（秋田中央警
察署内受付業務）

○秋田中央警察署内にて
　・来客対応、電話応対
　・文書整理等の庶務的な業務
　　　　　　　　　　　　　　を行います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　【雇用期間】
　・６ヶ月更新で、最長平成３２年３月３１日まで平成30年11月26日～

平成31年5月25日 雇用・公災・健康・厚生
05010-20354381

不問

土日祝他 秋田県警察本部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番５号

700人 018-863-1111

14人 018-824-0021

不問

不問
2,300人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 東亜リース　株式会社

事務員（準社員）

○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
＊電話応対、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

事務経験者
261人 秋田県秋田市

46人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20331581

事務（秋田営業所）

○小口現金管理、営業所の集計業務
○契約書・見積書・請求書他の作成
○電話対応、事務所内の清掃
○その他、上記に付随する業務

※応募希望の方は、事前に履歴書・紹介状を就業場所へ郵
送してください。書類選考（書類到着後１週間以内）後、合格
者は面接を行います。面接日時は、後日連絡致します。

株式会社　甲設計事務所
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目８－３４　山
王ツインビル４Ｆ

その他
岩手県奥州市水沢工業団地１丁目１
番地

6人 0197-24-1161

雇用・労災・健康・厚生
05010-20315581

雇用・労災・健康・厚生・財
形 03060- 6523881

事務

○事務業務に従事していただきます。
　・一般事務業務
　・不動産管理
　・経理事務　　　　　　　
　・各種申請書類の作成
　・その他、付随する業務


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
建築関係有資格者
優遇

土日祝他

1人 0185-47-8077

簡単なパソコン操
作

6人 018-866-2723

　パソコン操作
（ワード、エクセル）

6人 秋田県秋田市

不問

土日祝 秋田県総合食品研究センター

一般事務＜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
隔　週

秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目１
８番

不問
36人 秋田県秋田市

4人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05010-20363981

実験補助

○実験補助業務に従事していただきます。
・清酒作りに関わる作業の実験補助
・試薬、試料などの調整
・分析機器などの操作
・機器洗浄
・その他、付随する業務

＊研究員の指示に従って補助的な作業をしていただきます


秋田市職員　互助会
毎　週

秋田県秋田市山王一丁目２番３４号

毎　週
秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４－２
６

36人 018-888-2000

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-20310181

平成30年11月12日～
平成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05010-20300281

一般事務補助


・簡単なＯＡ機器操作。
・文書作成、書類整理、電話応対、窓口対応等。
・その他付随する業務。

不問

土日祝

127人 018-835-4276

不問

6人 018-866-2291
パソコン操作（エク
セル、ワードなどを
使ってフォームへ
の入力等ができる
こと）

6人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 三光不動産　株式会社（Ｓａｎｋｏ）

医師事務作業補助【秋
田市】

・診断書等の文書作成補助
・診療記録への代行入力
・その他医師事務作業補助者として該当する業務


※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

（財）日本医療教育
財団主催試験合格
者 ＊他団体資格
の方ご相談下さ
い。

土日祝他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

不問
46人 秋田県秋田市

95,094人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20366781

事務（正社員）

○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
＊電話応対、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）

株式会社　大晃商事
その他

秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－４８

その他
秋田県秋田市保戸野千代田町２－４
３

14人 018-824-0021

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20346381

雇用・労災・健康・厚生
05010-20330981

事務（フロント補助）

○受注業務に従事していただきます。
・自動車のリサイクル部品の販売の担当者の補助
　（各ディーラー、整備工場への自動車のリサイクル／社外部
品の販売）
・リサイクル部品をインターネットで検索する業務
・電話対応、来客対応含む
・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

日祝他

毎　週
秋田県秋田市卸町３丁目６番６号

15人 018-862-3876

不問

54人 018-853-8225

不問
80人 秋田県潟上市

100人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-20347681

コンビニスタッフ

○コンビニ店での接客販売業務に従事していただきます。
・接客販売業務
・レジ業務
・商品等発注業務
・商品の補充
・店内清掃等
＊入社後、１～２ヶ月の研修あり
＊制服貸与

不問

他 株式会社　秋田県酒類卸



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 146,000円～146,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 146,000円～146,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給（月額換算）

1人 144,280円～159,880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45分～20時30分 就業場所
(2)13時15分～21時00分
(3) 8時45分～19時30分

月給

2人 146,900円～169,600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) 9時30分～17時45分 就業場所

月給

3人 180,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 145,000円～158,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時15分 就業場所
(2)16時30分～ 9時30分
(3) 7時30分～16時00分

月給

3人 170,300円～214,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 207,000円～237,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)16時30分～ 9時00分

月給

2人 146,600円～150,600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

2人 163,500円～173,500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30分 就業場所

平成30年10月19日発行（平成30年10月18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

販売員（婦人服・ＲＡＹ
ＣＡＳＳＩＮ）

○店舗において婦人服の販売に従事していただきます。
・接客業務
・レジ回り業務
・商品管理業務
・その他、付随する業務

不問

他 もみがらエネルギー　株式会社
その他

秋田県秋田市御所野元町５丁目４番
地８号

3人 0185-47-8070

販売経験者優遇
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20343281

販売員（アクセサリー）
【契約社員】

○店舗においてアクセサリーの販売に従事していただきま
す。
・接客業務
・レジ回り業務
・商品管理業務
・その他、付随する業務

不問

他 もみがらエネルギー　株式会社
その他

秋田県秋田市御所野元町５丁目４番
地８号

2人 0185-47-8070

販売経験者優遇
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20344181

きものの販売　イオン
モール秋田店

〇きものの接客販売（外商・歩合給なし）
〇賞与年２回・昇給年１回・各種社会保険完備・社員登用制
度（地元で長く働けます！）
〇年間休日１３１日（プライベートも充実！）
〇着物貸与制度（小物・帯・着物含め２式）
〇マンツーマン制度
〇交通費支給（車通勤要相談）
※９割以上の方が未経験からのチャレンジです。
手厚い研修で未経験＆ブランクのある方をサポートします！

不問

他 株式会社　やまと
その他

東京都新宿区新宿３－２８－１６　コ
ルネビル

6人 0120-27-8010

不問
1,110人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13080-88943881

法人営業職［秋田市］

・既存顧客への各種提案、アフターフォロー業務
・携帯電話の契約、商材の提案
・新規顧客開拓
・その他法人営業活動のための付帯業務

＊正社員登用制度あり
＊ハローワークの紹介状を同封して下さい
＊業務上、社有車を使用する機会あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 兼松コミュニケーションズ　株式会社
東北支店毎　週
宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目４
－１　アゼリアヒルズ３階

4人 022-292-5713

不問
2,193人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

04010-70430481

営業

○クレーン車の付帯する工事の営業
・クレーン機種に応じた作業現場獲得の営業です。

＊慣れるまでは得意先との打ち合わせ等が主になります。

＊社用車を使用しての営業（ＡＴ限定不可）
＊営業範囲は秋田県内（主に男鹿市内、秋田市内が中心）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　北進
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字沼端
７７－４５

13人 018-846-0001

不問
13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20294781

看護補助者（土崎病
院）

○「土崎病院」において入院患者の介護業務全般を担当して
いただきます。
・入浴、食事、排泄等の介護業務
・その他、付随する業務

＊休日はローテーションで、日・祝日出勤の場合あり

働き方改革関連認定企業【くるみん】

初任者研修終了者
（介護福祉士免許
あれば尚可）

日祝他 医療法人　運忠会
その他

秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

118人 018-845-4151

不問
185人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20293481

介護福祉士「湖東老
健」

○施設内の介護、利用者の生活全般の援助業務に従事して
い　ただきます。
・食事、入浴、排泄等の介助
　その他付随する業務
＊夜勤応相談。（月４～５回）
＊未経験者はマンツーマンで指導します。
働き方改革関連認定企業【くるみん】
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

介護福祉士

他 医療法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

72人 018-877-7110

不問
354人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-20321681

介護福祉士

○介護老人保健施設における入所者様の介護業務を担当し
て　いただきます。
・食事、入浴、排泄等の身体介護
・その他、付随する業務

＊夜勤あり（月４回～５回）夜勤の介護スタッフは４名体制
　（初回夜勤勤務時期は習熟度合いによって対応）
＊入所定員１００名、通所リハ２５名
　通常の介護スタッフは１２～１３名体制

介護福祉士

他 社会福祉法人　遊心苑
その他

秋田市添川境内川原１９６－１

67人 018-831-3666

介護経験者（ブラン
クある方も応募可）

67人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20355681

介護職員（準職員）

○利用者の介護業務全般に従事していただきます。
・身体、入浴、食事の介助等
・まれに外出用務もあり


※充実した教育システムを完備しています。
※１年毎の更新あり
※正社員への登用あり

介護職員初任者研修
（ヘルパー２級）あれ
ば尚可
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

日他 社会福祉法人　晃和会
その他

秋田県秋田市太平八田字藤の崎２３
１－３

14人 018-838-2338

不問
153人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20382781

介護職員（正職員）

○利用者の介護業務全般に従事していただきます。
・身体、入浴、食事の介助等
・まれに外出用務もあり



※充実した教育システムを完備しています。


介護福祉士（必須）
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 社会福祉法人　晃和会
その他

秋田県秋田市太平八田字藤の崎２３
１－３

14人 018-838-2338

不問
153人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20383881

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
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30分
(3) 9時00分～17時00分

月給

1人 155,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

2人 138,000円～280,000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～19時00分 就業場所

月給

1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 40歳以下 (1)11時00分～20時00分 就業場所
(2)11時00分～16時00分

月給

5人 174,000円～174,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～35歳 (1) 8時00分～16時30分 就業場所
(2)16時10分～ 0時00分

月給

1人 180,000円～250,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時15分 就業場所
(2) 9時00分～12時45分

時給（月額換算）

1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）

3人 132,017円～135,135円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 170,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 147,600円～147,600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

日給（月額換算）

5人 209,850円～367,400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

雇用・労災・健康・厚生
05010-20295881

その他
秋田県秋田市土崎港相染町字沼端
７７－４５

13人 018-846-0001

不問
13人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-20361381

クレーンオペレーター

○クレーンオペレーターを担当していただきます。
・ラフタークレーンに乗務（１３～７０ｔ）
・クローラクレーンに乗務（６５～１５０ｔ）
・オールテレンクレーン乗務（１００～２００ｔ）
　などのオペレーター作業です。（整備等も含む）

＊主に県内工事現場でのクレーン作業に従事します。

移動式クレーン運転
士免許・大特自動車
運転免許
＊大型自動車免許あ
れば尚可

他 株式会社　北進

分析補助

・水質などの分析補助業務
・分析装置を使用しての分析

＊器具の使い方などは指導します。

不問

土日祝 株式会社　さきがけプラスＡ
毎　週

秋田県秋田市山王臨海町１－１
秋田魁新報社ビル　２Ｆ

0人 018-838-0350

不問

5ページ中 4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．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

受付及び歯科助手

○受付及び歯科助手業務に従事していただきます。
・患者さんの受付
・電話応対
・会計
・患者さんの誘導
・院内の清掃等
・その他、付随する業務

不問

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・健康
05010-20334881

歯科助手

○当院の歯科助手としての業務に従事していただきます。
・診療補助
・器具の準備、後片付け、洗浄、消毒
・受付事務
・医院内外の清掃　等

不問

日祝他 医療法人　歯征会　いしばし歯科医
院その他
秋田県秋田市御所野元町５丁目１２
－３

6人 018-829-4618

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20372581

アイリスト

【主な仕事の内容】
・まつ毛エクステ、アイデザイナーとしてのサロンワーク
　全般。

※未経験の方でも一から丁寧に指導しますので、ご安心くだ
さい。
※外部講習も積極的に行っていきます。
【独立支援制度あります】

美容師免許取得者
管理美容師免許取
得者優遇

日祝 有限会社　ＦＲＥＥ
その他

秋田県秋田市南通築地３番地１１

8人 018-836-4003

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20313681

調理及び接客業（秋田
市）

◆『ラーメン桜木屋』にて調理及び接客業に従事していただ
　きます
◎調理業務⇒ラーメンの調理全般（未経験でも応募可能）
◎接客業⇒お客様からのオーダー受け、飲食物の配膳、レジ
　操作等

※早出・残業手当支給⇒早出・残業手当を含めた月額支給
見
　込み額は２０～２７万円程度となります

普通自動車免許
（通勤用）

他 株式会社　桜木屋
その他

秋田県大館市山館字中山境２－２

11人 0186-42-0556

不問
27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05030- 5346481

ホールカウンタースタッ
フ　　（リボン茨島店）

○ホールにおける接客業務に従事していただきます。
【仕事内容詳細】
・ホール内外の点検清掃、維持管理業務、パチンコ玉の運搬
・景品交換等の接客及び景品管理業務
・その他付随する業務

不問

他 同和産業　株式会社
その他

秋田県秋田市四ツ小屋字与左エ門
川原３７１番地１

48人 018-839-1251

パソコン操作（エク
セル等できる方優
遇）

74人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20303381

（嘱）管理業務主任者
（支店責任者）（秋田
市）

ビル・マンションの建物、設備の点検、立会、点検等のスケ
ジュール管理

・社用車にてビル、マンションの巡回をしていただきます
・管理組合の運営補助
・理事会総会へ参加


＊雇用期間満了後、１年毎の契約更新

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
管理業務主任者
（必須）

日祝他 エムエムエス　マンションマネージメ
ントサービス　株式会社　秋田支店隔　週
秋田県秋田市旭北栄町１－４８　セン
夕ープレイスビル　３０７

1人 018-862-2500

パソコン（ワード・エク
セル）操作可能な方
（ビル・マンションの管
理に詳しい方尚可）

1,050人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-20380581

製造工【秋田市茨島】

＊石英ルツボ（ガラス容器）の製造
　・ルツボの洗浄・加工業務

＊派遣期間：Ｈ３０年１１月１日～Ｈ３１年１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

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県秋田市

平成30年11月1日～平
成31年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 5848681

ミシン・アイロン（仕上作
業）オペレーター

○メンズドレスパンツの縫製においての作業です。

・ミシン及びアイロンによる作業です。
　
＊自動機（ボタン付け、穴かがり等）があるため、初心者でも
簡単にできます。
＊ミシン針に糸通し、生地の色ムラ等の確認作業があるた
　め、視力に自信のある方希望します。

不問

日祝他 株式会社　ワークス・アキタ
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地１７３－１

47人 018-875-3011

不問
47人 秋田県南秋田郡八郎潟町

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20323581

自動車整備等

○自動車の軽微な整備・軽微な鈑金業務に従事していただき
ます。
・普通自動車の車検に伴う簡単な整備、修理となります。
・洗車、車内の清掃
・納車（２ｔ積載車使用の場合あり）
＊整備士の免許がなくても、経験があれば優遇します。
＊パートタイム希望の方は相談に応じます。
＊高齢な方（６０歳以上）、男性、女性歓迎します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　クレオート

雇用・労災・健康・厚生
05010-20342881

その他
秋田県秋田市泉北２丁目３－１２

3人 018-824-9010

整備経験者（３年以
上）

3人 秋田県秋田市



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 210,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 231,000円～346,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 200,000円～281,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 184,800円～231,000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

時給（月額換算）

1人 154,800円～163,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 155,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 173,000円～215,000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

8人 048-765-1088

不問
75人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
11030-32759481

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20350881

マシンオペレーター［秋
田市］

・マシンオペレーターのお仕事です。
・機械を操作して、砂型の製造をお願いします。

※未経験の方も丁寧に指導します。




不問

日他 東京シェルサービス　株式会社
その他

埼玉県蓮田市江ケ崎１１９８－３

その他
秋田県秋田市八橋字下八橋１９１番
地１１

47人 018-863-8283

不問
52人 秋田県秋田市

111人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-20339681

マット・モップ等の交換
作業および配送

○レンタル業務及び配送に従事していただきます。
・清掃用具、おしぼり、リネン品等を扱っています。

＊活動エリアは秋田県内になります。
　（ハイエース使用）

＊慣れるまでは、前任者との引き継ぎ（１週間～２週間程度）
があります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　北日本リースキン

倉庫、配送受注業務

○商品ピッキング作業等全般作業
　海苔、冷凍食品の入出庫作業があります。また、ピッキング作業
後、配送業務、伝票整理、集金業務、簡単なパソコン入力作業等あ
ります。
・配送は２ｔトラックを使用
・交代制にて土、日、祝日出勤あり（代休を取れます）
＊配送範囲は、秋田県内全域となりますが、県北、中央、県南とエリ
ア別となっております。
＊重い物で２０ｋｇ程度の物の取り扱いがあります。
＊冷蔵庫内での作業が３０分程度あります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　渡辺海苔店　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市寺内字三千刈２２２－
１

10人 018-896-6261

不問

3人 018-875-5410

不問
3人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010-20290681

雇用・労災・健康・厚生
05010-20374781

舗装エ　　　
○各種舗装工事において、下地（路盤）作りからスタートして、
その上にコンクリート、又はアスファルトの施工で完成させる
一連の作業に従事していただきます。

＊現場は主に南秋地域となります。

＊現場へは作業車（社有車）で向かいます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　安井
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町字中田２３
５－１１

その他
秋田県秋田市飯島鼠田１丁目３－９

5人 018-853-7996

不問
32人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20341781

土木作業員

○仕事内容は一般的な建設工事（築堤、排水路、造成等）で
す。主に機械施行が中心なので、その補助作業になります。

＊秋田県以外の現場については、宿舎は提供します。自己
負担はありません。食事は自己負担ですが食事手当を支給
します。
○秋田営業所管轄：宿舎、食事手当はありません。
○県外現場（所属外、本、支店）：宿舎、食事手当あり。
　（出張扱いとなります。）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社ＧＲＡＮＤ　秋田営業所

工事補助【急募】

・ビル用サッシ取付補助
・ガラス工事補助
・社用車使用（１ｔトラック、バン）
＊重量物を取り扱いますので、体力を要します。
＊未経験者の方でも親切に指導します。

※現在の作業場所は県内及び県外（東北）となっており、就業場所
記載倉庫に集合のうえ移動するため、作業場所が遠隔地の場合に
は早朝出勤していただくこともあります。
県外宿泊を伴う出張の可能性もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　カワムラサッシ
その他

秋田県秋田市新屋松美ガ丘南町２３
－５４

2人 018-824-7410

不問

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20316481


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　角田サッシ工業
その他

秋田県秋田市仁井田新田１丁目１５
－４６

5人 018-839-3713
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平成30年10月19日発行（平成30年10月18日受付分)　Ｎｏ．５

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

アルミサッシ、スチール
サッシ等の金物工事取
付及び溶接

○アルミサッシ、スチールサッシ等の金物工事。取付及び溶
接、販売あり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊アルミサッシ、ドア、スチールサッシ、ドア及び金物工事一
式（未経験者は作業時の手伝い作業。）。
＊現場片付け等、雑務あり
＊現場は主に秋田県内（県外もあり）
＊社用車で現場に向かいます


℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



　　　　●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！！
　２．　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】
　３．　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】
　４．　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】
　５．　１０月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　６．　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！！
　７．　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】
　８．　１０月３０日　㈱そごう・西武　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
　９．　１０月３１日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 315,800円～558,140円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 315,800円～558,140円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

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

時給（月額換算）

1人 232,875円～232,875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～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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

3人 133,000円～157,500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

3人 152,000円～217,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)11時00分～20時00分

月給

2人 180,000円～309,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)14時00分～23時00分
(3)22時00分～ 7時00分

月給

5人 160,000円～217,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)14時00分～23時00分

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 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

施工管理経験
51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-70115681

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　オンサイト
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０
－３３　第２日本オフィスビル７階

3人 022-797-7191

平成30年10月18日発行（平成30年10月17日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

現場監督（電気設備）
［秋田県］

マンション・オフィスビル・商業施設・病院・工場等、様々な現場での
電気設備施工管理を行って頂く仕事です。
多種多様な物件に携わることも可能ですので、就業環境に関しての
ご相談はお気軽にどうぞ。
＊ブランクがある方も歓迎します！
＊配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮いたします
＊ブランクのある方でも安心して頂ける環境づくりを心掛けておりま
す
【画像情報あり】
ハローワークの求人検索パソコンで画面下の『事業所情報表示』を
クリックすると画像情報をご覧いただけます

現場監督（空調・衛生
設備）［秋田県］

マンション・オフィスビル・商業施設・病院・工場等、様々な現場での
空調・衛生設備施工管理を行って頂く仕事です。
多種多様な物件に携わることも可能ですので、就業環境に関しての
ご相談はお気軽にどうぞ。
＊ブランクがある方も歓迎します！
＊配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮いたします
＊ブランクのある方でも安心して頂ける環境づくりを心掛けておりま
す
【画像情報あり】
ハローワークの求人検索パソコンで画面下の『事業所情報表示』を
クリックすると画像情報をご覧いただけます

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　オンサイト
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０
－３３　第２日本オフィスビル７階

3人 022-797-7191

施工管理経験
51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-70114381

歯科衛生士

○当歯科医院の歯科医療全般に従事していただきます。
・治療時の助手
・来院者への各種指導
・その他付随する業務

＊就業時間は、（１）は平日（月曜～金曜）
　　　　　　　（２）は土曜日　　　となります。

＊パート勤務も相談に応じます。

歯科衛生士免許

日祝他 医療法人　晴功会　わしや歯科医院
毎　週

秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目１
丁目２－１０

27人 018-852-3141

不問
31人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-20270881

実習指導教員（看護
師）

〇学生の実習先（中通総合病院）への引率及び実習場所で
の
　実習指導に従事していただきます。
・患者さんへの接し方の指導
・看護技術の指導
・学生の記録物の点検および指導
＊当実習指導教員１名と病棟指導員１名の２名体制で、７～
　８名の学生の指導を行います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

看護師免許

土日祝他 社会医療法人　明和会
毎　週

秋田県秋田市南通みその町３－１５

16人 018-834-6461

臨床経験５年以上
1,594人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-20283981

営業アシスタント

・お客様との仕様打合せ（インテリアコーディネート）及び現場
での内容確認。（慣れるまで営業担当者が同席します）
・展示場、内覧会等での接客
・ＤＭ作成等の事務的業務
・その他付随する業務。

＊移動の際は、社用車が空いていれば使用できます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

火水他 住広ホーム株式会社
その他

秋田県秋田市八橋南２丁目１－６

5人 018-883-1135

パソコン（ワード、エク
セル）をある程度使え
る方
インテリアコーディ
ネーター経験者優遇

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20257081

受付スタッフ（育児短時
間正社員）

○お客様からのお問い合わせにお答えする、電話受付及び事務作
業です。
・大手損害保険加入中のお客様からのロードサービス要請の受付と
業者手配
・海外旅行に行かれたお客様からの、各種相談受付や事故受付
など、１つの業務を担当していただきます。
＊今までのご経験や適性を見て配属先を決定します。
※当社では未経験からのスタートがほとんどです。充実した研修を
行い、一人立ちまでの全面サポートをしておりますのでご安心下さ
い。

不問

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

1,404人 018-888-9120

基本的なパソコン
操作（文字入力程
度）

2,576人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20249081

事故受付業務

○自動車保険加入中のお客様からの事故の受付、故障等に
よるロードサービス業者の手配等や付属する事務業務
＊保険や車の知識は不要です。
＊研修体制がしっかりしていますので未経験の方でも問題あ
りません。

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

1,487人 018-888-9120

基本的なパソコン
操作（文字入力程
度）

2,499人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20276981

管理者候補

○お客様からのお問い合わせにお答えする、電話受付及び事務作
業です。
・大手損害保険加入中のお客様からのロードサービス要請の受付と
業者手配
・主に海外旅行に行かれたお客様からの、各種相談受付や事故受
付など、１つの業務を担当していただきます。
＊今までのご経験や適性を見て配属先を決定します。
＊お客様対応からスタートしていただきますが、チームの運
営、管理等の補佐業務の役割りも担っていただきます。
※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

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

1,404人 018-888-9120

＊基本的なパソコ
ン操作できる方
＊マネジメント経験
者優遇

2,576人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20277581

リーダー候補

○お客様からのお問い合わせにお答えする、電話受付及び事務作
業です。
・大手損害保険加入中のお客様からのロードサービス要請の受付と
業者手配
・主に海外旅行に行かれたお客様からの、各種相談受付や事故受
付など、１つの業務を担当していただきます。
＊今までのご経験や適性を見て配属先を決定します。

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

1,404人 018-888-9120

＊基本的なパソコ
ン操作できる方
＊接客や営業経験
のある方優遇

2,576人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20278481

一般事務

【主な仕事内容】
・経理入力作業
・総務手続き一般
・来客対応、電話対応
・外出の時は社用車使用（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ車限定可）

土日祝 株式会社　こうせい　あきた児童デイ
サービスセンターその他
秋田県秋田市楢山川口境１３－８

8人 018-893-6795

基本的なＰＣ操作
（ワード、エクセル
必須）

24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20265081

℡ 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 180,000円～210,000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 203,500円～243,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 62歳以下 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 158,000円～192,000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～18時30分 就業場所
(2)10時30分～20時00分
(3)12時00分～21時30分

月給

2人 158,000円～192,000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40分～18時45分 就業場所
(2)10時30分～20時00分
(3)11時45分～21時10分

月給

1人 150,000円～185,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 238,000円～243,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～45歳 (1) 8時00分～17時00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 27歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 160,000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) 7時10分～16時10分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 170,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

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

4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

生産管理業務

○生産管理として、下記の業務を担当していただきます。
・鋼構造物、土木加工製品の製造にかかわる購買品の発注
・生産管理
・出荷業務等
＊パソコン（エクセル・ワード・専用ソフト）を使用し、見積書の作成、
在庫管理、材料の購入業務、工程管理等に従事していただきます。
顧客対応窓口、仕入先対応窓口等もあります。

※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

雇用・労災・健康・厚生
05010-20253781

不問

日祝他 日本機械工業　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字三千刈２４０－
１

51人 018-862-2238

22人 022-265-4663

対人折衝の経験者

ＰＣ操作経験者・エ
クセル表計算作成
経験者

84人 秋田県南秋田郡八郎潟町

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 ヤマコ総合物流　株式会社

損害サービス専任社員
（正社員）［秋田市］

主に自動車事故における調査・折衝・交渉業務、および保険
金支払業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 あいおいニッセイ同和損害保険　株
式会社　人事部　仙台人事・総務毎　週
宮城県仙台市青葉区花京院１丁目１
－１０

不問
64人 秋田県秋田市

13,260人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-70322381

業務担当（運行管理お
よび現場管理）

○運行管理業務及び現場管理に従事していただきます。
・配車業務をします。
・現場立ち会い（積み込み等）
・電話応対（お客様との連絡）
・その他付随する業務

＊パソコン入力作業もあります。
＊普通自動車免許はＡＴでも可能です。

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
秋田県秋田市向浜１丁目１－１８５

52人 018-883-3555

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

15010-40232181

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20267681

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

9人 025-223-0909

不問

9人 025-223-0909

不問
400人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　ボナペティ

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

不問
10人 秋田県秋田市

400人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
15010-40234381

パン販売員（ボナペ
ティ・パン工房ボーヌ）
【急募】

○ボナペティ・パン工房ボーヌでのパンの販売および配達が
主な業務です。
・販売…レジ・包装等の接客、商品の陳列等　
・配達…秋田市内の販売店（２ヵ所）

○調理又はパン製造の補助をします。
○その他、付随する業務（清掃、洗浄など）　　　　

＊配達は社用車を使用します。（ＡＴ・バン）

泉蹄鉄株式会社
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－４２

その他
秋田県秋田市大町１丁目３－１７

8人 018-866-3583

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20258381

雇用・労災・健康・厚生
05010-20245781

会社所有不動産（建物
等）の
営業管理業務

○営業
・自社物件の不動産（管理）会社への営業活動
・倉庫テナントへの営業活動
・メールの送受信、インターネット利用
・パソコンでの資料作成（ワード、エクセル）
・新規事業の調査研究（ＡＴ社有車使用）
○不動産の管理
・会社所有物件（マンション１棟、倉庫３棟、工場２棟他）に係る借主
との連絡調整、物件の修理、保全作業
・高所作業あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他

5人 018-862-4055

不問

3人 018-862-8038

不問
3人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）以上

日祝他 ヤマコ総合物流　株式会社

営業職

○主に県内の建設、土木業者へ建設資材の販売をしていた
だきます。

・扱い品目が多種・多様にあり、販売のみならず工事等も請
負うため、マンツーマンで指導を受けながら実務経験を積ん
でいただきます。
・パソコンはＷＯＲＤ（文書作成）ＥＸＣＥＬ（見積作成）を使用し
ます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
＊トラック等ＭＴ車
での業務のため。

土日祝他 三精商事　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋天秤野１－３２

不問
64人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20260481

営業業務全般

○当社に於いて下記営業業務全般の業務を担当して頂きま
す。
・客先への営業・訪問
・パソコン使用
・事務所に於いて運行管理全般の作業
・取引先での積込み立会い等
・その他付帯業務
＊社用車使用

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

その他
秋田県秋田市向浜１丁目１－１８５

52人 018-883-3555

平成30年11月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-20250981

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20266381

介護職員

○特別養護老人ホームぬくもり山王の介護職員として
　入所者（定員５８名）への介護業務全般に従事していただき
ます。
・入浴、食事、排泄等の介助
・社用車使用
・その他、付随する業務


・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他

毎　週
秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目１
丁目２－１０

27人 018-852-3141

不問

33人 018-824-7000

・職務経験者優遇
130人 秋田県秋田市

31人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-20269581

歯科助手

○当歯科医院の歯科医療全般を担当していただきます。
・患者の診察室への案内
・治療時の助手等
・ブラッシング
・その他付随する雑務を行います。

不問

日祝他 医療法人　晴功会　わしや歯科医院



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 133,000円～143,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 132,000円～140,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

月給

1人 206,800円～267,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分

月給

1人 206,800円～267,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分

月給

1人 233,009円～237,121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～45歳 就業場所

月給

1人 233,009円～237,121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～45歳 就業場所

月給

1人 233,009円～237,121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～45歳 就業場所

月給

2人 180,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～40歳 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)16時00分～ 1時00分

月給

1人 145,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

平成30年10月18日発行（平成30年10月17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

歯科助手

○歯科助手業務を担当していただきます。
・歯科医師、歯科衛生士の診療補助及びアシスタント業務
・機械、器具の消毒
・診療準備、片付け
・材料管理、材料発注
・その他付随する業務


＊白衣貸与

不問

日祝他 木下歯科医院
その他

秋田県秋田市桜二丁目２０－１０

4人 018-832-1701

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康
05010-20271281

調理員

○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～４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
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20247281

店舗運営・調理・接客
／秋田トピコ店

「とんかつ新宿さぼてん」のお持ち帰り専門店にて、
店舗責任者を目指していただきます。

まずは、とんかつ・惣菜の調理・販売接客にたずさわって
いただきます。店長候補として２～１２ヶ月の研修期間を
経て、店長へ昇格。店舗運営をお任せします。

不問

他 株式会社　さぼてん東日本
その他

東京都新宿区西新宿３－２０－２
東京オペラシティタワー１９階

10人 03-6276-2250

不問
2,251人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13080-88269381

店舗運営・調理・接客
／大田原東武店

「とんかつ新宿さぼてん」のお持ち帰り専門店にて、
店舗責任者を目指していただきます。

まずは、とんかつ・惣菜の調理・販売接客にたずさわって
いただきます。店長候補として２～１２ヶ月の研修期間を
経て、店長へ昇格。店舗運営をお任せします。

不問

他 株式会社　さぼてん東日本
その他

東京都新宿区西新宿３－２０－２
東京オペラシティタワー１９階

10人 03-6276-2250

不問
2,251人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13080-88271481

総合職

かっぱ寿司の仕事を知って頂くために、店舗へ配属、ＯＪＴを
中心として店舗運営ノウハウを学びます。
店舗運営スキルを習得後、１つの店舗の経営を担当します。
（副店長、店長）
その後は、エリアマネージャー、営業部長へとキャリアアップ
できます。

不問

他 カッパ・クリエイト　株式会社
その他

横浜市西区みなとみらい２－２－１
ランドマークタワー１２Ｆ

40人 045-224-7095

不問
17,365人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 14010-57316481

総合職

かっぱ寿司の仕事を知って頂くために、店舗へ配属、ＯＪＴを
中心として店舗運営ノウハウを学びます。
店舗運営スキルを習得後、１つの店舗の経営を担当します。
（副店長、店長）
その後は、エリアマネージャー、営業部長へとキャリアアップ
できます。

不問

他 カッパ・クリエイト　株式会社
その他

横浜市西区みなとみらい２－２－１
ランドマークタワー１２Ｆ

42人 045-224-7095

不問
17,365人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 14010-57320381

総合職

かっぱ寿司の仕事を知って頂くために、店舗へ配属、ＯＪＴを
中心として店舗運営ノウハウを学びます。
店舗運営スキルを習得後、１つの店舗の経営を担当します。
（副店長、店長）
その後は、エリアマネージャー、営業部長へとキャリアアップ
できます。

不問

他 カッパ・クリエイト　株式会社
その他

横浜市西区みなとみらい２－２－１
ランドマークタワー１２Ｆ

33人 045-224-7095

不問
17,365人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 14010-57341781

採卵鶏の飼育管理
鶏卵の検査仕分け作業

＊採卵鶏の健康管理、鶏舎整備等
＊卵の検査、仕分け及びパッキング作業等（流れ作業）


普通自動車免許Ａ
Ｔ限定不可

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

27人 018-882-3471

不問
27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20284581

めっき作業員

○製造ラインによる金属めっき工程作業全般を中心に作業し
ていただきます。
・車の部品や電子部品などのめっき作業
　　　
＊経験がない方でも丁寧に教えますので、安心してご応募く
ださい。
＊作業着貸与します。

不問

土日他 太平化成工業　株式会社
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山６－１

63人 018-845-0442

不問
86人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20282681

製造課員（溶融亜鉛
メッキ加工業）

○工場内にて、溶融亜鉛メッキ業務に従事していただきます
・鉄製品にメッキを施し、錆びないようにする加工
・前処理段取り作業
・仕上げ作業　他

＊適性を見て、いずれかの業務に従事していただきます。

＊加工対象：建築物用鉄骨、案内板、柵、看板等
＊社用車使用の可能性あり（普通車／ＡＴ車）

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
床上操作式クレーン
運転士資格者及び玉
掛技能者は尚可

日祝他 秋田ガルバー　株式会社
その他

秋田県秋田市向浜１丁目７－３（向浜
金属団地）

29人 018-864-7500

不問
29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20287881

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 131,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

月給

1人 145,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 157,500円～189,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 133,800円～133,800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

4ページ中 4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．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

ＣＡＤパタンナー【正社
員】

○メーカーからの洋服のパターン入力
○マーキング、修正等作業
・メールやＦＡＸで送られてきたパターンを縫製しやすいように
パソコンで修正し、そのデータをＣＡＭ（自動裁断機）に入力し
ます。
材料を合わせる箇所にパソコンでマーキングも行います。
＊初心者でも一から教えます。

※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

雇用・労災・健康・厚生
05010-20255281

不問

日祝 秋田ファイブワン工業　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
２９

95人 018-862-5141

3人 0220-34-4017

タンクローリー運転
経験者優遇

不問
95人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許

土日他 高橋産業　有限会社

（秋田市）大型タンク
ローリー運転手

大型タンクローリー車にて、セメント輸送業務に
従事します。

＊秋田県内や青森県・岩手県の北東北への配送が
　メインです。

大型自動車免許一
種

他 宮石運輸　株式会社
その他

宮城県登米市中田町上沼字新内ノ
目２１３－１

土木作業の経験者
35人 秋田県男鹿市

138人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04070- 3086481

土木作業員

○工事現場での一般土木作業員
・一般の土木作業、冬季間は除雪作業など

※主な作業現場は、男鹿市～秋田市などです。
※２ｔ車・４ｔ車の運転できる方は、なお可です。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三精商事　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋天秤野１－３２

毎　週
秋田県男鹿市船越字内子２９４－１６
２１

35人 0185-35-2408

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20261781

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1380381

配達、業務管理

○当社で受注した建設資材の配達及び施工する際の業務管
理
をしていただきます。
・建築資材の運搬・搬出入作業
・各種工事を行う際の業務管理

＊配達・業務管理エリアは秋田県内がメインです。初めての
方でも試用期間中は現存社員と同行し、サポートしていきま
す。配達には１ｔ車及び２ｔ車を使用する予定です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他

その他
秋田県秋田市山王５丁目１３－３

4人 018-863-2011

不問

5人 018-862-4055

不問
5人 秋田県秋田市

94人 秋田県秋田市
～平成30年12月25日

雇用・労災
05010-20256181

公園施設管理作業員

○公園施設管理作業員として従事していただきます。
・公園内の清掃（トイレ含む）
・公園内の草取り他軽作業


※働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所

不問

日祝 むつみ造園土木　株式会社

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

1人 134,890円～134,890円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

2人 228,300円～348,700円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 250,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 177,000円～317,200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45分～17時15分 就業場所
(2)16時45分～ 9時15分

月給

1人 200,000円～218,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時30分 就業場所

月給

1人 200,000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) 8時45分～17時30分 就業場所

月給

1人 172,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

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

月給

1人 152,000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

時給（月額換算）

1人 130,560円～130,560円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時45分 就業場所

10人 018-828-4472

不問
19人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-20240381

雇用・労災・健康・厚生
05010-20170981

職業指導員

○障害者への職業指導、社会生活支援、もの作り支援等
・軽作業の支援（盆灯篭、割り箸袋詰め、メール便配達、
　古紙回収：ＡＴワゴン車使用）
・生活支援（食事、下着交換、トイレなどの見守り）
・社会生活支援（買い物、社会見学付添い、車での送迎移動
支援）
＊利用者２５名、スタッフ１０名
＊仕事については上司、先輩が親切丁寧に指導します。
＊利用者様も含めて、明るくアットホームな職場です。

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
介護職員初任者研修
（ヘルパー２級）尚可

土日祝他 社会福祉法人　ゆたか会　つどいの
家毎　週
秋田県秋田市浜田字境川５２番地

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

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20188981

介護職員《急募》

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


・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）
・介護福祉士または
社会福祉主事あれば
尚可

土日 有限会社　ケアポート秋田

歯科衛生士

○当院にて歯科衛生士業務に従事して頂きます。
・歯科予防処置（主にＰＭＴＣ、スケーリング）
・診療時の補助
・診療準備（使用器具の片付け、洗浄、消毒、滅菌）
・その他付随する業務

＊土、日曜日は残業になることもあります。

歯科衛生士

月祝他 医療法人　山内歯科・矯正歯科
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目１－７

6人 018-832-5252

不問

244人 018-839-6141

不問
292人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20236481

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20237781

言語聴覚士

○回復期リハビリ病棟（４５床）の業務を担当します。

＊白衣貸与

現在、理学療法士　常勤２１名　
　　　作業療法士　常勤１３名
　　　言語聴覚士　常勤　３名

言語聴覚士免許

日他 医療法人　正観会　御野場病院
その他

秋田県秋田市御野場２丁目１４－１

その他
秋田県秋田市御野場２丁目１４－１

244人 018-839-6141

作業療法士業務経
験者

292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 05010-20169081

作業療法士

○回復期リハビリ病棟（４５床）か通所リハビリ（１日平均１５
名）、もしくは訪問リハビリ（５名）の業務を担当します。

＊白衣貸与
＊訪問リハビリは秋田市内です。

現在、理学療法士　常勤２３名　
　　　作業療法士　常勤１４名
　　　言語聴覚士　常勤　３名

作業療法士免許

日他 医療法人　正観会　御野場病院

看護師または准看護師

○介護老人保健施設療養棟における看護業務を担当してい
た
だきます。
（入居者の健康チェック、バイタル測定、点滴、その他一般
看護師業務を担当します。）

＊就業時間（１）（２）の交代制
　　　　　（２：夜勤）月３～５回程度です。


看護師または准看
護師

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

不問

15人 018-882-2143

現場代理人等現場
管理ができる方
パソコン操作できる
方

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20216681

雇用・労災・健康・厚生
05010-20214081

現場代理人（２級土木
施工管理技士）

○公共事業における土木、水道施設、法面、舗装、造園工事
　のいずれかを担当していただきます。
・作業員への支持、監督
・発注者との打ち合わせ
・官公庁への届け出
・各種書類作成他
＊社用車使用（ＡＴ不可）
　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

２級土木施工管理
技士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　岡精組
その他

秋田県秋田市河辺戸島字ヲソノ１１
番地

その他
秋田県秋田市河辺戸島字ヲソノ１１
番地

15人 018-882-2143

現場代理人等現場
管理ができる方
パソコン操作できる
方

15人 秋田県秋田市

201人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20238881

現場代理人（１級土木
施工管理技士）

○公共事業における土木、水道施設、法面、舗装、造園工事
　のいずれかを担当していただきます。
・作業員への支持、監督
・発注者との打ち合わせ
・官公庁への届け出
・各種書類作成他
＊社用車使用（ＡＴ不可）
　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

１級土木施工管理
技士
普通自動車免許
（ＡＴ不可）

他 株式会社　岡精組

調査・設計技術者
（官公庁業務主体）

〇東北エリアの建設関連業「建設コンサルタント（土木設
計）、地質調査」の技術業務を担当していただきます。

＊実力に合わせて全国的な業務を担当し、活躍していただく
場合もあります。
＊社用車使用

※詳しくは、弊社ホームページでご確認ください。

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）を必須と
します。
土木関連資格あれば
尚可

土日祝他 明治コンサルタント　株式会社　秋田
支店毎　週
秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
１１

12人 018-865-3855

不問

平成30年10月17日発行（平成30年10月16日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

作物部臨時職員（研究
補助）

○イネサンプリング
○サンプル調査・サンプル粉砕
○分析補助、器具洗浄
○イネ種子脱穀
○その他、試験栽培等に係る補助

＊ほ場での作業もあります


不問

土日祝他 秋田県農業試験場
毎　週

秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

110人 018-881-3330

不問
110人 秋田県秋田市

平成30年11月1日～平
成31年4月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-20183281

℡ 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 130,560円～130,560円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時45分 就業場所

月給

1人 163,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 135,300円～150,300円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 160,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)11時00分～19時00分
(3)10時00分～18時00分

月給

1人 263,200円～287,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時30分 就業場所

月給

1人 146,200円～154,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時30分 就業場所

月給

1人 130,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 149,760円～149,760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
(2) 9時30分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

時給（月額換算）

2人 149,760円～149,760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
(2)12時00分～21時00分

時給（月額換算）

1人 184,800円～218,400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)10時00分～19時00分 就業場所
(2)10時30分～19時30分
(3)11時00分～20時00分

月給

1人 145,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所0人 秋田県秋田市

05010-20176181

販売・接客スタッフ

・中古車の部用品、中古ボードの販売、営業及び接客を担当
してもらいます。
・店頭の他、インターネットにも広告を掲載していますのでパ
ソコン操作出来る方歓迎
・社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝 リンク　コーポレーション
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

10人 022-261-6621

不問
2,400人 秋田県秋田市

～平成30年12月31日
雇用・労災・健康・厚生

04010-69768781

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20213181

（派）大手家電量販店で
のスマホ受付案内［秋
田市広面］

大手家電量販店スマホ売場での商品ＰＲや接客のお仕事
　例）・スマートフォン、タブレットのご提案
　　　・サービス内容、料金プランのご案内
　　　・機種変更、登録住所変更などの事務手続き
　　　・書類整理、見本品の展示、店内装飾など
＊９割以上が経験ゼロから始める業界です。未経験の方も大
歓迎！＊分かりやすい研修を心掛けています。就業中もしっ
かりフォロー！＊ノルマなし！長く続けられる方が多いのも
特徴です。＊随時相談できる環境あり！先輩ＳＶに何でも相
談して下さい。　　　＊＊　急　募（欠員枠／３ヶ月更新）＊＊

不問

他 株式会社　アイヴィジット　東北支店
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目３－
１０　仙台本町ビル７階

その他
秋田県秋田市山王３丁目３－９

7人 018-864-0701

不問
200人 秋田県秋田市

200人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-20212281

販売員

○メンズ向けの「バッグ・財布・トラベルケース」等を扱う「ラン
ドマークストーリーｂｙＢＳ」で販売員に従事していただきます。
・接客販売員及び発注、品出し、ディスプレイ、ＰＯＰ作成等。
売り場と商品の管理の仕事です。
・国内外問わず良い物をセレクトし、お客様にとっていつも新
鮮で新しい発見をしていただけるようなお店を目指していま
す。
＊あなたのセンスと笑顔で、お客様に楽しく商品を提案してみ
ませんか。

不問

他 株式会社　モリタ

販売員「レーヴル御所
野店」

○バッグ、財布、革小物等の小売専門店で販売員に従事して
いただきます。
・接客販売および発注、品出し、ディスプレイ、ＰＯＰ作成
　等の売場と商品の管理の仕事です

＊人と人が楽しく触れ合える、やりがいのある仕事です。
　あなたのセンスと笑顔でお客様に楽しく商品提案をしてみま
せんか。
＊初心者大歓迎です。

不問

他 株式会社　モリタ
その他

秋田県秋田市山王３丁目３－９

4人 018-864-0701

不問

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

雇用・労災・健康・厚生
05010-20182881

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20241681

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

土日祝他 株式会社　船越不動産
毎　週

秋田市横森３丁目２－１２

その他
秋田県秋田市御野場２丁目１４－１

244人 018-839-6141

外来診療報酬請求事
務もしくは医師事務
作業補助業務のいず
れかの業務経験が５
年以上ある方。

292人 秋田県秋田市

292人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20239281

医療事務（嘱託）

○医療事務業務に従事していただきます。
・外来診療報酬及び訪問診療の請求事務
・医師事務作業補助業務
・その他付随する業務

＊勤務開始日平成３１年１月１日～同年４月１日までに可能
な方。

＊正職員登用制度あり。

不問

他 医療法人　正観会　御野場病院

医療事務（正社員）

○医療事務業務に従事していただきます。
・外来診療報酬及び訪問診療の請求事務
・医師事務作業補助業務
・その他付随する業務

＊勤務開始日平成３１年１月１日～同年４月１日までに可能
な方。

他 医療法人　正観会　御野場病院
その他

秋田県秋田市御野場２丁目１４－１

244人 018-839-6141

41人 018-823-0131

不問
41人 秋田県秋田市

１外来診療２入院
診療３訪問診療４
介護保険５クラーク
（医師事務作業補
助）上記の請求事
務及び５の業務の
うち２つ以上が５年
以上の業務経験が
ある方。

平成30年12月1日～
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20217981

雇用・労災・健康・厚生
05010-20189581

共済関連事務業務（紳
士服販売関連・ペット関
連業務を含む）

１．共済の普及推進業務。
２．共済申込、加入、変更等事務手続き
３．紳士服（イージーオーダー）及び婦人服の販売、外商
４．ドッグラン等施設利用者への対応
５．ペット保険の申し込み、変更等の事務手続き
６．ペットの焼却・納骨・葬祭
＊３～６は共済に加入し、組合員になった方のみ利用できる
施設のため、未加入者の加入手続き業務も含まれます。　
＊勤務場所により就業時間が異なります。

不問

他 秋田県民共済生活協同組合
毎　週

秋田県秋田市山王３－５－２３

毎　週
秋田県秋田市飯島字飯田水尻５０１
－１

25人 018-838-7011

介護保険事務、医
療保険事務の経験
と処理能力を有す
る方優遇

74人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20192181

事務員

○有料老人ホーム彩ベえいいじまにおいて一般事務に
　関する業務に従事していただきます。
・各種書類、請求書作成　　・電話、来客対応
・小口現金管理
・外出用務（銀行、郵便局、医院、薬局、買い物等）
・社用車使用
・ＰＣ操作（メール、エクセル、ワード）必須
・事務所の清掃、管理
○その他付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
医療事務有資格者
優遇

土日他 有限会社　ケアサービスおちあい　有
料老人ホーム　彩べえ　いいじま

＊デザイン制作
＊取材・編集

○冊子、広告（チラシなど）のデザイン制作
○Ｗｅｂ制作、動画制作
○冊子、フリーペーパー記事広告などの取材編集業務
○セールスプロモーション、ＰＲ、プランニング提案　　○写真撮影
○上記の営業・ディレクターまたはアシスタント業務
＊外出用務は自家用車を使用（ガソリン代・車両手当あり）
＊勤務時間は業務内容により変更する場合もあります。
＊勤務時間等、相談に応じます。
＊制作会社、広告代理店、編集社、編集プロダクション、コ
　ピーライター、ＰＲ、広報、企画会社での経験者優遇

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）：業務
上

日他 クローバープラス（株式会社　Ｃｌｏｖｅｒ
Ｐｌｕｓ）その他
秋田県秋田市山王５丁目１４－１　サ
ントノーレプラザビル１Ｆ

3人 018-824-1755
＊ＰＣ操作できる方（ワー
ド、エクセル、パワーポイン
ト）＊経験者またはマッキ
ントッシュ操作（フォトショッ
プ、イラストレーター等）で
きる方優遇

19人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）、
介護職員初任者研
修修了者が望まし
いがヘルパー２級
でも可～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-20242981

土日祝 社会福祉法人　ゆたか会　つどいの
家毎　週
秋田県秋田市浜田字境川５２番地

9人 018-828-4472

4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

生活支援員

○障害者の生活支援・軽作業の支援（ペットボトル仕分け、紙
ちぎり、はがき制作等の支援）・食事の見守り・トイレ介助・古
紙回収等の外回り
＊利用者１９名、職員９名
＊月１回、社会見学があり県内の様々なところに出かけてい
ます。
＊折を見て、レクリエーションをし、皆で楽しく過ごしていま
す。
＊利用者、職員がいつも笑顔のとても明るい職場です。
＊仕事については皆で丁寧に教えます。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 135,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～16時30分
(3)10時00分～18時00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) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

3人 138,240円～138,240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)11時00分～20時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3) 7時00分～16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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～16時30分

月給

1人 184,250円～299,400円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 184,250円～299,400円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

10人 200,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 144,640円～144,640円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 132,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

0人 018-874-9422

不問
0人 秋田県秋田市

05010-20177081

雇用・労災・健康・厚生
05010-20164481

メカニック

・タイヤ交換、ナビ、ＥＴＣ取付、パーツ取付。
・車検、鈑金塗装、ジェットスキー修理、スキルに合わせて作
業してもらいます。

・バイク、除雪機なども扱います。
・未経験者も可、指導アドバイスします。
・社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝 リンク　コーポレーション
その他

秋田県秋田市上北手猿田字堤ノ沢２
８１

その他
秋田市卸町２丁目３－１

10人 018-863-5963

不問
10人 秋田県秋田市

60人 福島県いわき市

雇用・労災・健康・厚生
07050- 6014481

雛人形製造（仕上げ作
業）

○主に雛人形（片手に乗る程度の小さめの人形が多い）の
　補修、仕上げをする業務を担当していただきます。
・内職からあがってきた人形を補修し、仕上げ（頭や手を付
　ける、穴開け、接着剤を使って小さな部材を取り付ける
　等）の細かい作業をします。
・他に、必要に応じ箱詰めや梱包作業、社用車（軽ＡＴ車）で
の運搬をする場合もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　秋田人形会館

建設業務

○原子力発電所、火力発電所での作業です。

・主な作業は、溶接、材料運搬など。

・就業場所近くの宿舎より、社用車乗り合わせの上、
　現場へ向かいます。

＊資格が無い方も応募可能です。
　その場合、運搬業務等の軽作業を担当していただきます。

アーク溶接、ガス溶
接、ＴＩＧ溶接のい
ずれか（※資格な
い方も応募可）

日他 有限会社　グリーンヒルズ
その他

福島県西白河郡西郷村大字小田倉
字堂ノ浦１２

5人 0248-21-7557

溶接経験者　（※経
験ない方も応募可）

14人 018-824-1435

パソコン（エクセル
およびメール）操作
の出来る方

14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20232381

雇用・労災・健康・厚生
05010-20231081

送電線に係る樹木調査
業務補助

〇送電線係る樹木調査業務補助に従事していただきます。
・送電線に係る土地の調査業務補助
・現場は主に秋田市内（社用ＡＴ車運転有り）
・社内ではデータ入力、書類作成を行います。

※未経験者でも丁寧に指導致します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　東北用地測量社
毎　週

秋田県秋田市山王中島町１３－２０

毎　週
秋田県秋田市山王中島町１３－２０

14人 018-824-1435

不問
14人 秋田県秋田市

0人 秋田県南秋田郡大潟村

労災・健康・厚生
05020- 4820381

送電線に係る伐採除草
工事補助作業

〇送電線に係る伐採除草工事補助作業に従事して頂きま
す。
・現場は主に秋田市内の山林、林道など
・現場までは社用車（普通自動車／ＡＴ車）を使用し、複数人
で作業を行います。

※未経験者でも丁寧に指導致します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　東北用地測量社

農作業全般

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

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 有限会社　石山農産
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字西２丁目３
番２８

0人 0185-45-2110

不問

20人 018-862-2433

不問
20人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20229881

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20186381

ホテル業務全般

○宴会、集会レストランでの接客業務に従事して頂きます。
・レストランにて昼食サービス（料理提供）
・テーブルごとにお料理を運んだり、食器の後片付け
・調理補助
・フロント業務
・その他、付随する業務
＊外出用務あり。社用ＡＴ車使用
＊テキパキとした接客が求められます。
＊雇用期間：勤務状況等により１年毎の更新あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

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

毎　週
秋田県秋田市広面字小沼古川端９７
－２

6人 018-838-0221

不問
7人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20185081

介護員（デイサービス）

○デイサービスでの介護業務全般に従事していただきます。
・食事、入浴、排泄介助等の日常生活の介助
・その他付随する業務

＊１日定員１３名以下の小規模デイサービスです。
＊簡単なパソコン操作


不問

土日他 株式会社　ヤマタクリエイト秋田

介護員（デイサービス）
【正社員】

○デイサービスでの介護業務全般に従事していただきます。
・食事、入浴、排泄介助等の日常生活の介助
・その他付随する業務

＊１日定員１３名以下の小規模デイサービスです。

＊簡単なパソコン操作。


不問

土日他 株式会社　ヤマタクリエイト秋田
毎　週

秋田県秋田市広面字小沼古川端９７
－２

6人 018-838-0221

不問

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20180481

不問

日他 株式会社　生花苑
その他

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

平成30年10月17日発行（平成30年10月16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

販売及び事務業務

○生花の販売及び関連する事務業務に従事していただきま
　す。
・お花の仕分け
・伝票作成　など
・その他付随する業務

＊就業時間：（１）月・水・金
　　　　　　火・木・土は（２）（３）のシフト制です。

℡ 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

日給（月額換算）

3人 135,680円～135,680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

その他

5人 128,778円～128,778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00分～ 0時00分 就業場所
(2) 8時00分～ 4時00分

月給

1人 132,500円～132,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 197,500円～209,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 163,100円～209,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 170,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 213,380円～220,220円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時00分～17時45分 就業場所
(2) 8時00分～12時25分

月給

1人 168,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
13010-29275882

その他
東京都千代田区神田東松下町１７
フリージアグループ本社ビル５Ｆ

5人 03-6635-1833

不問
307人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20243581

【急募】建物の防水・断
熱、害虫駆除・防除等
／秋田支店

●建物の防水、断熱工事等の施工
●シロアリ等の害虫駆除・防除工事の施工など
業界Ｎｏ．１の給与を目指しており、努力すればするほど昇
給することができます。
ハウスメーカー・工務店を通じての防水・断熱・シロアリ駆
除・各種リフォーム工事等を行っております。
上記業務以外にも、敷地調達、地盤調査、地盤改良、床暖房
設置、瑕疵担保取次等の業務も行っており、これら業務全般
を担当して頂きます。
※経験のない業務でも、丁寧に指導・教育いたします。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ピコイ

配送および営業補助

○県南部ＪＡ及び農家に対する農業資材の配送及び営業補助
　業務を担当していただきます。
（業務拡大の為の募集です）
・配送はトラックを使用し、積み込み、荷下ろしなどあり
　ます。
・営業補助は、見積書やチラシを客先へ届けたり、現場での
　打ち合わせなどです（最初は、同行にて業務を覚えていた
　だきます）。
＊必要な社有車及び携帯電話は支給します。
＊状況により一部現場手伝い、ハウス施工等あります。

普通自動車免許
（ＡＴ不可）

日祝他 株式会社　アグリコネクト農土歌
その他

秋田県秋田市桜１丁目１７－３５コー
ポ風愛１０１

4人 018-838-4802

不問

120人 018-845-8581

不問
6,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20178381

雇用・労災・健康・厚生
05010-20165781

集配ドライバー（企業間
物流）

○集配ドライバー業務に従事していただきます。

【主な仕事内容】
・秋田市内または近郊の荷主さんの集荷および配達業務
　（２ｔまたは４ｔトラックを使用：ＡＴ限定不可）
＊主に企業間の物流になります。
＊採用から３ヶ月程度は２人体制、慣れてきたら１人での業
務になります。

中型自動車運転免
許（８ｔ限定可）
（４ｔトラック運転可
能な方）

日祝他 第一貨物　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山６－２７

毎　週
秋田県秋田市泉馬場１４－１０

9人 018-811-2425

不問
9人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20173781

土木作業員（月給制）

○各種土木作業全般に従事していただきます。
・一般土木工事、舗装工事、解体工事、外構工事等
・その他工事に付随する業務

＊現場は秋田市内が中心です。
＊移動は社有車を使用（２ｔ、４ｔＭＴ車）
＊業務に必要な技能実習等の研修を行います。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
＊建設業に関する
資格があれば尚可

土日他 株式会社　バズコーポレーション

鳶工

○主に足場工事、重量物の運搬、機械整備を行っていただき
ます。

・高所作業あり

＊社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝 有限会社　佐々工務所
その他

秋田県秋田市新屋比内町４－５１

3人 018-828-5934

不問

5人 018-881-1087

大型自動車運転経
験者

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20187681

雇用・労災・健康・厚生
05010-20184181

大型自動車運転手及
び作業員　（急募）

・当社製造の有機肥料を秋田県内の取引先会社へ配達
・産業廃棄物（肥料の原材料となる抜根枝葉等）の収集運搬
・緑化基盤材の配達業務（８ｔユニック車を使用）
・有機肥料を製造（抜根枝葉を粉砕し、機械で混ぜて発酵さ
せる）する工程全般での機械操作と袋詰め

＊有機肥料や産業廃棄物の運搬は大型トラックを使用

大型自動車運転免
許（小型移動式ク
レーン免許あれば
尚可）

日祝他 有限会社　秋田エコサイクルテクノロ
ジーその他
秋田県秋田市河辺大張野字水口沢
７１－２３

その他
秋田県秋田市雄和椿川字鹿野戸谷
地９１－５５

12人 018-886-4331

不問
12人 秋田県秋田市

23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20163581

長距離・中距離運転
（中型）

○４ｔ平ボデー車の長距離・中距離運転手として勤務していた
だきます。
・各種精密機械、合板その他を秋田県内から関東、関西方面
　へ運送し、帰路は秋田方面へ荷物を運送していただきま
　す。
・その他付随する業務あります。

＊大仙地区、由利本荘地区の方の応募も受付しています。

中型自動車運転免
許（８ｔ限定可・ＡＴ
限定不可）

日他 有限会社　カジワラ

タクシー乗務員

○ハイブリッドカー、プリウスタクシーによるお客様の送迎
・営業エリアは秋田市内です。
＊勤続奨励金制度あり。
　勤続期間が６カ月（試用期間３ヶ月含）を経過し、かつ、勤務成績
が優秀と認められる方につき
（１）４５歳未満の方には６０，０００円
（２）４５歳～５５歳未満の方には３０，０００円
＊上級乗務員制度有り（昇給は勤務成績で判断）
　給料２５万円以上も可能な給与体系です。
　＊試用期間３ヶ月間は月額１７万円保障（教育期間除く）
＊試用期間終了後、当社規定の賃金体系になります。

普通二種免許

他 株式会社　グッドラックエンタープライ
ズタクシースクエア　グッドラックその他
秋田県秋田市土崎港南３丁目９－３
０

20人 018-857-3313

不問

不問
90人 秋田県秋田市

平成30年11月1日～平
成31年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-20191281

不問

土日祝他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

4ページ中 4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．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

メッキ作業・部品検査・
その他補助業務

・メッキ作業・部品検査・その他補助業務



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 201,500円～241,500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 59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

2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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 210,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 203,000円～243,000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～17時30分 就業場所

月給

1人 200,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 146,500円～157,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)17時00分～ 8時00分 就業場所

月給

1人 144,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 155,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 112,560円～112,560円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

パソコン操作（ワード・
エクセル）可能な方
建築関連業務経験者

1,597人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-69595381

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
２級建築施工管理
技士以上あれば尚
良し

日他 エスケー化研　株式会社　仙台支店
その他

宮城県仙台市宮城野区中野１－５－
１２

1人 022-259-2431

平成30年10月16日発行（平成30年10月15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

工事施工管理［秋田
市］

工事管理

戸建住宅・アパート等、塗装工事における現場巡回による工
事管理及び施工マナー管理
住宅メーカー・施主・協力施工店等、打ち合わせ
工事関係書類の取りまとめ
積算業務
他、関連する業務

看護師（訪問看護）

○訪問看護・在宅支援業務に従事していただきます。
・ケアプランや利用者様の主治医の指示書に基づいて、療養
のお世話、医療措置を行います。

＊基本的に１人で訪問していただきます
（１日４～５件程度　）
＊訪問先は秋田市内です（社用車使用：軽ＡＴ車）
＊制服貸与
＊雇用開始は随時です

看護師
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　メディカルリーフ
（訪問看護ステーション　すみれ）毎　週
秋田県秋田市保戸野千代田町１３－
４１　アイリフォームビル２Ｂ号室

5人 018-853-5575

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20150181

看護職員（デイサービ
ス）

○地域密着型通所介護（定員１８名）における看護業務に従
事していただきます。
・バイタルチェック　・内服薬準備　・処置
・利用者様の心身におけるケア
・施設内の衛生管理とスタッフへの指導
・その他付随する業務




看護師または准看
護師

日他 株式会社　アーバンライフサポート
毎　週

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
05010-20161681

ケアマネージャー

○居宅介護支援事業のケアマネージャーの仕事全般
・ケアプランの作成
・認定調査　・相談業務　・電話応対
・認定申請代行　・給付管理　等
＊主に、五城目、八郎潟、井川、三種を中心に業務を行い
　ます。
＊社用車あり（軽自動車：ＡＴ）
※未経験の方には丁寧に指導いたします。

介護支援専門員
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 合同会社　春風
毎　週

秋田県南秋田郡五城目町字下タ町８
－１

13人 018-854-4030

不問
14人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-20095081

ケアマネージャー

○一般型特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）
における計画作成業務
○一般型特定施設入居者生活介護（サービス付き高齢者向け住宅）
における相談業務
・ご利用者様ご家族様の相談援助
・居宅介護支援事業所等関係機関との連絡調整
・入退居に関わる業務
・その他、付随する業務
＊外出時は社有車使用（ＡＴ）使用
＊未経験者の方でも歓迎いたします。

介護支援専門員
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 医療法人　三愛会　アルテンハウゼ
手形住吉町その他
秋田県秋田市手形住吉町１－３

39人 018-874-7553

不問
213人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20142081

ケアマネジャー

・アセスメントの実施
・ケアプランの作成
・要介護認定に関する業務
・生活相談支援
・ご利用者、ご家族の相談支援
・入退所に関する支援
・関係機関との連携調整
・その他付随する業務
・社用車使用

介護支援専門員
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 医療法人　三愛会　本部
その他

秋田県秋田市手形住吉町１－３　三
愛会ビル２Ｆ

56人 018-874-7562

不問
219人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20143381

無線配車係

〇無線によるタクシーの配車と電話受付の業務に従事してい
ただきます。
・パソコン操作による業務あり
（メールの送信等）

＊保有台数は約１００台
＊仮眠室有り
＊就業時間は希望を考慮のうえ変更もできますので相談して
ください。

不問

他 キングタクシー　株式会社
その他

秋田県秋田市山王３丁目１－１７

11人 018-823-8177

パソコン基本操作
可能な方

168人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20110681

庶務担当【急募】

○庶務、資料作成、データ入力など
・請求書の支払処理
・作業費の請求処理
・作業スケジュール作成と更新の補助
・パソコンなどの資産管理の補助　　等

【働き方改革関連企業】秋田県男女イキイキ職場宣言事業所

不問

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

1,404人 018-888-9120

パソコン（ワード・エ
クセル）の実務経
験

2,576人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20129981

事務職

・日次・月次会計処理を中心とした経理会計事務を担当して
もらいます。
・決算期には財務会計処理等も行ってもらうか、手伝っていた
だきます。
・他に、総務関係の補助業務や電話の取次対応です。

　＊社有車使用（ＡＴ車）の場合あり

日商簿記３級以上
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 山二システムサービス株式会社
毎　週

秋田市仁井田新田２丁目１６－１３

53人 018-839-2881

経理会計実務５年
以上
財務会計経験者優
遇

60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20118081

一般事務（秋田ＳＣ）

総務・事務全般のお仕事です。
・電話対応
・技術者手配
・売上管理
・保守契約関連処理
・サプライ・サービス受注や履歴管理
・入金確認・管理
・支払い処理
・事務用品管理　など

不問

土日祝他 エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス
株式会社毎　週
川崎市川崎区日進町　１－１４
キューブ川崎ビル７階

7人 044-223-4912

一般事務の実務経験
ＰＣ（インターネット・
ワード・エクセル）基
本操作スキル

599人 秋田県秋田市
平成30年12月1日～平
成31年5月31日 雇用・労災・健康・厚生

14040-18842081

℡ 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 138,240円～138,240円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 172,000円～172,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 201,000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 34歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

2人 201,000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 34歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

5人 210,000円～366,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 344,000円～423,000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 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

月給

1人 180,000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 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 221,500円～241,500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 35歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

2人 173,000円～198,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時00分～18時00分

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

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、伝票整理、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

9人 018-892-7335

不問
356人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20146581

農産担当【土崎店】（嘱
託職員）


○農産品のパック、品出し、発注作業を担当します。

＊土、日、祝日も出勤できる方を希望します
＊雇用期間：本人の勤務状況等により１年毎の更新あり　　

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１－３
０

55人 018-846-2515

不問
428人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20139481

ブライダルリング・ジュ
エリー・時計の販売ス
タッフ

・オーダーメイドによるブライダルジュエリー、ピアスや
　ネックレス等の宝飾品、ブランド時計の販売が中心のお仕
　事です。
・社内、社外の研修制度を設けているので経験・未経験は問
　いません。
・商品点数、売場規模共に県内最大級ですので、ヤル気次第
　で、個人のスキルアップも望める環境です。
・個人ノルマはありません。
・エクセル等のパソコン作業があります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ジュエリー　かまた
毎　週

青森県弘前市大字宮川２－１－１１

5人 0172-32-3730

不問
80人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
02030-11402281

ブライダルリング・ジュ
エリーの販売スタッフ
（秋田広面店）

・オーダーメイドによるブライダルジュエリー、ピアスや
　ネックレス等の宝飾品の販売が中心のお仕事です。
・社内、社外の研修制度を設けているので経験・未経験は問
　いません。
・商品点数、売場規模共に県内最大級ですので、ヤル気次第
　で、個人のスキルアップも望める環境です。
・個人ノルマはありません。
・エクセル等のパソコン作業があります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ジュエリー　かまた
毎　週

青森県弘前市大字宮川２－１－１１

5人 0172-32-3730

不問
80人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
02030-11403181

補聴器の販売（秋田
店）

＊補聴器の販売業務全般
　・補聴器の販売
　・補聴器の保守・点検
＊店頭での相談業務
＊お得意様のアフターフォロー
＊その他付随する業務
　・手書きによる簡単な事務処理等

普通自動車免許
（業務用・ＡＴ限定
可）

日祝他 秋田リオン補聴器販売　株式会社
その他

秋田県大仙市大曲通町３－４

4人 0187-62-0083

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05040- 5832581

営業・コンサルティング
［秋田市］

◎様々な企業様の営業代行
◎企業様の多種多様な商品やサービスを、個人・法人へ繋げていく
営業及びコンサルティング業務です。
例）大手メーカー企業様の商品の販路拡大、営業代行
　　スタートアップ企業様の先端サービス等の法人向け提案
◎お客様が提供する価値を地域、社会のニーズと結び付けていく、
チャレンジングな仕事です。
◎「元気なあったかい社会をつくる」というグループミッションの実現
に向け、業界を超えて最先端を走る方々と関わっていく仕事です。

不問

他 有限会社　ＡＴＵＭＳ
毎　週

宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目１
３－１３　　　　　　　　　　カボウ社ビル

1人 022-299-0663

不問
24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-69585181

営業（秋田営業所）

当事業所において、建設会社への建設機械・車両（油圧ショ
ベル、トラック等）レンタル販売のルート営業業務に従事てい
ただきます。

○営業範囲：県内

＊社有車を使用（オートマチック限定は不可）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 東亜リース　株式会社
その他

岩手県奥州市水沢工業団地１丁目１
番地

7人 0197-24-1161

不問
261人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 03060- 6452081

業務全般（配達及び商
品管理）【秋田】

○得意先への商品管理
　・主に２ｔトラックを使用して秋田市を中心に近隣地域へ配達を行っ
ていただきます。
○倉庫管理
　・電線やケーブルなどの重量物の運搬もしていただきます。体力、
筋力が必要な仕事です。
＊一定期間従事した後、営業社員（ルートセールス）として活躍して
いただきます。
＊採用が決まり次第の雇用となります。
＊元気に明るく業務に取組めることが求められます。

普通自動車免許
（ＭＴ車）

土日祝 株式会社　三ッ星商会　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市泉南２丁目１４番１号

11人 018-863-2411

不問
62人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20098981

営業［秋田担当］

建設会社や測量会社に測量機やコンピューターなどを販売
する仕事です。
ドローンなど最新技術を建設現場に提供します。
商品知識は、社内、メーカー研修により習得できます。
業界経験者優遇します。
社内業務の連絡報告などはパソコンを使用します。


＊業務上社有車を使用する場合があります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　テクノシステム
毎　週

宮城県仙台市宮城野区東仙台３丁
目１－４５

1人 022-297-2151

不問
29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-69679481

営業［秋田市］

・販売代理店へのルートセールス
・建設会社、住宅メーカーへの営業
・役所、設計事務所、塗装店への営業
・パソコンによる関連資料の作成
他関連する営業業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 エスケー化研　株式会社　仙台支店
その他

宮城県仙台市宮城野区中野１－５－
１２

不問
1,597人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-69590781

その他
秋田県秋田市豊岩小山字前田表１５
８－３

14人 018-828-9811

1人 022-259-2431

ヘルパー２級又は
介護職員初任者研
修修了者
（通勤用として普通
自動車免許あれば
尚可）

23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20097681

介護職員（ショートステ
イあゆみの里）

○生活全般における介助
・ベット上での起こす介助
　（介助の中で、ベットから起こす介助が多い）
・トイレ、食事、入浴等の介助等　
・介護記録の記入　・洗濯業務　　
※初めての方にも丁寧に指導いたします。（夜勤は勤務状況
によって２～３ヶ月後に勤務します）
＊入居者２０名をスタッフ１３名で対応
＊検食としての夕食、朝食あり　　＊送迎業務はありません

他 有限会社　ライフイン国見ノ里



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 145,000円～185,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)16時30分～ 9時30分

月給

2人 149,600円～211,200円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
(3) 9時00分～18時00分

月給

1人 195,600円～245,700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45分～17時45分 就業場所
(2)10時15分～19時15分

月給

2人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 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

1人 180,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 278,400円～324,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 165,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 6時30分～19時00分 就業場所
(2) 6時30分～15時30分
(3) 7時00分～19時00分

日給（月額換算）

5人 170,400円～426,000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) 7時20分～17時20分 就業場所

月給

1人 137,500円～137,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

平成30年10月16日発行（平成30年10月15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

介護職員【サービス付
き高齢者向け住宅】

○介護施設での利用者様の介護業務を担当して頂きます。
・食事、入浴、排泄等の介助および洗濯、掃除業務
・送迎業務（ＡＴ社有車）
・介護記録の記入　等
＊約３４名の入居者へ対応しています。
＊就業時間：（１）～（４）のシフト勤務です。
　（３）の夜勤業務は月５～６回
＊夜勤人数増員のための求人です。
＊未経験者の方も大歓迎です。

介護職員初任者研修
またはヘルパー２級
以上
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

他 エーピー福祉　株式会社（仁井田福
祉センター）毎　週
秋田県秋田市仁井田字切上２４０－
１

29人 018-829-3115

不問
29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20157781

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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※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。　書類選考の上、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
その他

秋田県能代市字中柳２７番地３

13人 0185-89-5432

＊介護経験者（１年
以上の経験ある
方）

55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05020- 4806581

美容師（スタイリスト：Ｖ
ＯＹＡＧＥ　ＡＫＩＴＡ）

○美容師（スタイリスト）
・シャンプー、カット、パーマ、カラー等の美容師業務全般を担
当していただきます。
・その他、付随する業務あり

＊サロン独立支援制度あり

　【賃金欄　その他の手当補足】
「指名売上におけるインセンティブあり」

美容師免許

火他 株式会社　ＲＢ　ａｄｖａｎｃｅ
毎　週

秋田県秋田市中通一丁目３－２４

5人 018-853-9174

不問
200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20147481

調理兼ホール係

○調理兼ホール係に従事していただきます。
・食材の仕込み
・オペレーション補助
・配膳、下膳　・店内清掃　・はし等の補充

＊ラーメン店業務全般にわたる

＊Ｔ－シャツ貸与

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

7人 018-838-0619

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20158881

自動車板金工

○自動車、事故車の修理
○自動車板金に付帯する業務全般
　・軽自動車、普通自動車の板金業務
　・修理済み車の納車準備

※自動車板金の実務経験者の方。

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

自動車板金の実務
経験者

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20151081

金属加工

○金属加工作業全般に従事していただきます。
・工場内での金属加工、溶接、組立て
・現場での取り付け工事
・その他付随する業務
※高所作業あり。秋田県内が主な現場です
（社用車あり。１．５ｔトラック、軽トラック）
※資格取得に意欲のある方歓迎します。
※作業服貸与

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　アセンド
その他

秋田県秋田市新屋豊町１９－１６

3人 018-823-4436

経験者（アーク溶
接、ガス溶接、玉掛
け等）

3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20124281

機械据付・修理の補助
業務　　（アルバイト）

○県内各農協のライスセンター、カントリーエレベーターの機
械据付・修理の補助業務を担当していただきます。

＊就業地までは社有車で移動します。
＊状況によっては、青森県内への出張もあります。
＊２人以上での作業になります。据付・修理に関して指導い
たします。

＊工具を使い分ける知識が必要です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
溶接関係・玉掛資
格あれば尚可

日祝 有限会社秋田機設
その他

潟上市天王字蒲沼１３７－１４４

2人 018-878-7228

不問
2人 秋田県潟上市

～平成30年11月20日
雇用・労災・健康・厚生

05010-20096381

営業所管理職候補

○小型タクシー、ジャンボタクシーによる観光案内、乗合タク
シーほか、受託先車両の運転補助業務、運行業務全般に従
事・経験（１～２年）していただきます。
・その後、管理職として従事していただきます。

＊未経験者でも心配ありません。

普通第１種免許（通
算３年以上）
※（ふるさと検定、英
会話等資格者大歓
迎）

他 キングタクシー　株式会社
その他

秋田県秋田市山王３丁目１－１７

130人 018-823-8177

不問
168人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20111981

鳶・土木・溶接見習い

・足場組立
・土木作業一般
・溶接作業一般

＊社用車使用

不問

日祝 澁谷工業株式会社
その他

秋田県潟上市天王字羽立片山１９７

8人 018-878-9878

不問
8人 秋田県潟上市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20117181

運送助手作業員７：００
～１６：００

・主に秋田県内への事務機器等の運送助手のお仕事です。
・２ｔ車での運送助手業務
・事務機器の搬入、搬出作業
・手積み作業、手降ろし作業
・その他付随する業務

＊トラックの運転業務はありません。

不問

土日祝 株式会社　ティー・ロジックス
毎　週

秋田県秋田市飯島飯田２丁目４－５

12人 018-893-3581

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20138581

℡ 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】
　２．　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】
　３．　１０月１８日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　４．　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！！
　５．　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】
　６．　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】
　７．　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】
　８．　１０月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　９．　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！！
１０．　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】
１１．　１０月３０日　㈱そごう・西武　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
１２．　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!!


