
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 900円～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 就業場所

時給

2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 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)10時00分～12時00分 就業場所
(2)13時00分～15時00分

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

時給

1人 1,000円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

10人 1,000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)16時40分～18時10分 就業場所
(2)18時20分～19時50分
(3)20時00分～21時30分

時給

10人 1,000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)16時40分～18時10分 就業場所
(2)18時20分～19時50分
(3)20時00分～21時30分

時給

10人 1,000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)16時40分～18時10分 就業場所
(2)18時20分～19時50分
(3)20時00分～21時30分

時給

2人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～12時00分 就業場所
(2)17時00分～21時00分

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

40人 018-836-0521

不問
2,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20516981

労災
10040- 9278881

受付事務（Ａｘｉｓ秋田
校）

○受付に係る事務業務
・簡単なパソコン操作（入力程度）
・電話応対、配布物のセット　等
＊勤務時間数は、６～８時間で相談に応じます。
＊電話アポイントや営業ノルマ等は一切ございません。
＊賃金は年齢・能力を考慮し定めます。
※とにかく働きやすい環境です！
　
　　　　　　【欠員補充のため急募】

不問

日他 株式会社　ワオ・コーポレーション
能開センター秋田本部毎　週
秋田県秋田市東通仲町４－１　秋田
拠点センターアルヴェ６Ｆ

毎　週
群馬県伊勢崎市鹿島町４４０－１

5人 0270-23-9796

受付・接客・販売業
経験者

450人 秋田県秋田市

秋田県潟上市
6ヶ月

労災
05010-20497781

受付　治療補助（秋田
市旭北錦町）

整骨院での受付／患者さんの案内／治療の準備／片付け／
電話応対／カルテ整理／受付周りの書類管理整理などが主
な仕事です。接客・販売業経験者向け（患者さまとコミュニ
ケーションの取れる方）

２０代～３０代が活躍中の職場です。

不問

日祝他 株式会社　ＧＥＮＫＩＤＯ

学習塾講師（潟上市）

＊黒板を使わずに、生徒一人ひとりに合わせた個別指導を行いま
す。
＊小、中、高、教える教科はあなたの得意科目でＯＫです。
＊文系・理系は問いません
＊未経験の方でも丁寧に研修しますのでご安心下さい（研修
　期間は５０コマ、条件変更なし）。
＊６０歳以上の方の応募も歓迎します。
＊子ども好きな方の応募を歓迎します。
＊教室見学は随時受け付けております。
＊月１２０．０００円以上も可能です。

不問

日他 イデアグループ（明光義塾）
その他

秋田県秋田市広面字長沼３‐１

8人 018-887-3951

不問

20人 018-887-3951

不問
秋田県南秋田郡五城目町

6ヶ月
労災

05010-20496481

6ヶ月
労災

05010-20495581

学習塾講師（イオン
スーパーセンター五城
目店教室）

＊黒板を使わずに、生徒一人ひとりに合わせた個別指導を行
　います。
＊小、中、高、教える教科はあなたの得意科目でＯＫです。
＊文系・理系は問いません
＊未経験の方でも丁寧に研修しますのでご安心下さい（研修
　期間は５０コマ、条件変更なし）。
＊６０歳以上の方の応募も歓迎します。
＊子ども好きな方の応募を歓迎します。
＊教室見学は随時受け付けております。
＊月１２０．０００円以上も可能です。

不問

日他 イデアグループ（明光義塾）
その他

秋田県秋田市広面字長沼３‐１

その他
秋田県秋田市広面字長沼３‐１

20人 018-887-3951

不問
秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-20524581

学習塾講師（秋田市）

＊黒板を使わずに、生徒一人ひとりに合わせた個別指導を行いま
す。
＊小、中、高、教える教科はあなたの得意科目でＯＫです。
＊文系・理系は問いません
＊未経験の方でも丁寧に研修しますのでご安心下さい（研修期間は
５０コマ、条件変更なし）。
＊６０歳以上の方の応募も歓迎します。
＊子ども好きな方の応募を歓迎します。
＊教室見学は随時受け付けております。
＊月１２０．０００円以上も可能です。

不問

日他 イデアグループ（明光義塾）

保育

○保育補助を行っていただきます。
　対象年齢は０～２歳児です。

＊現在園児１１名（０歳児３名、１歳児６名、２歳児２名）を保
育士７名（うちパート２名）で保育しています。

保育士免許（必須）

日祝他 小規模保育事業所　もりのらくえん
な　し

秋田県秋田市桜３丁目９－３

10人 090-4631-1960

不問

19人 018-863-4228

・保育園か幼稚園
いずれかの勤務経
験

19人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-20494981

6ヶ月
雇用・労災

05010-20545181

保育士・幼稚園教諭

・幼稚園の預かり保育の補助
・園開放日、子育てクラスの補助


＊明るさ、笑顔での優しい対応が求められます。

＊勤務開始日、勤務日数は相談に応じます。　　　　　　


・保育士と幼稚園
教諭（両方必要で
す）

日祝他 学校法人　バプテスト学園　認定こど
も園　ひかり幼稚園毎　週
秋田市泉中央３丁目２－１

毎　週
秋田県秋田市川元山下町２－３

12人 018-893-6991

自動車の運転経験
（ペーパードライ
バー不可）

12人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010-20543881

精神障がい者施設運転
職　【パート】

○精神障がい者の就労送迎ドライバー業務に従事していた
だきます。

・通所者を車に乗せて施設外の就業場所に行き、必要に応じ
て支援、指導、見守りをする。
・ワゴン車（セレナ新車）使用
・秋田市内

普通自動車運転免
許２種免許

土日祝他 ＮＰＯ法人あきた福祉共生会ごろりん
はうす

ＷＥＢ技術者・サイト管
理者

・ＨＴＭＬコーディング
・サイト更新、メンテナンス
・リスティング広告などの管理業務

＊ＷｏｒｄＰｒｅｓｓなどの実装経験のある方、歓迎
＊地元企業をはじめとしたクライアントのＷＥＢサイト運用業
務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可／社用
車あり／打合せや
納品時に使用）

土日祝 株式会社　ツバサ
毎　週

秋田県秋田市山王６－１－５　太平
住宅ビル３Ｆ

10人 018-853-7695

ＷＥＢ制作経験３年
以上やＨＴＭレコー
ディング

Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ、ｌｌｌｕｓ
ｔｒａｔｏｒを使用したデ
ザイン経験３年以
上

10人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010-20541481

普通自動車免許
（ＡＴ限定可／社用
車あり／打合せや
納品時に使用）

土日祝 株式会社　ツバサ
毎　週

秋田県秋田市山王６－１－５　太平
住宅ビル３Ｆ

10人 018-853-7695
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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

ＤＴＰ　オペレーター・デ
ザイナー

・Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ、ｌｌｌｕｓｔｒａｔｏｒを使用したデザイン補助業務
・デザインスキルのある方は、自分のアイデアで制作もＯＫ

＊デザイン会社、印刷会社などで経験のある方歓迎
＊地元企業をはじめとしたクライアントのデザイン制作業務

℡ 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 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時30分 就業場所

時給

1人 770円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～11時00分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 770円～770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) 9時30分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～15時00分

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

時給

8人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～16時30分
(3) 8時30分～16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 18歳以上 (1) 4時00分～ 8時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～10時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所362人 秋田県秋田市
～平成31年3月15日

労災
05010-20485981

車検納車引取業務

○業務拡大につき増員です。
・秋田市から秋田県内各地に車検の為の納車、引取をします
・普通自動車運転の業務です。
・陸運局やその他業務に必要な手続きは、弊社スタッフが
　丁寧に引き継ぎます。
＊初心者にもわかりやすい仕事です。
※働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所
＊週所定労働時間２０時間未満で調整

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　山二
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目２－３２

20人 018-833-6611

不問

38人 018-835-3673

不問
48人 秋田県秋田市

～平成30年12月31日
雇用・労災

05010-20523981

～平成30年12月31日
労災

05010-20522681

きりたんぽ生産補助
（８：００～１２：００）

○きりたんぽの生産補助業務を担当していただきます。
・主に米を炊き、練り込む作業
・その他、付随する業務

＊米３０ｋｇの持ち運びあり。

＊制服貸与いたします。

＊雇用開始：随時

不問

他 有限会社　斎藤昭一商店　本社工場
毎　週

秋田県秋田市楢山城南新町３４－１
３

毎　週
秋田県秋田市楢山城南新町３４－１
３

38人 018-835-3673

不問
48人 秋田県秋田市

48人 秋田県秋田市
～平成30年12月31日

雇用・労災
05010-20521381

手作りきりたんぽの焼
き作業　（６：００～１０：
００）

○手作りきりたんぽの焼き作業を担当していただきます。
・主にきりたんぽを炭火で焼く作業
・その他、付随する作業


＊制服貸与
＊雇用開始：随時

不問

他 有限会社　斎藤昭一商店　本社工場

きりたんぽ生産補助（４
時～）

○きりたんぽの生産補助業務を担当していただきます。
・主に米を炊き、練り込む作業
・その他、付随する業務

＊米３０ｋｇの持ち運びあり。

＊制服貸与いたします。
＊雇用開始：随時

不問

他 有限会社　斎藤昭一商店　本社工場
毎　週

秋田県秋田市楢山城南新町３４－１
３

38人 018-835-3673

不問

21人 018-855-1222

不問
351人 秋田県南秋田郡五城目町

～平成31年2月28日
労災

05010-20507681

平成30年12月17日～
平成30年12月23日 労災

05010-20546081

食品製造工（パート）

○リンゴの加工、リンゴの皿ならべ。
・洗浄作業、包丁を使ってのカット作業
＊加工品の中に、混入物がないかどうかを見分けたり、細か
いものを目視により確認する作業があるため一定の視力を要
します。
＊立ち仕事です。
＊その日の業務量や人員にもよりますが、２０人程度で協力
しながら作業を行います。
【平成３０年１１月１日からの雇用開始です】

不問

日祝他 株式会社　木村食品工業　五城目工
場その他
秋田県南秋田郡五城目町字羽黒前
９６－３

な　し
秋田県秋田市八橋大畑２－３－５

10人 018-862-0139

不問
38人 秋田県秋田市

46人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20529181

洋菓子製造補助≪短
期≫１２／１７～

○クリスマスケーキの製造補助を担当していただきます。
・イチゴのヘタ取り
・イチゴをスポンジケーキの上に並べる作業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊平成３０年１２月１７日～２３日の短期のお仕事です。


不問

他 株式会社　エル・アンド・デー

調理・接客及び店舗管
理

○店舗で接客・調理・清掃を行います。
　調理や接客のスキルを高めていただき、コストや従業員の
勤怠管理など店舗運営の中心として活躍していただきます

＊入社後はしっかりとしたオペレーションがあり、初期の研修
を受けていただきます。
＊初めての方、未経験者の方でもわかりやすく指導致します


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ＯＮＥ　ＦＯＵＲ
毎　週

秋田県秋田市土崎港北７－２－３５

20人 018-816-0816

不問

23人 018-828-5701

不問
23人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20475381

雇用・労災
05010-20509581

調理係

○西部工業団地内にある富士製粉産業（株）のアンテナ
ショップそば店（司こなや）にて、主に厨房内の業務を
　担当していただきます。
　・麺を茹でたり、天ぷらやカツ丼などの調理
　・盛り付け
　・食器洗浄などの片付け
　＊人手が足りないときはホール係も担当していただきます。

不問

土日祝 富士製粉産業　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１番６２号

毎　週
秋田県秋田市桜３丁目１４－１０

2人 018-874-7021

依存症自助グルー
プ経験者

2人 秋田県秋田市

158人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-20476681

グループホームの世話
人

○当施設において次の業務を行っていただきます
・ミーティングの司会
・利用者の生活支援等

＊利用者は現在６名です。

不問

他 特定非営利活動法人　秋田マック

介護員補助「特別養護
老人ホーム　中通ア
ネックス」

○特別養護老人ホームにおける、利用者様の見守り・会話、
　食事の準備や清掃等介護業務
　その他、付随する業務


＊中通アネックス　定員２９名

不問

他 社会福祉法人　北杜
その他

秋田県秋田市下新城中野字街道端
西１１－１

27人 018-873-7801

不問

パソコン操作（Ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌ等）

457人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010-20506381

不問

土日祝他 秋田県立大学事務局
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字街道端
西２４１－４３８

209人 018-872-1500

3ページ中 2ページ

平成30年10月23日発行（平成30年10月22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

研究補助（応用生物科
学科）

○応用生物科学科の教員研究補助業務に従事していただき
ます。
・研究室内の簡単な事務補助
・実験の補助（器具洗浄・試薬調整等）

＊専門技術については担当教員が指導します。



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 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～17時30分 就業場所

時給

2人 1,000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 18歳以上 就業場所

時給

2人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

5人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～15時00分 就業場所

0人 018-831-1069

不問
1,500人 秋田県秋田市

平成30年11月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災

05010-20534781

12ヶ月
雇用・労災

05010-20505081

軽作業（秋田市外旭
川）

・野菜の仕分け、袋詰め、パック詰め、カット
・その他、雑務
 不問

水日祝 マンパワーグループ　株式会社　秋
田支店毎　週
秋田県秋田市中通２丁目３番８号
秋田アトリオンビル１１Ｆ

毎　週
秋田市河辺大張野字道の下７２番地

12人 018-882-3113

不問
60人 秋田県秋田市

28人 秋田県秋田市

労災
05010-20533481

卵のパック箱詰め（検
卵）作業員（パート）

○全自動選別機での卵のパック、箱詰め（規格外卵検卵・流
れ作業）を行っていただきます。

　＊１年の雇用期間で更新の可能性あります

不問

他 有限会社　瀧田養鶏場

ビルメンテナンス（２０時
～３時）

○契約している店舗・事務所等の清掃業務
・店舗の床、窓等の清掃
・その他清掃類

＊現場状況により直行直帰の場合があります。
＊当初は数名で作業を行い業務を教えます。
＊勤務時間は現場の状況により変動します（５～７時間）。
＊社用車使用
＊未経験の方でも覚えられるよう、しっかり指導致します！

自動車普通免許
（ＡＴ限定可）
清掃の資格がある
と尚可

他 有限会社　ライフ・ワーク
毎　週

秋田県秋田市山王６丁目１０番９号
猿田興業ビル５Ｆ

24人 018-853-6236

不問

不問
14人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20526781

不問

他 成光産業　株式会社
毎　週

秋田県秋田市手形西谷地１６７－２

10人 018-832-7174

平成30年10月23日発行（平成30年10月22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

客室の清掃（９：００～１
７：３０）

○ホテル内のベッドメーキング、簡単なフロント業務を担当し
ます。
＊冬場は雪かき等の軽作業もあります。

＊２人１組での作業です。ベテランとのペアで、未経験者にも
ていねいに指導します。

＊月１２日～１５日程度の勤務。

℡ 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】
　２．　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】
　３．　１０月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　４．　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！！
　５．　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】
　６．　１０月３０日　㈱そごう・西武　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
　７．　１０月３１日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　８．　１１月　１日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　９．　１１月　２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．　１１月　５日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
１１．　１１月　６日　㈱そごう・西武　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
１２．　１１月　７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】

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．　１１月　６日　ヤマト運輸㈱秋田法人営業支店【荷受作業（イオンモール秋田　内）】

　

『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

2人 2,000円～2,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,053円～1,053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15分 就業場所
(2)10時30分～17時15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) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)10時00分～15時00分

時給

3人 780円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 765円～805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～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

1人 1,020円～1,020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 1,020円～1,020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 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 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

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～10時30分 就業場所
(2)15時00分～17時00分

6人 018-884-0760

不問
63人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-20583581

雇用・労災・健康・厚生
05010-20567481

送迎運転手

○通所介護（デイサービス）の利用者様の送迎
・その他付随する業務あり（乗降時のサポートなど）

＊利用者数は週平均１３～１４名です。

中型自動車免許（８
ｔ限定不可）

日祝他 株式会社　総合医療福祉サービス
その他

秋田県秋田市千秋矢留町６－２５

その他
秋田県秋田市山王中園町３－８

21人 018-863-7533

不問
21人 秋田県秋田市

11人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-20559481

食肉加工≪急　募≫

精肉のカッティング作業、及びそれに付随する精肉加工業
務。

不問

日 合資会社　一力

ホームへルパー（秋田
市北部担当）

○訪問介護業務に従事していただきます。
・ご利用者のお宅に訪問し、食事介助・入浴介助・排せつ介助等の
身体介護や調理・掃除・買い物等の生活援助のサービスを行いま
す。
・主に直行直帰型の勤務のため、お客様宅への訪問は自家用車を
使用していただきます。
・入社時に研修や同行訪問をしっかり行いますので、初心者やブラ
ンクのある方も安心して働いていただけます。
・勤務日、勤務時間の希望には柔軟に対応いたしますので、ご相談
ください。

介護職員初任者研
修またはヘルパー
２級以上
普通自動車免許

他 株式会社　凜
毎　週

秋田県秋田市茨島２丁目１５番３５号

11人 018-853-5793

不問

11人 018-853-5793

不問
11人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-20558581

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20597081

ホームへルパー

○訪問介護業務に従事していただきます。
・ご利用者のお宅に訪問し、食事介助・入浴介助・排せつ介助等の
身体介護や調理・掃除・買い物等の生活援助のサービスを行いま
す。
・主に直行直帰型の勤務のため、お客様宅への訪問は自家用車を
使用していただきます。
・入社時に研修や同行訪問をしっかり行いますので、初心者やブラ
ンクのある方も安心して働いていただけます。
・勤務日、勤務時間の希望には柔軟に対応いたしますので、ご相談
ください。

介護職員初任者研
修またはヘルパー
２級以上
普通自動車免許

他 株式会社　凜
毎　週

秋田県秋田市茨島２丁目１５番３５号

毎　週
秋田県秋田市将軍野東１－４－３８

25人 018-846-5778

不問
35人 秋田県秋田市

60人 秋田県秋田市

労災
05010-20578881

介護職員

○スマイル薬局併設の「デイサービスセンタースマイル輝」
において、介護業務を担当していただきます。
・入浴、排泄介助、食事見守り　等

＊社用車（ＡＴ車）にて送迎業務も担当していただきます。




普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護福祉士

日他 有限会社　スマイル薬局

生花等の加工及び陳
列

○秋田西武地下１階『花のブルーパレット』にて生花等の
　加工、陳列を担当していただきます。
・切り花の水あげ、水替え
・花束作り
・接客、販売　など
＊就業時間、休日等は相談に応じます。
　短時間パートも可
＊生花店勤務経験者優遇します。
＊長期勤務できる方大歓迎。

不問

他 株式会社　みづき
毎　週

秋田県秋田市外旭川字待合２８　秋
田市中央卸売市場内　花き棟２Ｆ

3人 018-869-5780

不問

11人 0186-42-5151

不問
94人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05030- 5408581

雇用・労災
05010-20570181

セルフガソリンスタンド
スタッフ（旭南給油所）

◆セルフガソリンスタンドにおいて、下記の業務に従事してい
ただきます
・店舗内の監視業務、給油許可
・機器操作説明、清掃
・その他、付随する業務（洗車等）

※配達はありません
※セルフの為、室内での作業がメインです
※６０歳以上歓迎求人

・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）
◎危険物取扱者（乙
４種）有資格者歓迎し
ます

他 株式会社　マルヘイ本店
その他

大館市清水１－４－８２

毎　週
秋田県秋田市山王臨海町３－３１

5人 018-863-5200

パソコン操作（エク
セル使用できるこ
と）

6人 秋田県秋田市

70人 秋田県秋田市
平成30年12月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-20586881

経理事務（パート）

・総務および経理事務全般補助
・各種伝票処理
・パソコンでの売上伝票入力作業
・請求書、見積書等の作成
・商品の受発注業務および商品の発送、在庫管理
・その他、付随する業務

＊制服貸与します。

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
簿記３級（日商・全商
どちらでもあれば尚
可）

土日祝 株式会社　エコ・マテリアル

一般事務補助

○窓口受付業務（納税証明書交付等）に従事していただきま
す。
・事務補助、書類整理
・各種業務補助、各種システム入力

＊週５日、２８時間４５分勤務になります。
＊雇用期間の更新有り（条件による）

不問

土日祝他 秋田県総合県税事務所
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番２号

70人 018-860-3312

パソコン（入力程
度）

パソコンの操作
（ワード、エクセル
の基本的な入力程
度）

74人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-20599681

看護師

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　いいじま毎　週
秋田県秋田市飯島字飯田水尻５０１
－１

25人 018-838-7011

平成30年10月24日発行（平成30年10月23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


○有料老人ホームでの看護・介護業務に従事していただき
　ます。
○併設される訪問看護ステーション、訪問介護事業所での
　看護・介護業務



℡ 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

その他

2人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～ 4時00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) 8時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

労災
05010-20571081

毎　週
秋田県秋田市山王沼田町２－１

5人 018-865-1265

不問
50人 秋田県秋田市

76人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010-20580381

商品の札付け（パート）
【カトレア本部】


○当社が扱う各種婦人服商品に値札等を取り付ける作業で
す
・在庫管理

＊誰にでもできる簡単な作業です。

不問

土日祝 カトレア　株式会社

お菓子の箱詰作業及び
包装作業

○工場内で箱詰作業及び包装作業に従事していただきま
す。
・手作業による箱詰め作業及び包装作業
・ケーキにペーパーを巻く作業
・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

日他 株式会社　かおる堂
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－８２

54人 018-864-4500

不問

不問
38人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010-20574981

普通自動車免許
（二種）

月火水木金土 有限会社　あきた県都交通
毎　週

秋田県秋田市寺内堂ノ沢１丁目７－
２１

38人 018-893-4660

2ページ中 2ページ

平成30年10月24日発行（平成30年10月23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

タクシー乗務員（日曜・
祝日勤務）

○タクシー乗務に関わる一切の業務（日曜・祝日勤務）
・街中でお客を乗せたり、営業所にて待機し、電話を受けてお
客様のところに向かう場合があります。
・業務終了時に日報作成し、現金と一緒に提出していただき
ます。
・業務終了時に社内の整理、清掃、汚れの状況により洗車も
あります。



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 2,200円～2,200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～13時00分 就業場所

時給

2人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時00分～18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 (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～1,000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 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給

9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) 5時00分～ 8時00分 就業場所

時給

4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)16時00分～21時00分 就業場所

時給

4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 18歳以上 (1)22時00分～ 5時45分 就業場所

時給

18人 790円～790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～15時15分 就業場所
(2) 9時30分～16時15分

時給

8人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

560人 018-823-0911

不問
756人 秋田県秋田市

平成30年12月18日～
平成30年12月31日 労災

05010-20662481

平成30年12月18日～
平成31年1月4日 労災

05010-20661581

年賀ハガキ（区分機）
【日勤／１２月３１日ま
で】

○年賀ハガキの区分作業を担当していただきます。
・区分機への供給及び取出し作業

＊平成３０年１２月１８日から平成３０年１２月３１日まで
　の短期のお仕事です。

不問

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

毎　週
秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１

560人 018-823-0911

不問
756人 秋田県秋田市

756人 秋田県秋田市
平成30年11月22日～
平成31年1月1日 雇用・労災

05010-20659081

年賀ハガキ（区分・区分
機）　【日勤／１月４日ま
で】

○年賀ハガキの区分作業を担当していただきます。
・年賀ハガキの区分作業
・区分機への供給及び取出し作業

＊平成３０年１２月１８日から平成３１年１月４日までの
　短期のお仕事です。

不問

他 日本郵便　株式会社　秋田中央郵便
局

郵便内務（ゆうパック）
深夜
≪短期≫

○郵便内務業務を担当していただきます。

［主な仕事内容］
・お歳暮（ゆうパック）等の仕分け作業
・その他、付随する業務

＊平成３０年１１月２２日～平成３１年１月１日までの短期の
お仕事です。

不問

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

560人 018-823-0911

不問

560人 018-823-0911

不問
756人 秋田県秋田市

平成30年11月22日～
平成30年12月31日 雇用・労災

05010-20658181

平成30年11月22日～
平成30年12月31日 雇用・労災

05010-20657281

郵便内務（ゆうパック）
夜勤
≪短期≫

○郵便内務業務を担当していただきます。

［主な仕事内容］
・お歳暮（ゆうパック）等の仕分け作業
・その他、付随する業務

＊平成３０年１１月２２日～平成３０年１２月３１日までの短期
のお仕事です。

不問

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

毎　週
秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１

560人 018-823-0911

不問
756人 秋田県秋田市

26人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-20618681

郵便内務（ゆうパック）
早朝
≪短期≫

○郵便内務業務を担当していただきます。

［主な仕事内容］
・お歳暮（ゆうパック）等の仕分け作業
・その他、付随する業務

＊平成３０年１１月２２日～平成３０年１２月３１日までの短期
のお仕事です。

不問

他 日本郵便　株式会社　秋田中央郵便
局

営業事務

○営業事務業務を担当していただきます。
（主な仕事内容）
・振替伝票の作成、帳簿への記入（仕入、売上等）
・現金管理、諸支払など
・銀行用務
（自家用車使用の場合有、距離に応じて手当支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 三光テクノ　株式会社
毎　週

秋田県秋田市高陽青柳町１－５６

8人 018-823-3111

不問

5人 018-852-3355

パソコン操作（文字
入力）
スマートフォンの一
般的な操作

10人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20642381

労災
05010-20645581

事務・販売スタッフ

・電話受付（灯油配達やストーブ修理などの申込みのお客様
の電話）
・事務作業（お客様情報の登録や管理、請求書発送業務な
ど）
・ご来店されるお客様への灯油販売や接客
・パソコン文字入力、スマートフォン操作あり
・灯油販売（営業所内）

不問

日他 有限会社　ワタナベ燃料
毎　週

秋田県南秋田郡五城目町高崎字里
下８０－４

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央６丁目１０
番１０号

24人 018-845-0422

不問
51人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20610581

事務員（水・土）

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


＊水曜と土曜の２日間、土曜日は午前のみ

不問

月火木金日祝 株式会社　サンシーアイ

保育士または保育助手
（日中パート）

○当施設における保育業務を担当していただきます。
・０～２歳児までの乳幼児の保育
・園内行事やイベント等の企画、準備
（園内の飾り付け等、皆で協力しながら実施します）

＊１８人を６人で保育しています
＊外での行事の際の付添あり



不問

他 有限会社　大町子供の家
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目７－３８

14人 018-823-4859

不問

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20636581

薬剤師免許
普通自動車免許

日祝他 株式会社　ピー・アンド・エス
な　し

秋田県秋田市仁井田新田１丁目１－
４０

4人 018-874-7670

平成30年10月25日発行（平成30年10月24日受付分)　Ｎｏ．１

3ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

薬剤師（オレンジ薬局）
パート

○保険薬局における調剤業務全般

○在宅業務


＊外出時、自家用車を使用します。


℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

3人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

日雇 18歳以上 (1)21時00分～ 8時00分 就業場所

時給

7人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1)17時00分～21時00分 就業場所

時給

6人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時00分～14時45分 就業場所

時給

22人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

日雇 18歳以上 (1)21時00分～ 8時00分 就業場所

時給

28人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1)14時15分～21時00分 就業場所
(2)16時00分～22時00分

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時45分～13時15分 就業場所
(2) 9時45分～19時15分

時給

1人 850円～850円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時40分～18時40分 就業場所
(2)11時10分～20時10分

時給

1人 770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 就業場所

時給

1人 762円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～11時00分 就業場所
(2)16時00分～19時30分

時給

5人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所
(2)12時00分～17時00分
(3)18時00分～23時45分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～15時00分 就業場所725人 秋田県秋田市
平成30年11月1日～

雇用・労災
05010-20638781

客室メンテナンス（ユー
スパル）

○宿泊研修施設のベッドメーク業務全般に従事していただき
ます。

＊１室１人での作業になります。
＊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

10人 018-823-1251

不問

71人 018-884-3901

不問
22,000人 秋田県秋田市

労災
05010-20650381

6ヶ月
雇用・労災

05010-20655781

フロア・キッチンスタッフ

○はま寿司秋田広面店においてフロア業務またはキッチン
　業務いずれかを行っていただきます。
・フロア業務
　接客、ご案内、会計、レジ、片付け、料理提供など
・キッチン業務
　仕込み、寿司製造、片付けなど
＊ユニフォーム貸与します。
※勤務日については土日両方もしくはどちらか勤務できる方
　を希望します。

不問

他 はま寿司　秋田広面店
毎　週

秋田県秋田市広面字鍋沼２－１

その他
秋田県秋田市新屋大川町１８－７

5人 018-828-1850

不問
175人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010-20654481

給食スタッフ「ほのか」

【業務内容】
・食事の盛り付け
・食器の洗浄（洗浄機を使用します）
・簡単な調理補助
・その他、付随する業務

＊朝・昼・夕食それぞれ５０食分をスタッフ２～３名で
　シフト制
＊制服貸与いたします。

不問

他 株式会社　フォーエバー

調理（秋田魁新報社）
午後勤務

○「秋田魁新報社・社員食堂」での調理業務です。
・調理、配膳、後片付け等
・簡単な在庫管理を担当していただくこともあります。

＊１日３．５Ｈ程度の勤務です。
＊月曜～土曜の間の４日程度の勤務です。
＊盛り皿、弁当等の注文があった場合は時間外勤務をお願
いすることがあります。
＊年度毎の契約更新。

不問

日祝他 株式会社　食生活科学研究所
毎　週

秋田県秋田市飯島美砂町１０－４

4人 018-853-1539

不問

1人 018-838-0350

接客経験
3人 秋田県秋田市

平成30年12月1日～平
成31年1月31日 労災

05010-20643681

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20603481

接客・販売

○レディースファッションの接客・販売

＊勤務時の洋服は自由です。
（洋服の支給や購入はありません）


不問

他 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

毎　週
秋田県秋田市外旭川字小谷地８

16人 018-869-7061

不問
20,250人 秋田県秋田市

756人 秋田県秋田市
平成30年12月18日～
平成31年1月4日 労災

05010-20667081

ファッション衣料販売ス
タッフ

○店内において衣料品等の販売業務に従事していただきま
す
・衣料品等の陳列、販売接客、チェッカー、商品整理
・その他、付随する業務
＊勤務は
　就業時間（１）を週のうち２日
　就業時間（２）を週のうち３日
　（１）と（２）をあわせて週５日の勤務です。
＊未経験者でも、教育しますので安心して働けます。

不問

他 株式会社　しまむら　ファッションセン
タ－しまむら　外旭川店

年賀ハガキ（区分・区分
機）
【夜勤】

○年賀ハガキの区分作業「夜勤」を担当していただきます。
・年賀ハガキの区分作業
・区分機への供給及び取出し作業

＊平成３０年１２月１８日から平成３１年１月４日までの
　短期のお仕事です。

不問

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

560人 018-823-0911

不問

560人 018-823-0911

不問
756人 秋田県秋田市

平成30年12月18日～
平成31年1月4日 労災

05010-20666181

平成30年12月18日～
平成31年1月3日 労災

05010-20665281

年賀ハガキ（区分・区分
機）
【深夜勤】

○年賀ハガキの区分作業「深夜勤」を担当していただきま
　す。
・年賀ハガキの区分作業
・区分機への供給及び取出し作業

＊平成３０年１２月１８日から平成３１年１月４日までの
　短期のお仕事です。

不問

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

毎　週
秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１

560人 018-823-0911

不問
756人 秋田県秋田市

756人 秋田県秋田市
平成30年12月18日～
平成30年12月31日 労災

05010-20664881

年賀ハガキ区分（ＶＣ）
【日勤】

○年賀ハガキの区分作業を担当していただきます。
・郵便専用端末を使用しての郵便番号の入力作業　等

＊平成３０年１２月１８日から平成３１年１月３日までの
　短期のお仕事です。

不問

他 日本郵便　株式会社　秋田中央郵便
局

年賀ハガキ区分（ＶＣ）
【夜勤】

○年賀ハガキの区分作業「夜勤」を担当していただきます。
・郵便専用端末を使用しての郵便番号の入力作業　等

＊平成３０年１２月１８日から平成３０年１２月３１日までの短
期のお仕事です。

不問

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

560人 018-823-0911

不問

不問
756人 秋田県秋田市

平成30年12月18日～
平成31年1月3日 労災

05010-20663781

不問

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

560人 018-823-0911

3ページ中 2ページ

平成30年10月25日発行（平成30年10月24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

年賀ハガキ区分（ＶＣ）
【深夜勤】

○年賀ハガキの区分作業「深夜勤」を担当していただきま
　す。
・郵便専用端末を使用しての郵便番号の入力作業　等

＊平成３０年１２月１８日から平成３１年１月３日までの
　短期のお仕事です。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（時給換算）

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)17時00分～ 9時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30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～11時30分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時30分～20時30分 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 4時30分～10時00分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1)10時00分～14時00分 就業場所

時給

2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) 9時30分～14時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

60人 秋田県秋田市

労災
05010-20627981

フロア係

○ホールでの接客、配膳、片付け等

○甘味処「むげん茶房」での調理、接客、配膳片付け等

【週３日～４日の勤務】

不問

他 株式会社　無限堂
毎　週

秋田県秋田市泉東町８－５５

15人 018-868-3371

不問

1人 018-862-3251

不問
476人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20620781

雇用・労災
05010-20604781

ホールおよび食券販売
業務（秋田銀行事務セ
ンター食堂）

○７階にある社員食堂でつぎの業務に従事していただきま
す。
・お茶やカップ、調味料などのテーブルへのセッティング
・テーブル拭きなどの簡単な準備や後片付け
・食券の現金販売と閉店後の売上代金の締上げ　など

＊１人体制で１０時～１４時までの４時間のお仕事です。
＊明朗闊達な対応と禁煙に対応出来る方を希望します。

不問

土日祝 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズ毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

毎　週
秋田県秋田市大町４丁目３－２２

30人 018-888-3333

不問
30人 秋田県秋田市

44,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
03010-26110281

洗い場・調理補助

○アルバートホテル内厨房での作業をお願いします。
・調理器具、食器等の洗い物および片付け、整理
・調理場の清掃
・盛り付け等、簡単な調理補助
・その他付随する業務

＊朝方からの勤務、立ち仕事になります。

不問

他 株式会社　アルバートホテル

洗浄員（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと、洗浄業務及び
その他の付随する業務を行っていただきます。

＊入院患者数：１８０名程度

＊雇用について
　１年毎の契約更新あり
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

21人 019-629-2384

不問

105人 018-862-2611

不問
1,000人 秋田県潟上市

6ヶ月
雇用・労災

05010-20632081

平成30年11月1日～
労災

05010-20637481

菓子・衣料部門（追分
店）

○菓子または衣料部門において商品の陳列、補充、検品、発
注等に従事していただきます。

＊土・日・祝日勤務可能な方（面接の際応相談）
＊１日４時間からの勤務可

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

毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

10人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

59人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-20608081

清掃スタッフ（ユースパ
ル）

○ユースパル館内の日常清掃全般を担当していただきます。
・宿泊研修施設の共用部、専用部、トイレ、廊下、階段等の日
常清掃全般
・モップ、ほうき、機械清掃など
・その他付随する業務

＊制服貸与します。


不問

他 株式会社　友愛ビルサービス

食材宅配業務及び付
随事務業務（６．５ｈ）

・ＪＡふれあい食材を加入者宅へ配送及び付随事務業務
・パンフレット等による加入推進（新規顧客開拓）等の業務も
あります。
・販売代金の集金及びチェック。
・配達エリア等：秋田市内、軽冷凍車（ＭＴ）使用

＊６ヶ月毎の契約更新



普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ＪＡ新あきたライフサービ
スな　し
秋田県秋田市広面字土手下１０８番
地１

3人 018-834-8371

不問

不問
95人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20602581

不問

他 株式会社　こすもす秋田
その他

秋田県秋田市寺内字三千刈２３８－
１

9人 018-866-8666

平成30年10月25日発行（平成30年10月24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

夜間ホール管理業務

○夜間におけるお客様からの対応及びホール内の巡回業務
を担当していただきます。

＊仮眠も可能です。
＊実作業時間数は、２時間程度です。


℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



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

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　
　１．　１０月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　２．　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！！
　３．　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】
　４．　１０月３０日　㈱そごう・西武　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
　５．　１０月３１日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　６．　１１月　１日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　７．　１１月　２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．　１１月　５日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　９．　１１月　６日　㈱そごう・西武　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
１０．　１１月　７日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
１１．　１１月　８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
１２．　１１月　９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】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 922円～922円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～14時45分 就業場所
(2)10時00分～16時45分

時給

1人 3,000円～3,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)15時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16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00分～12時00分 就業場所

日給（時間額換算）

1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) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

5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)13時00分～21時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

時給

1人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)13時00分～21時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～18時00分

時給

3人 1,100円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所

45人 018-887-7222

不問
128人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-20697881

雇用・労災
05010-20722381

介護職員（特別養護老
人ホーム飯島）

○ユニット型の特別養護老人ホームです。
・定員は８０名で、１ユニット１０名の対応になります。

・高齢者、認知症高齢者の介護業務を行っていただきます。
・入浴介助（１日１０名前後の対応）が中心です。

不問

他 社会福祉法人　友遊会
毎　週

秋田県秋田市飯島道東１丁目５－１

毎　週
秋田県秋田市寺内蛭根３丁目４－８

4人 018-874-8062

不問
12人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市
～平成31年5月31日

労災
05010-20721081

グッズ販売管理、企画
制作

○秋田県内で行われるプロスポーツチームの試合会場・各種
イベント会場において、グッズなどの物品販売、イベント制作
に関する業務を担当していただきます。
・１日４名程度での勤務となります。
＊金、土、日、月の勤務となります。　＊試合は土曜日、日曜
日のみ　＊移動は社有車使用
＊就業時間：（１）土曜日、（２）日曜日、（３）金・月曜日の勤務
です
※フルタイム勤務についても、相談に応じます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ストック　秋田支店

物品販売（試合会場）・
イベントスタッフ

○秋田県内で行われるプロスポーツチームの試合会場・各種
イベント会場において、グッズなどの物品販売、イベントの手
伝いを担当していただきます。
・１日４名程度での勤務となります。

＊試合は土曜日、日曜日のみ

＊就業時間：（１）土曜日、（２）日曜日の勤務です。
　　　　　※試合開始時間により変動する場合があります。

不問

他 株式会社　ストック　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市寺内蛭根３丁目４－８

4人 018-874-8062

不問

20人 018-874-7547

パソコン操作（エク
セル・ワード）

40人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20679581

雇用・労災
05010-20671781

営業事務（パート）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・受発注・食品の発送・配送（社用車あり）
・電話対応
・経験や意欲によっては、企画発案や食材提案など既存業務
への参加もあります。

※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

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 ノリット・ジャポン　株式会社
毎　週

秋田県秋田市大町３丁目５－８
ウィング・グラン４Ｆ

毎　週
秋田県秋田市山王六丁目１－２６

2人 018-863-6467

パソコン操作（ワー
ド・エクセル入力程
度）

2人 秋田県秋田市

768人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-20687581

一般事務

○官公庁へ提出する書類の作成をしていただきます。
・主に建設業関係、車庫証明の申請等
・パソコンはワード、エクセル、専用ソフトを使用
・来客応対、電話応対
・各種書類のお届け（お届け先は官公庁、建設業・カーディー
ラー等の事業所様）もあります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 行政書士金子事務所

受付案内スタッフ（パー
ト職員）

○総務課に所属し、正面玄関での案内業務に従事していた
だきます。
【主な業務内容】
　・正面玄関で、来院された方に対し、受付等への案内。
　・歩行の不自由な方や、車イスの方への介助。　
　・お困りの方への声掛け。

不問

土日祝他 地方独立行政法人　市立秋田総合
病院毎　週
秋田県秋田市川元松丘町４－３０

768人 018-823-4171

不問

1人 018-827-7075

パソコン（ワード・エ
クセル）のできる方

1人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-20695481

労災
05010-20717481

一般事務

・パソコン入力（文書作成・データ入力）
・電話応対
・書類整理
・経理事務
・その他付随する業務

不問

水土日祝 公益社団法人全日本不動産協会秋
田県本部毎　週
秋田県秋田市山王５丁目９番１１号
山王ガーデンビル１Ｆ－Ｂ

毎　週
秋田県秋田市御所野下堤１丁目２１
－１１

3人 018-839-8478

不問
3人 秋田県秋田市

1,000人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
27020-71386081

学習塾採点助手

・学習済みプリント採点
・ポスティング　他

＊月・木曜日のみの勤務

＊就業時間は相談に応じます
（就業時間が短い場合もあります）

不問

火水金土日祝 公文式　御所野教室

（請）カウンセリング業
務（秋田市）

１．対面カウンセリング

臨床心理士、産業
カウンセラー

土日祝 株式会社　キャリアバンク　大阪支店
毎　週

大阪市北区梅田１－３－１　大阪駅
前第１ビル４階

0人 06-6341-7020

カウンセリング

不問
260人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20718781

保育士資格

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

13人 018-882-3056

平成30年10月26日発行（平成30年10月25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

保育士　「川添保育所」
（６Ｈパート）

・乳幼児（０～６歳）の保育業務
・保育業務の他、清掃や雑務もあります

＊就業時間　　８：００～１４：４５
　　　　　　１０：００～１６：４５

＊契約更新：６か月毎の更新になります。

℡ 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

時給

3人 1,100円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 800円～950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30分 就業場所
(2)16時00分～20時00分

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～18時00分 就業場所
(2) 8時45分～12時45分

時給

2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

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) 9時30分～15時00分 就業場所
(2)11時00分～15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) 9時00分～14時30分 就業場所

時給

3人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時30分 就業場所

時給

5人 1,090円～1,090円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～11時30分 就業場所

時給

5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 18歳以上 (1) 5時30分～11時30分 就業場所
(2)16時00分～22時00分
(3)16時00分～23時00分

時給

5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 18歳以上 (1)16時00分～22時00分 就業場所
(2)16時00分～23時00分

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～16時00分 就業場所600人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010-20712081

清掃員（のりこ皮ふ科）

○「のりこ皮ふ科」内での日常清掃業務を担当していただきま
す。
・男女トイレ清掃
・通路・床等の清掃（拭き、掃き等）

＊勤務は週３日、月曜、火曜、木曜です。

＊勤務開始日は相談に応じます。

＊年度毎の契約更新あります。

不問

水金土日祝 厚生ビル管理　株式会社
毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

1人 018-823-4061

不問

130人 018-823-8177

不問
168人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20726481

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20725581

タクシー乗務員（パー
ト）
　【夕方型】

○タクシー乗務員として従事していただきます。
・配車予約ほか、各種乗合タクシーのお客様の送迎や受託先
車両の運転及補助業務

＊営業エリアは秋田市内中心
＊研修は２週間から１ヶ月程度受けて頂きます。
＊試用期間：１ヶ月（同条件）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
二種免許所有者尚
可

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

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

168人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-20724981

タクシー乗務員（パー
ト）
　【混合型】

○タクシー乗務員として従事していただきます。
・配車予約ほか、各種乗合タクシーのお客様の送迎や受託先
車両の運転及補助業務

＊営業エリアは秋田市内中心
＊研修は２週間から１ヶ月程度受けて頂きます。
＊試用期間：１ヶ月（同条件）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
二種免許所有者尚
可

他 キングタクシー　株式会社

タクシー乗務員（パー
ト）
　【早朝型】

○タクシー乗務員として従事していただきます。
・配車予約ほか、各種乗合タクシーのお客様の送迎や受託先
車両の運転及補助業務

＊営業エリアは秋田市内中心
＊研修は２週間から１ヶ月程度受けて頂きます。
＊試用期間：１ヶ月（同条件）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
二種免許所有者尚
可

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

運転歴３年以上

110人 018-888-9970

不問
8,500人 秋田県秋田市

～平成30年12月28日
雇用・労災

05010-20677681

6ヶ月
雇用・労災

05010-20675081

冷凍食品の調理
（９：００～１４：３０）

・冷凍食品製造における調理作業全般（肉魚、野菜の下ごし
らえ、揚物）
・その他付随する業務

＊立作業となります。
＊作業服は貸与します。
＊冷凍庫内での作業ではありません。

不問

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

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

不問
8,500人 秋田県秋田市

44人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20705381

冷凍食品製造作業（９：
００～１４：３０）

・冷凍食品製造における調理作業全般（肉魚、野菜の下ごし
らえ、揚物）
・その他付随する業務

＊冷凍庫内での作業ではありません。
＊立作業となります。
＊作業服は貸与します。

※６ケ月毎の更新の可能性あり

不問

土日他 株式会社エフ・リンク・コーポレーショ
ン　秋田工場

調理（市立秋田総合病
院食堂）

○「市立秋田総合病院」の食堂及び厨房内作業全般のお仕
事　です。
・調理、盛り付け　他

＊調理方法や業務等は基礎から指導いたします。

＊長期勤務できる方希望します。

＊未経験者歓迎します。

不問

土日祝 有限会社　桃山
毎　週

秋田県秋田市中通６丁目１５－１８

9人 018-831-3838

不問

8人 018-878-7714

不問
8人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010-20691381

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20703181

接客及び調理補助
調理

○道の駅「天王」内の「そば屋八兵衛」での給仕業務
・簡単な調理、盛り付け、皿洗い
・そばあげ、天ぷらあげ等の厨房業務
・その他、付随する業務

＊スピーディーな対応が求められます。

不問

他 グリーンハウス小泉潟
その他

潟上市天王字蒲沼１３９－１０

な　し
秋田県秋田市中通６丁目１－２４

10人 018-834-1441

不問
10人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20669681

看護助手（整形外科診
療所）

○整形外科診療所における看護助手業務等に従事していた
だ　きます。
・患者様の誘導
・レントゲン撮影補助
・リハビリ機器の装着と操作
・簡単なＰＣ操作
・その他看護師の補助業務全般

不問

日祝他 三浦整形外科医院

介護職員（パート）

○サービス付高齢者賃貸住宅に併設の定期巡回
　随時対応訪問介護看護事業所

・主にサ高住の方への訪問
・今後は近隣へも予定
・入浴、排泄、食事介助、見守り　　等

＊個々に合わせてご指導いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護職員初任者研
修以上

他 企業組合　秋田福祉サービス　ふき
のとう金足毎　週
秋田県秋田市金足小泉字潟向８６－
１

25人 018-827-5619

不問

不問
502人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-20701881

不問

他 医療法人　久幸会
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

53人 018-873-5188

3ページ中 2ページ

平成30年10月26日発行（平成30年10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

介護職員（ニコニコ苑）

＊入所定員１００名の介護老人保健施設です。

○高齢者、認知症高齢者の介護業務を行って頂きます。
・食事介助、入浴介助、排泄介助等の介護業務全般
・リネン交換等の環境整備


＊年度末での契約更新制



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 950円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～10時00分 就業場所

時給

2人 762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)12時00分～16時00分 就業場所

時給

3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 18歳以上 (1)22時00分～ 5時00分 就業場所
(2) 0時00分～ 5時00分
(3) 0時00分～ 6時00分

時給

2人 1,000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～16時00分 就業場所

8人 018-867-0216

不問
10人 秋田県秋田市

労災
05010-20692681

雇用・労災
05010-20719881

工場内作業員（９時～１
６時）

○工場内の軽作業全般をおこないます
・布団の洗浄、運搬
・商品を梱包し返送の手配をします（伝票記入有）
・その他工場内雑務等

＊上着（ジャンパー）貸与します。マスクは支給します

不問

土日祝他 株式会社　品川商事　秋田店
毎　週

秋田県秋田市川尻若葉町５－１０

毎　週
秋田県秋田市土崎港相染町西山根
１－１

40人 018-880-5077

不問
262人 秋田県秋田市

61人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010-20696781

庫内作業員

○ドラックストア等に商品を納入するためのピッキング作業
（仕分け作業）に従事していただきます。
・食品（乳製品、めん類等）の仕分け作業
・庫内作業
・その他付随する業務

※就業時間は応相談

不問

他 南貨物自動車　株式会社　秋田営業
所

仕分け作業

○惣菜等の商品仕分け業務に従事していただきます。

＊商品の積み下ろしは手作業となります。
＊工場と倉庫（作業室）の間は、車で移動します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 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

4人 018-868-0088

不問

不問
10人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05040- 5889081

不問

他 株式会社　ホットスタッフ秋田
その他

秋田県大仙市四ツ屋字上古道１８７
－１

10人 0187-62-0160

平成30年10月26日発行（平成30年10月25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

清掃作業員（ホーマック
広面店）

＊「ホーマック広面店」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。

℡ 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！！
　２．　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】
　３．　１０月３０日　㈱そごう・西武　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
　４．　１０月３１日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　５．　１１月　１日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　６．　１１月　２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．　１１月　５日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　８．　１１月　６日　㈱そごう・西武　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
　９．　１１月　７日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
１０．　１１月　８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
１１．　１１月　９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】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,200円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時30分～19時00分 就業場所

時給

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

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15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) 8時30分～13時00分 就業場所

時給

1人 970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 59歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所
(2)10時00分～16時00分

時給

3人 1,100円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 900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00分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～18時00分

時給

1人 945円～995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15分～12時30分 就業場所
(2)13時00分～17時15分

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

平成30年10月29日発行（平成30年10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

≪急募≫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。
・診療補助、歯垢・歯石の除去
・口腔衛生指導、訪問診療
・予防管理
・ホワイトニング
・その他付随する業務

＊お子さんの学校行事への参加など配慮します。
＊業務多忙につき増員のための募集です。

歯科衛生士免許

日祝他 すずの木歯科クリニック
毎　週

秋田県秋田市八橋大畑２丁目２一８

5人 018-865-8211

不問
5人 秋田県秋田市

労災
05010-20758981

歯科衛生士（パート）

○歯科衛生士業務全般を担当していただきます。
・受付業務
・レセプト処理
・歯科医師のアシスタント業務
・機械、器具の消毒
・その他、付随する業務


歯科衛生士免許

日祝他 もとまち歯科医院
毎　週

秋田県秋田市新屋元町５－３８

4人 018-888-8814

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20791481

宅急便の受付

○宅急便の受付作業に従事していただきます。
・お客様が持ち込まれた荷物の受付、発送対応
・レジ業務、端末への入力など
＊２～３名程度で作業します。
＊休日はご相談に応じます。
＊未経験者でも作業内容は教えます。
＊雇用期間：雇用開始日はご相談に応じます。
＊制服貸与します。
【６０歳以上の方の応募も歓迎します】

不問

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田飯島セ
ンターその他
秋田県秋田市飯島道東１－７－４７

40人 080-5068-0080

不問
130,676人 秋田県秋田市

平成30年11月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災

05010-20784781

事務員

・一般事務全般
・請求書、領収書、見積書作成
・帳簿関係作成
・銀行廻り（自家用車使用）
・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　Ｇステージ
毎　週

秋田県秋田市広面字大袋３９

3人 018-838-7495

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20772681

受付（ＡＭ～）

・歯科受付業務
・設備、器具の洗浄・消毒
・その他、付随する業務に従事していただきます。 不問

木日祝 はまなす歯科クリニック
毎　週

秋田県秋田市外旭川字前谷地４１－
１

5人 018-847-5888

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20771381

経理事務（秋田市）

＊営業所内で食品加工機械の販売に関する経理事務をお願
いします。

・売上、仕入帳票の作成（エクセル）
・会計帳簿作成　他
・電話対応、来客対応
・その他付随する業務

日商簿記３級以上

土日祝他 株式会社　田崎製作所
毎　週

東京都荒川区東尾久２－４８－１０

3人 03-3895-4301

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災
13110-25151381

ショップスタッフ

（洋服の青山）店舗での接客、販売業務
メンズ・レディススーツを中心にシャツ、ネクタイ、カジュアル、
小物類などを、お客様と会話しながら、提案、販売をしていた
だきます。

＊販売以外の業務として、
仕入れ、品出し、ディスプレイ、レジ、パソコンの簡単な操作な
ど、販売付帯業務があります。
＊土、日、祝、年末年始、勤務できる方歓迎します。

不問

他 青山商事　株式会社　「洋服の青山
秋田土崎店」毎　週
秋田県秋田市土崎港南２丁目４－２
９

3人 018-857-3341

不問
5,300人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-20739081

ガソリンスタンド販売

・冬期間の自動車タイヤ交換作業
・お客様の自宅、会社等への灯油配達（２ｔトラックＭＴ車）
・灯油代金の集金業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
危険物乙種第四類
または丙種

他 共和オイル　株式会社
その他

秋田県潟上市飯田川飯塚字中谷地
７０－２

4人 018-877-2668

不問
4人 秋田県潟上市

6ヶ月
雇用・労災

05010-20745281

介護職員（デイサービ
ス）

○「ファミリー園デイサービスセンター」においての利用者
　の介護業務を担当していただきます。
・秋田市内の利用者の送迎（付き添）
・入浴介助、食事介助
・レクリエーション活動ほか

＊年度毎の契約更新です。

介護職員初任者研
修修了者（ヘル
パー２級）

　

日他 社会福祉法人　蹊仁会
毎　週

秋田市桜１丁目４－２１

16人 018-887-3066

不問
65人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

05010-20789381

看護補助者（パートタイ
ム）

○入院患者の入浴介助業務を行っていただきます。
＊就業時間
（１）０８：３０～１３：００
（２）１３：００～１７：００
　どちらか選択可。


＊６ヶ月毎の契約更新あります。

不問

他 社会医療法人　明和会　中通リハビ
リテーション病院その他
秋田県秋田市中通６丁目１－５８

270人 018-833-1131

不問
1,830人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-20747081

℡ 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～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30分～13時00分 就業場所

時給

1人 800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 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

時給

1人 790円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時30分 就業場所

時給

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2)11時00分～19時30分

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～20時00分 就業場所

時給

1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) 5時30分～ 8時30分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 1,010円～1,010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～16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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 765円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)13時15分～19時30分 就業場所

3ページ中 2ページ

平成30年10月29日発行（平成30年10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

歯科助手（ＡＭ～）

・歯科診療補助
・設備、器具の洗浄・消毒
・その他、付随する業務に従事していただきます。

雇用・労災
05010-20770081

不問

木日祝 はまなす歯科クリニック
毎　週

秋田県秋田市外旭川字前谷地４１－
１

5人 018-847-5888

4人 018-888-8814

不問

不問
5人 秋田県秋田市

不問

他 有限会社　秋田温泉ホテル（秋田温
泉プラザ）

歯科助手

○歯科助手業務全般を担当していただきます。
・歯科医師のアシスタント業務
・機械、器具の消毒
・受付業務、レセプト処理
・その他、付随する業務


不問

日祝他 もとまち歯科医院
毎　週

秋田県秋田市新屋元町５－３８

不問
55人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20790581

浴室担当（パート）

○当館の温泉浴場における業務を担当していただきます。
・浴場や脱衣場の片付け、整頓や簡単な清掃
・その他、関連業務




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

その他
秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－３

55人 018-833-1919

12ヶ月
労災

05010-20746181

労災
05010-20782581

調理員（デイサービスさ
ふらんの家）

○福祉施設（デイサービス）において調理業務全般に従事し
て頂きます。
・調理、盛付、配膳、厨房内の清掃等


＊月～土まで稼働しており、１日約１８～２０食程度を１名で
提供しております。

不問

日他

10人 018-888-1333

不問

2人 018-888-1333

不問
12,000人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル

調理員（秋田県立医療
療育センター）

○調理全般、食事提供業務に従事していただきます。　　　
・下処理、仕込み、調理、盛り付け、洗浄全般
・その他付随する業務

＊就業時間についてはシフト制で（１）（２）の時間、勤務可能
な方（応相談）

不問

他 株式会社　メフォス　東北事業部秋
田支店毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバースビル６Ｆ

不問
450人 秋田県秋田市

12,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20750481

給食（洗浄）業務「しお
さい」

○施設内で、盛付、洗浄、お茶出しなどの給食業務を担当し
ます。

＊専属スタッフが丁寧にサポートしますので、安心して応募く
ださい。
＊勤務状況等を考慮し、１年毎の更新となります。
＊制服等は会社で用意します。（貸与）
働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

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

その他
秋田県秋田市中通１丁目３番５号

4人 018-834-1141

～平成31年3月31日
労災

05010-20785881

12ヶ月
労災

05010-20754181

調理員・朝食担当（社
員寮）

○社員寮における調理業務
・寮にて朝食の提供（１０人程度）

＊１日３時間勤務です。
＊月～金の勤務、土日はお休みです（祝日は勤務あり）

＊年度毎の更新予定あります。

不問

土日

51人 018-863-2111

不問

3人 018-832-0401

不問
530人 秋田県秋田市

大型自動車運転免
許（１種）

他 生活協同組合　コープあきた

調理師補助（大町ビル
５Ｆ）

○大町ビル５Ｆ厨房内での調理補助を行って頂きます。
・料理の下処理
・盛り付け、調理道具の片づけ
・食器の洗浄
・厨房内の掃除（月１回程度大掃除をします）
・その他、付随する業務

＊高齢者の方の応募も歓迎します！

不問

他 協働大町ビル　株式会社
毎　週

秋田県秋田市大町３丁目２－４４

不問
400人 秋田県秋田市

63人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20748381

バスドライバー

【主な仕事の内容】
・生協店舗（土崎店・茨島店）利用の組合員さんに乗降のお
手伝い・送迎及び車両管理　＊決められた時間・ルートを運
行
１日当たりの平均乗降場所は２０～３０か所（１日の平均走行
距離数　１００キロ）
＊組合員さんの乗降のお手伝いとして、親切丁寧な対応や、
元気で明るく仕事に取り組んでいただける事が求められます
※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

株式会社　粂川クリーニング工場
な　し

秋田県秋田市飯島道東１丁目８－１
４

毎　週
秋田県秋田市土崎港北６丁目１－３
０

400人 018-846-2515

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20775481

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20740981

ドライバー（パート）

○クリーニング品の集配業務に従事していただきます。

・工場と店舗間の集配業務

・集配業務（医療施設・飲食店他）

＊社用車、マニュアル車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝

毎　週
秋田市柳田字竹生１５１－４

21人 018-831-5999

不問

32人 018-846-2652

不問
53人 秋田県秋田市

21人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20777881

集配及びクリーニング
業務全般

○お得意様を回る集配業務
○クリーニング業務全般

＊集配業務がメインとなります。
　配達は秋田市内、社用車使用

＊２５キロ程度の荷物の運搬があります。
　体力に自信のある方を歓迎いたします！
＊６０歳以上の方の応募歓迎いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 クリーンライフ舎



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 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～13時30分 就業場所

時給

1人 830円～830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～15時00分 就業場所
(2) 9時30分～16時00分

時給

15人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～ 9時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分
(3)17時00分～20時00分

日給（時間額換算）

6人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1)17時00分～19時00分 就業場所

平成30年10月29日発行（平成30年10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

旅館客室掃除（パート）

・宿泊客室の片付け及び掃除
・その他、関連業務




不問

他 有限会社　秋田温泉ホテル（秋田温
泉プラザ）その他
秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－３

55人 018-833-1919

不問
55人 秋田県秋田市

労災
05010-20783481

ＪＲ車両清掃従事者

○ＪＲ車両基地内で主に新幹線こまち車両の清掃作業となり
ます。　・秋田新幹線こまち車内の清掃
＊１１人～１８人のチームでの作業となります（主に月～金
の仕事となります）
・事務所内の清掃作業全般　＊制服貸与します。
＊年度毎の契約更新制
＊高い技術を必要とする車両清掃ですが、見習い期間を約
１ヶ月とっておりますので、初めての方でもご安心くだ　　さ
い。（習熟状況で見習い期間を延長します）

不問

他 ＪＲ秋田鉄道サービス　株式会社
その他

秋田県秋田市東通仲町１２番１７号

130人 018-833-4529

不問
560人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-20780681

仕分作業（宅急便）年
末

○宅急便の仕分作業に従事していただきます。
・荷物の仕分作業
＊簡単な端末への入力あります。
＊１０名程度で作業します。
＊３０Ｋｇ程度の荷物もあります。
＊未経験者でも作業内容は教えます。
＊雇用期間：雇用開始日はご相談に応じます。
＊制服貸与します。
【６０歳以上の方の応募も歓迎します】

不問

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田飯島セ
ンターな　し
秋田県秋田市飯島道東１－７－４７

40人 080-5068-0080

不問
130,676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

05010-20786281

会場設営スタッフ／ア
ルバイト［秋田市］

呉服展示会場　設営作業

＊重量物の運搬あり、体力を使う仕事です。

＊Ｈ３０．１１．２０の一日のみの就労です。

不問

他 有限会社　トップスプラン
な　し

宮城県仙台市泉区市名坂字楢町２０
１－８

0人 022-372-5171

不問
18人 秋田県秋田市

～平成30年11月20日
労災

04010-71958181

℡ 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２９日　㈱和敬園「施設名：ショートステイ御所野の森」【介護職】
　２．　１０月３０日　㈱そごう・西武　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
　３．　１０月３１日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　４．　１１月　１日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　５．　１１月　２日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、介護員、看護師・准看護師、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　６．　１１月　５日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　７．　１１月　６日　㈱そごう・西武　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
　８．　１１月　７日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
　９．　１１月　８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
１０．　１１月　９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】
１１．　１１月１２日　㈱和敬園「施設名：ショートステイ御所野の森」【介護職】
１２．　１１月１３日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
１３．　１１月１４日　㈱プレステージ・インターナショナル【事故受付、家財保険受付、入力業務　他】

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．　１１月　６日　ヤマト運輸㈱秋田法人営業支店【荷受作業（イオンモール秋田　内）】

　

『会社説明会』のご案内


