
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)21時00分～ 6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) 9時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)19時30分～23時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～19時00分 就業場所

時給

1人 1,200円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)10時00分～14時00分

時給

3人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～13時00分 就業場所
(2) 9時30分～15時30分
(3)13時00分～18時00分

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)11時00分～20時00分

時給

3人 1,000円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 870円～870円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～14時45分 就業場所
(2) 8時30分～16時15分
(3)10時00分～17時45分

768人 018-823-4171

不問
768人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-20063681

労災
05010-20020681

パート看護補助者（病
棟勤務）≪三交替勤務
≫

○入院患者の身の回りのお世話（看護補助業務）を行って
　いただきます。
・患者の院内搬送（車いす介助）
・病棟の環境整備
・物品の管理、清掃など

※毎年４月の年度更新となります。



不問

他 地方独立行政法人　市立秋田総合
病院その他
秋田県秋田市川元松丘町４－３０

毎　週
秋田県秋田市東通観音前１－２

0人 018-874-9080

不問
22人 秋田県秋田市

50人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20069281

訪問介護員（パート）

○新規事業開設の為、訪問介護員募集
・利用者宅へ訪問し、生活介助を行います。
（入浴介助、食事介助、身の回り介助等）
・社用車使用
・その他付随する業務



ヘルパー２級以
上、介護職員初任
者研修修了者
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ケアハウス　Ｓｈｉｎ　ショー
トステイ東通

介護員（パート）

○小規模多機能なごみでの介護業務に従事していただきま
す
・食事、入浴、排泄、更衣の介助
・利用者の自宅への訪問介護業務（社用車使用）
・時季に応じたイベントの開催及び準備
・状況により買い物や調理補助など付随業務

＊早番、遅番、日勤のみ（夜勤なし）
＊土日出勤可能な方（隔週）

普通自動車（ＡＴ限定
可）
介護職員初任者研修
（ヘルパー２級）以上
尚可

他 有限会社　湯の里　小規模多機能型
居宅介護事業所　なごみ毎　週
秋田県秋田市仁井田字西潟敷１２７
－２

12人 018-892-7275

不問

5人 018-845-0440

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-19997781

労災
05010-19994981

ガソリンスタンド販売員

○ガソリンスタンドにおいて、お客様の車に給油する業務や
洗車等、ガソリンスタンドに関する一般業務に従事していただ
きます。

普通自動車免許
（ＡＴ車限定不可）

他 有限会社　久保田石油
その他

秋田県秋田市寺内後城２２－１８

毎　週
秋田県秋田市楢山太田町６－２９

1人 018-825-1247

不問
1人 秋田県秋田市

1,900人 秋田県秋田市

労災
13040-22757482

パン製造・販売

＊パンの製造・販売業務に従事していただきます。
・パンの製造補助業務
　仕込み・生地作り等
・店頭での接客業務
　パンの袋詰め・レジ業務等
・清掃や後片付け
・その他付随する業務
＊２名での作業となります。

不問

月土日他 むぎの香

ＣＯＡＣＨバック・洋服等
の販売／秋田西武

■お仕事内容■
・お客様へのコーチらしいサービスの提供
・各種コーチ商品の販売
・コーディネート提案


不問

他 コーチ・ジャパン　合同会社
毎　週

東京都港区六本木６－１０－１　六本
木ヒルズ森タワー１９階

20人 03-6894-2555

・アパレル業界での
接客販売経験者

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年11月5日～平
成30年12月31日 雇用・労災

05010-20040781

平成30年11月5日～平
成30年12月31日 雇用・労災

05010-20039981

鮮魚担当【秋田市】

○当社派遣先事業所において、次の業務に従事していただ
きます。
・鮮魚コーナーにてお魚をさばく作業
・パック詰め

不問

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

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

47人 秋田県秋田市
平成30年11月1日～平
成30年12月29日 雇用・労災

05010-20042281

シール貼り、閉店処理
【秋田市】

○当社派遣先事業所において、次の業務に従事していただ
きます。
・値引きシールを商品に貼る。
・冷蔵庫ケースを閉めたり、掃除などの閉店作業

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

事務（伝票作成）【本
社】

○商品発送に関わる送り状、伝票の作成を担当していただき
ます。
・基本的にパソコンに入力されていますが、足りない分は
　手書きで送り状を書いていただくこともあります。
・簡単なパソコン入力作業など。
・その他、付随する業務

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

37人 018-835-3673

不問

不問
25人 秋田県秋田市

労災
05010-20028081

不問

他 社会福祉法人　緑光福祉会　就労継
続支援Ｂ型　緑光苑毎　週
秋田県秋田市下北手宝川種ケ崎８１
番地１７

8人 018-889-7001

平成30年10月15日発行（平成30年10月12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

生活支援員（宿直）

○グループホーム（障害者）の宿直人
・夜間の見回り
・入浴、介護の必要なし


＊平成３０年１０月１日より採用予定です。

℡ 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。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分

時給

2人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所
(2)13時00分～20時00分

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 (1) 9時00分～14時15分 就業場所
(2)10時00分～14時50分

時給

5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) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)12時00分～17時00分
(3)17時00分～22時00分

時給

2人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 762円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～14時50分 就業場所
(2) 9時00分～14時50分

時給

2人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 762円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～14時50分 就業場所
(2) 9時00分～14時50分12ヶ月

雇用・労災
05010-20017881

毎　週
秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
２９

92人 018-862-5141

不問
92人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

労災
05010-20054681

洋服のマトメ作業

○洋服のまつり、糸くず取り、釘付け等のマトメ手作業
○洋服の部分縫い
・各作業は手縫いとなります。

＊経験がない方でも丁寧に指導しますので、安心してご応募
ください。

不問

日祝他 秋田ファイブワン工業　株式会社

裁断・縫製【急募】

○布団・生地の裁断・縫製に従事していただきます。

＊週２～４日程度の勤務

＊初めての方にも丁寧に指導いたします。

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

8人 018-867-0216

不問

92人 018-862-5141

不問
92人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-20019181

雇用・労災
05010-20073581

ファッションオペレー
ター

○高級ブランド品のメンズ・レディースのジャケット、コー
　ト等の縫製ミシン作業およびアイロン作業等を担当していただきま
す。
・その他手作業製品の検査ならびに付随する製造補助的作業など
・ミシン作業は工業用ミシン（ＪＵＫＩ製）使用。
※未経験者の方は、１～２ケ月程度の研修により、基礎が身につい
てから作業の流れに入っていただきます。
※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。

不問

日祝他 秋田ファイブワン工業　株式会社
毎　週

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
２９

毎　週
秋田市中通二丁目３－８　アトリオン
８Ｆ

25人 018-832-6789

不問
55人 秋田県秋田市

5,000人 秋田県秋田市
2ヶ月

労災
13040-23094582

製造業務

○秋田銘菓「金萬」東通工場でのお仕事です
・金萬の製造
・工場内の簡単な清掃や洗い物など

＊繁忙期（お盆・正月・連休等）には、勤務時間が延長に
　なる場合があります。

＊就業時間は相談に応じます。

不問

他 株式会社　金萬

接客・調理／秋田市

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務です。
●接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提供、食器の
片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛り付け、洗い物）
●清掃（店頭と店内を清潔に保つお掃除）
※難しい仕事内容ではありません。未経験の方も先輩スタッ
フにより丁寧な研修がありますので安心してご応募下さい。

不問

他 株式会社　北日本すき家
その他

東京都港区港南ニ丁目１８番１号　Ｊ
Ｒ品川イーストビル５階

20人 03-6833-5064

不問

6人 018-837-1544

不問
2,144人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-20080981

12ヶ月
雇用・労災

05010-20065581

調理員

○ＪＲ秋田支社社員食堂での調理
・洗浄、清掃、接客も含みます。
・予約状況により、夜間の対応をお願いすることがあります（２
０時頃まで）。
＊契約は年度ごとに更新
＊週３０時間未満の勤務となります
＊休憩時間：（１）は１５分、（２）は無し

不問

土日祝他 ＪＲ東日本東北総合サービス株式会
社秋田支店毎　週
秋田県秋田市中通４丁目５番６号
秋銀・明治安田ビル５階

毎　週
秋田県秋田市泉中央５丁目１－１６

43人 018-838-4500

不問
314人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市

労災
05010-20072981

調理員

○施設で調理を行っております。
・厨房内業務全般
・朝、昼、夕食の食材の仕込み、調理、盛付、片付け、洗浄等
全般（６名で調理）

＊調理員６名でショートステイお客様２８名分（３食）、デイ
サービスお客様２０～２５名分（昼食）を用意します。

＊勤務時間は相談に応じます。

不問

日他 株式会社　虹の街　やすらぎの郷

調理・接客（パート）

＊フードコート店舗にて、長崎ちゃんぽん・皿うどんの販売に
おける調理、接客を行っていただきます。
＜主に＞
・接客業務（注文受け、レジ操作、商品提供）
・長崎ちゃんぽん麺、皿うどん類の調理業務
・返却された食器洗い
・清掃業務（厨房内の床・機器類）
※簡単に調理し提供できるマニュアルに沿った教育制度があ
りますので、初心者でも安心です。

不問

他 アベニュー東北株式会社　秋田支部
その他

秋田県秋田市御所野地蔵田１－１－
１　イオンモール秋田３Ｆ

10人 018-853-5846

不問

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-19995581

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 有限会社　鈴木ファクトリー
毎　週

秋田県秋田市将軍野東２丁目８－１
６

10人 018-845-4019

2ページ中 2ページ

平成30年10月15日発行（平成30年10月12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

布団・ジュータンの梱包
作業・事務

○布団・ジュータンの梱包作業
・マットレスカバー脱着作業
・クリーニング後の布団・ジュータンの梱包作業
○事務業務
・来客の受付・電話応対・納品準備
・パソコンによる納品書作成
＊営業車使用（ＡＴ車）
＊年に数回程度、学校等の集配を依頼します。




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

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 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) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)13時00分～21時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所
(2) 8時00分～16時15分

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)11時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～17時00分 就業場所

時給

2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)12時00分～19時00分 就業場所

時給

2人 790円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)16時00分～20時00分 就業場所

180人 018-896-1133

不問
2,600人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-19944581

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-19943981

レジ担当　【新国道店】
（１６：００～２０：００）

○お客さまのお買いもの商品の会計、接客をします。
＊扱ったレジの売上集計
＊商品の傷み等のチェック
○サービスカウンターの作業をします。
＊電話応対、買い物券等の販売
＊お客さまからの依頼により包装作業
○初めての方でも研修指導いたしますので、ご安心下さい。
○日、祝祭日も勤務できる方を希望します。
○１年毎の契約更新です。

不問

他 株式会社　伊徳　新国道店
毎　週

秋田県秋田市高陽幸町１４番２７

毎　週
秋田県秋田市高陽幸町１４番２７

180人 018-896-1133

不問
2,600人 秋田県秋田市

2,600人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-19942681

レジ担当　【新国道店】
（１２：００～１９：００）

○お客さまのお買いもの商品の会計、接客をします。
＊扱ったレジの売上集計
＊商品の傷み等のチェック
○サービスカウンターの作業をします。
＊電話応対、買い物券等の販売
＊お客さまからの依頼により包装作業
○初めての方でも研修指導いたしますので、ご安心下さい。
○日、祝祭日も勤務できる方を希望します。
○１年毎の契約更新です。

不問

他 株式会社　伊徳　新国道店

レジ担当　【新国道店】
（１０：００～１７：００）

○お客さまのお買いもの商品の会計、接客をします。
＊扱ったレジの売上集計
＊商品の傷み等のチェック
○サービスカウンターの作業をします。
＊電話応対、買い物券等の販売
＊お客さまからの依頼により包装作業
○初めての方でも研修指導いたしますので、ご安心下さい。
○日、祝祭日も勤務できる方を希望します。
○１年毎の契約更新です。

不問

他 株式会社　伊徳　新国道店
毎　週

秋田県秋田市高陽幸町１４番２７

180人 018-896-1133

不問

180人 018-896-1133

不問
2,600人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-19941381

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-19940081

レジ担当　【新国道店】
（１１：００～１８：００）

○お客さまのお買いもの商品の会計・接客をします。
＊扱ったレジの売上集計
＊商品の傷み等のチェック
○サービスカウンターの作業をします。
＊電話応対、買い物券等の販売
＊お客さまからの依頼により包装作業
○初めての方でも研修指導いたしますので、ご安心下さい。
○日、祝祭日も勤務できる方を希望します。
○１年毎の契約更新です。

不問

他 株式会社　伊徳　新国道店
毎　週

秋田県秋田市高陽幸町１４番２７

毎　週
秋田県秋田市高陽幸町１４番２７

180人 018-896-1133

不問
2,600人 秋田県秋田市

2,750人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
06030- 9346481

レジ担当　【新国道店】
（９：００～１６：００）

○お客さまのお買いもの商品の会計、接客をします。
＊扱ったレジの売上集計
＊商品の傷み等のチェック
○サービスカウンターの作業をします。
＊電話応対、買い物券等の販売
＊お客さまからの依頼により包装作業
○初めての方でも研修指導いたしますので、ご安心下さい。
○日、祝祭日も勤務できる方を希望します。
○１年毎の契約更新です。

不問

他 株式会社　伊徳　新国道店

受付（秋田泉店）
◎クリーニング店受付業務全般
・クリーニング品の受渡接客業務
・品物の点検確認
・店舗内ディスプレイ
・店内清掃及び整理整頓
・レジ操作等店舗管理
＊雇用期間は以下の１年毎の契約更新となります。
・１月２１日～翌年１月２０日
＊土日のみの勤務、遅番のみの勤務も可能です。

不問

他 ロイヤルネットワーク株式会社
その他

山形県酒田市浜田１丁目７－２０

2人 0234-21-1888

不問

7人 018-864-7111

基本的なエクセル
操作ができる方

7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-19913781

雇用・労災
05010-19929581

事務

〇弊社は、仕事のやりがいや働きやすい作業のあり方、お互いを認
め合い、理解し合う良好な職場関係を追求します。
・生損保代理店総務～契約者様の期日管理を図り、事前にご案内を
し、ご要望に対応します。毎月のまとめを提出し、検討会を実施しま
す。
・全医経事務局業務～会員向けの定期的なメール配信・返信対応
（ＨＰ管理）や研修会業務（会場確保・講師との調整・告知・単位管理
など）、理事・監事への連絡調整業務、会費納入管理、経理と決算な
ど。
・建設業許可申請や車庫証明、医科新聞の校正業務等

不問

土日祝他 安心経営　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目７番２８号

その他
秋田県秋田市外旭川字待合８３－１

67人 018-868-6522

不問
237人 秋田県秋田市

150,000人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-19949181

一般事務

○一般事務業務全般をお願い致します。
・来客対応
・伝票整理
・受発注処理
・電卓での計算
・簡単なパソコン処理（Ｗｅｂ上での出荷登録：数字入力）
・ラベル発行
＊事務は６名体制です。
＊正社員登用制あります。

不問

水日他 株式会社　松紀　フレッシュセンター

事務

○お客様の荷物の受付等に係る作業に従事していただきま
す。
・来店したお客様からの荷物の受取、配達依頼の受付
・電話応対
＊土日勤務可能な方、就業時間（１）（２）両方勤務可能
　な方は優遇。
＊雇用期間：本人の勤務状況等により、３ケ月毎の更新
＊１１月～１２月短期アルバイトも可能です。応相談。

不問

他 ヤマト運輸株式会社　秋田中央支店
毎　週

秋田県秋田市寺内イサノ３０－１

77人 080-5068-0070

不問

ＳＮＳの運用・一眼
レフカメラでの撮影
が出来る方

13人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-19964281

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 有限会社　次元
毎　週

秋田県秋田市牛島東５－３－２６　マ
ルダイ２Ｆ

7人 018-893-4915
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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

子育て情報誌　取材・Ｓ
ＮＳ運用

〇子育て情報誌ママファミの取材及びＬＩＮＥやインスタグラム
などＳＮＳでの広報を担当していただきます。
・取材業務について：取材先は保育園・幼稚園・小学校の他
子育て関連のサービスを行う事業所。一眼レフカメラでの撮
影を行います。（業務には自家用車を使用する場合がありま
す。ガソリン代別途支給）
・ＳＮＳ運用業務について：ＬＩＮＥやインスタグラム、ブログで
の記事配信を行います。（使用するパソコンはマッキントッ
シュ）

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 790円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～21時00分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～14時30分 就業場所

時給

1人 780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)16時00分～20時00分 就業場所

時給

1人 770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) 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～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～20時00分 就業場所
(2) 8時00分～13時00分
(3)14時00分～19時00分

時給

6人 770円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～16時00分 就業場所

時給

2人 950円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所

時給

3人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1)10時00分～13時00分 就業場所
(2)18時00分～21時00分
(3)18時00分～22時30分

時給

1人 880円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～14時00分 就業場所2,600人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-19946781

ベーカリー部門　【新国
道店】（７：００～１４：０
０）

○スーパーマーケットのベーカリー部門で、手作りのパン
　作り、商品陳列、お会計、接客等を担当します。

＊初めての方でも研修指導いたしますのでご安心くだい。

＊１年毎の契約更新です。
＊土日祝は交代で休みとなります。

不問

他 株式会社　伊徳　新国道店
毎　週

秋田県秋田市高陽幸町１４番２７

180人 018-896-1133

不問

124人 018-825-5411

不問
10,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-19908181

労災
05011- 1372381

居酒屋「はなの夢」厨房
業務またはホール業務

○ホテル内居酒屋「はなの夢」での厨房業務またはホール業務を担
当していただきます。
【厨房】
・メニューに沿った調理、片付け、翌日仕込み、食器洗浄等
【ホール】
・お客様案内、オーダー受け
・料理運び、片付け等
＊常時３～５名体制での勤務です。
＊週３～６日程度の勤務になります（要相談）
　【社員登用制度あり】

不問

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

毎　週
秋田県潟上市飯田川飯塚字古開９０
番７

10人 018-853-7790

不問
6,000人 秋田県潟上市

4人 秋田県秋田市

労災
05010-19954781

ホールサービス及び調
理補助

○ホールでの接客、及び、調理補助全般の業務です。
・ホール接客全般（オーダー受け、レジ、会計など）
・簡単な調理、洗浄業務、店内清掃など

※土・日・祝日の休みについても相談に応じます。
※就業時間が２２時を超える場合は、１８歳以上の方の募集
となります（省令２号、深夜勤務の就業制限）。

不問

他 株式会社　幸楽苑　メルシティ潟上店

理容師（パート）

・お客様のカット、顔そり、シャンプー等
・カットなしでも申込できます
・ブランクのある方も申込できます
　　　　　　　　
　

※土曜日・日曜日・祝日の勤務となります。
　勤務時間は相談に応じます。

理容師免許

月火水木金他 ヘアークリニック明星
毎　週

秋田県秋田市東通２丁目１４－１

3人 018-836-5900

不問

64人 018-846-5731

不問
64人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災

05010-19936981

12ヶ月
労災

05010-19910981

セレモニーアドバイザー

○各種イベント時の会社ＰＲ及び、お客様宅を訪問して、も
　しもの時に備えレゼール「みどりの会」の会員システムを
　ご案内する業務です。（ノルマはなし）
＊「みどりの会」とは、１家族１万円の入会金で各種割引を受
けられる会員システムです。　　　　　　　　　　　　
＊未経験者の方でも応募可能です。
　入社後、丁寧に指導いたします。
＊社用車を使用します。（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 株式会社　ジェイエイ秋田葬祭セン
ター毎　週
秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
２８

毎　週
秋田県秋田市旭川南町８－３４

14人 018-833-2475

不問
14人 秋田県秋田市

11人 秋田県秋田市

労災
05010-19907281

ガソリンスタンド　スタッ
フ

・ガソリンスタンドでの給油サービス
・オイル交換、タイヤ交換、洗車作業
・チラシ配布などを行います。
・社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
乙４類危険物取扱
者（入社後でも可）

他 株式会社　小林商店

販売スタッフ

○ガソリンスタンドでの給油等販売業務に従事していただき
　ます。
・ガソリン、軽油、灯油等の販売、給油作業
・会計
・来客応対
・他付随業務

＊洗車や配達業務はありません。
＊車に詳しくない方でも丁寧に指導します。

不問

他 株式会社　秋田マルヘイ
その他

秋田県秋田市八橋新川向１６－３６

11人 018-862-7458

不問

18人 018-882-3113

不問
50人 秋田県潟上市

6ヶ月
雇用・労災

05010-19925081

12ヶ月
労災

05010-19939781

レジ係「たまごの樹　追
分店」

○「たまごの樹　追分店」におけるレジ及び販売業務をしてい
ただきます。
・接客、レジ業務
・商品品出し、値札貼り付け
・店内清掃
・その他付随する業務

＊制服貸与します。

不問

火他 有限会社　瀧田養鶏場
毎　週

秋田市河辺大張野字道の下７２番地

毎　週
秋田県秋田市高陽幸町１４番２７

180人 018-896-1133

不問
2,600人 秋田県秋田市

2,600人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-19938481

青果部門　【新国道店】
（１６：００～２０：００）

○スーパーマーケットの青果部門で、接客、袋詰め、パック詰
め、値付け、商品陳列、発注等の作業を行います。

＊初めての方でも研修指導いたしますのでご安心くだい。

＊１年毎の契約更新です。
　
＊土日祭日は交替での休みとなります。

不問

他 株式会社　伊徳　新国道店

精肉部門　【新国道店】
（７：３０～１４：３０）

○スーパーマーケットの精肉部門で、接客、食肉加工、パック
詰め、値付け、商品陳列、発注等の作業を行います。

＊初めての方でも研修指導いたしますのでご安心くだい。

＊１年毎の契約更新です。
　
＊土日祭日は交替での休みとなります。

不問

他 株式会社　伊徳　新国道店
毎　週

秋田県秋田市高陽幸町１４番２７

180人 018-896-1133

不問

不問
2,600人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-19945481

不問

他 株式会社　伊徳　新国道店
毎　週

秋田県秋田市高陽幸町１４番２７

180人 018-896-1133
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求人番号

レジ担当【新国道店】（１
７：００～２１：００）

○お客さまのお買いもの商品の会計、接客をします。
＊扱ったレジの売上集計
＊商品の傷み等のチェック
○サービスカウンターの作業をします。
＊電話応対、買い物券等の販売
＊お客さまからの依頼により包装作業
○初めての方でも研修指導いたしますので、ご安心下さい。
○日、祝祭日も勤務できる方を希望します。
○１年毎の契約更新です。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～12時30分 就業場所

時給

1人 780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)13時00分～20時00分 就業場所

時給

1人 780円～860円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～10時00分 就業場所

時給

2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)18時00分～22時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分

190人 018-832-0038

不問
1,600人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-19959381

12ヶ月
労災

05010-19937581

食器洗浄

○宴会場及びレストラン厨房内での食器洗浄業務に従事して
　いただきます。
・手洗い作業による洗浄下準備
・大型洗浄機による洗浄　等

＊６ヶ月毎の契約更新

＊エプロン支給


不問

他 日本ビューホテル株式会社　秋田
ビューホテルその他
秋田県秋田市中通２丁目６－１

毎　週
秋田県秋田市高陽幸町１４番２７

180人 018-896-1133

不問
2,600人 秋田県秋田市

2,600人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-19948281

惣菜部門　新国道店
（６：００～１０：００）

○スーパーマーケットの惣菜部門で、接客、弁当加工、パック
詰め、値付け、商品陳列、発注等の作業を行います。

＊初めての方でも研修指導いたしますのでご安心くだい。

＊１年毎の契約更新です。
＊土日祝は交代で休みとなります。

不問

他 株式会社　伊徳　新国道店

ベーカリー部門　【新国
道店】（１３：００～２０：０
０）

○スーパーマーケットのベーカリー部門で、手作りのパン
　作り、商品陳列、お会計、接客等を担当します。

＊初めての方でも研修指導いたしますのでご安心くだい。

＊１年毎の契約更新です。
＊土日祝は交代で休みとなります。

不問

他 株式会社　伊徳　新国道店
毎　週

秋田県秋田市高陽幸町１４番２７

180人 018-896-1133

不問

不問
2,600人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-19947881

不問

他 株式会社　伊徳　新国道店
毎　週

秋田県秋田市高陽幸町１４番２７

180人 018-896-1133

平成30年10月12日発行（平成30年10月11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

ベーカリー部門　【新国
道店】（８：３０～１２：３
０）

○スーパーマーケットのベーカリー部門で、手作りのパン作
り、商品陳列、お会計、接客等を担当します。

＊初めての方でも研修指導いたしますのでご安心くだい。

＊１年毎の契約更新です。
＊土日祝は交代で休みとなります。

℡ 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。



　　　　●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１２日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　２．　１０月１５日　㈱和敬園「施設名：ショートステイ御所野の森」【介護職】
　３．　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】
　４．　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】
　５．　１０月１８日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　６．　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！！
　７．　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】
　８．　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】
　９．　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】
１０．　１０月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
１１．　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！！

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 就業場所

時給

2人 900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) 7時30分～15時30分 就業場所
(2) 8時30分～16時30分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)11時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 820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
(2)13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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～11時30分 就業場所

時給

2人 762円～912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

3人 762円～912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 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) 8時00分～17時00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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

27人 018-877-7110

不問
354人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010-19868281

雇用・労災
05010-19833781

介護福祉士「グループ
ホームまめだすか」（９
時～１３時）

○福祉施設において介護業務に従事していただきます。
　＊業務内容
　・食事、入浴、排泄及び衣服の着替え等の生活介助全般。
　・その他、付随する業務

　【就業時間については応相談】
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
毎　週

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

秋田県秋田市山王沼田町２－４１

11人 018-883-1572

12人 秋田県秋田市

・社会福祉主事任
用資格又は介護支
援専門員（１年以上
の実務経験者）・介
護福祉士あれば尚
可
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

3,000人 秋田県秋田市
～平成30年12月31日

労災
05010-19858481

生活相談員兼介護職
員《急募》

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

＊生活相談員業務がメインになります。

介護支援専門員は１年以上の実務経験者

土日他 有限会社　ケアポート秋田
毎　週

手芸用品・雑貨の販
売、接客、商品管理

　○イオン秋田中央店２Ｆ「クラフトパーク」にて販売、
　　接客、商品管理に従事していただきます。
　
　　・接客販売
　　・商品陳列発注
　　・レジ
　　・見本の作成　など

　　＊６ヶ月毎の契約更新があります。

不問

他 藤久　株式会社　
（クラフトパークイオン秋田中央店）毎　週
秋田市楢山川口境５－１１　イオン秋
田中央店

8人 018-884-5409

不問

5人 018-884-5409

不問
3,000人 秋田県秋田市

～平成30年12月31日
雇用・労災

05010-19850881

12ヶ月
労災

05010-19882781

手芸用品・雑貨の販
売、接客、商品管理

　○フォンテ秋田店「クラフトパーク」にて販売、
　　接客、商品管理に従事していただきます。
　
　　・接客販売
　　・商品陳列発注
　　・レジ
　　・見本の作成　など

　　＊６ヶ月毎の契約更新があります。

不問

他 藤久　株式会社　
（クラフトパークイオン秋田中央店）毎　週
秋田市楢山川口境５－１１　イオン秋
田中央店

その他
秋田県秋田市川尻みよし町１８番１
号

140人 018-896-0077

不問
2,600人 秋田県秋田市

25人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-19853081

鮮魚部門

○鮮魚部門における業務全般です。
・商品陳列
・値付け
・パッケージ販売
・発注など
＊土、日、祝祭日も勤務できる方
＊初めての方でも研修指導致しますので、ご安心ください。
＊１年ごとの契約更新

不問

他 株式会社　伊徳　川尻店

事務

○冠婚葬祭関係の仕事です。
・事務室の電話対応
・簡単なパソコン入力
（パソコン操作の経験のない方は指導いたします）
・ホール内での葬儀施行の補助業務
・ホール内清掃補助
・発注
＊営業活動はありません。
＊就業場所の相談も可能です。

不問

他 オフィス　斉藤
その他

秋田県秋田市広面糠塚１０７－１

25人 018-884-7979

不問

20人 018-870-6200

パソコン操作（Ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌ等）経験３
年以上

20人 秋田県潟上市
平成30年11月1日～平
成30年12月27日 雇用・労災

05010-19836181

～平成31年4月30日
労災

05010-19828181

一般事務

【繁忙期間にお手伝いをしてくださる方を募集します。日々発
生する様々な雑務のサポートをお願いします。】
○商品出荷の為のデータ入力と伝票処理他
［主な仕事の内容］
・発送伝票の作成（データ入力含）
・配送用カタログの準備
・商品のシール貼り
・その他の事務処理、雑務等
＊１１月１日～１２月２７日までの短期間のお仕事です。

不問

土日祝他 有限会社　秋田味商
毎　週

秋田県潟上市天王字江川２１－２

毎　週
秋田県秋田市土崎港西３丁目７－２
９

8人 018-845-0181

不問
37人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-19880581

事務

○次のような事務作業に従事していただきます。
・会議資料、グラフの作成（エクセル・ワード使用）
・電話対応、来客対応
・売上伝票、入金伝票のパソコンへの入力。
・燃料油、潤滑油の受発注
・手書きによる配達伝票作成。

不問

土日祝他 大民石油販売　株式会社

職業指導員（清掃指
導）

○障害者職業指導に従事していただきます。

・清掃業務の手順を説明、指導しながら一緒に作業を行いま
す。
・清掃場所は市内２か所の老人施設です。
・シフト勤務で土・日・祝日の清掃もあります。
・その他に、箱折りや野菜の袋詰め作業なども一緒に行いま
す。
＊社用車使用（ＡＴ車使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 特定非営利活動法人　自立支援セン
ターほのぼの毎　週
秋田県秋田市大町２丁目５－１

11人 018-866-8880

不問

不問
12人 秋田県秋田市

労災
05010-19848981

看護師または准看
護師

土日他 合同会社　ケアライフゆり
毎　週

秋田県秋田市牛島東７丁目２９－１２

11人 018-853-6916

平成30年10月11日発行（平成30年10月10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

看護職員

○半日型デイサービスに来られる利用者様に対してバイタル
　チェック、看護職員としての業務に携わっていただき
　ます。

＊利用者定員１８名（午前１８名／午後１８名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


℡ 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 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 810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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)13時00分～17時30分
(3) 8時30分～13時00分

時給

1人 1,220円～1,490円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 770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) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

時給

1人 762円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

時給

1人 762円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～14時15分 就業場所

時給

5人 820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)12時00分～15時00分 就業場所
(2)17時00分～20時00分

時給

5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) 0時00分～ 9時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分
(3) 9時00分～18時00分

時給

3人 820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～13時00分 就業場所
(2) 9時00分～16時00分
(3)15時00分～20時00分

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～12時30分 就業場所

8人 秋田県秋田市

労災
05010-19822981

餅菓子の製造・スー
パーへの配達

・餅菓子の製造
・具体的に、大福、赤飯、切餅等
・出来上がった商品をスーパーへ配達（全１０店舗、１人３
店舗配達）
・配達は社用車かマイカーを使用します。マイカー使用の場
合には車両手当を支給。
＊「餅菓子の製造」または「スーパーへの配達」の、どちらか
のみの担当も可能です。
＊Ｗワークも可能です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

月他 宝川みさこ餅
毎　週

秋田県秋田市下北手宝川字潤ケ崎
１４７

8人 018-838-3014

不問

25人 018-884-7979

不問
25人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-19852181

2ヶ月
労災

13040-22026082

葬祭ホール係

○冠婚葬祭関係の仕事です。
・朝食出し係
・ご葬儀、お通夜、ご出棺、ご法事の案内
・電話応対

＊制服貸与します。
＊就業日数、就業時間は相談に応じます。
＊空いた時間、都合の良い時間を有効に活用しませんか。
＊ダブルワークも可能です。

不問

他 オフィス　斉藤
その他

秋田県秋田市広面糠塚１０７－１

その他
東京都港区港南ニ丁目１８番１号　Ｊ
Ｒ品川イーストビル５階

20人 03-6833-5064

不問
5,000人 秋田県秋田市

25人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-19851281

接客・調理／秋田市

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務です。
●接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提供、食器の
片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛り付け、洗い物）
●清掃（店頭と店内を清潔に保つお掃除）
※難しい仕事内容ではありません。未経験の方も先輩スタッ
フにより丁寧な研修がありますので安心してご応募下さい。

不問

他 株式会社　北日本すき家

配膳係（ホール）

○葬祭の会食においての配膳・ホール係に従事していただき
ます。
・料理、飲み物の運搬
・冷蔵庫への飲み物在庫補充
・ホール内掃除
・その他付随業務

＊制服は二部式の着物を支給します。着用がとても簡単で
す。

不問

他 オフィス　斉藤
毎　週

秋田県秋田市広面糠塚１０７－１

25人 018-884-7979

不問

34人 018-834-1141

不問
450人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-19874781

労災
05010-19856981

給食業務「市立秋田総
合病院」（仕込み）

○病院内で給食業務のうち仕込み作業を中心に担当してい
ただきます。

＊専属スタッフが丁寧にサポートしますので、未経験でも安
　心して応募ください。

＊契約更新は、勤務状況等を考慮し１年毎となります。
働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル
その他

秋田県秋田市中通１丁目３番５号

毎　週
秋田県潟上市天王字追分西２－３５

36人 018-873-3400

不問
36人 秋田県潟上市

10人 秋田県秋田市

労災
05010-19847681

調理員（パート）

○ショートステイ利用者様の食事調理（平均４０食）を担当し
ていただきます。（月１５日～１８日程度の勤務です）
・食器洗いあり

＊調理員４名で対応しています。

＊食材の注文・配膳は他の担当者が行っております。

＊６０歳以上の方も歓迎

不問

他 株式会社　なりた　ショートステイ　お
いわけ

アイリスト

【主な仕事の内容】
・まつ毛エクステ、まつ毛カール、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
（予定者可）
（管理美容師免許
取得者優遇）

日祝他 有限会社　ＦＲＥＥ
毎　週

秋田県秋田市南通築地３番地１１

6人 018-836-4003

不問

5人 018-839-7001

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-19875881

3ヶ月
労災

04010-68433881

歯科助手

・受付業務（電話受付、予約確認）
・診療の補助
・その他雑務（院内の掃除、除雪、器具洗い等）

＊制服、院内靴貸与します。
＊１日の来院患者数は１２名程度です。

不問

日祝他 医療法人　熊谷歯科医院
その他

秋田県秋田市仁井田字中新田５０９

その他
宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８
－２

38人 022-348-2273

不問
18,800人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-19878081

訪問介護員（ホームヘ
ルパー）［秋田川尻営
業所／秋田市］

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

＊初回契約後は１年毎の契約となります。


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

他 株式会社　ツクイ　東北圏

デイサービス介護員

○デイサービス利用者に対し、入浴・食事・排泄等の介助、そ
の他センター内での生活全般について介助を行います。
・デイサービス終了後の清掃、洗濯等
・デイサービス利用者の送迎
（ＡＴ車使用／軽自動車、ヴィッツ）
＊利用者は１０名未満です。
＊未経験者は、マンツーマンで指導します。
＊雇用期間：勤務状況等により１年毎の更新あり。
＊正社員登用制度あり。

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

27人 018-877-7110

5人 018-881-3215

不問
354人 秋田県潟上市

・ヘルパー２級、介
護職員初任者研修
以上（必須）
・介護福祉士、社会
福祉主事任用資格
あれば尚可
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

介護福祉士「グループ
ホームまめだすか」（１
４時～１７時）

○福祉施設において介護業務に従事していただきます。
　＊業務内容
　・食事、入浴、排泄及び衣服の着替え等の生活介助全般。
　・その他、付随する業務

　【就業時間については応相談】

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 雇用・労災

05010-19871981

介護福祉士

他 医療法人　正和会
毎　週

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

平成30年10月11日発行（平成30年10月10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

その他
新潟市中央区山二ツ５７６番地１１号

1人 025-287-1251

不問

2ページ中 2ページ

269人 秋田県秋田市
～平成31年2月28日

労災
15010-39432781

（請）クリーンクルー（秋
田県土崎港相染町）

○店内の一般清掃作業
・トイレ清掃
・ゴミ回収（リサイクル品など）




＊業務上、車を使用する機会：無

不問

他 株式会社　ニュースペース



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 1,250円～1,400円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 1,300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) 8時30分～13時00分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 900円～1,150円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 950円～950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)10時00分～15時00分 就業場所

時給

2人 880円～1,220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～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～14時00分

日給（時給換算）

1人 903円～903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15分 就業場所

時給

1人 770円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 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～16時00分 就業場所

15人 018-888-9200

パソコン（ワード、エ
クセル操作）

15人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-19692181

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-19765081

営業事務補助（産休代
替）

○営業事務を担当していただきます。
・主な仕事は、パソコンでの売上、
・仕入データの入力、集計業務
・保管、簡単な文書や表作成、
・電話、来客応対、郵便物の発送、収受等です。

＊外出用務あり（社用車使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　電洋社
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－７５－
２

毎　週
秋田県秋田市中通３丁目１－４１

16人 018-833-4211

不問
1,543人 秋田県秋田市

秋田県秋田市
平成30年11月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災

05010-19732381

普通銀行業務（山王支
店）

○銀行業務全般、その他内部事務、外訪
・一定期間経過後に必要な資格を取得していただきながら、
　窓口業務や外報をしていただきます。
　　　　　
＊当初は平成３１年３月３１日までの契約
（以後６ヶ月毎の契約更新です）

働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝 株式会社　北都銀行

事務補助員（財務課）
【７．７５時間、月１５日
程度】

○事務補助業務（財政融資業務）に従事していただきます。
・書類整理、パソコン入力等が主な業務内容となります。
・その他、付随する業務

＊パソコン操作のできる方（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）

＊月１５日程度の勤務です

＊雇用期間：更新は未定です。

不問

土日祝他 東北財務局　秋田財務事務所
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－４　秋
田第二合同庁舎

35人 018-862-4191

パソコン操作ので
きる方（Ｗｏｒｄ、Ｅｘ
ｃｅｌ）

111人 018-862-5611

パソコン入力業務
（ワード、エクセル
等）

111人 秋田県秋田市
平成30年11月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災

05010-19687681

～平成30年12月31日
雇用・労災

05010-19789181

事務補助

○事務補助の業務に従事していただきます。

・パソコンでのデータ入力、確認作業
・地図データの加工
・書類整理を主とする業務

不問

土日祝他 東北農政局秋田県拠点
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－５

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

不問
90人 秋田県秋田市

37人 秋田県秋田市

労災
05010-19763281

一般事務業務【紹介予
定派遣】

・取引先企業の給料計算
・社会保険、雇用保険、加入脱退書類作成業務

不問

土日祝 有限会社　アキタドリームサービス

スクール事務補助、総
務、経理補助（パート）

○トラパンツコンテンツスクール、トラパンツ本社で事務補助
をしていただきます。
具体的には、スクールの事務、電話、来客対応、経理などの
事務補助を担当していただきます。


＊詳細は弊社ＨＰにて（必ず確認してください）
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｏｒａｐａｎｔｓ．ｃｏ．ｊｐ／

不問

他 株式会社　トラパンツ
その他

秋田県秋田市旭北栄町１－４６

36人 018-883-1909

不問

21人 018-836-4777

パソコン操作可能
な方（ワード、エク
セル）

72人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-19728781

1ヶ月
労災

05010-19761781

営業アシスタント【急
募】

○ショールームやモデルハウスでの受付、接客が主な仕事で
　す。
・パソコンによるデータ入力
・顧客管理業務
・その他付随する業務

＊マイカー使用する場合があります。

＊プラス指向で、チャレンジ精神旺盛な方、歓迎致します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　サンコーホーム
毎　週

秋田県秋田市東通８丁目１－１５

その他
秋田県秋田市旭北栄町１－４６

36人 018-883-1909

不問
37人 秋田県秋田市

11人 秋田県秋田市

労災
05010-19740381

制作アシスタント【アル
バイト】

○制作アシスタントに従事していただきます。
・Ｗｅｂ，グラフィック、映像制作に関わるアシスタント業務
　
＊学生応募可

＊詳細はホームページにて。（必ず見て下さい）
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｏｒａｐｎｔｓ．ｃｏ．ｊｐ

不問

他 株式会社　トラパンツ

歯科衛生士

○当歯科医院において、次のような歯科衛生士業務全般に
従　事していただきます。
・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
・準備、後片付け
・その他付随する業務

歯科衛生士

火祝他 いしかわ歯科・矯正歯科
毎　週

秋田県秋田市広面字野添１８１

11人 018-887-3988

不問

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-19756181

看護師または准看
護師

木土日祝 高橋正喜クリニック
毎　週

秋田県秋田市中通６－６－１５　パー
クヒルズ中通１Ｆ

7人 018-884-5656

平成30年10月10日発行（平成30年10月9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

看護師

○クリニックでの内科外来業務を担当していただきます。
・バイタルチェック、採血、注射
・心電図、他各種検査補助
・患者さんの生活指導など
・その他、看護業務全般
＊勤務は基本的に月・火・水・金の週４日勤務ですが
　相談に応じます。（土日祝はお休みです）
＊就業時間は（１）のみ（２）のみまたは組合せ等相談に
　応じます。　

℡ 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

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)22時00分～ 6時00分 就業場所

時給

2人 770円～820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～11時00分 就業場所
(2) 8時30分～14時00分
(3)11時00分～17時00分

時給

1人 864円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17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

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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

時給

1人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

2人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)10時45分～14時00分 就業場所
(2)13時45分～18時30分
(3)12時00分～18時30分

時給

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時30分～13時45分 就業場所
(2)10時30分～18時00分

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 (1)17時00分～21時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分

時給

4人 900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) 6時00分～10時00分 就業場所
(2) 7時00分～10時30分
(3)10時00分～14時00分

時給

3人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所1,600人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-19711881

仕出しサービス係

○ホテルで製造した仕出しを、葬祭センターや寺院に運搬し
　サービスしていただく業務です。
・葬祭会場への運搬、配膳
・麺類や汁物の提供サービス　　　・使用後の器等の片付け等
＊制服を着用しての業務です。
＊運転可能な方は運搬時の運転をお願いします。
（２ｔ保冷車やキャラバンなどを運転）
＊運転できない方は、配膳・サービスメインでも可。
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

不問

他 日本ビューホテル株式会社　秋田
ビューホテル毎　週
秋田県秋田市中通２丁目６－１

190人 018-832-0038

不問

21人 018-874-7353

不問
250人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-19772181

12ヶ月
労災

05010-19690881

宅配弁当調理アシスタ
ント

○宅配弁当の調理アシスタントとして従事して頂きます。
・お弁当の調理
・後片付け
・清掃等
・制服貸与いたします。

＊毎日の生活を支える食事の調理を通して施設内のお年寄
りを笑顔にする仕事です。あなたの力をぜひ活かして下さい。

不問

他 株式会社　しまっくす
毎　週

秋田県秋田市泉字登木２１２－３

毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

13人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

15,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-19741681

洗い場スタッフ「以真
沁」

○以真沁（居酒屋）の厨房スタッフとして勤務していただきま
す。

・食器類の洗浄
・調理補助（食材切りや盛り付け）
・その他、厨房内の業務全般

不問

土日祝他 株式会社　友愛ビルサービス

調理員（木曽医院）

○「木曽医院内」での調理業務全般を行っていただきます。
・食材の検品、下処理、調理、盛付
・食器洗浄
・調理場内の清掃
・配膳、下膳
＊１０食程度の調理となります。

以上のような仕事内容になります。

不問

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

3人 018-888-1333

不問

17人 03-3802-8166

不問
6,730人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

13110-24030881

雇用・労災
05010-19706081

調理・販売／ダイナム
秋田臨海店

パチンコ店に併設されている飲食店内のお仕事
・麺類や丼物の簡単な調理
・接客
・一日の売上確認
・食材の在庫確認など
※調理未経験・パート未経験で始めた方も活躍しています。
※勤務日数・休日などはご相談ください。
【受付番号　０８６】

不問

他 株式会社　日本ヒュウマップ
毎　週

東京都荒川区西日暮里５－１５－７
ダイナム綜合投資ビル３階

毎　週
秋田県秋田市泉菅野１丁目２－２６

3人 018-864-5550

不問
3人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-19769581

動物看護補助

○動物病院での看護補助業務を担当していただきます。
・診察時に動物等をおさえる等医師の補助。
・検査の助手業務。
・犬、猫の爪切り。
・院内清掃等、その他関連する業務をしていただきます。

不問

水他 アズ動物病院

歯科助手兼受付

○歯科助手兼受付業務を担当していただきます。
・患者さんの案内、受付の対応
・器具洗浄、片付け
・歯科医師、歯科衛生士のサポート
・訪問診療の帯同　など

不問

日祝他 せき歯科クリニック
毎　週

秋田県秋田市牛島西３丁目６番１６
号

2人 018-874-7717

不問

20人 018-845-4575

不問
132人 秋田県秋田市

3ヶ月
労災

05010-19742981

6ヶ月
労災

05010-19701481

介護パート「介護付有
料老人ホーム遥か」

○介護付有料老人ホーム遥かにおいて入居者（定員４０名）
の軽介助業務に従事していただきます。
【主な仕事内容】
・リネン交換（数名）
・洗濯物、畳上作業
・入浴準備作業
・食事配膳、介助業務



不問

水土日 社会福祉法人　はまなす会
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央３丁目４－
４０

毎　週
秋田市広面字宮田３２番地１

28人 018-831-1010

不問
85人 秋田県秋田市

10,000人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010-19695681

介護職員

○地域密着型特別養護老人ホーム「うぐいす城東」において
　入居者への介護業務及びケアの提供を行います。
・食事、排泄等の介助
・身の回りのお世話
・その他付随する業務

＊２９床（定員）を職員２８名で対応してます。
　　　　　　　　　　　

不問

他 社会福祉法人　賛成福祉会
地域密着型特別養護老人ホーム　う

ハンバーガーの製造及
び販売

○ハンバーガーの製造販売業務に就いていただきます。
【その他の仕事】
・接客、オーダー、レジ業務
・店内清掃等
・その他部髄する業務

＊制服の貸与あり
＊「土・日・祝」勤務可能な方歓迎

不問

他 株式会社　ロッテリア　７号秋田土崎
店その他
秋田県秋田市土崎港中央３丁目１２

16人 018-857-3975

不問

不問
12人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-19699781

不問

他 セブンーイレブン　秋田寺内堂ノ沢店
その他

秋田県秋田市寺内堂ノ沢１丁目９－
１６

12人 018-847-2031

4ページ中 2ページ

平成30年10月10日発行（平成30年10月9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

コンビニエンスストア店
員　　（２２：００～６：０
０）

○コンビニスタッフとしてレジ接客業務に従事していただきま
す。
・商品の品出し・陳列・発注や店内外の清掃
・その他、付随する業務

＊初めての方には初歩から指導します。
＊フルタイム希望の方、土・日あるいは平日のみ勤務希望な
ど、相談に応じます。
＊制服支給します。



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

5人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1)17時00分～21時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～13時30分 就業場所

時給

3人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

4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)18時00分～ 0時00分 就業場所

時給

5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) 0時00分～ 9時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分
(3) 9時00分～18時00分

時給

5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) 0時00分～ 9時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分
(3) 9時00分～18時00分

時給

5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) 0時00分～ 9時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分
(3) 9時00分～18時00分

時給

3人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2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 就業場所

10人 018-862-2367

不問
100人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-19748181

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-19753781

ゲームコーナースタッフ
≪急募≫

○ゲームコーナーにてフロア業務全般を担当していただきま
す。
・お客様のご案内、クレーンゲーム機景品の補充
・ゲーム機の簡単な修理、安全点検
・店内ディスプレイ、清掃　など
＊就業時間は４～８時間で相談に応じます。
＊年末年始のみの勤務も可能です。
＊６０歳以上の方の応募歓迎します。

不問

他 株式会社　ファンキー
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目２－４３

毎　週
秋田県秋田市大町５丁目２－４３

20人 018-862-2367

不問
100人 秋田県秋田市

5,000人 秋田県秋田市
2ヶ月

労災
13040-21310482

（ロックンボウル）フロン
ト

『ロックンボウル』でのお仕事です
・ボウリング・カラオケ・ダーツの受付・案内・清掃ほか
・料理メニューの簡単な調理
・ホウリングレーントラブルおよびメンテナンス対応

＊就業時間４～８時間で相談に応じます。
＊シフトは１週間ごとの相談可能です。
＊高校生不可。
＊年末年始のみ勤務の方も歓迎します。

不問

他 株式会社　ファンキー

接客・調理／秋田市

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務です。
●接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提供、食器の
片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛り付け、洗い物）
●清掃（店頭と店内を清潔に保つお掃除）
※難しい仕事内容ではありません。未経験の方も先輩スタッ
フにより丁寧な研修がありますので安心してご応募下さい。

不問

他 株式会社　北日本すき家
その他

東京都港区港南ニ丁目１８番１号　Ｊ
Ｒ品川イーストビル５階

20人 03-6833-5064

不問

20人 03-6833-5064

不問
5,000人 秋田県秋田市

2ヶ月
労災

13040-21297482

2ヶ月
労災

13040-21294882

接客・調理／秋田市

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務です。
●接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提供、食器の
片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛り付け、洗い物）
●清掃（店頭と店内を清潔に保つお掃除）
※難しい仕事内容ではありません。未経験の方も先輩スタッ
フにより丁寧な研修がありますので安心してご応募下さい。

不問

他 株式会社　北日本すき家
その他

東京都港区港南ニ丁目１８番１号　Ｊ
Ｒ品川イーストビル５階

その他
東京都港区港南ニ丁目１８番１号　Ｊ
Ｒ品川イーストビル５階

20人 03-6833-5064

不問
5,000人 秋田県秋田市

100人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-19752481

接客・調理／秋田市

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務です。
●接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提供、食器の
片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛り付け、洗い物）
●清掃（店頭と店内を清潔に保つお掃除）
※難しい仕事内容ではありません。未経験の方も先輩スタッ
フにより丁寧な研修がありますので安心してご応募下さい。

不問

他 株式会社　北日本すき家

屋台村スタッフ

○大町ブルックリンストライク１階、『秋田屋台村　たばこ座横丁』で
のお仕事です。
・簡単な調理、ドリンク作り、接客
＊お客様との会話など、接客のお仕事が好きな方をお待ちしており
ます。
＊就業時間は１８時～２４時、週２日からの勤務可能。
＊シフトは１週間ごとの相談可能。
＊高校生不可。
＊たまに隣接しているゲームコーナー対応をしてもらうこともあります
＊６０歳以上の方応募歓迎します

不問

他 株式会社　ファンキー
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目２－４３

10人 018-862-2367

不問

10人 018-865-5370

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-19714081

労災
05010-19713181

ホール・キッチン補助

○喰らい亭（所在地２Ｆ）及びアジアンキッチンニンファー（所
在地１Ｆ）でホール・キッチン補助を担当していただきます。
・お料理、飲み物の提供、接客
・ドリンク作り（調理はありません）
・洗い物、片付け、清掃
＊レジは慣れてからお願いする場合があります。
＊簡単なことから覚えていただきますので安心してご応募下
さい。
＊接客が好きな方歓迎します。

不問

日他 有限会社　大奈
その他

秋田県秋田市山王１丁目１２－１８黒
川ビル

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１２－１８黒
川ビル

10人 018-865-5370

不問
10人 秋田県秋田市

725人 秋田県秋田市

労災
05010-19688981

ホール・キッチン補助

○喰らい亭（所在地２Ｆ）及びアジアンキッチンニンファー　（所
在地１Ｆ）でホール・キッチン補助を担当していただきます。

・お料理、飲み物の提供、接客
・ドリンク作り（調理はありません）
・洗い物、片付け、清掃

＊レジは慣れてからお願いする場合があります。

不問

土日祝他 有限会社　大奈

ホールスタッフ「以真
沁」

○以真沁（居酒屋）において接客業務に従事して頂きます。
・オーダー受け
・料理類の運搬
・レジ会計
・その他、付随する業務


＊制服は貸与します

不問

日祝他 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

13人 018-823-1251

不問

不問
1,600人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-19712281

不問

他 日本ビューホテル株式会社　秋田
ビューホテルその他
秋田県秋田市中通２丁目６－１

190人 018-832-0038

平成30年10月10日発行（平成30年10月9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

宴会サービス係

○当ホテル宴会場のサービス係を担当していただきます。
・会場設営
・料理の配膳、片付け　ほか
＊６ヶ月毎の契約更新になります。
＊休日は相談に応じます。
働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～19時00分 就業場所

時給

3人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 就業場所

時給

2人 762円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 762円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時30分～14時00分 就業場所
(2)12時00分～13時00分

時給

2人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 7時30分～ 9時30分 就業場所
(2)11時30分～14時45分
(3)16時30分～20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～15時00分 就業場所

27人 018-868-3371

不問
43人 秋田県秋田市

平成30年10月22日～
平成30年12月29日 労災

05010-19739281

6ヶ月
労災

13110-24031281

乾麺箱詰作業

○乾麺の箱詰め作業に従事していただきます。　　　　　
・商品のセットアップ　　　　　　　　　　
・乾麺ギフト用箱詰作業　等

＊断続的な細かい手作業の為、集中力が必要です。

＊雇用期間については多少変更になる可能性があります。

不問

日祝他 株式会社　無限堂
毎　週

秋田県秋田市泉東町８－５５

毎　週
東京都荒川区西日暮里５－１５－７
ダイナム綜合投資ビル３階

17人 03-3802-8166

不問
6,730人 秋田県秋田市

607人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

労災
05010-19746881

清掃／ダイナム秋田臨
海店

パチンコ店内の清掃作業
・床清掃
・パチンコ台の拭きあげ
・ゴミ回収
・灰皿清掃
・トイレ清掃など
※お客様を気持ちよくお迎えできる清掃を心掛けていただき
ます。
※勤務日数・休日などはご相談ください。
【受付番号　０８６】

不問

他 株式会社　日本ヒュウマップ

清掃員（三浦整形外
科）

○「三浦整形外科医院」内の日常清掃業務です。
・男女トイレの清掃
・待合室、通路などのモップ掛け
・床の掃き、拭き等
＊病院の昼休み時間帯に清掃していただきます。
＊平日のみのお仕事です。
＊年度毎の契約更新があります。

不問

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

5人 018-801-0911

不問
5,200人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-19766381

雇用・労災
05010-19764181

校内ゴミ回収「秋田大
学」

○大学内の古紙、ペットボトル等の回収に従事していただき
ます。

＊制服貸与します。

【６０歳以上の方の応募歓迎、６５歳以上も応募可能です】

不問

土日祝他 キョウワプロテック　株式会社　秋田
事業所毎　週
秋田県秋田市中通４丁目１－２　秋
田スクエアビル３Ｆ

その他
秋田県潟上市昭和大久保字堤の上
９１－１１５

14人 018-877-3207

不問
14人 秋田県潟上市

630人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-19685081

畳製造及び襖張の補
助作業

○畳の製造や襖張りの補助作業を行っていただきます。

畳といえば「針を持って手縫い」というイメージが有るかも知
れませんが、当社では最新のコンピューターシステム自動縫
着ラインを導入しておりますので、畳を機械にセットしてボタン
を押すだけ、手作業の部分もありますが、特別な技術は必要
ありません。
簡単に工作を楽しむような感覚で仕事が出来ます。

不問

日他 有限会社　渡部畳店

警備員

１．交通誘導
２．イベント駐車場警備
３．施設警備
４．その他
＊現場により１人～複数人体制で行います。
＊直行直帰の場合もあります。
＊男女ともに活躍しています。
＊就業日数・就業時間は相談に応じます。

不問

他 株式会社　トスネット北東北　秋田営
業所毎　週
秋田県秋田市山王６丁目２１－２６

84人 018-823-2559

不問

不問
32人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-19736481

不問

土日祝他 社会福祉法人　大野保育園
毎　週

秋田県秋田市仁井田字西潟敷１１

32人 018-834-9200

4ページ中 4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

保育補助

○保育士の助手（０歳～３歳の乳幼児の保育補助）
・給食の配膳、下膳
・室内、おもちゃ等の消毒、清掃

＊就業時間は相談のうえ決定します。
＊補助的な業務になります
＊年度毎の更新の可能性あり


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

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要） 。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　１．　１０月１０日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　２．　１０月１１日　セコム㈱秋田統轄支社【ＡＴＭ対応スタッフ、セキュリティスタッフ】
　３．　１０月１２日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　４．　１０月１５日　㈱和敬園「施設名：ショートステイ御所野の森」【介護職】
　５．　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】
　６．　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】
　７．　１０月１８日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　８．　１０月１９日　秋田キャッスルホテル【ﾎﾃﾙ内調理補助、食器洗浄、病院・介護施設の調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!


