
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 230,000円～230,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 140,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１週間単位非定型的企業全体

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) 9時00分～18時30分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 168,100円～300,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 124,000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 就業場所

月給

2人 140,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1)10時00分～20時00分 就業場所
(2)10時00分～21時00分
(3)11時00分～20時00分

月給

1人 170,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 39歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 201,000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) 9時45分～18時45分 就業場所

月給

1人 172,500円～232,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 172,500円～232,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

3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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 7時10分～16時10分
(3)10時00分～19時00分

8人 018-845-4575

不問
132人 秋田県秋田市

平成31年1月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-22463481

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22466281

介護職員（ケアハウス
土崎）

○軽費老人ホーム（定員５０名）の生活支援業務全般です。
・食事の簡単な世話、配膳
・お風呂の掃除
・レクリエーションの実施
・その他付随する業務

＊月２回程度、宿直業務あります。



介護福祉士または
介護職員初任者研
修

他 社会福祉法人　はまなす会
その他

秋田県秋田市土崎港中央３丁目４－
４０

その他
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

18人 018-869-5780

パソコン入力（エク
セル・ワード）可能
な方

58人 秋田県秋田市

58人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22465881

営業（秋田卸売市場）

・秋田中央卸売市場内にて花卉仲卸業（切花、鉢物）の
　営業、管理等に携わっていただきます。

【就業場所】
秋田市外旭川　秋田中央卸売市場内

＊未経験の方には丁寧に指導します。

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　中型自動
車免許（４ｔ車まで運
転します）尚可　＊入
社後　中型免許取得
可

日他 株式会社　みづき

営業及び配送（ブーケ
ティング低温センター）

○花卉全般の営業及び配送の職務に従事していただきま
す。
・取引先花店への配送
・花屋量販店のバイヤーに対して新商品の提案を行います。
・営業範囲は東北６県で、年１～２回泊付きの出張があり
　ます。

＊未経験の方には丁寧に指導します。

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　　中型自動
車免許（４ｔ車まで運
転します）尚可＊入社
後　中型免許取得可

日他 株式会社　みづき
その他

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

36人 018-869-5780

パソコン入力（エク
セル・ワード）可能
な方

14人 018-829-5811

不問
18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22445681

雇用・労災・健康・厚生
05010-22453981

企画・営業

○各法人・官公庁等を対象として、広告の企画・営業等の業
務を行っていただきます。
・ポスター、観光パンフレット、Ｗｅｂ企画等多方面での活躍を
期待しております。

＊外出時は社有車使用（ＡＴ限定可）

＊営業範囲は秋田県内が中心となります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　マゼンタ
その他

秋田県秋田市御所野湯本五丁目１
番５号

その他
秋田県秋田市八橋本町３丁目１８－
３３

4人 018-863-5050

基本的なパソコン
操作（ワード、エク
セル）

52人 秋田県秋田市

110人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05080- 2756581

ルームアドバイザー

○来店されたお客様のご希望条件を伺い、その情報をもとに
最適なお部屋を紹介するお仕事です。

＊社用車（ＡＴ車）あります。

＊飛び込み営業はありません。

※営業活動はチーム制を導入していますので、経験のない方
　でも安心です。

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）必須
・宅地建物取引士
資格取得者優遇

水他 株式会社　むつみワールド

店頭販売員
（サーティワンアイス）

●販売業務に従事していただきます
　・アイスクリーム販売、試食の提供、クレープ作り
　・入荷商品の受け取り、商品管理
　・店内ディスプレイ（店づくり）
　・その他店舗掃除等の付随する業務
＊就業時間の相談に応じます
　例）早い時間だけの勤務をしたい　等
※販売業務未経験者の場合；４５歳以下
　（長期勤続によるキャリアアップを図る観点から）

普通自動車運転免
許（ＡＴ車限定可）

他 株式会社　タカヤ
その他

秋田県鹿角市花輪字八正寺１－２
タカヤ旭町オフィス２階

12人 0186-30-0123

不問

3人 018-862-4694

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22446981

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

10020-21193081

販売員（西武秋田店）
【正社員】

○商品の陳列や接客、レジなどの店内作業全般
・商品補充　・包装、発送作業

＊３名で対応します。

＊土・日・祝日に出勤できる方を希望します。
＊接客のお仕事であり、明るい対応や素直で前向きに取り組
むことが求められます。
・・・≪　急　募　≫・・・

不問

他 株式会社　川口屋
その他

秋田県秋田市大町１丁目６－２０

その他
群馬県高崎市栄町１番１号

0人 027-345-8725

不問
18,638人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22462581

エリア社員／店舗スタッ
フ／秋田本店／０２４７
／急募

主に次のような店舗内業務をお願いします。
　＊販売業務
　　（小物家電製品、理美容用品、調理家電など）
　＊店内の各売り場でのレジ会計
　＊商品補充、商品整理
　＊荷卸、倉庫整備、仕入れ伝票入力

その他、店舗内の業務をお願いいたします。


不問

他 株式会社　ヤマダ電機

医療事務

・調剤薬局における処方箋の受付と入力
・レセプト業務
・小分け（他の薬局に薬を取りに行くこと）
　自家用車を使用し、ガソリン代は小分け手当として支給
・電話応対、資料整理、院内の清掃
＊就業時間（１）～（３）は交替制（週替）
　就業時間（１）の週は、水曜日８：３０～１２：３０
　就業時間（２）の週は、木曜日９：００～１２：３０
＊１２：３０まで勤務の場合は休憩なし
＊業務未経験からスタートの方も在籍しています。

普通自動車運転免
許
（医療事務資格あ
ればなお可）

日祝他 有限会社ネオユニバース
その他

秋田県秋田市仁井田新田二丁目１４
－３４

6人 018-892-7373

医療事務経験者
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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

看護師

○当施設において、障害者の看護業務に従事していただきま
す。
・バイタルチェック、健康相談、医療機関への付き添い等
　
＊平成３１年４月より秋田市御所野へ移転後は勤務時間に
次も加わります。
（２）早番勤務　７：００～１５：４５
（３）遅番勤務１０：００～１８：４５

看護師

土日祝他 秋田県身体障害者更生訓練センター
毎　週

秋田県秋田市新屋下川原町２－３

22人 018-863-4471

パソコン入力操作
（ワード・エクセル
等を定型フォーム
へ入力できること）

800人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-22461981

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 140,000円～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 不問 (1) 5時00分～13時30分 就業場所

月給

2人 145,000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 59歳以下 (1)11時00分～21時00分 就業場所

月給

3人 145,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1)11時00分～21時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 193,500円～193,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 161,000円～181,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 就業場所

時給（月額換算）

1人 153,360円～170,400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) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

4人 141,080円～141,080円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

22人 018-823-4116

不問
390人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22449781

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22464781

食器洗浄係（秋田厚生
医療センター）～１７時

○「秋田厚生医療センター」で食器洗浄係に従事していただ
きます。
・食器の洗浄及び収納
・調理器具等の洗浄及び調理室の清掃
・配膳車による配膳、下膳　等

不問

他 株式会社　光風舎
毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

毎　週
秋田市八橋南２丁目７－１７

3人 018-864-7130

３ｔトラックアルミバ
ン運転

300人 秋田県秋田市

99人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22450081

集配業務ドライバー

○病院、施設関係の寝具類及びリネン材のルート集配
・秋田県内が主になります
・一部県外があります（宮城県弊社営業所　週２回程度）
・３ｔトラックアルミバン使用
・１人乗務です

準中型運転免許以
上

土日 東洋リネンサプライ株式会社　秋田
営業所

配送及び商品管理

○配送業務と商品管理の仕事に就いていただきます。

・業務用食品をお客様へ配送及び一部代金集金業務
・倉庫での在庫管理や出庫管理業務

＊社有車使用（積載２ｔトラック）
＊秋田市を中心に、能代地区、由利本荘地区
　県南地区（大仙、仙北）までの地域
＊重量３０Ｋｇ程度の商品もあります。


準中型運転免許以
上

他 株式会社　アキタサトー商会
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１番９２号

57人 018-888-8333

不問

17人 018-846-2727

大型車乗務経験者
（少しの期間でも）

17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22439581

雇用・労災・健康・厚生
05010-22456781

大型ダンプ運転手

○大型ダンプの運転業務
　（主に砂、砕石、土砂等の運搬）
○主な現場
　秋田市、潟上市、南秋、北秋田市、男鹿市周辺
○土木工事一式
○一般貨物自動車運送業
○産業廃棄物収集運搬業
○除雪業務

大型自動車免許

日祝他 小玉建材興業　株式会社
毎　週

秋田県秋田市飯島川端２丁目３－３
５

毎　週
秋田県秋田市泉東町８－５５

15人 018-868-3371

不問
60人 秋田県秋田市

60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22457881

ホール業務

○ホール業務に従事していただきます。
・お客様より注文を受けた食事の配膳、提供作業
・伝票整理
・その他、簡単なパソコン操作
・レジ閉め、帳簿付け

＊経験のある方歓迎します（見習いの応募も可）

不問

他 株式会社　無限堂

調理

○調理全般（和食）に従事していただきます。
・稲庭うどん、郷土料理の調理全般

＊見習いの応募可

＊就業先は『無限堂大町店』『無限堂秋田駅前店』
　『海鮮問屋北前船』のいずれかの店舗になります。

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

不問
52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22440881

不問

日他 株式会社　北日本リースキン
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１番
地１１

47人 018-863-8283
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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

工場内作業員（正社
員）

○工場内における各種業務に従事していただきます。

・業務用洗濯機、乾燥機の操作、製品の出し入れや台車で
　運ぶ作業等。
（玄関マット、モップ、リネン品、おしぼり等）

　　　　●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．　１１月２０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．　１１月２１日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
　３．　１１月２２日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　４．　１１月２６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】
　５．　１１月２７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】
　６．　１１月２８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　７．　１１月２９日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　８．　１１月３０日　㈱秋田キャッスルホテル【病院・介護施設の調理業務、調理補助、食器洗浄　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　９．　１２月　３日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
１０．　１２月　４日　西武　秋田店【化粧品販売】
１１．　１２月　５日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ・ﾌﾟﾛ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ社員（営業）】

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 200,000円～400,000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 330,480円～558,140円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 228,000円～348,000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～300,000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

2人 204,000円～288,000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～18時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

月給

1人 215,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所

月給

1人 220,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 155,976円～155,976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 168,000円～168,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 25歳以下 (1) 8時50分～17時20分 就業場所
(2) 9時20分～17時50分
(3)10時20分～18時50分

45人 018-864-5111

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

115人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22529781

雇用・労災・健康・厚生
05010-22537881

自動車教習所指導員
候補

〇秋田モータースクールにおいて、自動車教習業務の見習いとして
勤務していただきます。
・フロント業務、入校予約の電話応対やフロントでの受付、入校手続
き、写真撮影、視力検査等、現金取扱い、ＰＣ操作あり。
・運転指導業務の補助（見習い）
・市内エリアでの定期的な送迎業務（ワゴン車使用）
＊資格取得の支援あり。
＊ペーパードライバーの方、経験の浅い方で『興味はあるけど自信
がない』という方も心配ありません。教習指導員資格取得のための
運転練習等自社研修は充実しております。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊入社後、限定解
除必要

他 株式会社　ダイヤプラザ
その他

秋田県秋田市茨島４丁目３－３６

毎　週
秋田県秋田市山王沼田町１１－１１
　山王沼田町オフィスビル２Ｄ

5人 018-893-3836
パソコン入力作業（エ
クセル・ワードを使用
して文章作成可能な
方） 実務経験（福祉
関係）５年以上の方
尚可

5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・健康・厚生
05010-22503781

相談支援専門員・就労
支援員・生活支援員

○障害をもつ人への支援業務
・相談支援。
・就労支援として利用者への作業全般にわたり支援を行って
いただきます。
・生活支援として利用者の生活面でのサポート、助言、相談
を行っていただきます。
・送迎に関わる業務・運転などを行っていただきます。
・研修の運営・実施の補助
・社用車使用

普通自動車免許ＡＴ
限定可
相談支援従事者、
サービス管理責任者
（就労）あれば尚可

土日祝他 合同会社　Ａｃ－ｎｅｔ

視能訓練士（臨時）

○眼科において、視能訓練士業務に従事していただきます。


＊雇用期間：本人の勤務状況等により、年度毎の更新と
　なります。



視能訓練士

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

0144-55-6675

239人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
01190-10676481

普通自動車運転免
許
（大型自動車運転
免許あれば尚可）
（車両系建設機械
免許あれば尚可）

雇用・労災・健康・厚生
05010-22496581

地盤調査及び地盤補
強工事補助作業員【秋
田県秋田市】

◆各現場において地盤調査及び地盤補強工事補助作業員と
　して業務に従事していただきます

　・住宅用の地盤調査
　・住宅用地盤補強工事補助作業　等


　　　☆当社のホームページがご覧になれます☆


日祝他 越智建設　株式会社
隔　週

北海道苫小牧市新開町３丁目１１－
４

5人

隔　週
秋田県南秋田郡五城目町小池字岡
本下台５５－１６

6人 018-879-8011

パソコン操作（ワー
ド、エクセル、ＣＡ
Ｄ）

7人 秋田県南秋田郡五城目町

22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22486681

土木施工管理技士

・現場での測量業務
・ＣＡＤ使用を含む施工管理業務
・工事現場での施工業務
・社用車使用


普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
１級又は、２級土木施
工管理技士

日祝他 有限会社　今村建設

現場監督

・現場の施工管理及び図面、書類作成等
・現場進行にかかわる業務全般
・社用車使用

＊冬期間（１１月～３月）の就業時間は（２）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）（必須）
１級２級建築士、１級
２級建築施工管理技
士　のいずれか

日祝他 奥羽住宅産業　株式会社
その他

秋田県秋田市大町２丁目６－２９

18人 018-865-1511

実務経験者
有資格者

71人 018-863-1261

不問
15,267人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22485381

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22483181

工事・施工（建築系）
［契約社員］（地域限定
社員）

○店舗、工場、オフィスビルの施工管理の業務に従事してい
ただきます。
・工事現場監督（現場は秋田県内）
・業者との打ち合わせ
・引き渡しの立ち会い
・見積書、書類提出

＊原則地域限定社員として採用
＊マイカーを使用します。（自動車手当、ガソリン代支給）


「一級建築施工管理
技士」または「一級建
築士」のいずれか
「普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）」

土日祝他 大和ハウス工業　株式会社　秋田支
店毎　週
秋田県秋田市大町３丁目２－１０

毎　週
秋田県秋田市大町３丁目２－１０

71人 018-863-1261

不問
15,267人 秋田県秋田市

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-78171581

工事・施工（建築系）
［正社員］

○店舗、工場、オフィスビルの施工管理の業務に従事してい
　ただきます。
・工事現場監督（現場は秋田県内）
・業者との打ち合わせ
・引き渡しの立ち会い
・見積書、書類提出

＊地域限定社員制度あり
＊マイカーを使用します。（自動車手当、ガソリン代支給）


「一級建築施工管理
技士」または「一級建
築士」のいずれか
「普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）」

土日祝他 大和ハウス工業　株式会社　秋田支
店

建築施工管理［秋田
市・横手市・大仙市］

集合住宅・オフィスビル・物流施設等の各建設現場等における建築
施工管理業務に従事していただきます
（業者の段取り・作業員への指示・品質管理・工程管理・安全管理・
打ち合わせ他） ＊ご本人の希望や適性を踏まえて担当現場を決定
いたします　＊施工管理経験が５年あれば、公認資格の有無は問い
ません
＊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御連絡下さい
＊就業場所は応相談させていただきます
【画像情報あり】ハローワークの求人検索パソコンで画面下『事業所
情報表示』クリックで画像情報をご覧いただけます

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　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

施工管理経験５年
以上
パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

平成30年11月21日発行（平成30年11月20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

生産技術


○航空機エンジン部品を加工するための、加工工程設計指
導および加工に必要なプログラム作成、ＣＡＤを使用した製図
等を担当していただきます。

＊その他付随する作業あり。
＊業務上、社有車（ＭＴ車）の運転あり
＊男女問わず活躍中

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 山本精機株式会社　潟上事業所
その他

秋田県潟上市天王字細谷長根８４－
１

18人 018-893-6659
パソコンの基本操
作（エクセル、ワー
ド）あり（生産技術
経験あればなお
可）

62人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22539181

℡ 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 152,000円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

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

日給（月額換算）

1人 144,739円～195,692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 140,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 138,180円～138,180円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 131,580円～137,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 168,100円～300,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 168,100円～300,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

3人 164,880円～196,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時15分 就業場所

月給

1人 180,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時50分～17時50分 就業場所

月給

1人 178,000円～244,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

4人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時10分～16時10分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

130人 秋田県秋田市
平成30年12月17日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-22488581

介護職員

〇施設サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食事等の介
護、その他の日常生活上のお世話を行います。

※夜勤（１７：１５～翌日９：１５）業務はありません。


・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

33人 018-824-7000

不問

4人 018-863-2316

パソコン入力（エク
セル、ワード）

92人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22530081

雇用・労災・健康・厚生
05010-22550581

建築資材木質建材の
営業販売

・既存顧客を中心とした建築資材の営業販売
（商品紹介や納品など）
・販売店、工務店などの得意先訪問。
・建築内外装資材の提案、販売。
・受注商品の納品業務、見積業務など。

＊範囲は秋田県内が中心になります。
＊新規開拓業務もあります。
＊作業服貸与

中型自動車運転免
許

日祝他 株式会社　銘林　秋田営業所
その他

秋田県秋田市八橋南１丁目１２－２３

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
＊メンテナンス業務
経験者優遇

9人 秋田県秋田市

750人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22504881

システム営業（秋田市）

・ＯＡ機器のメンテナンスとＰＣ、コピー機の設置
・お客様（民間事業所）へのフォロー巡回
・メンテナンス等のフォローをしながら、お客様へ販売営業も
行っていただきます。
（コンサルタント業務はありません）

＊営業エリアは秋田県内全域
＊営業には社用車を使用（ＭＴ・ＡＴ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

営業スタッフ（秋田市
内）

・お客様が保有されているマツダ車のメンテナンス管理やカー
ライフ提案を行いながら、次もマツダ車を選んでいただくため
の営業販売職を担当してもらいます。

・社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

火他 株式会社　東北マツダ（秋田事業部）
その他

秋田県秋田市八橋新川向１５－３９

26人 018-865-7611

不問

0人 027-345-8725

不問
18,638人 秋田県潟上市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

10020-21375881

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

10020-21342881

エリア社員／店舗スタッ
フ／潟上店／１１１７／
急募

主に次のような店舗内業務をお願いします。
　＊販売業務
　　（小物家電製品、理美容用品、調理家電など）
　＊店内の各売り場でのレジ会計
　＊商品補充、商品整理
　＊荷卸、倉庫整備、仕入れ伝票入力

その他、店舗内の業務をお願いいたします。


不問

他 株式会社　ヤマダ電機
その他

群馬県高崎市栄町１番１号

その他
群馬県高崎市栄町１番１号

0人 027-345-8725

不問
18,638人 秋田県秋田市

380人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22495981

エリア社員／店舗スタッ
フ／秋田御所野店／１
０５３／急募

主に次のような店舗内業務をお願いします。
　＊販売業務
　　（小物家電製品、理美容用品、調理家電など）
　＊店内の各売り場でのレジ会計
　＊商品補充、商品整理
　＊荷卸、倉庫整備、仕入れ伝票入力

その他、店舗内の業務をお願いいたします。


不問

他 株式会社　ヤマダ電機

オペレート担当スタッフ

○当社コントロールルームでの作業となります。
・主な仕事は電話取次、パソコン入力、書類整理など
・仕事の慣れに伴い、社員や顧客の管理、業務管理や伝令作業と
いった情報処理の仕事にも携わっていく予定です。
＊電話オペレーターのような高度な仕事ではありません。
　未経験の方でも十分やっていける仕事です。
＊ＰＣもタッチタイピングができなくても十分ＯＫです。
＊制服貸与（出退勤は私服可）
＊本業務は２４時間行っている業務の日中の部分を行っていただく
方の募集となります。

不問

他 ユーアイ警備保障　株式会社
その他

秋田県秋田市山王２丁目１－５４　三
交ビル４Ｆ

7人 018-867-1001

パソコン操作（ワー
ド・エクセル初級程
度）

19人 018-860-2281

パソコン操作できる
方（一太郎・エクセ
ル・ワード）

3,000人 秋田県秋田市
平成31年1月1日～平
成31年6月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010-22502481

雇用・労災・健康・厚生
05010-22484081

事務補助（臨時的任用
職員）

○事務補助業務に従事していただきます。
【主な仕事の内容】
・事務補助
・文書作成、文書整理
・パソコン操作（一太郎、エクセル、ワード等）
・電話応対
・接客（お茶出し等）
＊雇用期間の更新あり
　（更新期間は面接時に説明）

不問

土日祝他 秋田県　産業労働部　資源エネル
ギー産業課毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－１

毎　週
秋田市外旭川八柳３丁目１４－５０

7人 018-868-1018

不問
7人 秋田県秋田市

26人 秋田県秋田市
平成31年1月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-22478681

一般事務

○住宅リフォーム設備に関わる事務の補助に従事していただ
　きます。
・受発注業務（電話・Ｆａｘ対応）
・エクセルを使用した簡単な見積・請求書の作成（下書きの
　入力）
・仕入帳、売掛帳の記入
・電話対応
・来客時のお茶出し、清掃等



不問

土日祝他 株式会社　アキオン

事務補助

○当事務所において、事務補助業務に従事していただきます
・文書作成・管理
・資料作成補助（会議資料等）
・旅費計算
・接遇（電話・来客対応など）
・その他（社内回覧等）

不問

土日祝他 国土交通省東北地方整備局　秋田
港湾事務所毎　週
秋田県秋田市土崎港西１丁目１－４
９

23人 018-847-2511

パソコン操作（一太
郎・ワード・エクセ
ル）

基本的なパソコン
操作（両手で文字
入力できる事）

3,380人 秋田県秋田市
4ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-22525681

不問

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

1,431人 018-888-9120

4ページ中 2ページ

平成30年11月21日発行（平成30年11月20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

入力業務（契約社員）

○賃貸物件契約時に入居者の方から提出いただいた書類を
もとに、専用システムへ入力と、入居者の方や管理会社との
電話での確認作業です。

◆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



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

3人 154,000円～260,000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 132,284円～156,240円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～14時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 132,284円～156,240円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

2人 135,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 157,000円～165,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時45分 就業場所

月給

1人 158,500円～263,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 176,256円～176,256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 200,000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00分～17時00分 就業場所

月給

3人 169,880円～197,100円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時15分 就業場所

月給

3人 300,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

6人 018-880-5271

大型トレーラー運
転経験者

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22517681

雇用・労災・健康・厚生
05010-22516381

トレーラー運転手

○大型トレーラーにて、スクラップ、コンクリート、産業廃棄
物、古紙等を東北一円及び新潟、まれに北関東に運送してい
ただく業務です。

《必須》大型免許、け
ん引免許　　　
（車両系建設機械、
フォークリフト免許
あれば尚可）

日祝他 南洲運輸　有限会社
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１７－２２

その他
秋田県秋田市八橋新川向１５－３９

26人 018-865-7611

不問
750人 秋田県秋田市

62人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22540681

自動車整備士（秋田市
内）

・店舗のサービス工場で、主にマツダ車の車検、点検、整備
や部用品取付を担当していただきます。

・社用車使用

２級自動車整備士
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

火他 株式会社　東北マツダ（秋田事業部）

仕上げ作業員

○機械加工後の航空機エンジン部品のバリ取り、研磨等製
品として完成するまでの最終工程を担当していただきます。

※目先を使う細かい作業です

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 山本精機株式会社　潟上事業所
その他

秋田県潟上市天王字細谷長根８４－
１

18人 018-893-6659

不問

188人 018-863-0004

不問
220人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22505281

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22510481

仕上げ


・鋳物製品のバリ等をグラインダー等の工具で除去する業務

・未経験の方でも十分な指導をおこないます。

・作業着、安全靴等、仕事に必要な物は会社から支給致しま
す。
　　　　　


不問

日祝他 北光金属工業　株式会社
その他

秋田市向浜１丁目７－１

毎　週
秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－７３

45人 018-801-1100

不問
80人 秋田県秋田市

70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22493381

鋳物工（工場内製造
員）

○鋳物にかかわる作業に従事していただきます。
　
　・水道用のパイプや自動車用素形材などを製造するための
業務（溶解、造形）
　・手作業による製造業務
　・その他、付随する業務

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　イトー鋳造

サービス職

・遊園地の運営
・売上計算、売上入力、請求書作成、処理等の事務仕事
・商品管理、発注等の仕事
・売場やスタッフ等の管理
・お客様対応等
・パソコンを使用します（ワード、エクセル等）

不問

他 豊永産業　株式会社　秋田事業所
（大森山遊園地）その他
秋田県秋田市浜田字潟端１５４番地

30人 018-828-1321

パソコン操作

50人 018-865-0001

不問
172人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22538281

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22520881

フロント（契約社員）

○フロント業務全般を担当していただきます。
［主な仕事内容］
・チェックイン、チェックアウト　　・館内の案内
・電話予約の受付
・館内および利用中の浴場及び脱衣所の見まわり
・その他、付随する業務
＊土・日・祝日勤務可能な方
＊雇用期間：本人の勤務状況等により６ヶ月毎の更新
＊正社員登用制度あり

不問

他 株式会社　二十二　天然温泉　ホテ
ルこまちその他
秋田県秋田市卸町１－２－３

その他
秋田県秋田市中通１丁目３番５号

4人 018-834-1141

不問
450人 秋田県秋田市

450人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-22519581

給食業務「しおさい」

○施設内で仕込み、盛付、配膳、下膳、お茶出しなどの給食
業務全般を担当します。
＊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

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル

給食業務「しおさい」【早
番専任】

○施設内で仕込み、盛付、配膳、下膳、お茶出しなどの給食
業務全般を担当します。

＊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

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

4人 018-834-1141

不問

不問
40人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22548081

不問

他 有限会社　ディーキューブ　美容室
ビートルその他
秋田県秋田市東通２丁目１３－１

7人 018-837-3909

平成30年11月21日発行（平成30年11月20日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

美容、ネイル、エステ、
アイラッシュ及び販売

○美容全般の他、婚礼、ネイル、エステ、アイラッシュ、化粧
品販売を担当していただきます。
・ＣＭや雑誌などのヘアメイク、イベント企画
・その他、付随する業務

＊美に関することをトータルで提案しています。
＊上記は基本的な業務内容ですが、美容師免許の有無に
よって、業務内容は異なります。

℡ 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

月給

1人 180,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 197,600円～321,100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）

1人 165,900円～189,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

4人 183,600円～205,200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

7人 018-874-3705

不問
7人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災・健康・厚生
05010-22477381

雇用・労災・健康・厚生
05010-22531381

土木作業員・除雪オペ
レーター

○土木作業に従事していただきます。
・側溝据え付け、舗装作業
・重機のオペレーター（資格なくても可）
・その他、付随する業務全般

＊現場範囲：秋田市、南秋田郡、北秋田市、男鹿市

＊冬季は除雪作業を行います（夜間作業になります）

中型免許（８ｔ限定
可・ＡＴ限定不可）
大型特殊あれば尚
可

日他 有限会社　カツタ建設
毎　週

秋田県南秋田郡井川町浜井川字杉
ノ実２５－３

その他
秋田県潟上市天王字大長根８５－２

11人 018-878-4586

不問
11人 秋田県潟上市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22479981

大工・左官等

・一般木造住宅建築作業
・建築工事に付帯する作業

＊現場は秋田市内中心
＊現場への移動は社有車（ＭＴ車）使用
＊見習い可

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　松岡技建

鳶工（見習い可）

○鳶工業務に従事していただきます。
・秋田県内建設現場、各種プラント、橋梁での鳶工事となりま
す。
・足場橋梁架設工事
・その他付随する業務
＊現場状況に応じて直行直帰となる場合があります。
＊短期出張の場合もあります。
＊未経験者歓迎、一から教えます。
＊資格がない方には、資格取得制度があります。

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
（足場組立作業主任
者、玉掛技能者、職
長教育あれば尚可）

日他 鳶・秋一工業　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋比内町１１－３０

6人 018-807-7819

不問

２ｔ又は４ｔダンプ運
転経験者

2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-22514181

中型自動車免許
（車両系建設機械
免許あれば尚可）

日他 保坂商会
その他

秋田県秋田市飯島鼠田４丁目９－２
４

2人 018-846-1257

4ページ中 4ページ

平成30年11月21日発行（平成30年11月20日受付分)　Ｎｏ．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

ダンプの運転手

○工材、採石運送業務に従事していただきます。
・２ｔ・４ｔダンプ運転・管理

＊範囲は秋田県内となります。
＊基本は運転のみですが、車両系建設機械免許があり自分
で積みおろしできる人は尚可です。

　　　　●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．　１１月２１日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
　２．　１１月２２日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　３．　１１月２６日　社会福祉法人幸楽会【看護師・准看護師、介護員、訪問介護員】
　４．　１１月２７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】
　５．　１１月２８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　６．　１１月２９日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　７．　１１月３０日　㈱秋田キャッスルホテル【病院・介護施設の調理業務、調理補助、食器洗浄　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　８．　１２月　３日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
　９．　１２月　４日　西武　秋田店【化粧品販売】
１０．　１２月　５日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ・ﾌﾟﾛ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ社員（営業）】
１１．　１２月　６日　㈱虹の街【訪問介護員、介護員、機能訓練指導員、生活相談員、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

月給

1人 195,000円～248,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 0時00分～ 9時00分
(3)21時00分～ 6時00分

月給

1人 213,500円～320,100円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 169,400円～169,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 207,000円～207,000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 187,800円～224,650円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3) 9時30分～18時30分

月給

1人 223,000円～234,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時00分～21時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

月給

1人 206,000円～219,000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 35歳以下 (1)12時00分～21時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

日給（月額換算）

1人 134,232円～134,232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

時給（月額換算）

3人 116,963円～116,963円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)22時00分～ 6時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 144,480円～244,240円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 就業場所

不問
20,100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-78533481

介護福祉士・実務者
研修・介護職員基礎
研修
ホームヘルパー１級
のいずれか

他 株式会社　ツクイ　東北圏
毎　週

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８
－２

29人 022-348-2273

平成30年11月22日発行（平成30年11月21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

サービス提供責任者
［秋田市／秋田川尻営
業所］

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。
＜主な仕事内容＞
・訪問介護サービスのコーディネート業務全般
・ケアプランに基づく訪問介護計画の作成
・関係機関との連絡調整
・ホームヘルパーへの各種指示や指導
・ホームヘルパーとしてのサービス提供　　　
・勤務スケジュール作成　など

看護師または准看護師


○障害者支援施設における看護業務全般。

・利用者様の健康管理、バイタルチェック、投薬管理等
・通院時の付き添い等
・その他、付随する業務



正看護師・准看護
師

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

67人 018-873-7801

不問
160人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22574681

栄養士（牛島ルンビニ
園）

〇保育所の栄養士業務（献立の作成、栄養計算、食材の発
注）及び調理業務（昼食、おやつ他の調理）
・それに付随する業務

※入所児童　三歳未満児：３９名
　　　　　　三歳以上児：４３名

栄養士免許

日祝他 社会福祉法人　秋田聖徳会
その他

秋田県秋田市旭南１丁目５－６

24人 018-862-3267

不問
200人 秋田県秋田市

平成31年3月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-22609781

生活相談員

○ショートステイにおける生活相談員業務を担当します。
（単独型短期入所生活介護施設、現在４０床）
・家族、ケアマネージャーとの連絡、調整
・施設の入所、退所に係る手続き
・社用車を使用しての送迎あり

＊相談員２名体制となります。

社会福祉士又は社
会福祉主事任用資
格又は介護支援専
門員いずれか

他 株式会社　アースワン
その他

秋田県秋田市御所野堤台２丁目２－
１９

24人 018-829-0123

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22572081

支援員（正社員）「障が
い者支援施設ほくと」

○障害者支援施設における利用者の生活支援全般を担当し
て
　いただきます。
・利用者様の入浴、食事、排泄等の介助
・その他、付随する業務

＊夜勤は月に４～５回程度あります。３人体制です。

＊定員５５名　

介護福祉士

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

67人 018-873-7801

不問
160人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22575981

アシスタントマネー
ジャー【契約社員】英会
話イーオン秋田校

生徒様ケア／電話、カウンター対応
　　　　　　レッスンの更新カウンセリング
運営業務／・入学希望者へのコース説明
　　　　　・集客のための広告宣伝の企画、実施
　　　　　・ＰＣ入力、事務処理
その他、スクールマネージャーのサポート
☆第２新卒者歓迎

不問

日祝他 株式会社イーオン　東京本社
その他

東京都新宿区西新宿６－１０－１　日
土地西新宿ヒ゛ル１６Ｆ

7人 03-5381-1500

不問
2,300人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13080-99812681

アシスタントマネー
ジャー【正社員】／英会
話イーオン秋田校

生徒様ケア／電話、カウンター対応
　　　　　　レッスンの更新カウンセリング
運営業務／・入学希望者へのコース説明
　　　　　・集客のための広告宣伝の企画、実施
　　　　　・ＰＣ入力、事務処理
その他、スクールマネージャーのサポート
☆第２新卒者歓迎

不問

日祝他 株式会社イーオン　東京本社
その他

東京都新宿区西新宿６－１０－１　日
土地西新宿ヒ゛ル１６Ｆ

7人 03-5381-1500

不問
2,300人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13080-99814581

一般事務補助

○事務補助
○文書受付、整理
○パソコン操作（Ｅｘｃｅｌ，Ｗｏｒｄまたは一太郎等）
○電話対応
○書類発送
○来客対応（給茶等）
＊雇用契約の更新は、最長平成３２年３月末まで
　（１２ヵ月経過時に１カ月の雇用中断あり）
＊平成３２年４月以降、再雇用の可能性あり

不問

土日祝他 秋田県観光文化スポーツ部観光戦
略課毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－１

15人 018-860-1461


パソコン操作（エク
セル、ワードまたは
一太郎）

3,000人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・公災・健康・厚生
05010-22565381

コンビニ店員（２２時～
６時）

○コンビニエンスストア店員としての業務に従事していただ
　きます。
【主な仕事内容】
・レジ接客、商品陳列と補充等
・商品発注（各担当を持っていただきます）
・店内清掃
・その他付随する業務
＊業務を行いながら指導しますので、未経験の方も安心して
　働けます。

不問

他 セブン・イレブン　秋田山王中島町店
毎　週

秋田県秋田市山王中島町２番２号

8人 018-824-1411

不問
8人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-22588881

店内販売員（北秋田新
屋店（仮）／準社員）

・接客販売
・レジ操作
・品出し
・その他の関連する業務

◎１２月上旬オープン予定

不問

他 株式会社　丸大サクラヰ薬局
（ハッピー・ドラッグ、ハッピー調剤薬毎　週
青森県青森市三内玉作２－７２

0人 017-761-1611

不問
1,250人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

02010-22232581

℡ 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

3人 190,000円～250,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

日給（月額換算）

2人 129,600円～151,200円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～15時30分 就業場所
(2) 8時00分～16時30分
(3)10時30分～19時00分

時給（月額換算）

1人 128,000円～128,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

2人 215,000円～215,000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 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)14時00分～23時00分

月給

1人 189,000円～231,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給（月額換算）

2人 174,200円～174,200円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時30分～16時10分 就業場所
(2)12時00分～19時40分
(3)16時05分～23時30分

月給

1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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1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 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

10人 136,960円～136,960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00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 147,000円～189,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

3人 166,750円～166,750円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時20分 就業場所
(2)16時00分～ 0時20分
(3) 0時00分～ 8時20分

3ページ中 2ページ

平成30年11月22日発行（平成30年11月21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

嘱託／登録販売者／
秋田御所野店／１０５３
※急募

医薬品（２類・３類）の販売。
レジ・商品補充等。

※登録販売者の資格をお持ちの方
　但し、店舗管理者としての勤務資格をお持ちの方に限りま
す。
　１．平成２７年３月３１日までの合格者
　２．平成２７年４月１日以降合格者のうち実務に従事した期
間が通算して２年以上あることを証明できる方


12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

10020-21666181

登録販売従事登録
証をお持ちの方

他 株式会社　ヤマダ電機
その他

群馬県高崎市栄町１番１号

0人 027-345-8725

12人 0185-45-2211

不問

不問
18,868人 秋田県秋田市

不問

他 社会福祉法人　いずみ会

ガソリンスタンド員

○ガソリンスタンドでの業務全般を担当します。
・給油作業
・洗車作業　
　
＊ピット作業（タイヤ交換、オイル交換など）が出来る方は
行っていただきます。
＊販売ノルマはありません。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
（危険物乙４、あれ
ば尚可）

他 大潟村農業協同組合
その他

秋田県南秋田郡大潟村中央１－５

不問
180人 秋田県秋田市

130人 秋田県南秋田郡大潟村
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1511181

介護職員（リンデンバウ
ムいずみ）

○特別養護老人ホーム「リンデンバウムいずみ」において
　介護業務全般を担当していただきます。
・入浴、食事、排泄等の介助
・生活介助
・その他付随する業務
＊入所者は５０名程度
＊月１６０時間程度の勤務
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

株式会社　はなまる
その他

東京都中央区日本橋箱崎町３６番２
号　１８階

その他
秋田県秋田市泉菅野２丁目１７－１１

127人 018-896-5880

雇用・労災・健康・厚生
13010-46937682

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22602181

サービス（フード）（秋田
トピコ店）

「はなまるうどん店舗」にて、店舗運営管理全般をお任せしま
す。研修後、店舗勤務の経験を経て、店長をお任せする予定
です。

※既卒の方、積極的に採用。

不問

他

30人 03-5711-8211

不問

29人 03-5651-8701

不問
5,000人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　第一企画

＜カフェ＞店舗運営管
理者
（秋田市）

○駅ビル内にあるドトールコーヒーショップ（ＦＣ）です。
　店長候補としてカウンター業務（レジ・接客・ドリンク・フード
調理など）の他、スタッフのシフト管理や売上管理
　などもお願いします。

※正社員登用制度あり。

※スキルに応じて研修を行いますのでご安心ください。


不問

他 株式会社　オアシスＭＳＣ
毎　週

東京都大田区蒲田５－３８－３　蒲田
朝日ビルデイング８階

不問
30人 秋田県秋田市

750人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
13060-24147081

ホール業務・接客（契約
社員）

○パチンコ店でのホール・カウンター接客のお仕事です。
・ホール関係（台のメンテナンス）
・カウンター関係（お客様の景品交換・マイクアナウンス）
　など

＊未経験者の方でも採用後、研修を行いますので安心して
　ご応募ください。

株式会社　晃保温
その他

秋田県秋田市手形字蛇野３１番地

その他
秋田県秋田市仁井田本町５－１－１
１

17人 018-839-8911

雇用・労災・健康・厚生
05010-22573381

雇用・労災・健康・厚生
05010-22566681

板金工・保温工

○配管、ダクト等に保温材や断熱材を取り付ける保温・保冷
板金の熱絶縁工事をしていただきます。
＊未経験の方には補助作業や雑務等の作業をしながら仕事
を徐々に覚えていただきます。
＊主な工事現場は秋田県内全域です（県外もあり）
　（社用車使用：現場は必ず２人以上）
＊建設業の中で数少ない職種のため業界で必要とされるお
仕事です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他

9人 018-824-3668

不問

8人 018-838-7366

不問
8人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社ジャパンクリエイト　大仙営
業所

構内作業員

○当社工場内でのガス溶断業務を担当していただきます。
・各種スクラップ材（主に鉄くず、産業廃棄物）の分別・溶断
・その他付随する作業

＊力仕事なので体力が必要です。

ガス溶接（必須）、
フォークリフト（必
須）
天井クレーン、玉掛
けあれば尚可

日他 有限会社　加藤四郎商店
その他

秋田市川尻町字大川反２３３－５２

不問
1,300人 秋田県潟上市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22597281

食品製造【潟上市】

○コンビニエンスストア向けのお弁当、おにぎり、寿司
　パン、惣菜、サラダ、デザートの製造をしていただき
　ます。
※未経験の方でも、丁寧に指導致しますので、安心して
　お問い合わせ下さい。
※派遣期間：Ｈ３０年１２月１７日～Ｈ３１年３月３１日
※上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３３年３月３１日です。

大潟村農業協同組合
その他

秋田県南秋田郡大潟村中央１－５

その他
秋田県大仙市朝日町１９－３
　　　　　　ヴァンティアンビル２Ｆ

0人 0187-66-4477

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22596881

平成30年12月17日～
平成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6398081

農業機械整備士


　○農機具の整備作業に従事していただきます。
　
　・トラクター整備
　・コンバイン整備
　・小農具等の整備
　


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他

その他
秋田県大仙市朝日町１９－３
　　　　　　ヴァンティアンビル２Ｆ

0人 0187-66-4477

不問

8人 0185-45-2211

不問
113人 秋田県南秋田郡大潟村

1,300人 秋田県秋田市
平成30年12月17日～
平成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6397181

電子部品の製造【秋田
市】

＊ＬＥＤチップの選別、加工、検査
＊半導体基板の電気特性評価
　（機械操作）

※派遣期間：Ｈ３０年１２月１７日～Ｈ３１年３月３１日
※上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３２年２月１日です。

不問

他 株式会社ジャパンクリエイト　大仙営
業所



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）

5人 196,800円～196,800円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 2時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

月給

1人 170,000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 59歳以下 (1) 9時30分～18時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 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

月給

1人 180,000円～380,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

月給

2人 280,000円～450,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 151,000円～172,000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～16時45分 就業場所

月給

2人 180,000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

平成30年11月22日発行（平成30年11月21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

組立・機械操作補助（３
交替制）【南秋田郡五
城目町】

＊自動二輪車等の部品の組立あるいはマシンオペレータ補
助作業に従事していただきます。
　※マシンオペレータ補助：
　　　　　　機械に部品をセットする作業です。
※派遣期間：Ｈ３０年１２月１７日～Ｈ３１年３月３１日
※上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　２０２０年１月１７日です。

不問

日他 株式会社ジャパンクリエイト　大仙営
業所その他
秋田県大仙市朝日町１９－３
　　　　　　ヴァンティアンビル２Ｆ

0人 0187-66-4477

不問
1,300人 秋田県南秋田郡五城目町

平成30年12月17日～
平成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6399381

自動車検査員

○自動車検査員業務に従事していただきます。
・完成検査
・自賠責発行
・適合証発行
・その他、付随する業務
〇お客様の自動車の点検、一般整備、車検

＊パソコン操作のできる方尚可
＊試用期間３ヶ月あり（同条件）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

火他 株式会社　モトーレン秋田
（Ａｋｉｔａ　ＢＭＷ、ＭＩＮＩ　Ａｋｉｔａ）その他
秋田市仁井田二ツ屋１丁目１０－４０

29人 018-833-9449

不問
29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22607581

自動車検査員

○自動車検査員業務に従事していただきます。
・完成検査
・自賠責発行
・適合証発行
・その他、付随する業務
〇お客様の自動車の点検、一般整備、車検等

＊パソコン操作のできる方尚可
＊試用期間３ヶ月あり（同条件）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

火他 株式会社　モトーレン秋田
（Ａｋｉｔａ　ＢＭＷ、ＭＩＮＩ　Ａｋｉｔａ）その他
秋田市仁井田二ツ屋１丁目１０－４０

29人 018-833-9449

不問
29人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22608481

技術職（経験者）【秋田
営業所】◆急募◆

◎建築業務全般を行っていただきます。

＊パソコンによる図面の作成及び書式の作成。
＊各現場管理及び発注管理。
＊その他、建築業務に付随する業務全般を行っていただきま
す。

※丁寧に指導いたします。

普通自動車免許
（業務上必要）

日他 株式会社　小坂ハウス工業
その他

秋田県雄勝郡羽後町字稲荷２０－２

3人 0183-62-5544

パソコン操作（ワー
ド、エクセルの基本
操作可能な方）

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05070- 3124281

大型運転手（秋田県）

（１）新潟～東北間の一般雑貨の定期運行
（２）関東方面への一般雑貨の配送

＊主に（１）のルートでの運行です。　　　　　　　　　　
＊大型運転経験者は優遇いたします。
　未経験者も可（添乗指導を行います）。

＊会社概要の詳細については、当社ホームページをご覧くだ
　さい。

大型免許

日祝他 西川運輸興業　株式会社
その他

新潟市東区木工新町４３１番地２

20人 025-271-7111

経験者優遇
未経験者も可（添乗
指導を行います）
運転免許取得支援制
度有り

130人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
15010-44764781

配送・加工補助

○加工した食肉を秋田市及びその周辺地域ホテル、飲食店、
学校、病院等へ配送する業務に従事していただきます。
・ルート配送
・積み込み（２０ｋｇ前後）
・適性によって加工補助

＊配送車は軽自動車を使用（すべてＡＴ車）


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 合資会社　お天気や
その他

秋田県秋田市楢山本町１－１

25人 018-833-1274

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22552781

業務社員（建物清掃、
砂場メンテナンス）

・建物における床のワックス掛け作業や窓硝子清掃及びその
他清掃業務全般

・砂場のメンテナンス、機械を使用して子供達が使用する砂
場を清掃・消毒する。

普通自動者免許
（ＡＴ限定不可）

他 アースクリエイツ　合同会社
その他

秋田県潟上市飯田川飯塚字飯塚２

0人 018-874-7749

不問
0人 秋田県秋田市

健康・厚生
05010-22557381

℡ 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。



秋田市中通2-3-8　アトリオン３F 秋田市御所野地蔵田3-1-1　秋田テルサ３F
Tel　018-836-7820 Fax　018-831-1817 Tel　018-889-8609 Fax　018-889-8610
ご利用時間 ご利用時間／９：００～１７：１５
　月・金曜日        ９：００～１８：３０ （土日・祝日・年末年始は閉庁）
　火・水・木曜日 　９：００～１７：１５ ○ハローワーク相談コーナー
　土曜日　　　　　１０：００～１７：００(原則第２・４のみ開庁)

（※日曜、祝日、年末年始は閉庁）
○職業相談・紹介・求人情報検索コーナー ○求人情報検索コーナー

【マザーズコーナー秋田】

 
Tel　018-836-9001 Fax　018-831-1817

○子育てをしながら働くことを望む求職者の
職業相談・紹介を専門に行います。

 場所、利用時間はハローワークプラザアトリ
 オンと同じ。

　　いずれの施設もハローワーク秋田と同じ求人情報がご覧いただけます。
　　職業相談・職業紹介も行っていますので、是非ご利用ください。

【ハローワークプラザアトリオン】 　【ハローワークプラザ御所野】

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田の求人情報検索コーナーと
同じ内容の検索ができます。

ハローワーク秋田附属施設のご案内

●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！

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　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、下記日程で開催します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加希望者は直接会場へお入りください。
　

　１．１１月３０日　警備業者合同就職面接会　１０：００～１２：００　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：ＡＬＳＯＫ秋田㈱、㈱国際パトロール、㈱出羽警備、ユーアイ警備保障㈱、
                         ㈱友愛ビルサービス＞
　
　２．１２月　４日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：ヤマト運輸㈱秋田法人営業支店【荷受作業、軽作業】＞

　３．１２月１１日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：㈱プレステージ・インターナショナル秋田ＢＰＯキャンパス
　　　　　　　　　　　　　【事故受付、家財保険受付、クレジット照会受付、入力業務　他】＞

『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

1人 280,000円～450,000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

3人 210,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

3人 165,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

2人 200,000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 64歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,000円～140,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 166,670円～166,670円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3) 8時30分～15時00分

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 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 172,800円～182,400円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

2人 224,300円～274,000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25分～17時15分 就業場所

15人 0229-23-7210

不問
354人 宮城県大崎市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04040- 8425681

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22636081

ルート営業職（正社員）

○既存の店舗へ農業機械のルートセールス業務に従事します　＊
販売業務
　＊サービス（納品・組立・点検・修理）
　＊展示会での準備、片付、接客
●新規開拓はありません。
※事前に履歴書、職務経歴書、紹介状を所在地に郵送してくださ
い。書類選考後に面接日の連絡をします。
※点検・修理等については、研修等あります。未経験の方も歓迎し
ます。
※自社製品詳細については、ホームページをご覧ください。

普通自動車免許一
種（ＡＴ限定・不可）

土日祝他 静岡製機株式会社　東北営業所
毎　週

宮城県大崎市古川穂波３丁目１－１
４

その他
秋田県秋田市上新城中字南波掛１９
－１

8人 018-872-3133

不問
23人 秋田県秋田市

18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22639981

セルフガソリンスタンド
スタッフ

○セルフ型ガソリンスタンドにおける業務全般を担当していた
だきます。
・給油等で戸惑うお客様への対応
・当社のお得な車検等のご案内
・お客様を気持ち良くお迎えするための清掃
・その他付随する業務

＊車の移動や外出業務あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 セルフスタンド　マルモ（森沢石油
株式会社）

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

8人 018-823-9357

医療事務経験１年
以上

272人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22634281

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-22647981

医療事務（山王佐野薬
局）

○保険調剤薬局にて医療事務業務全般に従事していただきます。
・保険薬局における受付入力、会計、レセプト業務
　（レセプトコンピュータ使用）
・パソコン操作のできる方（エクセル、ワード）　
・市販薬の販売　　・商品管理
・状況によってはお客様の栄養相談業務あり（有資格者）
・その他付随する業務
＊本人の体調、勤務状況により更新の可能性あり。
　【働き方改革関連認定企業】

不問

日祝他 株式会社　サノ・ファーマシー
その他

秋田県秋田市保戸野通町３－３１

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

・パソコン操作（Ｗｏ
ｒｄ、Ｅｘｃｅｌ等）

457人 秋田県秋田市

700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22654681

一般事務

○企画・広報業務に従事していただきます。

　・役員会などの諸会議運営補助、議事録作成。
　・広報業務補助
　・他大学からの照会回答
　・その他付随する業務　等

不問

土日祝他 秋田県立大学事務局

業務管理

○業務管理として、主に下記の業務を担当していただきます
・警備員の各工事現場への配置及びシフト作成
・官公庁営業（入札情報収集・提案等）
・その他付随する業務

＊当社は中途入社等一切関係なく幹部登用あります！

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 キョウワセキュリオン　株式会社　秋
田事業所その他
秋田県秋田市中通４丁目１－２
秋田スクエアビル３Ｆ

36人 018-838-5775

不問

21人 018-857-3690

障害者施設での勤
務経験３年以上の
方

21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22643181

雇用・労災・健康・厚生
05010-22652081

管理業務及び製造指
導員

○当社で働いていただく障害者の方への製造作業手順等の
指導および業務相談等を担当していただきます。
　また、補助的なペットフードの製造にも従事していただきま
す。
・レトルトの加工
・肉、野菜等のカット
・クッキーの製造　等

不問

土日祝他 株式会社　ＰＯＣＨＩワン
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央３丁目４－
１３

毎　週
秋田県秋田市牛島西１丁目７－５

261人 018-832-3203

不問
275人 秋田県秋田市

275人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22655981

准看護師

○准看護師業務に従事していただきます
［主な仕事内容］
　・精神科看護業務

＊土日祝日、日勤した場合は、振替休日プラス休日出勤手
当　８００円／日支給

＊夜勤及び出退勤時間については応相談

准看護師免許

他 医療法人　回生会　秋田回生会病院

看護師

○看護業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・精神科看護業務

＊土日祝日、日勤した場合は、振替休日プラス休日出勤手
当　８００円／日支給

＊夜勤及び出退勤時間については応相談
　

看護師

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

261人 018-832-3203

不問
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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

建築施工管理

・建築施工管理業務に従事します。
※現場管理作業
※各種申請書類の作成
※ＣＡＤによる設計など

＊現場：秋田県内、私有車使用（借上車両手当あり）



１級または２級建築
施工管理技士
普通自動車免許

土日祝他 瀬下建設工業　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王中島町１０－２６

4人 018-888-5511

建築施工管理経験
者

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22677281

℡ 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 142,000円～220,000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45分～18時00分 就業場所

月給

2人 142,000円～220,000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45分～18時00分 就業場所

月給

1人 164,000円～205,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 147,000円～152,000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)17時00分～ 9時00分 就業場所
(2)17時00分～10時00分

月給

1人 141,100円～151,400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
(2) 8時30分～17時30分
(3)16時30分～ 9時00分

月給

1人 161,400円～200,400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
(2) 8時30分～17時30分
(3)16時30分～ 9時00分

月給

5人 143,000円～250,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

月給

1人 133,000円～201,000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 25歳以下 (1) 9時30分～18時00分 就業場所
(2)10時30分～19時00分
(3)11時30分～20時00分

月給

1人 140,000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 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 140,000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) 6時30分～15時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3) 9時30分～18時30分

月給

2人 215,000円～215,000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 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)14時00分～23時00分

5,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-47956282

サービス（フード）／秋
田川元店

「はなまるうどん店舗」にて、店舗運営管理全般をお任せしま
す。研修後、店舗勤務の経験を経て、店長をお任せする予定
です。

※既卒の方、積極的に採用。

不問

他 株式会社　はなまる
その他

東京都中央区日本橋箱崎町３６番２
号　１８階

14人 03-5651-8701

不問

27人 018-866-1061

不問
27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22653381

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22646681

調理師又は調理補助
員

○ショートステイ（定員２０名）、デイサービス（定員１８名）にお
いて、施設利用者に対する食事提供業務を担当していただき
ます。
・調理、盛付け（朝：２０食、昼：３８食、夜：２０食）
・食器洗浄等
・その他付随する業務

＊４人体制で行います。
＊３食の調理数は最大数です。

不問

日他 株式会社　アーバンライフサポート
その他

秋田県秋田市茨島２丁目１５－７０

その他
秋田県秋田市八橋字下八橋１９１番
地１１

47人 018-863-8283

不問
52人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22632781

工場内作業員（正社
員）【軽作業】

○工場内における各種業務に従事していただきます。
・モップ、リネン品、おしぼり等の製品をたたむ作業や製品の
仕上げ作業など

＊どなたでも簡単にできる軽作業です。

不問

日他 株式会社　北日本リースキン

美容師

○美容師業務全般に従事していただきます。
・シャンプー、カット、パーマ、カラー
・受付業務（電話での予約確認）
・店内の清掃
・機材のセットや片付け
・その他、付随する業務

＊スタイリストデビュー前の方を希望。
　丁寧に指導いたします。

美容師

月他 有限会社　ピエム
その他

秋田市山王６丁目１－５　大平住宅
ビル２Ｆ

8人 018-865-2690

不問

5人 018-831-2555

不問
17人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22624781

雇用・労災・健康・厚生
05010-22649481

美容一般、理容一般

・美容技術者及び理容技術者として施術・接客業務を担当し
ていただきます。
・経験に応じて美容アシスタントとして施術、接客業務をして
いただきます。

理容師免許・美容
師免許のいずれか
（取得予定でも応
募可）

月他 株式会社　Ｈａｎａｋｏ
毎　週

秋田県秋田市東通仲町２－１６

その他
秋田県秋田市土崎港中央１丁目１７
－２３

99人 018-845-0251

介護業務
364人 秋田県秋田市

364人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22648581

看護助手【経験者】

○病院内において看護師の指示のもと看護補助業務全般を
担当していただきます。
・食事、入浴、排泄介助等
・その他付随する業務
＊介護福祉士１８名
＊夜勤は月４～５回程度（相談可）
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
【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

介護福祉士

他 医療法人　正和会　五十嵐記念病院

看護助手

○病院内において看護師の指示のもと看護補助業務全般を
　担当していただきます。
・食事、入浴、排泄介助等
・その他付随する業務
＊介護福祉士１８名
＊夜勤は月４～５回程度（相談可）
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
【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　正和会　五十嵐記念病院
その他

秋田県秋田市土崎港中央１丁目１７
－２３

99人 018-845-0251

不問

8人 018-892-7275

50人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護職員初任者研
修又はホームヘル
パー２級以上尚可
介護職員初任者研
修未受講者は応相
談 雇用・労災・健康・厚生

05010-22686181

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22620681

介護員：正社員（夜勤）

○住宅型有料老人ホームなごみにて、夜間業務に従事して
いただきます（月１０回～１２回程度）
・見守り、巡回、防犯等、入居者様の安心安全の確保や日常
生活介助を行っていただきます。
・月２～３回、日中業務あります。（難しい場合は応相談）

他 有限会社　湯の里　住宅型有料老人
ホーム　なごみその他
秋田県秋田市仁井田字西潟敷１７－
４

その他
秋田県秋田市向浜１丁目３－７

5人 018-866-9313

不問
5人 秋田県秋田市

200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22684881

営業職

・食品工場や食品関係事業所へのルート営業を行っていただ
　きます。
・廃棄物運搬業務、受入計量業務（月１～２回の受入のみ）

＊社有車使用
＊営業範囲は主に県内（隣県３県もあり）

中型自動車免許
（ＡＴ限定不可、８ト
ン限定可）

他 株式会社　ナチュラルエナジージャパ
ン

営業「本店」

○当店舗において自動車の販売・営業の業務を行っていただきま
す。
・一般のお客様への営業業務
・お客様への商品説明
・電話対応
・店舗における事務業務（契約書・見積書の作成、パソコン
　入力操作あり）
・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

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

火他 株式会社　秋田スズキ
その他

秋田県秋田市高陽幸町１６－１６

76人 018-823-4211

不問

不問
200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22681581

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

火他 株式会社　秋田スズキ
その他

秋田県秋田市高陽幸町１６－１６

17人 018-823-4211
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営業「カー秋田」

○当店舗において自動車の販売・営業の業務を行っていただ
　きます。
・一般のお客様への営業業務
・お客様への商品説明
・電話対応
・店舗における事務業務（契約書・見積書の作成、パソコン
　入力操作あり）
・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



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 138,240円～155,520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 就業場所

年俸（月額換算）

2人 185,848円～190,528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)12時00分～20時00分 就業場所
(2) 7時00分～15時00分

月給

2人 208,800円～270,960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
(2)16時00分～ 1時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

時給（月額換算）

2人 150,360円～150,360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) 7時55分～16時05分 就業場所

月給

1人 145,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～172,580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00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

10人 176,000円～176,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 2時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

月給

1人 150,000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 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 217,000円～217,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2) 6時00分～15時00分

月給

1人 158,000円～158,000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) 6時30分～14時15分 就業場所

170人 018-835-1187

不問
400人 秋田県秋田市

～平成31年3月20日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22642281

雇用・労災・健康・厚生
05040- 6405981

ビルメンテナンス

○次のようなビルメンテナンスの職務に従事していただきま
す。

・施設の保守管理
・館内点検業務
・館内の清掃業務
・駐車場での案内
※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　イヤタカ
毎　週

秋田県秋田市中通６丁目１－１３

その他
秋田県仙北郡美郷町六郷字道尻７

7人 0187-84-3607

不問
150人 秋田県仙北郡美郷町

17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22645381

大型タンクローリードラ
イバー

＊大型タンクローリー車（１３ｔ車）による施設及びガソリンスタ
ンドへの納入・荷卸

※タンクローリー常駐所（仙北郡美郷町六郷字道尻７または
　秋田市土崎港藍染町字浜ナシ山）を発着地とし、油槽所か
　ら各施設へ運転していきます。
※制服貸与
◎雇用開始日は、随時予定しております。
　詳細については、面接時に説明させていただきます。

大型自動車一種免
許
危険物乙種第４類
または丙種

他 協和石油株式会社県南営業所

大型トラック運転手


・中距離トラック運転業務に従事していただきます。
・運転エリアは主に東北圏内です。

＊配送先により就業時間は変更となります。

＊時間外・通勤手当等を含む総支給額は、平均で
２１０，０００円～２８０，０００円程度になります。

＊大型自動車運転
免許
＊フォークリフト資
格

日祝他 株式会社　ホクト産業
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－７７

17人 018-888-8828

ＡＴ・ＭＴ車両の運
転経験

20人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県南秋田郡五城目町

平成30年12月10日～
平成31年1月31日 雇用・労災

05010-22621981

雇用・労災・健康・厚生
05010-22637381

電気機器製造（交替
制）　　　　【五城目町】

○電気機器を製造している会社で、手作業でのコイル巻き付
けや、金属仕上げ作業を行っていただきます。

※その他、付随する作業あり。
※就業時間は変則３交替ですが、（１）と（２）の２交替でも可
能です。

＊就業開始日相談可能

不問

日他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

その他
秋田県秋田市新屋豊町１番５８号

29人 018-864-6919

不問
71人 秋田県秋田市

31人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22633881

ＦＲＰ（強化プラスチッ
ク）技術

○ＦＲＰ（強化プラスチック）による耐食容器（タンク類）、化学
装置の設計、製図、検査
・顧客の仕様によるＦＲＰ製品の設計、強度計算等
・ＣＡＤによるＦＲＰ製品の設計図の作成
・ＦＲＰ製品の品質検査
・ＦＲＰ技術を習得後、専門知識を生かした技術営業業務

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　東総

製造課員（溶融亜鉛
メッキ加工業）

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

＊適性を見て、いずれかの業務に従事していただきます。

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

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

日祝他 秋田ガルバー　株式会社
その他

秋田県秋田市向浜１丁目７－３（向浜
金属団地）

31人 018-864-7500

不問

1人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年12月10日～
平成31年1月31日 雇用・労災

05010-22615481

雇用・労災・健康・厚生
06030-10467681

製造オペレーター（手作
業）　　【秋田市】

○製錬所にて、液体に漬けた鉄板に付着した銅を手作業で
剥がす作業を行っていただきます。

＊重量物はありませんが、体を大きく動かす作業です。

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

酒田市光ケ丘１丁目１３－１３－１４１
号

0人 0234-33-5164

6人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（自家用車持込可
能な方）
大型自動車、二種
免許、危険物取扱
者のいずれかあれ
ば優遇

88人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-22682481

家事代行（便利屋）・営
業・庶務［秋田県秋田
市］【正社員】

〇お買い物代行の買物と配達業務
○顧客（会員）募集の営業
　（ガソリン・灯油、宅配便、婚活、等）
〇金銭出納帳への記入業務
〇その他、便利屋業務
※自家用車を使用します。（ガソリン現物支給）
☆入社後、危険物取扱者の資格を取得していただきます。
　（資格取得の費用は全額会社負担です。）
◆就業期間はご希望の時間を選択していただきます。パート勤務希
望の方もご相談に応じます。

土日祝他 人生応援団
毎　週

児童指導員

・学童保育サービスの提供
・施設内清掃
・利用児童に対する生活指導及び遊びの指導

＊通常は（１）のみの勤務
　夏休み、冬休み等の学校長期休みの場合は、（１）と
（２）の交代勤務になる場合があります。　
＊年度ごとの契約更新の可能性あり。
※正社員登用制度あり。

保育士資格、幼稚
園教諭免許

日祝他 社会福祉法人　雄仁会　あおぞら幼
保連携型認定こども園その他
秋田県秋田市仁井田字仲谷地２８４
番地

5人 018-839-5375

不問

不問
600人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13030-24521881

不問

他 株式会社　東天紅
毎　週

東京都台東区池之端１丁目４－１

26人 03-3824-9848
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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

【急募】（契約）秋田／
接客サービス

＊中国料理レストラン
　秋田キャッスルホテル内の中国料理レストランです。
　レストラン、個室、宴会場での接客サービス、スタンバイなど
のお仕事です。

＊お仕事は先輩スタッフが丁寧に指導フォロー致します。

℡ 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

月給

3人 160,000円～325,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 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

月給

1人 135,800円～175,100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 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

時給（月額換算）

1人 160,860円～160,860円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時20分～17時00分 就業場所
(2)15時50分～ 0時30分
(3) 0時05分～ 8時45分

14,000人 秋田県秋田市
平成30年12月10日～
平成31年1月31日 雇用・労災

05010-22663681

袋に材料を投入する作
業　　　　【秋田市】

○医療用プラスチックなどを製造している会社で、袋に
　レジンの粉を詰める作業を行っていただきます。

※重量は２０Ｋｇ程度です。
※室内ですが、風通しの良い環境下での作業となります。

不問

日祝他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

18人 0120-709-707

不問

5人 03-6635-1833

不問
307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-47657682

雇用・労災・健康・厚生
05010-22638681

【急募】地盤調査・地盤
改良工事／秋田支店

・地盤調査、地盤改良工事
・杭工事の管理
・現場作業、重機オペレート
・法人、個人営業
・リフォーム、住宅保全工事
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。
※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
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

その他
秋田県秋田市土崎港相染町浜ナシ
山１２４－４

34人 018-845-7855

3,450人 秋田県秋田市

307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-47576582

セールスドライバー
（集配トラック運転手）

１ｔ、２ｔ、４ｔトラックを運転して、秋田市内及び男鹿・南秋・能代
周辺の企業へ貨物の配達と集荷を行います。
配達先は小売・卸売業、集荷先は製造業の企業中心です。
貨物は家電・機械・食品飲料・日用雑貨の商品が多く、重量
物もあります。荷役作業は手積み・手降ろしと、リフト操作に
よります。
＊集配時の応対マナーも大切な仕事です。
＊中型自動車・フォークリフト免許がない方は入社後取得
　していただきます。取得までは、荷役作業や伝票入力等の
　助手業務に就いていただきます。（費用一部会社負担）

日祝他 新潟運輸株式会社　秋田支店

住宅メンテナンス工事
／秋田支店

●住宅の基礎の補強・補修工事
●内外装のリフォーム・塗装・防湿工事
●防水・断熱・シロアリ駆除工事など
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査、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
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

9人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）必
須
＊溶接（アーク・ＴＩ
Ｇ）資格者は優遇
＊新中型自動車免
許、小型移動式ク
レーン、玉掛あれ
ば尚可

○配管業務
・配管工事やサポートなどの溶接作業
・飯島精錬所などプラント工事の仕事です。
○鍛冶工業務
・自社工場での製作物
・現場での溶接作業　
＊社用車使用
＊経験者優遇　

雇用・労災・健康・厚生
05010-22622581

日他 株式会社　ライジング
その他

秋田県秋田市茨島７丁目５－１０

9人 018-811-2000

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）必
須
中型自動車免許、
フォークリフト免許
あれば優遇
※中型・フォークリ
フト免許は入社後
に取得していただ
きます
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年齢
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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

溶接工・鍛冶工・鉄工・
配管工

　　　　●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．　１１月２６日　社会福祉法人幸楽会【介護員、訪問介護員】
　２．　１１月２７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】
　３．　１１月２８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　４．　１１月２９日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　５．　１１月３０日　㈱秋田キャッスルホテル【病院・介護施設の調理業務、調理補助、食器洗浄　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　６．　１２月　３日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
　７．　１２月　４日　西武　秋田店【化粧品販売】
　８．　１２月　５日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ・ﾌﾟﾛ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ社員（営業）】
　９．　１２月　６日　㈱虹の街【訪問介護員、介護員、機能訓練指導員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
１０．　１２月　７日　社会福祉法人晃和会【看護師・准看護師、介護職員】
１１．　１２月１０日　医療法人正和会（社会福祉法人正和会、㈱日本ケアシステム　含む）
　　　　　　　　　　　　【医療事務、介護福祉士、看護師、准看護師、介護員、調理員　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!!


