
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 230,000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 18歳以上 就業場所

月給

1人 320,000円～385,000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～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分

月給

1人 190,000円～250,000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～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分
(3) 9時00分～17時30分

月給

2人 160,000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 不問 就業場所

月給

1人 180,000円～235,000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 (1)12時00分～21時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

1人 150,000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00分～17時00分 就業場所

月給

4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

日給(月額換算)

1人 132,916円～132,916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 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) 8時45分～18時15分 就業場所
(2) 8時45分～12時45分

月給

1人 165,000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) 9時30分～19時00分 就業場所
(2) 9時30分～13時00分
(3) 9時30分～17時00分

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20762181

不問

他 北海道レストラン　ルンゴカーニバル
秋田店毎　週
秋田市高陽幸町８－２３

25人 018-893-6266

平成30年10月29日発行（平成30年10月26日受付分)　Ｎｏ．１
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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

ホール　及び　店長候
補業務

・接客、オーダー受付、調理や調理補助、シフト管理等、各マ
ネジメント業務、人材育成等、イベント発案、仕入業務、計数
管理等

＊上記業務からライフプランに合わせて担当する業務を決定
しお願いします。

＊独立暖簾分け制度あり。暖簾分け後は北海道の仕入れ先
や　メニューを提供します。

技術職

○国土交通省をはじめとする県・市町村・民間が発注する土
木・防災・砂防などの分野における地質調査及びコンサルタ
ント業務

※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

技術士（建設部門、
土質及び基礎）
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　ウヌマ地域総研
その他

秋田県秋田市八橋新川向１３－１９

48人 018-863-5809

技術士（建設部門：
土質及び基礎とし
ての実務経験３年
以上）

63人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20738181

≪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

雇用・労災・健康
05010-20763081

保育教諭

○０～２歳児の子供の保育教育業務とその他、関連の雑務
に
従事していただきます。

＊就業時間は相談に応じます。

保育士

日祝他 学校法人　山王学園
その他

秋田県秋田市山王中園町４－１５

6人 018-862-2223

不問
140人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20737281

ＣＯＣＯ塾ジュニア／Ｇ
ＡＢＡ
スクールスタッフ

『やりたいことは、英語の先にある』をコンセプトに子供向け
レッスンを提供する「ＣＯＣＯ塾ジュニア」で「スクールスタッフ
（カウンセラー）」を募集します。
＜仕事の内容＞
・「ＣＯＣＯ塾ジュニア」の受講希望者への対応、受講生の学
習相談、スクール運営、イベント実施など。
※ＦａｃｅＢｏｏｋＵＲＬ”ｈｔｔｐｓ：／ｆａｃｅｂｏｏｋ．ｃｏｍ／ｃｏｃｏｈａｔａｒ
ａｋｏ／　※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

＊目安としてＴＯＥＩ
Ｃ５００点もしくは英
検２級、または同等
レベル以上の英語
力

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

3人 018-835-4276

不問
92,410人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20776781

総務及び経理事務

○総務及び経理事務を担当していただきます。
・会計ソフト（勘定奉行、給与奉行）への入力
・売掛、買掛残高一覧表の作成
・労働保険、社会保険等の手続き
・銀行、郵便局、その他私有車での外出業務　等
　（燃料代支給）

＊建築資材等重量物（２５Ｋｇ程度）を出庫する場合もありま
す。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　サワイ
その他

秋田県秋田市泉字登木４３－１

6人 018-853-4415
経理経験３年以上
パソコン（ワード、エ
クセル等）操作可
能な方

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20755081

家財保険受付業務（９
時～１８時・土日祝休
み）

○賃貸物件に入居する際の家財保険の受付業務
・保険代理店で加入手続きされた内容の、システム入力等の
事務処理の他、代理店からの問い合わせに対応する業務な
ど
＊ほとんどの方が未経験からのスタートです。
　しっかりとした研修制度でサポートしています。
◆秋田県就活情報サイト【こっちゃけ】掲載中！◆
＊働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

土日祝 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

基本的なパソコン
操作（入力程度）

2,576人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20797381

一般事務補助（臨時）

○事務補助業務に従事していただきます。
・事務補助、書類整理、来客応対
・その他付随する業務

＊パソコンを使用して表計算が可能な方
＊雇用期間：勤務状況により更新の可能性あり
（６ヶ月毎の更新。更新期間は面接時に説明。）

不問

土日祝 秋田県秋田地域振興局農林部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番２号

7人 018-860-3312

不問
283人 秋田県南秋田郡大潟村

平成30年11月19日～
平成31年5月18日 雇用・公災・健康・厚生

05010-20757681

受付事務員

○整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科クリニック
・患者さんの受付、案内
・電子カルテ（ダイナミクス）の入力処理
・電話応対　等

＊カルテ（ソフト）入力は、入社後指導します。

不問

日祝他 医療法人　祥穂会　つつみ整形外科
な　し

秋田県秋田市寺内堂ノ沢３－８－２４

18人 018-880-6060

医療事務経験者・
コンピューター操作
のできる方

18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20774581

歯科衛生士

○歯科衛生士業務全般
・歯科治療の補助・準備
・口腔衛生指導、スケーリング
・治療の予約、電話対応
・その他、付随する業務

歯科衛生士免許

日祝他 きくち歯科医院
その他

秋田県秋田市新屋天秤野５－７

5人 018-862-6675

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康
05010-20792781

℡ 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 125,860円～125,860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 152,000円～177,000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00分～17時00分 就業場所

月給

2人 170,000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) 8時50分～17時50分 就業場所

月給

1人 210,000円～240,000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 44歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

2人 150,490円～344,200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) 6時30分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

月給

1人 147,000円～161,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 142,800円～159,600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00分 就業場所

月給

3人 250,000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 18歳以上 就業場所

日給(月額換算)

2人 195,500円～230,000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 170,800円～317,200円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時30分～17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30分～17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

一般事務補助（臨時職
員）

○正職員事務補助
・新成人のつどいに係る事務補助
・資料のまとめ、パソコンの入力作業
・データの読み合わせ等

＊更新の予定あり
＊勤務が１年を超える場合は、１ヵ月間の雇用中断あり

平成30年11月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-20788081

不問

土日祝他 秋田市教育委員会
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

13人 018-888-5803

33人 018-845-9731

不問

パソコンの基本的
な操作ができる方
（一太郎、エクセル
等）

2,547人 秋田県秋田市

営業事務

・各種高圧ガス及び関連機器の仕入、販売等の業務処理
・上記業務に伴う倉庫からの商品の出し入れ。
・その他付随する業務

＊パソコン操作（会社専用システムへの入力が主）を伴う業
務となります。
＊外出用務には社用車（ＡＴ車）を使用します。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 太平熔材　株式会社
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山６番地２５

106人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20759581

ＯＡ営業販売（秋田市）

○一般企業向けにＯＡネットセキュリティの販売、サービス及
び技術提供を行って頂きます。
・ＰＣ操作を熟知している、専門性のある方歓迎します。

＊営業エリアは秋田県内全域
＊メンテナンス、コンサルタントの仕事はありません。
＊営業には社用車を使用（ＭＴ車）


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 朝日ビジネス　株式会社
その他

秋田県秋田市川元開和町９番１号

8人 018-853-8955

ワード、エクセル、
パワーポイントがで
きる方　関連業務
経験者優遇

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20733581

ルート営業（メンテナン
ス）　秋田市＜未経験
可＞

＊食品加工工場や大手スーパー等のお客様へ、当社製品の
食品加工・充填・包装機械等の販売活動をお願いします。
　（既存のお客様中心で、飛込み営業はありません）
＊商品の寿命は６～８年ですので「売る」というより
「不具合はないか聞いてまわる」というワークスタイルで、訪
問先での簡単なメンテナンス作業もお願いします。
　作業内容については、丁寧に指導します。
＊所長が教育係ですのでまずは同行訪問から仕事の流れを
覚えていきましょう。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　田崎製作所
隔　週

東京都荒川区東尾久２－４８－１０

15人 03-3895-4301

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13110-25150081

介護職員（介護福祉
士）

○入居者（８０名）のお世話に従事していただきます。　
・入浴の介助や清掃
・体位の変換や移乗の介助
・排せつの介助
・食事の介助　など

＊日勤の場合一人で３～４人のお世話になります。
＊夜勤は、４名体制で、月３～４回程度です。

介護福祉士

他 社会福祉法人　五城目やまゆり会
特別養護老人ホーム広青苑その他
南秋田郡五城目町上樋口字樽沢１３
７

79人 018-852-5400

不問
105人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-20741581

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。
・秋田市内利用者の送迎（送迎車の運転、付き添）
・入浴介助、食事介助
・介護日誌の記録
・レクリエーション活動ほか

＊社用車使用（乗用車、６人乗りバン：ＡＴ）
＊年度毎の更新です。

日他 社会福祉法人　蹊仁会介護職員初任者研
修修了者（ヘル
パー２級）
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

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

毎　週
秋田市桜１丁目４－２１

16人 018-887-3066

65人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20749681

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-20767581

看護補助者（フルタイ
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）０８：３０～１７：００
　休憩６０分

＊６ヶ月毎の契約更新あります。

不問

他

25人 018-893-6266

不問

270人 018-833-1131

不問
1,830人 秋田県秋田市

不問

日祝他 株式会社　相原鉄工所

調理（料理長候補）

・北海道より直送された食材を使用し、オリジナルメニューを
調理します。
・仕入れ、発注業務、北海道の生産者さんと直接やり取りして
頂きます。
・原価管理、キッチンスタッフのシフト管理、人材育成

不問

他 北海道レストラン　ルンゴカーニバル
秋田店毎　週
秋田市高陽幸町８－２３

溶接経験者
20人 秋田県秋田市

25人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20761281

溶接工

○鉄骨（重量鉄骨）加工の一般作業に従事していただきます
・工場内での溶接作業（半自動溶接）
・その他、付随する業務
・普通自動車免許（ＡＴ限定不可）や溶接に関する資格あれば
優遇いたします。

ＦＵＪＩ　ｃｏｌｏｒ　ｔｅｃｈ
その他

秋田県秋田市茨島６丁目２０－３

その他
秋田県秋田市新屋豊町８－２８

20人 018-862-2815

雇用・労災
05010-20768481

雇用・労災・健康・厚生
05010-20778281

建築塗装工

○個人住宅等の建築塗装（内外）全般に従事していただきま
す。
・建物内外の塗装
・足場組立および解体
・シーリング施工
・雨樋施工等

＊高所作業あり
＊現場は県内全域
＊会社（倉庫）に集合した後現場へ移動（ＭＴ軽トラ使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝

毎　週
秋田県秋田市土崎港北６丁目１－３
０

400人 018-846-2515

不問

2人 018-827-5050

３年以上の経験者
2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
05010-20742481

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

大型自動車運転免
許（１種）

他 生活協同組合　コープあきた



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 132,500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

月給

2人 132,500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

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 59歳以下 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 190,000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 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 183,200円～343,500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

月給

2人 142,000円～142,000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 就業場所

月給

1人 135,000円～150,000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 就業場所

時給(月額換算)

1人 134,460円～134,460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 18歳以上 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 9時10分～17時40分
(3) 7時45分～ 1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．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

運転手１５ｔ平ボディー
（大型車）

○大型平ボディに鉄骨や合板等を積み、東北・関東・東海・関
西へ月６回程度運行する業務を担当していただきます。
・ドライバーが安全に運行するためデジタルタコメーター等の
電子機器を導入し、法令に従い運行するように心掛けており
ます。
・業務経験がなくても指導、教育してまいります。
・大型免許のない方でも免許取得制度により入社後に取得し
ていただけます。
・１日体験、会社訪問もできます。 雇用・労災・健康・厚生

05010-20794281

日祝他 株式会社　秋田エスエス商運
隔　週

秋田県秋田市仁井田目長田３丁目５
－２

67人 018-839-5471

018-839-5471

67人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
中型自動車免許、
大型自動車免許あ
れば尚可

67人 秋田県秋田市

株式会社　斉藤建設
隔　週

秋田県潟上市天王字持谷地１０４－
９

運転手１５ｔウイング（大
型車・中型車）

○大型ウィング車にて、合板や鋳物等を積み、東北・関東・東
海・関西へと配送し、帰荷は雑貨品を積み、東北へ、月７回
程度運行する業務を担当していただきます。
・ドライバーが安全に運行するためデジタルタコメータ等の電
子機器を導入し、法令に従い運行するように心掛けておりま
す。
・業務経験がなくても指導、教育してまいります。
・大型免許のない方でも免許取得制度により入社後に取得し
ていただけます。
・１日体験、会社訪問もできます。

日祝他 株式会社　秋田エスエス商運
隔　週

秋田県秋田市仁井田目長田３丁目５
－２

67人

雇用・労災・健康・厚生
05010-20744881

雇用・労災・健康・厚生
05010-20795181

建築大工（見習い）

○建築大工として現場での作業になります。

＊見習いのため現場で指導します。

＊現場は潟上市・秋田市周辺になります。

＊現場までの送迎もあります。

＊退職金共済（中退金）加入予定

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他

1人 018-878-2624

電気工事経験者

0人 018-878-3539

不問
0人 秋田県潟上市

普通自動車免許Ａ
Ｔ限定不可

日祝他 株式会社　Ｇステージ

電気工事士

○住宅、店舗の電気工事全般に従事します

・屋内配線
・照明器具の取付け
・エアコン、テレビアンテナの取付け
・ＬＡＮ配線
・作業は２人体制で行います
・秋田市、その周辺地域が現場になります（現場直行直帰）

普通自動車運転免
許（ＡＴ可）
電気工事士（第２
種）

土日祝他 有限会社　桜庭電気工事
毎　週

秋田県潟上市天王字塩口１６９

不問
3人 秋田県秋田市

1人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20731681

土木作業員

○杭打ち工事を主な業務として、土木工事一式が主な仕事で
す。

・現場は秋田県外が多いです。（社用車使用）
・出張費支給します。
・制服貸与します。

株式会社　友愛ビルサービス
その他

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

その他
秋田県秋田市広面字大袋３９

3人 018-838-7495

雇用・労災・健康・厚生
05010-20760881

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20773981

清掃管理（第二事業管
理部）

○主に常駐清掃業務員が欠勤した際の欠勤対応に従事して
いただきます。
・日常、定期清掃管理（作業、立会い、スタッフ労務管理）
・清掃業務事務処理全般
・資機材管理（発注、在庫管理）
・ごみ処理管理（日常ごみ、臨時粗大ごみ対応）
・その他清掃に係る事項

不問

他

不問

6人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

ＪＲ秋田鉄道サービス　株式会社

館内外メンテナンス

○雑務（客室・宴会場準備・片付け）、風呂清掃等の業務に従
事します。
 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

秋田県秋田市

55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20779181

ＪＲ車両清掃従事者

○ＪＲ車両基地内で主に車両の清掃作業となります。
・秋田新幹線こまちは８～１０人のグループで清掃します。
・男鹿線車両などは６人のグループで清掃します。
・車両の内外を掃除機、ポリッシャー、モップなどの清掃用具
を使用して清掃します。
＊男女一緒の仕事です。＊年度毎の契約更新制
＊正社員登用制度あり（１４２，５００円～）
＊見習い期間を約１ヶ月とっておりますので、車両清掃が初
めての方も安心です。（習熟状況で見習い期間を延長しま
す）。

不問

他

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-20781981

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
中型自動車免許、
大型自動車免許あ
れば尚可

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

℡ 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



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 236,500円～290,500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 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 178,000円～330,000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 250,000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) 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
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時45分～18時30分 就業場所
(2) 8時45分～12時45分

月給

1人 205,000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45分～18時30分 就業場所
(2) 8時45分～12時45分

月給

2人 198,300円～221,300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

3人 150,000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 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～18時30分

月給

1人 188,500円～261,500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 40歳以下 (1) 8時30分～17時15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 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 130,000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 35歳以下 (1)10時00分～18時00分 就業場所

4人 018-874-8062

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20720181

雇用・労災・健康・厚生
05010-20678981

イベント運営・企画ス
タッフ

○イベント運営・企画
〇スポーツ、官公庁の各種イベントを企画・運営します。
〇イベント会場でのグッズ企画・販売等

＊企画はイラストレーターで簡単な図面と見積を行います。

＊未経験者にも仕事内容を教えます。

＊移動は社有車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

毎　週
秋田県秋田市大町３丁目５－８
ウィング・グラン４Ｆ

20人 018-874-7547

不問
40人 秋田県秋田市

43人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20728881

企画営業及び事務

・新ブランド営業、開発業務
・地方産品の開発、コンサルティング業務
・食品の製造加工及びＯＥＭ開発業務
・報告書の作成　など

＊営業車使用（ＡＴ車）
＊営業範囲は県内外の各法人となります。
※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

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 ノリット・ジャポン　株式会社

就労援員（将来の管理
職候補）

・就労支援・生産活動（事業所内外）・レクレーション等
・パソコン業務（記録作成、企画書作成）
・送迎あり（法人車両使用ＡＴ限定可）
・将来的には管理職としてのポジションも視野に入れ、事業所
運営管理業務（予算管理・労務管理等）全般に携わっていた
だきます。
＊向上心のある方、キャリアアップしたい方ぜひご応募下さ
い。

普通自動車免許
（業務で使用、ＡＴ
限定可）


日祝他 障がい福祉サービス事業所　白樺
その他

秋田県秋田市中通１丁目３－３７

17人 018-884-0051

不問

8人 018-893-6795
児童福祉施設、障
害福祉サービス等
での勤務経験があ
れば資格がなくても
可

24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20715981

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-20686981

児童指導員または保育
士（秋田市楢山）

児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所です。
○障害児の日中預かり（幼児、小学生）
【主な仕事内容】
・療育業務として、レクリエーション、制作、食事、トイレ等の
補助、介助業務に従事していただきます。　・自宅、学校等へ
の送迎（運転）業務
＊社有車（ＡＴ車／ワゴン車・普通車・軽自動車）を使用してい
ただきます。
＊送迎の範囲は秋田市内となります。１～６名の障害児の送
迎です。

普通自動車免許
（ＡＴ車限定可）
保育士、児童指導
員の資格あれば尚
可

日他 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

毎　週
秋田県秋田市川元松丘町４－３０

768人 018-823-4171

不問
768人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20707981

臨床検査技師（嘱託職
員）

○臨床検査技師業務をしていただきます。

　※年度毎の更新となります。

【平成３１年４月１日からの雇用です】

臨床検査技師

土日祝他 地方独立行政法人　市立秋田総合
病院

診療放射線技師（整形
外科診療所）

○整形外科診療所において放射線技師業務等に従事してい
ただきます。
・一般Ｘ線撮影
・骨密度測定
・患者様の呼出、誘導等

＊設備増強に伴い、初めて放射線技師を募集致します。
＊短時間勤務も可能なのでご相談ください。

診療放射線技師

日祝他 三浦整形外科医院
な　し

秋田県秋田市中通６丁目１－２４

10人 018-834-1441

不問

10人 018-834-1441

看護師又は准看護
師業務２年以上

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20706681

雇用・労災・健康・厚生
05010-20730381

看護師・准看護師（整
形外科診療所）

○整形外科診療所における外来看護業務等に従事していた
だ　きます。
・患者様の誘導、診療補助
・レントゲン撮影等の補助
・リハビリテーションの補助
・採血、注射等。

＊電子カルテ使用経験があれば尚可です。
＊整形外科勤務経験者は優遇致します。

看護師又は准看護
師


日祝他 三浦整形外科医院
な　し

秋田県秋田市中通６丁目１－２４

その他
秋田県秋田市茨島４丁目１９－５９

14人 018-862-8004

経験年数５年以上
14人 秋田県秋田市

819人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-20710281

土木施工管理技士兼
土木作業員
兼運転手

○主に官公庁からの受注で下水道工事や造成工事の工事
現場
　での現場管理を行います。

＊現在の現場は主に秋田市内。
　男鹿地区や本荘地区もあります。
＊現在は６人体制ですが、増員の為の求人です。
＊現場には基本的に直行直帰となります。
＊現場での土木作業もあります。
＊稀に４ｔダンプの運転をお願いする場合があります。

土木施工管理技士
１級か２級いずれ
か
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　ヤマリ

土木施工管理

○土木、舗装工事の施工管理
・社用車使用

・年度更新となります。
・正社員への登用可能性あり

普通自動車免許Ａ
Ｔ限定可　１級又
は、２級土木施工
管理技士（経験者
は資格不問）

土日祝他 世紀東急工業株式会社　秋田営業
所毎　週
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１５
７－１

15人 018-857-1171

不問

平成30年10月26日発行（平成30年10月25日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

現場管理者

・法面吹付工事等の施工管理業務に従事していただきます。
・管理方法は指導します。
・秋田県内の施工場所、青森県、宮城県他、当社営業エリア
　で宿泊を伴う現場もあります。
・パソコン入力作業あります。
・１級又は２級土木施工管理技士の資格を有する方
・社用車使用

普通自動車免許Ａ
Ｔ限定可
１級又は２級土木
管理技士

日祝他 株式会社　アイビック　秋田支店
その他

秋田県秋田市山王新町１８番１７号

15人 018-823-5451

土木経験３年以上
114人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20673281

℡ 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 128,000円～145,000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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 150,000円～200,000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00分 就業場所

月給

1人 149,600円～167,200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 172,200円～220,500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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 137,500円～161,500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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

1人 149,400円～153,400円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 5時30分～14時30分
(3) 7時00分～16時00分

月給

1人 139,400円～139,400円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2) 6時00分～15時00分
(3) 9時00分～18時00分

時給（月額換算）

2人 140,384円～140,384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)21時00分～ 6時00分 就業場所

月給

2人 143,000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) 7時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 137,500円～187,000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) 5時00分～14時00分 就業場所

月給

2人 250,000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 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所114人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20674181

現場従事者

・法面（人工的傾斜面）保護のため、コンクリート等の吹付や
アンカー工事の施工業務に従事していただきます。
（未経験者の方も、屋外工事に対応できる方歓迎）

※施工場所は、秋田県内・青森県内の他に当社営業エリア
（東北～東海地域）で、宿泊を伴う現場もあります。


不問

日祝他 株式会社　アイビック　秋田支店
その他

秋田県秋田市山王新町１８番１７号

15人 018-823-5451

不問

11人 018-893-3581

２ｔ以上のドライ
バー経験２年以上
（必須）

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20699181

雇用・労災・健康・厚生
05010-20723681

運転手（２ｔ車）　５：００
～１４：００

・２ｔ車にて雑貨等のルート配送です。
・配送範囲は、大館方面です。
・手積み作業、手降ろし作業
・その他付随する業務

準中型免許以上

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

毎　週
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
168人 秋田県秋田市

950人 秋田県潟上市
2ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-20694581

タクシー乗務員（正社
員）

○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：６ヶ月（同条件）
※シニア世代の方も歓迎しますが、６５歳以上の方は１年更
新の契約社員となります。

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

カット作業

○「ローソン」の弁当や調理パンなどを製造しております。
・主に調理された食材のカット工程作業をしていただきます。
（例：とんかつやゆで卵などのカット）
・立ち作業です。重量物の運搬はありません。

不問

他 株式会社　フレッシュダイナー　秋田
工場毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

200人 018-855-5101

不問

45人 018-862-3267

不問
200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・労災・健康・厚生

05010-20711181

平成30年11月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-20729281

調理員

〇老人ホーム入所者の給食調理業務全般に従事していただ
きます。

・献立に基づき、個々の入所者に応じた調理を行います。
・約１００人分の昼食・夕食を調理員５～６人体制で行いま
す。
・食器洗いも行います。

※３１年４月１日以降は６か月更新となります。

不問

他 社会福祉法人　秋田聖徳会
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目５－６

毎　週
秋田県秋田市旭南１丁目５－６

45人 018-862-3267

不問
200人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20670481

ヘルパー

〇養護老人ホーム入所者に対する訪問介護業務等に従事し
ていただきます。
・身辺介護、入浴介護、洗濯業務
・病院受診付添　等
・施設内での勤務になります。
（地域に出かけての訪問介護ではありません）

※３１年４月１日以降は６か月更新となります。

介護職員初任者研
修修了者（旧ヘル
パー２級以上）

他 社会福祉法人　秋田聖徳会

介護職員

○サービス付高齢者住宅に併設の定期巡回・随時対応型訪
問介護看護事業所
・主にサービス付高齢者住宅の方への訪問。今後は近隣へ
も業務展開予定。
・入浴、排泄、食事介助、見守り等

＊ブランクのある方でも個々に合わせ指導いたします。

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
のとう金足その他
秋田県秋田市金足小泉字潟向８６－
１

25人 018-827-5619

経験者

8人 018-825-9610

不問
16,400人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20700781

～平成32年11月30日
雇用・労災・健康・厚生

04010-71628181

人材コーディネーター

○取引先企業とスタッフの間を取り持つ人材コーディネーター
のお仕事をお願いします
・取引先企業からの人材に関する要望に対して課題解決策を
立案、実行して頂きます
・当社派遣社員に困り事、悩み等ないかなど個別面談にて
フォローして頂きます
・新卒採用の為、学校訪問、会社説明会を計画、実行して頂
きます。
＊自家用車使用（ガソリン代は規程により支給）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　エイジェック　秋田オフィス
（派１３－０８６７２）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９階

毎　週
宮城県仙台市青葉区大町２丁目１０
－１４　パークサイドビル７Ｆ

32人 022-722-1810

不問
851人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010-20716581

建築工事現場の事務
職員［秋田市］

建築工事現場の現場事務所内での事務作業
・ワード、エクセルの操作
・書類の整理、ファイリング　等


＊急募＊

不問

土日祝他 株式会社　福田組　東北支店

税理士補助業務

・帳票による仕訳
・内訳書、明細書の作成
・確定申告書の作成
・電話応対
・その他付随する業務

＊雇用期間終了後は、正社員登用となります。

簿記３級以上（種類
問わず）

土日祝他 石川禎次税理士事務所
毎　週

秋田県秋田市泉北４丁目６番－９号

4人 018-823-4911

パソコン操作

9人 秋田県秋田市

医療機関での受付
事務１年以上
医療機関でのレセ
プト処理経験者
パソコン入力できる
方　すべて必須

雇用・労災・健康・厚生
05010-20672881

日祝他 医療法人　博愛会　山川内科
その他

秋田県秋田市東通１丁目２５－２２

9人 018-835-1168

2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

医療事務

○受付、会計、レセプト作成等
・診察の受付
・電話応対（検診の受付含む）
・会計（レジ操作、金銭授受、経理）
・レセプト作成等（ＰＣ入力）、点検
・患者の診察室への案内
・清掃等諸雑務
・その他、関連する業務



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 300,000円～350,000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 242,800円～447,980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 155,000円～183,000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 280,000円～450,000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30分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分

月給

1人 280,000円～450,000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～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分
(3) 8時30分～13時00分

月給

1人 140,000円～160,000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) 5時00分～14時00分 就業場所
(2) 7時30分～16時30分
(3)10時00分～19時00分

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 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

3人 147,600円～180,400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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 153,000円～153,000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 就業場所

時給（月額換算）

5人 126,400円～126,400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15分～18時00分 就業場所

・土木施工管理技士
１級又は２級取得後
実務経験５年以上の
方
・役所への工事関係
書類作成可能な方

11人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05010-20652981

１級又は２級土木施
工管理技士
管理技術者　
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）

日他 鈴成建設　株式会社
その他

秋田県南秋田郡大潟村字中央４－８

11人 0185-45-2234

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

土木技術者

○土木工事に関する各種業務を担当していただきます。
・現場監督（ほぼ公共工事です）
・役所（県・村）への公共工事関係書類作成と提出
・その他、付随する業務
＊現場はメインが大潟村内で、主に男鹿南秋地区ですので
早出等はほぼありません。
＊外出用務時は社有車使用（ＭＴ／ＡＴ）
※２級の資格だけでも、現場の指導・管理、提出書類の作成
ができる方は歓迎します。

総合職（技術・図面業
務・建築）［秋田市・横
手市・大仙市］

各建設現場における建築設備施工管理業務に従事して
頂きます。

＊未経験の方には丁寧に基本から教育させて頂きます。
＊未経験やブランクのある方も歓迎致します。
＊随時、各地域にて面接や会社説明会を行っております。
　予約や今後のスケジュール等はお気軽にご連絡ください。
＊就業場所は応相談させて頂きます。
　　　　　　　　　　　　　　　【画像情報あり】

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　メイジン
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
８　第１日本オフィスビル７階

87人 022-224-6841

ＰＣ操作（エクセル・
ワード）

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-71510781

社内ＩＴスタッフ

・社内ヘルプデスク
・サーバー／ネットワーク運用管理
・ＰＣセットアップ
・報告書・マニュアル作成等

不問

土日祝他 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

283人 018-832-3203

医療業務システム
関連の経験
（医療事務の経験
あれば尚可）

299人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20622281

薬剤師「オリーブ薬局」

○保険薬局における調剤業務

○在宅業務

＊賃金は年齢、経験等により応相談

※就業時間は
・月３１日の場合１７７時間
・月３０日の場合１７１時間等、月平均で週４０時間以内

薬剤師免許

日祝他 株式会社　ピー・アンド・エス
その他

秋田県秋田市仁井田新田１丁目１－
４０

4人 018-874-7670

不問
70人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20634681

薬剤師「ユーカリ薬局」

○保険薬局における調剤業務

○在宅業務

＊賃金は年齢、経験等により応相談
＊就業時間は
・月３１日の場合１７７時間
・月３０日の場合１７１時間等、月平均で週４０時間以内
　短時間勤務あり

薬剤師免許

日祝他 株式会社　ピー・アンド・エス
その他

秋田県秋田市仁井田新田１丁目１－
４０

3人 018-874-7670

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20635981

栄養士

○入居者様への食事提供業務（調理、盛付け、食器洗浄等）
・食数は朝、夜２０食、昼３５食程度
○社内弁当提供業務
・食数は月～金は４０食
○上記の献立作成業務

＊以上の業務を正職員、調理員（パート含む）のローテーショ
ン（４名）で行います。

栄養士
　


他 有限会社　クリーンマジック
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
１１

25人 018-867-7507

不問
68人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20609381

職業指導員

・就労継続支援Ｂ型施設で職業指導を担当していただきま
す。
・パソコン操作に関する指導及び、洗濯・アイロンがけなどの
指導になります。

介護や医療の現場などで３年以上の職務経験のある方

土日祝 一般社団法人　秋田スプリング
毎　週

秋田県秋田市東通１丁目２３番１号
（田代クリニック内）

5人 018-884-1500

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20617381

ワード、エクセルの
資格（マイクロソフト
オフィススペシャリ
スト等）
（介護福祉士・ホー
ムヘルパー２級の
場合優遇いたしま
す）

事務【期間限定】

・健康診断の受診勧奨の対応、提携医療機関との契約更新
に関する事務業務
・付随業務として専用システムへの入力あり

＊２か月更新で最長で平成３１年２月１５日までとなりま
　す。
＊未経験の方もいますので安心して始められます。

不問

土日祝 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力が可能な方

16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・健康・厚生

05010-20628581

一般事務【正社員】

○一般事務業務全般に従事していただきます。
・受注データの入力
・伝票の処理、整理
・請求書の作成および送付作業
・電話応対、来客対応
・その他、事務所内環境整備（清掃、片付けなど）

＊配属先は適性、本人の希望等を考慮して決定します。（仕
事の内容は同じです。）

不問

他 株式会社　大商金山牧場　秋田事業
部その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３９

77人 018-828-8129

パソコン操作（数
字・文字入力程度）
できる方

350人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20668381

郵便内務（市民市場ゆ
うパック引受）【短期】

○当社の出張所（秋田市民市場）において、ゆうパックの引き
受けおよび梱包作業等の業務をお願いします。

＊平成３０年１１月１９日～平成３０年１２月３１日までの
　短期間のお仕事です。

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

8人 018-823-0911

不問
756人 秋田県秋田市

平成30年11月19日～
平成30年12月31日 雇用・労災

05010-20660981

℡ 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）

2人 153,000円～153,000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) 9時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 147,560円～147,560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) 9時40分～18時40分 就業場所
(2)11時10分～20時10分

月給

2人 176,000円～206,000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40分～16時50分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3) 8時20分～17時30分

月給

1人 160,000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

1人 175,000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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 210,000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 29歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分

月給

1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

月給

1人 251,442円～348,700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 39歳以下 就業場所

日給（月額換算）

1人 183,200円～183,200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～155,000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)22時00分～ 7時00分 就業場所

月給

1人 185,000円～195,000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
(2) 7時30分～16時30分

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

（派）社内システムへの
データ入力［秋田市］

・社内システムへのデータ入力
・社内物品購入、支払処理
・電話取次ぎ
・郵便物発送（社用車運転有）

＊３ヶ月毎契約更新

平成30年12月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

04010-71493081

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　パソナジョブサポート　東
北支店毎　週
宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目３
－１０　仙台ＴＢビル１階

2人 022-299-8771

1人 018-838-0350

接客経験

パソコン（Ｅｘｃｅｌ）操
作

5,000人 宮城県仙台市宮城野区

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊通勤対策上、任
意保険加入のこと

日祝他 株式会社　三光丸　秋田北営業所

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

不問
110人 秋田県秋田市

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

05010-20644981

ルートセールス（営業）
≪業務拡大による急募
≫

○家庭配置薬のルートセールスに従事していただきます。
＊当営業所の営業範囲は由利本荘市～能代市までの沿岸市町村
で、担当はその一部地域となります。
＊社用車使用（軽自動車／ＡＴ車・ブレーキサポート搭載
　１人１台貸与（セーフティサポートカー順次導入中））
＊商品（配置薬等）の説明をしての販売もあります。
＊採用１ヶ月目の賃金：２週間は日給６，０００円＋交通費
　その後、月２０６，０００円÷所定労働日数×就労日数で
　日割り計算になります。
＊業務拡大の増員で≪急募≫求人です【未経験者大歓迎】

花楯産業　株式会社
その他

山形市花楯１丁目１－１０

その他
秋田県秋田市寺内油田３丁目３－１
８

6人 018-847-5003

雇用・労災・健康・厚生
06010-23069981

雇用・労災・健康・厚生
05010-20639881

ルート営業【秋田営業
所】

＊　県内、岩手の農協・ホームセンター・小売店に農業資材、
生活用品等の営業販売

＊　社有車使用（２ｔトラック、ワンボックス）

※　応募の際はハローワークから紹介状の交付を受けてくだ
さい。

　　　　　★　★　★　急　募　★　★　★

８ｔ限定中型（旧普
通免許）第一種免
許
ＡＴ限定不可

日祝他

24人 018-862-6100

不問

6人 023-632-2818

不問
54人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

祝他 株式会社　大塚商店

営業及びルート配送

○営業及び精肉店等をルート配送する業務です。
・従来からの顧客（スーパー、食堂、精肉店等）の注文伺い及
び配送。
・２ｔ保冷車を使用

＊新規開拓の営業もします。
＊接客があるので明るく元気な対応が求められます。
＊営業範囲は主に秋田県内です。

　普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　秋田食肉卸センター
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３
２ー２８

不問
19人 秋田県秋田市

24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20656881

営業（セールスエンジニ
ア）

・県内の病院、医院、官公庁に対する医療機器の販売、アフ
ターサービスを行います。
・商品知識取得のため、商品管理、配達の業務を行います。

・社用車あり

株式会社　Ｋ’ｓ足場
毎　週

秋田県秋田市仁井田大野３６４

その他
秋田県秋田市保戸野中町１－１７

19人 018-862-4458

雇用・労災・健康・厚生
05010-20615181

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20619981

足場工事営業

・足場工事営業として、従事していただきます。
・現場での打合せ
・現場調査
・足場図面の作成（指導します。）

＊現場は秋田県内となります。
＊社用車使用


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他

25人 022-266-5802

不問

11人 018-802-0287

不問
11人 秋田県秋田市

中型自動運転免許
車両系あれば尚良
し（未経験者可）

日 合同会社　環境保全サービス

店舗一般職［カラオケ
時／秋田泉店］

最新最高の音響設備にこだわったカラオケ『時遊館』です。
接客・調理業務をお願いします。


＊入社式、研修（経営理念、衛生講習、制度説明等）がござ
　いますので、飲食業未経験でも応募可能です。
＊店長資格研修などもありますので、キャリアアッププランも
明確です。

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部
その他

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

不問
4人 秋田県秋田市

9,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-71328081

中型車運転手及び土
木作業員　≪急募≫

○当社が受注する各現場において中型車両の運転及び、現
場土木作業をしていただきます。
・車両は主に４ｔダンプ
・就業場所は主に秋田市
・現場に直行直帰

＊男女とも活躍できる職場です。


株式会社　秋田市場運送
その他

秋田県秋田市外旭川字待合２８

隔　週
秋田県秋田市楢山本町９－５

4人 018-893-5593

雇用・労災・健康・厚生
05010-20640181

雇用・労災・健康・厚生
05010-20621881

ドライバー（運転手）

○県内を中心に水産物の配送に従事していただきます。
・主な配送地域は秋田市内及び県内
・水産物等のピッキング作業あり（魚、加工品等）
＊重さは２～１０ｋｇ程度
＊積み込み、積み下ろし作業をします。
（フォークリフトを使用します）
＊秋田市内配送は２ｔ～４ｔ車、それ以外は４ｔ～の運転となり
ます。

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）
（大型運転免許、
フォークリフトあれば
なお可）

他

その他
秋田県秋田市飯島字砂田３１－１

5人 018-857-4545

大型自動車運転業
務経験者

58人 018-869-5366

不問
58人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20611481

大型車運転手

・秋田中央生コン（株）製造の生コンを、生コン車にての
　運搬業務
・セメントローリー車にてセメントの運搬業務
・車の点検、整備作業
・その他、付随する業務


大型自動車免許

日祝他 エクスプレス・中央株式会社



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 185,000円～195,000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
(2) 7時30分～16時30分

月給

5人 200,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 207,400円～207,400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

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

日給（月額換算）

1人 134,400円～136,500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 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00分～17時00分 就業場所

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

大型車運転手

○生コン車にて生コンの運搬およびそれに関する仕事を担当
していただきます。
・生コンの積み降ろし作業
・車の整備作業
・エリアは秋田市内、秋田市近郊（潟上市、五城目など）

大型自動車運転免
許

日祝他 秋田中央生コン　株式会社
その他

秋田県秋田市飯島字砂田３１－１

13人 018-857-4100

大型自動車運転業
務経験者

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20612781

足場工事施工スタッフ

・建築現場の足場組立作業、解体作業をしていただきます。
・足場資材の運搬作業、積み込み作業、荷降ろし作業あり
・足場図面の作成

・現場は主に秋田県内となります。


不問

土日他 株式会社　Ｋ’ｓ足場
毎　週

秋田県秋田市仁井田大野３６４

11人 018-802-0287

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20614281

土木作業員

○土木工事現場における一般土木作業に従事していただき
ます。
・土木作業、重機オペレーターどちらにも従事します

＊現場へは会社からまとまって向かいます。

＊現場は主に大潟村です。


車両系建設機械
大型、大型特殊

日他 鈴成建設　株式会社
その他

秋田県南秋田郡大潟村字中央４－８

11人 0185-45-2234

・土木作業、重機オ
ペレーター経験あ
る方


11人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05010-20651681

営業及びレンタル業務

○営業及び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：秋田県内及び近県（バン使用）

＊新規開拓あり。

＊制服は貸与します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　北日本リースキン
隔　週

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

雇用・労災・健康・厚生
05010-20633381

客室整備（ベッドメイク
／サブチーフ候補）「ホ
テルα－１」

○ホテル内の清掃業務全般に従事していただきます。
・ホテル内客室清掃管理業務
・ベッドメイク
・共用部分清掃　等
・スタッフの勤怠管理、清掃後の点検業務
・その他、付随する業務


＊雇用期間：契約及び勤務状況により１年毎の更新あり

不問

他 太平ビルサービス　株式会社　秋田
支店毎　週
秋田県秋田市山王６丁目１４番１２号

24人 018-874-7622

不問
23,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20626681

場内作業員

○場内作業員として従事していただきます。
・場内の資材整理
・現場への資材配送（社用車使用）

＊現場は秋田県内となります。



普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日他 株式会社　Ｋ’ｓ足場

雇用・労災・健康・厚生
05010-20613881

毎　週
秋田県秋田市仁井田大野３６４

11人 018-802-0287

不問
11人 秋田県秋田市

℡ 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！

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　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



　　　　●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

月給

1人 250,300円～355,300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 240,000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

月給

1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30分～17時30分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

月給

1人 185,000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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分

時給（月額換算）

1人 170,500円～170,500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45分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 124,553円～124,553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 18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)17時30分～ 8時30分

月給

1人 200,000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30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 161,000円～161,000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) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 118,800円～118,800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20分～17時00分 就業場所

月給

1人 131,350円～131,350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00分 就業場所
(2)11時20分～19時50分

日給（月額換算）

2人 259,200円～324,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

福祉関係施設長、
管理者経験者優遇

74人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20598381

求人番号

施設長

○併設された訪問看護、訪問介護、居宅、厨房、事務管理職
の調整・管理、各管理者の指導
・居宅事業所、医師への対応
・売上、入居者確保
・入居者とご家族への対応
・職員の確保
・施設管理、労務管理、業務管理、車両管理など

・社用車使用

介護福祉士
普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

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　いいじま毎　週
秋田県秋田市飯島字飯田水尻５０１
－１

25人 018-838-7011

22人 018-882-2833

官公庁電子納品経
験者

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

作業療法士又は理
学療法士　　
普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

他 株式会社　リハネットワーク

現場施工管理

○現場施工管理業務に従事していただきます。
・土木工事等の施工管理　等
＊主として公共工事となります。（道路・河川等）
　現場は、主に秋田市内
・官公庁への提出書類の作成
・その他、付随する業務

＊書類提出のため、外出用務有ります。


１，２級土木施工管
理技士、　
普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）

土日他 株式会社　岡部建設工業
毎　週

秋田県秋田市河辺戸島字上高屋６７
番地の１

不問
9人 秋田県南秋田郡井川町

秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20568781

作業療法士又は理学療
法士

・機能訓練（個別訓練、物理療法等）
・書類作成　等
・短時間型デイサービスにおける利用者様の送迎

＊機能訓練指導員（リハ職）の充実のための募集です
＊送迎時、社用車使用（ＡＴ車）
＊笑顔で仕事を行うことができる方、対人交流が好きな方を募
集しています。

株式会社　レヴァレンス
毎　週

秋田県秋田市寺内イサノ１０１番地
アルファコート１Ｆ

毎　週
秋田県南秋田郡井川町今戸字カチ田
２９－４

9人 018-874-3843

雇用・労災・健康・厚生
05010-20585781

雇用・労災・健康・厚生
05010-20582981

介護支援専門員

○介護支援専門員（ケアマネージャー）業務全般に従事してい
ただきます。
・相談業務
・ケアプランの作成、認定調査、関連機関との連絡業務
・給付管理業務

＊自家用車使用


介護支援専門員
普通自動車運転免
許

土日祝

0人 019-621-5088

事務
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基本
操作

15人 018-866-0888

不問
120人 秋田県秋田市

不問

他 社会福祉法人　秋田県社会福祉協議
会

庶務事務（秋田市）

派遣先事業所において下記の業務を行っていただきます。
＜医療業界での庶務事務のお仕事です＞
資料・連絡関係のサポート、販促資材管理、電話対応、郵便・
社内便対応、慶弔対応、所内備品管理、書類管理、その他営
業サポート。

＊引き継ぎ期間がしっかりあって安心です。

＊３ヶ月毎の契約更新の可能性あり

不問

土日祝 株式会社　パソナ　パソナ・盛岡
毎　週

岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９－１
マリオス　１３階

不問
68人 秋田県秋田市

9,074人 秋田県秋田市
平成30年12月3日～平
成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

03010-26020781

ふれあい安心電話担当
職員

○電話回線を活用した相談（話し相手）と民生委員や消防署等
への通報業務に従事していただきます。
・一人暮しの高齢者対象とし、状況に応じた対応（手配）
・相談内容により、市町村担当窓口への引き継ぎ
＊スタッフ８名（シフトにより２名体制）
＊夜勤月平均１１回、日勤月平均２回、月平均合計１３回程度
の勤務になります。
＊夜勤の休憩
　２２：００～１：３０、１：３０～５：００　の交替制

アイホームプラザ　株式会社
毎　週

秋田県潟上市天王字追分１５番地１８
プラザビル２階

その他
秋田県秋田市旭北栄町１番５号

68人 018-864-2711

雇用・労災・健康・厚生
05010-20565981

平成30年11月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-20581681

経理事務

○経理事務に従事していただきます。
・不動産経理事務全般
・事務所内にて電話での問い合わせや来客の対応
・ハウスメーカーやお客様への物件の紹介等


＊外出時は自家用車使用（ガソリン代支給）

※個人宅への営業活動およびノルマはありません。

宅地建物取引士
普通自動車免許

土日祝他

0人 019-621-5088

事務経験
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基本
操作

5人 018-874-7117

パソコン操作（エク
セル、ワード）
不動産業での実務
経験者優遇

5人 秋田県潟上市

不問

土日祝他 ニッポ電工　株式会社

部署アシスタント（秋田
市）

派遣先事業所において下記の業務を行っていただきます。
＜大手損保会社でのお仕事です＞
事故登録入力、電話取次、保険金請求書類などの書類チェッ
ク、ファイリング、書類整理、そのほか庶務事務。

＊繁忙期の増員のため、Ｈ３１．３．３１までの期間限定の
　お仕事です。

不問

土日祝 株式会社　パソナ　パソナ・盛岡
毎　週

岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９－１
マリオス　１３階

パソコン操作のできる
方（エクセル・ワード）
ＩＦ関数の操作、機能
を使える方

168人 秋田県潟上市

9,074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・労災・健康・厚生

03010-26039881

生産管理事務（パソコン
入力）

○パソコンでのデータ入力業務に従事していただきます。
・受注業務にともなうパソコンへのデータ入力
・その他付随する業務

＊パソコン使用（エクセル・ワード）

株式会社　ゆう幸
その他

秋田県秋田市御所野下堤３丁目２－
３

毎　週
秋田県潟上市天王字塩口北野８１－
１

168人 018-878-5151

雇用・労災・健康・厚生
05010-20564681

雇用・労災・健康・厚生
05010-20556681

和洋菓子の販売

○西武秋田店において、和洋菓子の販売業務に従事していた
だきます。
・品出し
・レジ業務
・商品管理
・清掃
・その他付随する業務

不問

他

2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20563381

4人 018-827-5636

不問
10人 秋田県秋田市

大工（建築工事一式）
（急募）

・一般住宅の大工工事一式
・高所作業あり

＊現場によっては直行直帰の場合あり。（私用車使用、ガソリ
ン代支給）


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 エスツー　株式会社
その他

秋田県秋田市仁井田字古川向３６２
－３

2人 080-5567-3532

経験者

℡ 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～155,000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 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

月給

1人 163,000円～273,000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 170,000円～240,000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 155,000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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 142,000円～157,000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～15時15分 就業場所
(2) 8時45分～17時00分
(3)11時00分～19時15分

月給

1人 158,500円～174,000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
(2) 6時30分～15時30分
(3)11時00分～20時00分

月給

2人 160,000円～190,000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 45歳以下 (1) 8時40分～16時50分 就業場所
(2) 7時30分～15時40分
(3) 9時40分～17時50分

日給（月額換算）

1人 161,700円～277,200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 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 146,880円～190,080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

1人 139,500円～273,500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00分 就業場所

月給

1人 155,000円～260,000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00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 143,115円～148,050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 18歳以上 (1) 3時00分～11時00分 就業場所
(2)11時30分～19時30分

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

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

ガソリンスタンドスタッフ

○ガソリンスタンドでの給油スタッフ業務を担当していただき
ます。
・ガソリン等の給油作業
・灯油類の配達（配達範囲は主に秋田市内です）
・会計、接客等も状況に応じてあります。

※制服貸与します。

雇用・労災・健康・厚生
05010-20572381

・普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）※Ａ
Ｔ限定の方応相談

他 秋田空港オイルサービス　株式会社
毎　週

秋田市大町５丁目２－１４　川反５丁
目ビル４Ｆ

3人 018-865-5277

5人 018-866-0058

不問

不問
7人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 大民石油販売　株式会社

営業（ルートセールス）

○作業服や制服等各種ユニフォームを各企業や団体等へ提
案及び販売する営業（ルートセールス）業務に従事していた
だきます。
・営業範囲は秋田県内です。

＊営業活動の交通手段は、自家用車となります。
　（手当あり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田ファイバー株式会社
毎　週

秋田県秋田市卸町３丁目２－１

不問
37人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20577781

営業

○本社事務所で営業を担当していただきます。
・燃料油、オイル、グリース、アスファルト、石油機器等
　の販売、営業
（得意先は民間企業、官公庁（入札））
・見積書等の作成
・その他、付随する業務

＊社用車（ＭＴ車もあり）使用

ショートステイ千乃恵（有限会社　コリ
ウス）その他
秋田県秋田市四ツ小屋字城下当場
２５３－４

その他
秋田県秋田市土崎港西３丁目７－２
９

8人 018-845-0181

雇用・労災・健康・厚生
05010-20555381

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20584481

介護職員

・利用者様への介護業務（定員３０名職員１５名で対応）
・食事介助、移動移乗介助等全般です。
＊業務に慣れるまでは必ず２人一組のペアとなって指導いた
します。（マンツーマン体制）
＊未経験の方は基本３か月目から夜勤シフト開始となります
が、慣れるまでは夜間３人体制で行います（通常は夜間２人
体制）
＊職員間の連携もよく、働きやすい職場です。
＊未経験者歓迎します。
　【平成３０年４月　退職金制度導入しました】

不問

他

104人 018-832-7667

不問

25人 018-853-1556

不問
35人 秋田県秋田市

介護職員初任者研修
又はヘルパー２級以
上
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

介護業務

○入院患者の介護業務を担当していただきます。
【仕事内容の詳細】
・入浴、食事、排泄等の介助
・その他、付随する業務

＊現在の入院患者１３０名程度です。


介護職員初任者研
修（旧ヘルパー２
級）以上
または介護福祉士

他 医療法人　清風会　清和病院
その他

秋田県秋田市柳田字石神５９

不問
213人 秋田県秋田市

104人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20566581

介護職員

○介護を必要とする高齢者の生活全般にわたる介護業務
（食事、入浴、排泄等）
＊日勤帯、早番、遅番合わせて１０～１２人体制で業務を行
　います。（施設全体で６０室あります）
＊夜勤は現在３人体制です。
＊レクレーションの企画・実施あり、サークル活動あり。
※未経験の方でも丁寧に指導いたしますので、安心して応募
してください。
【働き方改革関連認定企業】【秋田県】介護サービス事業所
認定評価制度　　　　

医療法人　仁政会　杉山病院
毎　週

秋田県潟上市昭和大久保字北野出
戸道脇４１

その他
秋田県秋田市手形住吉町１－３

39人 018-874-7553

雇用・労災・健康・厚生
05010-20575581

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20600681

施設管理業務

・病院、介護老人保健施設における建物、設備等の
　保守、管理業務
・バス運転業務（マイクロバス）



働き方改革関連認定企業【くるみん】
【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

中型免許以上・ボイ
ラー技士２級必須
電気工事士２級、危
険物２種乙四あれば
尚可

土日祝

1人 018-862-0346

不問

245人 018-877-6141

不問
372人 秋田県潟上市

不問

他 新政酒造　株式会社

鍛冶工

○鍛冶及び各業務に従事していただきます。
・工場内での鉄骨の溶接
・金物加工（手すり、階段等）
・鉄骨をトラックにて現場へ運搬及び取付工事
・その他関連業務

＊取り付けする現場は主に秋田市内。
＊作業着貸与
＊資格取得に意欲のある方歓迎します。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 田口工業
その他

秋田県秋田市新屋豊町１９－１６

不問
30人 秋田県秋田市

1人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20560281

清酒醸造スタッフ


・原料米の精米、洗米作業
・仕込み、上槽作業
・壜詰や出荷に係る作業
・清掃　など


秋田車両整備　株式会社
隔　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－４６

その他
秋田県秋田市大町６丁目２－３５

30人 018-823-6407

雇用・労災・健康・厚生
05010-20569881

～平成31年4月30日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20587281

自動車整備他

○自動車の点検・整備業務に就いていただきます。
・法人車両、一般車両とも扱います（多少法人比率が大）
・大型車が主になりますが、普通車も扱います
・整備業務の他、引き取り、納車もあります
・その他上記に付随する業務
＊乗用車整備のみの経験者でも大丈夫です
＊社内に業務用洗濯機が設置されており、作業服等すべて
社内で洗濯します
＊工具・作業服・安全靴など仕事で使用する消耗品は全て支
給します

不問

日祝他

その他
秋田県潟上市天王字追分西５０－２
５

1人 018-873-5376

不問

25人 018-824-0361

実務経験者（経験
年数不問）

25人 秋田県秋田市

1人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20596181

大型ダンプ運転手

○大型ダンプの運転に従事していただきます。
・主に合材運搬、骨材運搬
・現場は主に秋田市近郊 大型一種免許

土日祝他 株式会社　仲澤建材

雇用・労災・健康・厚生
13010-32504082

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

860人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-20588181

【急募】建築現場作業
員等／秋田支店

●各種工事の補助
●敷地調査の作業補助
●建築現場での重機操作　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。上記の業務以外にも、ハウスメーカー・
工務店を通じての敷地調達、地盤調査、地盤改良・床暖房・
瑕疵担保取次、防水・断熱・シロアリ駆除・リフォーム工事等
を行っております。これら業務全般を手伝っていただくことも
あります。
※経験のない業務でも、丁寧に指導・教育いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ピコイ

庫内商品仕分け作業

○牛乳、ヨーグルト、チーズ、バターの乳製品をスーパー、
　量販店に納品するための商品仕分け作業です。
（主に、冷蔵庫内の作業です）


＊半年ごとの契約更新となります。

不問

他 明治フレッシュネットワーク　株式会
社　秋田支店その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１３４

15人 018-888-8180

不問



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

10人 321,780円～501,234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

5人 400,000円～550,000円
就業場所

正社員 TEL
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

10人 321,780円～501,234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

年俸（月額換算）

1人 200,000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 35歳以下 (1)13時30分～22時00分 就業場所
(2) 8時30分～22時00分

月給

2人 248,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
裁量 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 248,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
裁量 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

2人 248,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
フレックス 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)10時30分～15時00分

月給

1人 143,000円～184,800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40分～17時10分 就業場所
(2) 8時40分～13時10分

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

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 161,504円～233,149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 30歳以下 (1) 8時30分～17時20分 就業場所

施工管理経験者
＊建築科卒であれ
ば経験なくても可

95人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20536281

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
＊有資格者・経験
者歓迎します。

日祝他 株式会社　ナスキー　秋田営業所
隔　週

秋田県秋田市仁井田字新中島９６４

5人 017-742-2082

平成30年10月23日発行（平成30年10月22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

建設（建築施工管理）

○建築施工管理、現場監督
　（ゼネコン工事の一次、二次下請工事、現場施工管理）
・現場代理人等管理者の指示を受けて、部下や作業員へ指
示をします。
・写真管理等（現場の写真をパソコンに取り組む）
・役所に提出する書類作成
・作業日報作成他

土木技術者【経験者】

○官公庁発注者支援業務を担当していただきます。
・工事監督支援業務、積算技術支援業務
・調査、設計業務、技術資料作成業務　
・ＮＥＸＣＯ施工管理業務　等

＊Ａｕｔｏ　ＣＡＤ、パソコン（エクセル、ワード）操作可能な方

＊現場の範囲は、秋田県内および近郊（応相談）


土木施工管理技士１
級又は２級
ＮＥＸＣＯ管理員又は
技士Ｃあれば尚可
普通自動車免許

土日祝他 株式会社　ナスキー　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市仁井田字新中島９６４

5人 017-742-2082

実務経験３年以上
95人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20537181

建設（土木施工管理）

○土木施工管理、現場監督
　（ゼネコン工事の一次、二次下請工事、現場施工管理、主
　に道路改良や外構工事、下水道工事、造成工事）
・現場代理人等管理者の指示を受けて、部下や作業員へ指
示をします。
・測量、丁張作業もあります。
・写真管理等（現場の写真をパソコンに取り組む）
・役所に提出する書類作成
・作業日報作成他


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
＊有資格者・経験
者歓迎します。

日祝他 株式会社　ナスキー　秋田営業所
隔　週

秋田県秋田市仁井田字新中島９６４

5人 017-742-2082

施工管理経験者
＊土木科卒であれ
ば経験はなくても可

95人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20539381

個別スクール運営全般

○一人ひとりのニーズに応える個別指導スクールの運営全
般
・個別指導教室の運営　　　　　　　　　　　　　　　　
・生徒募集企画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・学習カウンセリング　　　　　　　　　　　　　　　　
・進路指導、進路相談　　　　　　　　　　　　　　　　
・カリキュラム作成　　　　　　　　　　　　　　　　　
・進度管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・指導者育成　等
＊業務拡大につき急募

不問

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

40人 018-836-0521

不問
2,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20518481

アートディレクター／グ
ラフィックデザイナー

・グラフィックデザイン制作
・クライアントとの打合せ、提案、進捗管理
・自社商品の企画、デザイン制作
・新しい地域ビジネスの企画、アイデア出し
・社内企画会議、スキルアップ講習への参加

＊地域の課題と向き合い、クリエイターとして一流のスキルを
身に付けたいという方、大歓迎。

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）

土日祝他 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

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

雇用・労災・健康・厚生
05010-20538081

ＷＥＢディレクター／Ｗ
ＥＢデザイナー　※いず
れかを担当

○ＷＥＢディレクター
・ワイヤーフレーム設計、ＷＥＢ企画立案、ＳＥＯ施策
・クライアントとの打合せ、提案、進捗管理
○ＷＥＢデザイナー
・Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ、ｌｌｌｕｓｔｒａｔｏｒを使用した
デザイン、ＨＴＭＬコーディング
・ＷｏｒｄＰｒｅｓｓなどＳＭＳの実装、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（ｊＱｕｅｒｙ）の設置
＊フロントエンドエンジニアスキルのある方、歓迎
＊地域ビジネスや自社商品アイデア会議、スキルアップ講習への参
加など

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）

土日祝他 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

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20540581

営業企画

・地域資源を活用した商品の開発や販売先の開拓。
・新しい地域ビジネスの企画立案と実施。
・自社のクリエイティブ力を活かした企画制作の提案、スケジュー
ル、コスト管理
＊お客様やスタッフとコミュニケーションをとりながら仕事
全体を進行。
＊メーカー、流通、広告、マーケティング業界などでの経験
者歓迎
＊地域の課題に向き合い、営業として一流のプロデュース能
力を身に付けたいという方、大歓迎。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可／社用
車あり／打ち合わ
せや納品時に使
用）

土日祝他 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

営業経験３年以上
（未経験者も可）

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20544281

医療事務

○次のような医療事務業務に従事していただきます。
・診療費の計算及び会計
・患者さんの誘導及び受付
・入院患者さんの預り金管理
＊患者さんとの関わりを通じてコミュニケーション能力が
　求められます。
＊平成３１年４月１日からの採用予定ですが、それ以前からの勤務
も可能です。（応相談）
働き方改革関連認定企業【くるみん】
【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

不問

他 医療法人　久盛会
その他

秋田県秋田市飯島字堀川８４番地

307人 018-845-2161

不問
480人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20530681

おにぎり、弁当等の製
造、販売（西武秋田店）

ゆのたに俵大名でのおにぎり、弁当等の製造、販売です。

・ご飯を炊き、おにぎりの製造、弁当の盛り付け作業
・店頭での接客販売、レジ操作
・商品を店頭に陳列する


不問

他 株式会社　ゆのたに
その他

新潟県魚沼市宇津野５７－１

4人 025-793-1111

不問
280人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
15121- 1957381

営業及び施工管理

○ビル用建具工事、外内装金属パネル工事、アルミニウム・
　ステンレス手摺工事、建築鈑金金物工事等の積算見積書
の作成。
○業者及び施主との打合せ・営業
・営業エリアは秋田県内（日帰り中心）。社用車使用
・飛び込み営業、ノルマはありません。
＊未経験の方にも丁寧にご指導いたします。
＊入社後、希望者は施工管理技士（仕上げ）資格取得可能
　です。費用は、会社で負担いたします。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　道光産業
隔　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－４７

17人 018-828-8111

パソコン操作可能
な方

19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20484681

℡ 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 146,880円～146,880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 就業場所

月給

3人 160,000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 18歳～35歳 就業場所

月給

1人 251,442円～348,700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 45歳以下 就業場所

月給

1人 137,000円～271,000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

月給

1人 183,000円～268,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 130,000円～145,000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 130,000円～130,000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

月給

1人 140,000円～170,000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30分 就業場所

2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

寿司職人及び見習い

・回転寿司店に於いて調理業務に従事していただきます。
・調理業務
・食材仕込み
・接客
・その他付随する業務


雇用・労災・健康・厚生
05010-20520081

不問

他 北川フーズ株式会社　回鮮まぐろ亭
その他

秋田県秋田市保戸野千代田町２－２
３

7人 018-827-4700

46人 018-816-0816

不問

不問
7人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部

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

＊「秋田土崎店」又は「秋田東通店」いずれかの勤務となりま
す

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ＯＮＥ　ＦＯＵＲ
その他

秋田県秋田市土崎港北７－２－３５

不問
9,200人 秋田県秋田市

46人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20527881

店長候補［カラオケ　時
／秋田駅前店］

最新最高の音響設備にこだわったカラオケ『時遊館』です。接
客を中心に、アルバイトの採用教育や店舗マネジメント全般、
調理業務をお願いします。


＊入社式、研修（経営理念、衛生講習、制度説明等）がござ
　いますので、飲食業未経験でも応募可能です。
＊店長資格研修などもありますので、キャリアアッププラン
　も明確です。

秋田車両整備　株式会社
隔　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－４６

その他
宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

25人 022-266-5802

雇用・労災・健康・厚生
05010-20551881

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-70936181

建設機械整備他

○車両系建設機械（主にホイールローダー、パワーショベル
等）点検、整備業務に就いていただきます。
・その他上記に付随する業務
＊社内に業務用洗濯機が設置されており、作業服等すべて
社内で洗濯します。
＊工具・作業服・安全靴など仕事で使用する消耗品はすべて
　支給します。
※工場見学歓迎します。電話でお申し込みください。

不問

日祝他

10人 0184-23-0231

不問

25人 018-824-0361

実務経験者（経験
年数不問）
大型車・乗用車の
みの経験でも可

25人 秋田県秋田市

普通自動車免許／
ＡＴ限定可

他 株式会社　和倉

営業【秋田市】

○ホンダ車の販売、中古車の販売、お客様の車検、点検・修
　理の対応（顧客管理等）、自動車保険の新規及び更新手続
きの業務をしていただきます。

・営業等、外出の場合は自家用車を使用していただきます。

・営業車借上手当あり。
・自家用車使用については、相談に応じます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

水他 ホンダヤマシナ　株式会社
毎　週

秋田県由利本荘市石脇字田尻野４
－１８

不問
29人 秋田県秋田市

51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05050- 4407381

運転手（正社員）

○次の業務を行っていただきます
・利用者様の送迎、病院内受診対応
・冬季ローダー運転（敷地内の除雪作業）
・施設内外の雑務

株式会社　ビーエスエー
その他

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０－７（七曲工業団地内）

毎　週
秋田県秋田市河辺和田字坂本北４７
０－１

29人 018-893-4546

雇用・労災・健康・厚生
05010-20525481

雇用・労災・健康・厚生
05010-20528281

大型トラック乗務員（本
社営業所）

○大型トラックによる主に関東方面への輸送業務に従事して
いただきます。
・荷物の積み込み・積み下ろしあり
・その他、付随する業務

大型自動車免許

日祝他

12人 018-882-3113

不問

19人 018-881-1071

大型トラック運転業
務経験者（年数不
問）

41人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20504181

卵のパック箱詰め（検
卵）作業員

○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


　★卵の箱は１箱１０ｋｇで、一日１００箱は運搬します。

不問

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

60人 秋田県秋田市
12ヶ月

●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


