
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～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 59歳以下 (1) 9時00分～18時30分 就業場所

月給

1人 170,000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～19時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１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 210,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 165,000円～205,000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 137,000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) 9時30分～18時00分 就業場所

月給

1人 157,000円～157,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 131,600円～131,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時20分～16時50分 就業場所

日給（月額換算）

1人 127,500円～127,500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30分～17時15分 就業場所

ＣＡＤ（キャド）実務
経験者（経験年数
は不問）

21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05050- 4711281

求人番号

建築設計・積算

○主に、パソコンを使用した住宅の設計業務を行っていただ
きます。
【主な仕事内容】
＊ｗａｌｋ　ｉｎ　ｈｏｍｅ　、アーキトレンドやＪＷ－ｃａｄを使用して
の
　図面の作成・修正等
＊法務局等への書類の手続き
＊お客様との打合せ等

＊社用車（乗用車）での運転業務あり。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 秋田ハウス　株式会社
隔　週

秋田県由利本荘市川口字後野１９－
５

4人 0184-23-2848

3人 018-853-1480

歯科勤務経験者の
み
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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

栄養士
　


他 有限会社　クリーンマジック

歯科衛生士スタッフ

＊＊ユニット台数が増えたためスタッフ増員募集＊＊

○当クリニックにて歯科衛生士業務全般に従事していただき
ます。
・医師のアシスタント
・患者さんへの口腔衛生指導、歯科予防処置
・その他、付随する業務
　
＊オールラウンドにお仕事をしたい方、ぜひお待ちしておりま
す。

歯科衛生士

木日祝他 たつやデンタルクリニック
毎　週

秋田県秋田市八橋本町２丁目１１－
８

不問
68人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21260581

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。

株式会社ファミリーウェルフェアー
ショートステイさるびあ毎　週
秋田県秋田市御所野元町１丁目１－
１６

その他
秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
１１

25人 018-867-7507

雇用・労災・健康・厚生
05010-21284681

雇用・労災・健康・厚生
05010-21282081

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。
・利用者の希望に沿ったサービス計画（ケアプラン）の作成
・サービス事業所等との連絡や調整
・プランが計画通りに実施されているかの観察や評価
・介護認定の代理申請など

＊外出時は社有車（ＡＴ車）使用

　≪未経験者大歓迎≫

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
介護支援専門員

土日他

3人 018-803-9011

不問

21人 018-892-7702

不問
35人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

火他 株式会社　モトーレン秋田
（Ａｋｉｔａ　ＢＭＷ、ＭＩＮＩ　Ａｋｉｔａ）

介護支援専門員（介護
支援いずみ）

○介護支援業務全般に従事して頂きます。
・ケアプラン作成（パソコン専用ソフト使用）
・介護保険サービスに関する連絡調整
・利用者及び家族との相談業務
・訪問委託認定調査
　

＊当事業所は介護支援専門員５名以上を配置する加算２の
対　象事業所です。

介護支援専門員

日祝他 社会福祉法人　秋田中央福祉会　ケ
アプラザあきた中央その他
秋田県秋田市外旭川字三千刈１１４
－１

パソコン（ワード・エ
クセル）基本操作

29人 秋田県秋田市

167人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21376481

一般事務（ＭＩＮＩ　Ａｋｉｔ
ａ）

・ショールームの来客対応
（自動車の販売および修理による来客対応）
・電話対応
・業務アシスタント
（自動車の販売および修理の事務的補助
・ショールームの清掃
＊パソコン（ワード・エクセル）の基本操作
＊外出業務は社用車を使用
＊試用期間３ヶ月あり（同条件）

損害保険料率算出機構
毎　週

東京都新宿区西新宿３－７－１　新
宿パークタワー

8人

その他
秋田市仁井田二ツ屋１丁目１０－４０

29人 018-833-9449

平成31年1月1日～平
成31年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

13080-93879881

ワード、エクセルの
基本的な入力操作
業界不問にて一般
事務を経験された
方
※金融・保険業界
での勤務経験者は
尚可

雇用・労災・健康・厚生
05010-21280281

一般事務／秋田市

◆損害調査に関する下記業務
　・データ入力
　・請求書関係書類受付・発送
　・電話対応
　・ファイリング
　・各種資料作成（ワード・エクセル等）

◆庶務、会計等

土日祝他

毎　週
秋田県秋田市保戸野金砂町３－１

77人 018-823-7326

パソコン操作（一太
郎、エクセル等）

03-6758-1343

2,250人 秋田県秋田市

77人 秋田県秋田市
平成30年12月1日～平
成31年5月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-21253481

臨時的任用職員（校務
事務補助）

○秋田工業高等学校において、事務室の補助的業務に従事
し　ていただきます。

・来客、電話の受付及び来客対応
・文書収受、発送
・各種証明書発行に係る補助業務
・その他、事務室業務の補助

不問

土日祝 秋田県立秋田工業高等学校

事務補助

　主に「農の雇用事業」に関する事務処理を行っていただき
ます。
　・実施経営体、研修生に関するシステム入力
　・助成金申請書の確認事務
　・実施経営体等からの問い合わせ対応
　・その他、事業実施に係る事務
　また、秋田県農業会議が事務局を担っている農業経営者
　組織（農業法人協会など）の事務局の運営（事務補助）
　にも従事いただきます。

不問

土日祝 一般社団法人　秋田県農業会議
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番２号
秋田地方総合庁舎内

9人 018-860-3540

パソコン操作（ワー
プロ、表計算ソフト）

9人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-21285981

℡ 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 144,320円～144,320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

月給

1人 160,000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 59歳以下 就業場所

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640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

月給

1人 180,000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 59歳以下 (1) 9時00分～18時30分 就業場所

月給

1人 148,000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 40歳以下 (1) 8時45分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～195,000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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 230,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 44歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

2人 152,000円～197,000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 201,000円～212,550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～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

5人 252,840円～252,840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)18時00分～ 9時00分

時給（月額換算）

2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 18歳以上 (1) 4時30分～13時30分 就業場所
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平成30年11月6日発行（平成30年11月5日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

事務補助業務（生産管
理）

○当社派遣先において、事務補助業務に従事していただきま
す。
・ＰＣを用いたシステムへの入力作業
・各種帳票作成
・プリント回路製品に関わる生産管理業務
・その他、付随する業務

＊制服貸与平成30年12月1日～平

成31年1月31日 雇用・労災・健康・厚生
05010-21333481

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

20人 018-883-1101

12人 0234-21-1888

不問

ＰＣ操作（エクセ
ル、ワード）

90人 秋田県秋田市

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス

受付兼事務（秋田泉工
場）【トライアル雇用併
用求人】

◎クリーニング店受付、工場事務
・クリーニング店の受渡接客業務、品物の点検、レジ操作、
　店舗管理
・各店から集金された売上金の確認入金作業
・マネージャーのサポート業務
・工場従業員の勤怠集計
＊店舗受付業務あり。その場合、管轄店舗での勤務もあり
　ます。
　　　【トライアル雇用併用求人】

普通自動車免許
（ＡＴ限定：可）

他 ロイヤルネットワーク株式会社
その他

山形県酒田市浜田１丁目７－２０

不問
90人 秋田県秋田市

2,750人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
06030-10253381

生産管理業務

○生産管理業務に従事していただきます。
・部品管理
・その他補助業務

秋田ハウス　株式会社
隔　週

秋田県由利本荘市川口字後野１９－
５

毎　週
秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

雇用・労災・健康・厚生
05050- 4712181

平成30年12月1日～平
成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05010-21348681

インテリアコーディネー
ター

○お客様とのインテリアや色柄等の打ち合わせに従事して頂
きます。
【主な担当業務】
＊お客様との打ち合わせ
＊パソコンによる資料・図面等の作成
＊パソコンでの資料作成等は指導いたします。
＊外回りは社用車（ＡＴ車）を使用します。
＊社用携帯電話を支給します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他

19人 018-823-4021

不問

21人 0184-23-2848

不問
21人 秋田県由利本荘市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 昭和　株式会社

販売（店舗）スタッフ【急
募】

○店頭でのお菓子の販売とそれに付随する業務
・ケーキや和菓子の販売　
・お菓子の袋詰めなどの包装作業
・販売先への配送の準備　
・店内の飾りつけ
・笑顔での接客
・商品開発
・販売促進
＊市内近隣への配達あり。社用車（軽ワゴン：ＡＴ）使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可・業務
上諸用件のため）

他 株式会社　塚本商店　旭南高砂堂
その他

秋田県秋田市旭南１丁目１８－２５

簡単なパソコン操
作ができる方
営業経験は不要で
す

12人 秋田県潟上市

28人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21268681

営業職（ルート営業）

○東北地区のお取引先様（一般自転車店、ホームセンター
　等）を、定期的に訪問し、商品の営業や説明を行いながら
　販売管理、配達、アフターサービスに従事していただきま
　す。
・パソコンにて簡単な見積書、提案書他作成。
・営業、配達は１ＢＯＸ（ＡＴ車）、２ｔトラック（Ｍ
　Ｔ）、４ｔトラック（ＭＴ）を使用。
・技術やスキルは、じっくりお教え致します。

株式会社　さすがや
毎　週

東京都台東区台東４－３０－６
アイリブフォレスト３０３

隔　週
秋田県潟上市昭和大久保字阿弥陀
堂１００

11人 018-877-3104

雇用・労災・健康・厚生
13030-23543981

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21293681

秋田市／買取・修理ス
タッフ

買取コンシェルジュ
＊店頭での買付、販売業務
＊新規出店続々。未来の店長候補・マネージャーを募集
　します。
＊業界未経験者でも研修があるので、心して御応募下さい。
＊ｉｐｈｏｎｅ修理業務
※修理業務全般
※秋田県初出店：オープニングスタッフ募集、来年２月
　オープン予定、事前に研修を予定しています。研修場所
　は、東京本社又は他の当社店舗を予定しています。

不問

他

33人 018-845-9731

不問

0人 03-5816-6362

不問
6人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日 株式会社　クロス

各種高圧ガス等の販売
（ルート営業）

○各種高圧ガス及び関連機器の配送と販売並びに保安点検
業　務等付随する業務
＊ルート営業になります。

＊販売業務に係る地域は秋田市内及び周辺地域


＊社用車使用（軽自動車）


普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
（高圧ガス販売主任
者、危険物取扱主任
者　尚可）

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

不問
39人 秋田県秋田市

106人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21269981

ルート営業＜秋田市＞

＊ほとんどがすでに取引があるお客様に対し、困っている
　ことを聞き出し、お客様と一緒になって問題解決を
　する提案型セールスです。
　お客様から御用を聞いて、合った商材を探すのではなく、
　お客様と一緒に悩み、考え、解決する手法です。
　新規開拓は別部門で対応しておりますが、
　軌道に乗り次第支店に担当を移すので、そのフォローも
　お願いいたします。
　社有車（ＡＴ限定可）を使用します

一般社団法人ＨＫ　介護支援おおが
たその他
秋田県秋田市飯島川端１丁目６－３
０

毎　週
東京都江東区亀戸６－５３－９

3人 03-3684-4110

雇用・労災・健康・厚生
05010-21273181

雇用・労災・健康・厚生
13130-36099281

日常生活アシスタント
（介助）「秋田市・泉北」

○介助サービス利用者の日常生活全般の介助を行います。
・無資格、未経験でもできるようになるまで、一からじっくり教
えていきます。
・利用者から指示が出るまでは椅子に座って待機しているた
め、実働は拘束時間より短くなります。
（椅子に座って待機している時間も賃金が支払われます）
・就業場所まで直行直帰となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

不問

他

その他
秋田県秋田市中通１丁目３番５号

17人 018-834-1141

不問

34人 050-5897-1963

不問
200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
05010-21283381

給食業務（なぎさ）【早
番専任】

○施設内で仕込み・盛り付け・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、未経験者でも
安心して応募ください。
＊契約更新は、勤務状況等を考慮し１年ごととなります。
働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル



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～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)11時00分～21時00分 就業場所
(2)10時00分～15時00分

時給（月額換算）

1人 137,600円～137,600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00分～17時00分 就業場所
(2)12時30分～21時30分

月給

2人 166,220円～189,020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～30歳 (1) 7時55分～16時10分 就業場所
(2)15時55分～ 0時10分
(3)23時55分～ 8時10分

月給

1人 153,000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 32歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 153,000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 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

3人 134,400円～134,400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) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 132,300円～132,300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10分 就業場所

日給（月額換算）

3人 130,560円～130,560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) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

3人 136,120円～136,120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）

5人 136,120円～136,120円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
変形（１年単位） 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)20時00分～ 5時00分

平成30年11月6日発行（平成30年11月5日受付分)　Ｎｏ．３

5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

調理スタッフ

○店舗にて調理業務をしていただきます。
【主な担当業務】
・食器洗い（食器洗浄機あり）
・店内外の清浄等
・調理補助（盛り付けなど）
・その他付帯する業務

不問

水他 ラーメン　１２３　Ｈｉｈｕｍｉ
な　し

秋田県秋田市山王２丁目４番６号

3人 0184-43-4900

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21271881

フィットネスクラブ業務
係

・当ホテル６Ｆ、フィットネスクラブ内での業務
・受付、清掃
・施設管理業務を行います。
・その他、付随する業務

不問

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

252人 018-832-0038

不問
1,200人 秋田県秋田市

～平成31年4月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-21286581

製造員

○亜鉛を溶解後、アルミニウム等を添加し、合金の溶湯を作
る。溶湯を所定の型に流し込み成型する。
○機械オペレーター
○３交替勤務

＊経験は問いません。
＊ＤＯＷＡグループの亜鉛加工会社です。

※作業着貸与

不問

他 秋田ジンクソリューションズ　株式会
社その他
秋田県秋田市飯島字砂田１番地

62人 018-845-6069

不問
84人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21298881

金属加工・製造

○工作機械を操作し、１０ｃｍ四方のものや２ｍ四方のもの
　までの電子機器や通信機器の外装品の製造を行います。
・その他、付随する業務

＊ライン作業ではありません。
（量産品の鈑金・製造ではありません）

不問

日祝他 福本製作所　株式会社　秋田工場
その他

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０－１２

31人 018-882-4300

不問
38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21267381

組立・配送・運搬

○４ｔロングのトラックで運搬、納品
・金属製品の組み立て、梱包
・製品出荷作業
・その他、付随する作業

中型運転免許
フォークリフトあれ
ば尚可

日祝他 福本製作所　株式会社　秋田工場
その他

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０－１２

31人 018-882-4300

不問
38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21266081

クリスマスケーキの生
産

○工場内でのクリスマスケーキの生産業務です。
・包装機へのセット業務
・出来上がった製品をケースに入れたりする作業です。 不問

他 株式会社　武藤電子工業
毎　週

秋田県男鹿市船越字内子３４６

6人 0185-35-3257

不問
80人 秋田県秋田市

平成30年11月23日～
平成31年1月3日 雇用・労災

05011- 1475081

製造

○秋田杉による食品容器の製造
○節抜き作業
○指定寸法による板材カット
○ノコギリ、サンダーによる加工作業

不問

日祝他 羽後伝統工芸　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋天秤野３－１１

20人 018-862-1781

木工製造経験者
20人 秋田県秋田市

～平成31年2月28日
雇用・労災・健康・厚生

05010-21373681

無線機の組立業務

○派遣先の事業所において無線機の組立業務に従事してい
ただきます。
・無線機の外枠の組立から完成までの各パーツを、現場担当
者からの指示を受けて、組立していく業務となります。　　　　


不問

土日祝他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

5人 018-883-1101

不問
90人 秋田県潟上市

平成30年12月1日～平
成31年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-21346081

セラミック酸素センサ製
造業務
（日勤）

○セラミック酸素センサの組立に関する業務に従事していた
だきます。
・製品の組立
・加工作業
・製品の検査作業
・払出し業務　等
・その他、付随する業務

（マシンオペレーター、顕微鏡検査など）

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

20人 018-883-1101

不問
90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

05010-21334781

セラミック酸素センサ製
造業務
（４勤２休勤務）

○セラミック酸素センサの組立に関する業務に従事していた
だきます。
・製品の組立
・加工作業
・製品の検査作業
・払出し業務　等
・その他、付随する業務

（マシンオペレーター、顕微鏡検査など）

不問

他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

20人 018-883-1101

不問
90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

05010-21336281

℡ 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）

2人 136,120円～136,120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)20時00分～ 5時00分

時給（月額換算）

3人 133,168円～138,040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）

3人 144,160円～152,640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)20時00分～ 5時00分

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640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

時給（月額換算）

5人 168,800円～168,800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

時給（月額換算）

3人 133,168円～133,168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)20時00分～ 5時00分

月給

1人 191,000円～290,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 145,000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 不問 (1) 9時30分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 135,680円～135,680円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

3人 133,168円～133,168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)20時00分～ 5時00分

月給

2人 150,000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 18歳以上 (1) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)18時00分～ 3時00分
(3) 5時00分～12時00分 雇用・労災・健康・厚生

05010-21257181

その他
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－１８

24人 018-880-3131

24人 秋田県秋田市

40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

05040- 6233181

４ｔ平ボディの乗務

○４ｔ平車での配送業務
・製材をはじめ、パイプ、米など様々な荷物を配送します。
・主にクレーン、リフトで積み込みます。
・運行前にタコセット、業務終了時に運行日誌記入し、タコ
　記録と一緒に会社に提出。
・車内外の洗車もあります。

＊秋田県内及び東北圏内での乗務です。
＊全車両ナビゲーション、テレビ付きです。

日祝他 有限会社　海星運送秋田

中型自動車免許（８
ｔ限定可・ＡＴ限定不
可）
移動式クレーン運
転手、玉掛技能者
（あれば尚可）

フレキシブル基盤製造
【秋田市】

＊フレキシブル基盤の製造に係る
　・加工オペレーター　・組立、検査
　・その他付随する業務
※日勤のみも可
＊派遣期間：Ｈ３０年１２月１日～Ｈ３１年１月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３３年１０月５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

日他 北斗通信工業　株式会社
その他

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

不問
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平成30年11月6日発行（平成30年11月5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

セラミック酸素センサ製
造業務
（交替勤務）

○セラミック酸素センサの組立に関する業務に従事していた
だきます。
・製品の組立
・加工作業
・製品の検査作業
・払出し業務　等
・その他、付随する業務

（マシンオペレーター、顕微鏡検査など）

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

20人 018-883-1101

不問
90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

05010-21338081

車載用電装部品の製
造【五城目町】

＊ハーネスの組み付け
　外観検査
　その他付随する業務
※立ち作業になります。
＊派遣期間：Ｈ３０年１１月１９日～Ｈ３１年１月２０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１０月２１日です。

普通自動車免許
（通勤用）

土日他 北斗通信工業　株式会社
毎　週

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

不問
40人 秋田県南秋田郡五城目町

平成30年11月19日～
平成31年1月20日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6235381

電子部品の組立業務

○プリント基板に電子部品を取り付ける実装機械及び
　検査機械のオペレーター業務

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問
90人 秋田県秋田市

平成30年12月1日～平
成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05010-21350781

電子部品の組立業務
（８：００～１７：００）

○プリント基板の組立業務
・検査業務
・アミューズメント関連の組立作業です。 不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問
90人 秋田県秋田市

平成30年12月1日～平
成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05010-21351881

部品加工・組立【五城
目町】

＊輸送機器部品の加工・組立
＊専用加工機の操作や手作業による組立

＊派遣期間：Ｈ３０年１１月１９日～Ｈ３０年１２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１月１７日です。

不問

土日他 北斗通信工業　株式会社
毎　週

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

不問
40人 秋田県南秋田郡五城目町

平成30年11月19日～
平成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6237981

圧力センサー製造【秋
田市】

＊圧力センサーの製造に係る
　・加工オペレーター　・組立、検査
　・その他付随する業務
※日勤のみも可
＊派遣期間：Ｈ３０年１２月１日～Ｈ３１年１月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３３年１０月５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

日他 北斗通信工業　株式会社
その他

大仙市太田町中里字二十町２３９－
１

30人 0187-84-3707

不問
40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

05040- 6234081

技術職（電気）／秋田
市山王

メンテナンスサービスの専門企業として、交通信号機器の保守サー
ビスするお仕事です。
・交通信号灯器
・交通信号制御機
・車両感知器　等
※特に技術教育には力を入れており、技術研修や公的資格取
　得奨励などを行ないますので、キャリアアップできます。
◆この求人票には画像情報（会社案内）があります。
　ハローワークの求人検索パソコンで【事業所情報表示】を
　クリックいただくと情報を見ることができます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝 日信電子サービス　株式会社
毎　週

東京都墨田区押上１丁目１－２
東京スカイツリー　

5人 03-5637-2463

不問
614人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13120-20945381

サービスメカニック（整
備士）

○自動車整備業務全般
・お客様の自動車の点検、一般整備、車検　等
・報告書の作成、顧客情報の管理
・その他、付随する業務

＊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
05010-21281181

メッキ作業・部品検査・
その他補助業務

・メッキ作業・部品検査・その他補助業務

不問

土日祝他 有限会社　アキタドリームサービス

～平成31年1月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-21357981

毎　週
秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問
90人 秋田県秋田市



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 143,000円～203,000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 200,000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

日給（月額換算）

1人 276,000円～276,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 175,000円～209,118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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分

月給

2人 200,000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) 7時45分～17時00分 就業場所
(2) 7時45分～16時30分

日給（月額換算）

4人 264,000円～440,000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 173,500円～231,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

月給

1人 150,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所300人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21368781

製紙工場内作業員

○環境整備、物流業務、機械操作業務を担当して頂きます。
　・設備維持管理、機械運転操作業務、工場内清掃　　
　・原材料等の運搬
　・その他、工場内作業に付随する業務

　＊上記いずれかを担当。
　＊資格・経験は不問です。


不問

他 猿田興業　株式会社
隔　週

秋田県秋田市山王６丁目１－１３　山
王プレスビル６Ｆ

160人 018-863-1550

不問

17人 018-828-1555

不問
206人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21259381

雇用・労災・健康・厚生
37020-11239081

倉庫作業及び配達

○冷凍庫内での冷凍商品の荷受、荷出作業に従事していた
だきます。
・１日、２～３件の小売店、スーパーへの配達作業あり
　（軽トラ、１．５ｔ、２ｔ保冷トラックの何れかを使用、一部手積
み手降ろしあり、主に秋田市内）
・社有車はＭＴ車、ＡＴ車

＊防寒具・制服貸与

普通自動車運転免
許（ＡＴ不可・中型
尚可）

土日他 株式会社　丸大冷蔵　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－６４

その他
香川県善通寺市善通寺町１８７８

20人 0877-55-5000

経験者
20人 秋田県秋田市

46人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21279481

土木作業員【経験者】
（秋田県秋田市・大館
市・横手市）

◇造成、河川、海岸、道路、除草、維持管理、一般土木工事
　等における一般作業に従事します。

◇一級・二級土木施工管理技士の有資格者には、土木建設
現場における現場監督及び施工管理業務に従事していただ
きます。

　　　★☆★経験・スキルの高い方　急募！！★☆★
　　　　★☆★　スキルアップ教育あり！　★☆★

＊普通自動車運転免
許
＊一級・二級土木施
工管理、車両系、玉
掛等

日他 貴山　株式会社

土木作業員兼重機オペ
レータ

○土工その他土木作業を担当します。
○バックホー・ローダ・グレーダの運転を担当することもあ
　ります。
○除雪作業（冬場）をすることもあります

＊実務経験者希望


大型自動車免許
大型特殊免許
車両系建設機械免
許（３ｔ以上）

日祝他 株式会社　菅与組
その他

秋田県潟上市昭和乱橋字下畑５０

46人 018-877-4117

実務経験者
（重機運転、一般土
木作業、除雪）

0人 019-611-2412

不問
400人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-27215481

～平成30年11月30日
雇用・労災

05010-21256281

施設管理（秋田市）

「天然温泉ホテルこまち」において下記の業務を行っていただ
きます。お客様がいない時間帯での業務になります。
・ボイラーの日常点検
・設備の軽微なトラブル対応
・サウナ、足ふきマット交換
＊ボイラー経験、施設管理、資格のある方優遇
＊未経験者可能、丁寧に指導します。

　　　　　　　　　　≪　急　募　≫

不問

他 みちのくキヤンテイーン　株式会社
毎　週

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南
２－４－２１

その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－７４

14人 018-888-8533

不問
14人 秋田県秋田市

103人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21265181

地質調査（ボーリング）
助手　（現場）

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

＊現場は秋田県内
＊出張あり

不問

日他 ジオテックコンサルタンツ　株式会社

大型トラック乗務員（長
距離）

○大型トラック（１５ｔ車）による関東・中部方面への輸送（飲料
水、合板、巻取紙等の運送）の業務です。
＊手積み、手降ろしはほとんどありません。
＊トラックはウィング車限定です。
＊長距離未経験者は、近距離から始め、後に長距離へ移行
します。


大型自動車免許
（一種）

日祝他 日の出運輸企業　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
４３

72人 018-845-8822

不問

不問
103人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21264281

大型自動車免許
（一種）

日祝他 日の出運輸企業　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
４３

72人 018-845-8822

5ページ中 5ページ

平成30年11月6日発行（平成30年11月5日受付分)　Ｎｏ．５

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

大型トラック乗務員
（短・中距離）

○大型トラック（１５ｔ車）による県内輸送業務です。

・飲料水・巻取紙・合板等を輸送します。
・近距離から始め、東北圏への輸送となります。

＊手積み、手降ろしはほとんどありません。
＊トラックはウイング車限定です。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



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

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要） 。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　
　１．　１１月　６日　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
　２．　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】
　３．　１１月　８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　４．　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】
　５．　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】
　６．　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】
　７．　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】
　８．　１１月１５日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、会員様ｻﾎﾟｰﾄ係　他】
　９．　１１月１６日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ｼｮｰﾄｽﾃｲ介護職員、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護職員】
１０．　１１月１９日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
１１．　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！！
１２．　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】

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 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 200,000円～300,000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 182,700円～238,700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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 167,000円～217,000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

月給

1人 137,000円～137,000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 165,000円～165,000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)10時00分～18時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

時給（月額換算）

8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

時給（月額換算）

2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

時給（月額換算）

16人 154,800円～189,200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 就業場所

時給（月額換算）

1人 223,600円～223,600円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

16人 秋田県秋田市
～平成30年12月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-21550481

～平成30年12月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-21548381

高級外車に関連するお
仕事

≪高時給・急募≫
○某有名高級車のお仕事です。
・お客様からのお問い合わせやディーラーの対応、又はお客
様へのサービスのお仕事ですが、未経験者にも安心の研修・
フォロー体制がしっかりしております。
・デスクワークのお仕事で、セールス・勧誘・ノルマは一切ござ
いません。
・ご不明点は、お気軽にお電話で受け付けております。
　是非、ご応募ください。

不問

他 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

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・検索が出来
る方

16人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市
平成30年12月1日～平
成31年4月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-21546181

受付スタッフ
【ロードサービス】

○自動車保険加入のお客様からのロードサービスの要請受
付・業者手配業務。
・お車の急なトラブルに対し、事故・故障受付け、ロードサービ
スの手配業務。
＊デスクワークのお仕事です。
＊長期予定。
＊未経験者から始めるスタッフ多数。
＊勤務時間帯、休日、勤務開始日は相談に応じます。
＊セールス・勧誘・ノルマはございません。

不問

他 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

確認・事務業務【期間
限定】

○火災保険に関する契約及び解約書類のチェック等の事務
作業、お問い合わせ確認

＊デスクワークのお仕事です。
＊未経験者から始めるスタッフ多数。
＊セールス・勧誘・ノルマはございません。
＊土日祝休の人気のお仕事です。
＊２か月更新で最長で平成３１年４月３０日までとなります。

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・検索が出来
る方

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

16人 秋田県秋田市
～平成30年12月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-21545281

雇用・労災・健康・厚生
05010-21511181

解約受付・事務業務
【土日祝休】

○火災保険の解約受付や、書類管理、入力、チェック等の事
務業務

＊デスクワークのお仕事です。
＊未経験者から始めるスタッフ多数。
＊セールス・勧誘・ノルマはございません。
＊２か月更新で最長平成３１年４月３０日までの予定です
が、延長の可能性もあります。

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

毎　週
秋田県秋田市東通４－４－１８

14人 018-837-6480

パソコン操作できる方
（エクセル、ワード）
医療事務経験者尚可

14人 秋田県秋田市

360人 秋田県秋田市
平成30年12月21日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-21522381

歯科受付業務

○歯科医院での受付業務に従事していただきます。
・窓口での受付、電話応対、予約管理
・レセプト請求業務
・レセプトコンピュータへの入力
・会計業務
・パソコン操作あり（ワード、エクセル）


＊制服貸与（院内シューズ等必要物品支給）

不問

水木祝他 医療法人　Ｓａｃｒｅｄ　Ａｒｔｓ　あんどう
矯正歯科クリニック

事務員　≪急募≫

・伝票処理、請求業務、帳票作成及び整備と電話対応をして
もらいます。
・パソコンを使用しての業務が多いためエクセル、ワードの使
用が可能な方を希望します。
・社用車使用の場合有


＊欠員の為、人員補充の《急募》です。

自動車運転免許証
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　丸祐運送　秋田営業所
その他

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－２６　飯島工業団地内

44人 018-880-6885

エクセル、ワード使
用可能な方

4人 018-853-9341

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康
05010-21572681

雇用・労災・健康・厚生
05010-21534481

歯科衛生士

○歯科衛生士として、患者さんへの歯科診療介助、衛生指導
、予防指導等を行っていただきます。
その他付随する業務もあります。

＊土日の診療はありますが、お休みは考慮します。
　（年次有給休暇使用）
＊全員での歯科医院運営を目指しますので、受付対応等も
一部あります。

歯科衛生士

火祝他 下北手かねた歯科クリニック
その他

秋田県秋田市下北手松崎字家ノ前１
８２－３

その他
秋田県秋田市新藤田字治郎沢５２－
６

39人 018-884-1071

不問
51人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-21593881

看護職員

○「魁聖園」において、入所者の健康管理及び日常生活全般
の援助業務を担当していただきます。
・バイタル測定
・服薬管理
・経管栄養の管理
・吸引、処置等
・介護全般



看護師または准看
護師

他 社会福祉法人　旭川やすらぎ会　特
別養護老人ホーム魁聖園

現場管理

・現場監督、施工管理業務。

＊当社は注文に応じた設計、施工を主とするプレハブメー
　カーです。事務所・店舗・工場・集合住宅など広く対応し
　ております。


＊外出用務あり（自家用車使用、ガソリン代支給）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・２級建築士または２
級建築施工管理技士
以上
・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

日祝他 明和ハウス工業　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－３５

20人 018-828-7100

現場管理経験者

平成30年11月7日発行（平成30年11月6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

空調衛生設備施工管
理［秋田市・横手市・大
仙市］

医療施設、商業施設、生産研究施設等の各建設現場等にお
ける空調・衛生設備施工管理業務に従事して頂きます。
（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致しま
す。
※施工管理経験があれば、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ご連絡ください。
※就業場所は応相談させて頂きます。

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５年以上
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
04010-75099681

℡ 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 145,000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) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～211,500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30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 129,360円～129,360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10分 就業場所

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

月給

3人 139,040円～139,040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) 6時00分～16時00分 就業場所

時給（月額換算）

1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 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30分～17時30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

時給（月額換算）

1人 133,224円～133,224円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)12時00分～20時00分

月給

1人 170,000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00分～18時00分 就業場所

月給

1人 231,000円～331,000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30分 就業場所21人 秋田県由利本荘市

雇用・労災・健康・厚生
05050- 4721381

住宅営業

○注文住宅の提案営業
○顧客訪問
○展示場、見学会での接客
＊お客様の要望を聞き取り、プラン提案、資金面に関するア
ドバイスを行う。
＊展示会等各ご案内チラシの配布
＊提案書、各資料作成（パソコン使用）
＊営業回りは社用車（ＡＴ車）を使用します。
＊社用携帯電話を支給します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 秋田ハウス　株式会社
隔　週

秋田県由利本荘市川口字後野１９－
５

21人 0184-23-2848

・パソコン操作可能な
方（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）
・他業界を含め営業
経験３年以上

3人 018-827-3927

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21540981

雇用・労災・健康・厚生
05010-21520181

営業スタッフ

○モデルハウス、ショールームの案内、説明等の接客業務

○その他住宅に関わる営業業務
　（不動産事務、一般事務等）

○社用車（ＡＴ）使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
宅地建物取引士あ
れば尚可

水他 コウメイハウス　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋朝日町１３－２２

その他
秋田県秋田市中通六丁目１４番１３
号

5人 018-832-3161

不問
14人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市
～平成30年12月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-21541581

販売員（トピコ店）

○「石川酒店（トピコ店）」での販売業務です。
・酒類、食料品の販売、接客、陳列、包装
・レジ業務など
（酒類についての知識は必要ありません。）
＊就業時間（１）（２）両方に対応できる方。
＊販売経験なくても大丈夫です。
＊正社員登用の可能性あり。

不問

他 株式会社石川酒店

ＯＡ事務≪急募≫

○ロードサービスに関連する費用精算処理全般のお仕事で
す。
・付随する電話架電／受電対応、事務処理業務もあり。

＊長期予定のお仕事です。研修を行いフォロー体制もあり安
心です。

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

12人 018-864-7514

パソコン操作（エク
セル、ワード）でき
る方

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21507981

～平成31年4月30日
雇用・労災・健康・厚生

03010-27344681

販売関連業務（内勤）

○営業のサポート業務を担当します。
・書類作成
・データー入力
・受注管理等
・電話応対

不問

日祝他 株式会社　システムアート
隔　週

秋田県秋田市外旭川田中４３－３

毎　週
岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９－１
マリオス　１３階

0人 019-621-5088

事務経験
Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ基本
操作

9,074人 秋田県秋田市

35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21566981

≪急募≫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。
大手損保会社での期間限定のお仕事です。
・事故受付から支払処理までの対応
　保険金支払い、事故登録、電話応対、資料作成、専用シス
テム入力、画像アジャスターの補助業務など

＊繁忙期の増員のため、Ｈ３１．４．３０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

商品管理・配送≪急募
≫

○商品（食品：漬物、佃煮、水物等）の量販店発送や配達の
手配
○商品管理（荷受・在庫管理　等）
　商品の出し入れ作業など
・倉庫及び冷蔵倉庫（チルド室）での作業となります
○商品の配達業務
　２ｔトラック（ＭＴ車）などを使用します
＊残業手当を含め、毎月の総支給額は１７万円以上となりま
　す。
【退職者補充につき急募】

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　マルヨ食品
その他

秋田県秋田市外旭川字三千刈１５３

35人 018-823-8150

不問

26人 018-860-4561

パソコン操作可能
な方
（エクセル、ワード、
一太郎等）

3,500人 秋田県秋田市
平成30年12月1日～平
成31年5月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-21539081

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-21505381

事務補助

○秋田県総務部総合防災課において、事務補助の業務に就
いていただきます。
（主な業務内容）
・パソコンによる資料作成（エクセル・ワード・一太郎等）
・書類整理
・来客、電話応対
・その他付随する業務

不問

土日祝他 秋田県総務部総合防災課
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－１

その他
秋田県秋田市山王６丁目２０－７

30人 018-863-4545

パソコン操作、（エ
クセル、一太郎等
のＯｆｆｉｃｅソフト）

51人 秋田県秋田市

67人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-21589381

土木設計業務補助及
び事務補助

○土木設計業務補助と事務補助をしていただきます。

・エクセル等のＯｆｆｉｃｅソフトによる簡単な入力作業
・ワープロによる清書
・その他付随する補助作業
・社用車使用の場合あり
・雇用開始は採用時からになります
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）

日祝他 創和技術　株式会社

事務職員

○介護老人保健施設における事務業務を担当していただき
ます。
・経理事務
・請求事務
・集計事務
・受付・電話応対
・その他、付随する業務

他 社会福祉法人　遊心苑
その他

秋田市添川境内川原１９６－１

67人 018-831-3666

パソコン操作（ワー
ド、エクセルでの
データ入力程度）

25人 秋田県秋田市

医療または福祉事
務経験者（ブランク
ある方も応募可）
キャラバン等のワ
ゴン車運転できれ
ば尚可

雇用・労災・健康・厚生
05010-21558981

不問

他 株式会社　味しん
その他

秋田県秋田市山王２丁目７－１９

5人 018-862-4338
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平成30年11月7日発行（平成30年11月6日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

事務員

○事務、経理事務全般に従事していただきます。
・パソコンで、仕入れ・売り上げの入力作業
・電話やファックスでの予約や注文確認
・店内の清掃、事務所の清掃

＊忙しいときには、厨房内のお手伝いもお願いすることが
　あります。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 200,000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 59歳以下 (1) 9時00分～18時30分 就業場所

月給

1人 237,100円～331,000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30分 就業場所

月給

1人 193,116円～251,158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) 9時00分～17時45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ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30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)16時00分～ 9時00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ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

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

月給

1人 172,640円～187,480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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 155,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 200,000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30分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)16時00分～ 9時00分

57人 秋田県秋田市

有限会社　アイ・サポート
その他

秋田県秋田市御所野元町１丁目１－
８

05010-21514681

介護スタッフ（介護福祉
士）

○ショートステイで高齢者の入浴・排せつ・食事・更衣介助や
見守りに従事していただきます。
＊夜勤業務可能な方（月５～７回程度）
＊外出用務時は社用車使用（ＡＴ車）使用

・ショートステイあい　ひかり　（定員３０名）
・ショートステイあい　　　　　（定員３０名）
・ショートステイあいの森　　　（定員４８名）

介護福祉士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（ヘルパー２級また
は介護職員初任者
研修以上あれば尚
可）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（ヘルパー２級また
は介護職員初任者
研修以上あれば尚
可）

16人 018-893-4175

介護業務経験者

16人 018-893-4175

不問
57人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21515981

雇用・労災・健康・厚生

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-21513381

介護スタッフ

○ショートステイで高齢者の入浴・排せつ・食事・更衣介助や
見守りに従事していただきます。
＊夜勤業務可能な方（月５～７回程度）
＊外出用務時は社用車使用（ＡＴ車）使用

・ショートステイあい　ひかり　（定員３０名）
・ショートステイあい　　　　　（定員３０名）
・ショートステイあいの森　　　（定員４８名）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 有限会社　アイ・サポート
その他

秋田県秋田市御所野元町１丁目１－
８

その他
秋田県秋田市下新城中野字街道端
西１１－１

60人 018-873-7801

不問
161人 秋田県秋田市

161人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21512081

介助員「特別養護老人
ホーム　中通」

○特別養護老人ホームにおける、介護業務全般に従事して
いただきます。
・特養７０床、ショート３０床の施設です。
・３フロアに３０名ずつ利用者様が入居されています。
・自分の担当フロアがあり、１フロア１２名位の介護職員と他
職種が連携しながら「真心・笑顔」で入居者の生活を支援しま
す。夜勤は１フロア２名、全６名体制です。


不問

他 社会福祉法人　北杜

介護員「特別養護老人
ホーム　中通」

○特別養護老人ホームにおける、介護業務全般に従事して
いただきます。
・特養７０床、ショート３０床の施設です。
・３フロアに３０名ずつ利用者様が入居されています。
・自分の担当フロアがあり、１フロア１２名位の介護職員と他
職種が連携しながら「真心・笑顔」で入居者の生活を支援しま
す。夜勤は１フロア２名、全６名体制です。


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

60人 018-873-7801

不問

018-893-6704

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21496781

雇用・労災・健康・厚生
05010-21495481

介護員（フルタイム）【日
勤】

○施設内での介護業務全般に従事していただきます。
（仕事内容詳細）
・食事、入浴の介助
・送迎（軽ワゴン、ミニバン）
・訪問サービス
・身の回りの世話等

＊（１）～（３）のシフト勤務

他 小規模多機能型居宅介護・有料老人
ホーム”えがお”（株式会社その他
秋田県秋田市雄和田草川字山崎１０
３－２

15人

介護員（フルタイム）
【夜勤専門】

○施設内での介護業務全般に従事していただきます。
（仕事内容詳細）
・食事、入浴の介助
・送迎（軽ワゴン、ミニバン）
・訪問サービス
・身の回りの世話等


他 小規模多機能型居宅介護・有料老人
ホーム”えがお”（株式会社その他
秋田県秋田市雄和田草川字山崎１０
３－２

15人 018-893-6704

15人 秋田県秋田市

018-893-6704

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21494581

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（ヘルパー２級また
は介護職員初任者
研修以上あれば尚
可）

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-21526481

介護員（フルタイム）【夜
勤あり】

○施設内での介護業務全般に従事していただきます。
（仕事内容詳細）
・食事、入浴の介助
・送迎（軽ワゴン、ミニバン）
・訪問サービス
・身の回りの世話等
＊就業時間は他に（４）があります。
（４）１６：００～９：００（夜勤）（月３～４回）
（１）～（４）のシフト勤務

他 小規模多機能型居宅介護・有料老人
ホーム”えがお”（株式会社その他
秋田県秋田市雄和田草川字山崎１０
３－２

15人

その他
秋田県秋田市川尻大川町８－２８

24人 018-863-4034

不問
498人 秋田県秋田市

21人 秋田県由利本荘市

雇用・労災・健康・厚生
05050- 4723981

地域営業（業務用厨房
機器の販売）

○個人毎に担当するエリアを与えられ、自分の担当エリアの
お客様（飲食店をはじめ、病院・スーパー等）に対して快適な
厨房づくりのための機器提案を行うお仕事です。お客様のご
要望やお困りごとを汲み取り、ペアの技術サービス（修理専
門）とタッグを組んで、お客様にとって最適なご提供をし東北
の食文化を支えています。
※社用車、タブレット、携帯電話、作業服貸与
※契約更新あり
（勤務成績・態度・能力にて判断。最長５年）
※年１回正社員登用あり（別途試験実施）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 ホシザキ東北　株式会社　秋田営業
所

住宅技術営業

○注文住宅の提案営業
○顧客訪問
○展示場、見学会での接客
＊お客様の要望を聞き取り、プラン提案、資金面に関するア
ドバイスを行う。
＊展示会等各ご案内チラシの配布
＊提案書、各資料作成（パソコン使用）
＊営業回りは社用車（ＡＴ車）を使用します。
＊社用携帯電話を支給します。

建築士２級以上
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 秋田ハウス　株式会社
隔　週

秋田県由利本荘市川口字後野１９－
５

21人 0184-23-2848

・パソコン操作可能
な方（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒ
ｄ）

・パソコン操作可能
な方（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒ
ｄ）

21人 秋田県由利本荘市

雇用・労災・健康・厚生
05050- 4722681

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 秋田ハウス　株式会社
隔　週

秋田県由利本荘市川口字後野１９－
５

21人 0184-23-2848

平成30年11月7日発行（平成30年11月6日受付分)　Ｎｏ．３
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

住宅営業補助

○注文住宅の提案営業
○顧客訪問
○展示場、見学会での接客
＊お客様の要望を聞き取り、プラン提案、資金面に関するア
ドバイスを行う。
＊展示会等各ご案内チラシの配布
＊提案書、各資料作成（パソコン使用）
＊営業回りは社用車（ＡＴ車）を使用します。
＊社用携帯電話を支給します。

℡ 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

1人 187,000円～237,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

時給（月額換算）

1人 136,960円～136,960円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 155,000円～195,000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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)11時00分～20時00分

時給（月額換算）

1人 172,743円～215,929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)16時00分～22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 45歳以下 就業場所

月給

1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 就業場所

月給

1人 190,000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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分
(3)13時00分～22時00分

日給（月額換算）

1人 125,577円～125,577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) 9時00分～ 8時59分 就業場所

日給（月額換算）

1人 168,175円～168,175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 60歳以上 (1) 6時30分～15時15分 就業場所
(2) 9時00分～17時45分
(3)14時15分～23時00分

月給

2人 155,000円～204,000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) 6時00分～14時00分 就業場所
(2) 8時30分～16時30分
(3)13時00分～21時00分

月給

1人 193,116円～251,158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00分～17時45分 就業場所

平成30年12月1日～平
成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05010-21538181

その他
秋田県秋田市中通２丁目６番２号

28人 018-832-1181

不問
28人 秋田県秋田市

24,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-21565681

自動車駐車場に関する
業務　　【６０歳以上】

○自動車駐車場に関する業務を担当していただきます。
・自動車駐車場の駐車料金の徴収業務
・駐車場内の整備、清掃及び軽易な補修作業
・駐車場の誘導及び利用者サービス向上に関すること
・その他、業務管理室所管の業務全般

不問

他 一般財団法人　秋田市駐車場公社

マンション管理人

○管理事務室での居住者対応、外来者対応に従事していた
だきます。
・建築設備の点検、記録、各種メーターの検針
・営繕工事立会い
・共用部分清掃　等
・環境整備業務（植栽管理、除雪、清掃補助）

＊３人の交替制となります。

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

4人 018-874-7622

不問

38人 018-888-3333

不問
38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21600181

雇用・労災・健康・厚生
05010-21608881

フロント係

○アルバートホテル内のフロント業務
・チェックイン、チェックアウト対応
・電話およびインターネットによる予約受付、管理
・お客様案内、電話対応
・駐車場管理
・レストラン補助
・その他付随する業務



不問

他 株式会社　アルバートホテル
その他

秋田県秋田市大町４丁目３－２２

その他
秋田県潟上市飯田川飯塚字家ノ越４
７－３

12人 018-893-5085

不問
25人 秋田県潟上市

9,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-75012181

ホールスタッフ・洋菓子
の販売

○ホール業務全般
・オーダー受付、後片付け、会計

○洋菓子の販売
・タルトの陳列、包装、お客様への接客、電話対応、レジ業務



＊土・日勤務可能な方を希望します。

不問

他 株式会社　ジェー・ユー

料理長候補［レストラン
ラパ／秋田駅前店］

『ラパウザ』において調理を中心に、アルバイトの教育や衛生
管理や調理業務全般をお願いします。


＊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

25人 022-266-5802

不問

8人 018-825-1880

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21543781

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-21590581

調理、店舗管理及び接
客（店長候補）

・調理業務（仕込・食材管理含む）
・ホール業務全般（お客様対応、電話対応、レジ業務など）

・店員の指導、教育補佐
・店舗管理業務補佐

不問

月他 露地厨房　且坐
な　し

秋田県秋田市広面字昼寝２３－１０

その他
秋田県秋田市上北手荒巻字堺切４８

16人 018-801-0555

不問
40人 秋田県秋田市

354人 秋田県潟上市
～平成31年8月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-21582581

介護職員【正社員以
外】「やばせ翔裕館」

○認知症グループホーム（２ユニット定員・１８名）での介護業
務全般に従事していただきます。
・入浴：１日に３名前後の入浴を行っています。
・食事：ごはん、味噌汁は作りますが、チルド食品を導入
　　　　しており、湯煎・盛り付けが主な業務になります。
・運転：主に近隣のスーパーに食材購入（週２回）の為
　　　　社有車の運転を行っています。
・夜勤：月に５回～６回。各ユニットに１名ずつ夜勤者を配置し
ているので、事業所内には２名の職員がおります。

不問

他 株式会社　みちのくサンガ

介護補助「南秋田整形
外科医院」≪急募≫

○入院患者様の身の回りのお世話について、清掃を中心に
従事していただきます。
＊未経験者はマンツーマンで指導します。
＊産休の代替となります。

働き方改革関連認定企業
【くるみん】【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 医療法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

57人 018-877-7110

不問

介護経験者（ブラン
クある方も応募可）

67人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21542481

介護職員初任者研
修修了者以上

他 社会福祉法人　遊心苑
その他

秋田市添川境内川原１９６－１

67人 018-831-3666

5ページ中 4ページ

平成30年11月7日発行（平成30年11月6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

介護職員

○介護老人保健施設における入所者様の介護業務を担当していた
だきます。
・食事、入浴、排泄等の身体介護
・その他、付随する業務
＊夜勤あり（月４回～５回）夜勤の介護スタッフは４名体制
　（初回夜勤勤務時期は習熟度合いによって対応）
＊入所定員１００名、通所リハ２５名
　通常の介護スタッフは１２～１３名体制
＊マンツーマンでの教育指導があります。安心してご応募下さい。

製造作業員

○培地（微生物を培養する栄養源）の製造、食品添加物、健
康食品原料を作る工程での原料の仕込み、製造工程の管
理、製品の出荷準備等の作業に従事していただきます。

＊場合によっては、構内での運転あり（軽トラック等）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 秋田十條化成　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－１

51人 018-828-1776

不問
51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21595181

技術サービス（業務用
厨房機器のセールスエ
ンジニア）

○個人毎に担当するエリアを与えられ、自分の担当エリア内
の製品修理や点検、保守契約の促進を行い、お客様の製品
を常にベストに保つお仕事です。
　技術的な側面からお客様をサポートし、お客様のお困りごと
を解決できる能力を身につけて活躍できる人材を求めており
ます。
＊社用車、タブレット、携帯電話、作業服貸与
＊契約更新あり
（勤務成績・態度・能力にて判断。最長５年）
＊年１回正社員登用あり（別途試験実施）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 ホシザキ東北　株式会社　秋田営業
所

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-21503181

その他
秋田県秋田市川尻大川町８－２８

24人 018-863-4034

不問
498人 秋田県秋田市



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

1人 168,052円～168,052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～16時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

時給（月額換算）

1人 168,052円～168,052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

日給（月額換算）

1人 119,000円～119,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

4人 150,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 259,200円～345,600円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 144,000円～144,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 170,000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 35歳以下 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

月給

1人 170,000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30分 就業場所

5ページ中 5ページ

平成30年11月7日発行（平成30年11月6日受付分)　Ｎｏ．５

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

配達業務

○荷物の配達、集荷業務に従事していただきます。
・配達エリアは男鹿、南秋です。
・２トントラック、または軽貨物バンを使用します。

男女問わず活躍できる職種です。

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-21561281

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 秋田港北トラック　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港西４丁目６－４
４

47人 018-845-0711

47人 018-845-0711

大型自動車運転経
験３年以上

自動車運転経験１
年以上

47人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日他 株式会社　品川商事　秋田店

大型運転手（Ｗ車、平
車、タンク車、クレーン
付トラック）

○１４ｔ車で主に秋田県内への運搬業務となります
（一部東北圏内への運搬もあります。）

○Ｗ車、平車、タンクローリ車、クレーン付トラックを使用しま
す。
・移動式クレーン免許、経験を有する場合基本給について、
別途上乗せします。

大型自動車免許
フォークリフト、玉
掛け

他 秋田港北トラック　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港西４丁目６－４
４

大工の実務経験
10人 秋田県秋田市

47人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-21562181

大工（短期）

○当社の社屋や車庫などのリフォーム作業に従事していただ
きます。
外注ではなく雇用ですので、必要な材料等は当社で準備し、
当社の指揮命令の下で作業していただきます。

完成するまでの短期雇用になります。（１か月程度）



有限会社　渡部畳店
その他

秋田県潟上市昭和大久保字堤の上
９１－１１５

毎　週
秋田県秋田市川尻若葉町５－１０

8人 018-867-0216

雇用・労災・健康・厚生
05010-21508581

労災
05010-21571381

畳製造及び襖張

畳といえば「針を持って手縫い」というイメージが有るかも知
れませんが、当社では最新のコンピューターシステム自動縫
着ラインを導入しておりますので、畳を機械にセットしてボタン
を押すだけ、手作業の部分もありますが、特別な技術は必要
ありません。
簡単に工作を楽しむような感覚で仕事が出来ます。
畳・襖・障子・網戸・クロスを製造直売する会社です。
チラシ・ホームページを経由して個人様宅からの受注をメイン
に経営。工務店、ハウスメーカーからの安定受注もございま
す。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他

6人 090-8618-5617

不問

14人 018-877-3207

不問
14人 秋田県潟上市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝 株式会社　秋田県赤帽本店

土木作業員（未経験者
可）
（潟上市）

○土木作業に従事して頂きます。
・秋田県内の送電線、鉄塔基礎工事現場での土木作業
・東北一円の送電線、鉄塔基礎工事現場での土木作業
　　　　　　　　　　　　
＊土木・建築工事、未経験者でもやる気のある方なら、まご
ころを持って指導いたします。

＊土木・建築工事の経験を持ち、即戦力になる方は大歓迎


不問

土日他 大真電設　株式会社
毎　週

秋田県潟上市飯田川下虻川字街道
下９３－１０１

車の運転経験
7人 秋田県秋田市

9人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21509481

配達員

○タイヤ配達業務に従事していただきます。
・タイヤメーカーから秋田市内、能代市内のカーディラー、整
備工場、ガソリンスタンド等へのスタッドレスタイヤ等の配達
・軽トラック使用。
・明るく挨拶ができる方希望します。

【携帯電話が必要となります】

株式会社　エルピージーアキタ
その他

秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
４８

その他
秋田県秋田市寺内字三千刈２４－４

7人 018-866-4339

雇用・労災・健康・厚生
05010-21547081

～平成30年11月30日
雇用・労災

05010-21552881

ＬＰガス配送員

○ＬＰガス配送員業務に従事していただきます。
・３ｔ車両にてＬＰガス容器を各家庭に取り付ける業務。

＊配送範囲は、秋田市、潟上市、南秋地区、由利本荘市の
各地域の担当になります。

＊高圧ガス販売主任資格のない方は入社後取得していただ
きます。

中型自動車免許

日祝他

その他
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－４８

54人 018-853-8225

不問

18人 018-846-2110

不問
18人 秋田県秋田市

80人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21498281

梱包作業員

　自動車リサイクルパーツの梱包作業に従事していただきま
す。
・自社内で取り外した自動車中古部品を段ボール等にて梱包
します。作業は手作業となります。
・部品を保管している倉庫へ取りにいく場合は社用車（軽トラ
ＡＴ車）を使用します。
・その他付随する業務もあります。　　　　　　　　　　　
　働き方改革関連認定企業【秋田県】
男女イキイキ職場宣言事業所


普通自動車免許（業
務用、ＡＴ限定可）
（フォーリフト運転免
許等あれば尚可）

日祝他 株式会社　大晃商事

℡ 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３０日　警備業者合同就職面接会
　　　　　　　　　　　　＜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＞
　

『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 230,000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 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分

月給

2人 195,000円～283,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時50分～17時10分 就業場所
(2)16時30分～ 9時30分

月給

2人 172,000円～232,500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50分～17時10分 就業場所
(2)16時30分～ 9時30分

時給（月額換算）

1人 127,200円～190,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 170,300円～200,300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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)17時00分～ 9時00分
(3) 7時00分～16時00分

月給

5人 200,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分

月給

1人 140,000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30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 133,800円～150,525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 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

日給（月額換算）

1人 131,600円～131,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21658281

看護師または准看
護師

日祝他 医療法人　岡田医院
その他

秋田県秋田市中通４丁目１－４１

9人 018-834-3131

平成30年11月8日発行（平成30年11月7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

看護師または准看護師

○皮膚科医院において、看護師業務に従事していただきます
・皮膚科、美容皮膚科外来看護業務
・各種処置、レーザー脱毛など
・往診の同行および診療介助
・その他、付随する業務



看護師

○施設入所者（１５０名）への看護業務に従事していただきま
す。
・一般棟７５名、認知症専門棟７５名
（１５名程度で看護業務を担当します）

※夜勤は月４回程度です。
　　（夜勤勤務できない方はご相談ください。）
※主に利用者のバイタルチェック等を行います。
　
働き方改革関連認定企業【くるみん】

看護師

他 医療法人　久盛会（介護老人保健施
設　三楽園）その他
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

130人 018-857-3101

不問
470人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21669381

准看護師

○施設入所者（１５０名）への看護業務に従事していただきま
す。
・一般棟７５名・認知症専門棟７５名
（１５名程度で看護業務を担当します）

※夜勤は月４回程度です。
　　（夜勤勤務できない方はご相談ください。）
※主に利用者のバイタルチェック等を行います。
　
働き方改革関連認定企業【くるみん】

准看護師

他 医療法人　久盛会（介護老人保健施
設　三楽園）その他
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

130人 018-857-3101

不問
470人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21668081

（請）栄養士［秋田市］

◎シルバー施設での食事提供業務です
・食材の発注、調理、盛付、社内帳票事務など

＊朝、昼、夕　各３０食提供

＊１年毎契約更新

栄養士免許

他 ジー・エイチ・ホスピタリティフード
サービス東日本株式会社毎　週
宮城県仙台市青葉区一番町１丁目２
－２５　仙台ＮＳビル５Ｆ

4人 0120-810-300

不問
1,700人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

04010-75570381

計画作成担当者兼介
護職員【グループホー
ムかんとう】

○グループホーム（１ユニット９名×２）の入居者（１８名）の計
画作成業務および介護業務
・ケアプランの作成
・介護サービス（食事・入浴・排泄介助等）と機能訓練やレクリ
エーションサービスの提供に従事します。
＊稀に利用者宅への訪問あり（ＡＴ社有車使用）
＊入社後の研修は日勤（早・遅番あり）業務２週間、その後、
夜勤２回の勤務をマンツーマンで実施。３回目の夜勤からは
一人勤務。夜勤は２ユニットを各１名ずつの２名体制。

他 有限会社　ケアサービスおちあい
グループホームかんとうその他
秋田県秋田市楢山川口境１１－１７

19人 018-874-8850

81人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21731381

専任教員【国語、英語、
数学、社会（地理、歴
史、公民）科】


○高校の各科の授業を担当していただきます。

＊非常勤希望も可能です。その場合は履歴書上部余白に明
記　してください。

＊提出書類の返却を希望する方は、切手を貼った返信用封
筒を同封してください。

高校教員免許状

日祝他 学校法人　敬愛学園
な　し

秋田県秋田市千秋明徳町３－３１

33人 018-833-6361

不問
56人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21705281

一般事務

○経理、総務業務全般を担当して頂きます。
・主に請求書の発行
・給与の計算
・各種社会保険等の手続き
・年末調整業務
・電話対応等雑務
・銀行用務、他（社用車使用・ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　トップス
毎　週

秋田県秋田市泉釜ノ町２２番１３号

10人 018-869-9505

不問
165人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21655481

事務員

○事務員として主に下記の業務を担当していただきます。
・各種書類の作成
・入札情報検索
・現場書類作成
・事務所まわり清掃　など
＊デスクワーク中心ですが、稀に外出用務もあります。
　＜社有車又は自家用車使用（ガソリン代支給）＞
※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

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝 むつみ造園土木　株式会社
その他

秋田県秋田市山王５丁目１３－３

12人 018-863-2011

パソコン操作
108人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21726981

一般事務（臨時職員：
秋田市民俗芸能伝承
館）【１２／１～】

○館内の窓口受付及び事務補助に従事していただきます。
・来館者への説明案内（チケット販売、人数の取りまとめ）
・売上現金の取り扱い
・電話応対、窓口対応
・館の事務補助（パソコン入力等）
・開館、閉館用務
・その他、付随する業務
＊制服貸与（女性のみ）
＊（秋田市観光文化スポーツ部勤務になります）

不問

他 秋田市役所

秋田県秋田市山王１丁目１－１

12人 018-866-2012

パソコン（一太郎、
ワード、エクセル）
で簡単な文書や表
が　作成できる方

2,547人 秋田県秋田市

平成30年12月11日～
平成31年6月10日 雇用・公災・健康・厚生

05010-21685381

平成30年12月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-21681881

一般事務補助

○一般事務補助業務に従事していただきます。
・文書整理、
・パソコン操作（一太郎、Ｅｘｃｅｌ等）
・電話対応、
・接客（お茶出し等）
・その他、付随する業務



不問

土日祝他

介護支援専門員
（未経験者可）
認知症介護実践者
研修受講者優遇
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

20人 018-860-1781

パソコン操作可能
であること

3,500人 秋田県秋田市

秋田県農林水産部水田総合利用課
毎　週

秋田市山王４丁目１－１

毎　週

℡ 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 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 185,000円～255,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

3人 152,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 153,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

時給（月額換算）

2人 130,592円～169,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～14時30分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

時給（月額換算）

1人 103,200円～154,800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)10時00分～16時00分 就業場所
(2)17時00分～22時00分

月給

1人 180,000円～229,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 155,984円～155,984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

時給（月額換算）

1人 120,400円～120,400円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～15時15分 就業場所
(2)13時45分～22時00分

時給（月額換算）

1人 190,800円～190,800円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給（月額換算）

2人 164,000円～164,000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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

3ページ中 2ページ

平成30年11月8日発行（平成30年11月7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）

○一般事務補助業務に従事していただきます。
（主な仕事内容）
・書類整理
・電話対応、来客応対
・パソコン操作（入力程度）可能な方
　（エクセル、ワード等）
・その他、付随する業務
＊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。）

平成31年1月4日～平
成31年7月3日 雇用・公災・健康・厚生

05010-21692081

不問

土日祝他 秋田県秋田地域振興局建設部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－２

114人 018-860-3312

6人 018-828-8905

不問

パソコン操作（入力
程度）

283人 秋田県秋田市

普通自動車免許必
須（ＡＴ限定不可）
危険物免許乙種

他 株式会社　男鹿興業社

ガソリンスタンド店長候
補

・ガソリンスタンドの販売管理、その他付随する業務
・新規客獲得営業（会社を主体とした営業活動）




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

普通自動車免許必
須（ＡＴ限定不可）
危険物資格あれば
尚良し

他 株式会社　男鹿興業社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－９８

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
05010-21673881

ガソリンスタンド員

○ガソリンスタンド業務全般に従事していただきます。
・ガソリン等の給油業務
・その他付帯する業務
＊就業時間はシフト制
（１）～（３）は代表的な就業時間であり、他にも短時間のシフトあり
＊１カ月単位の変形労働時間制により、法定労働時間内に調整。
＊早出、時間外あり　　＊制服貸与
働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

株式会社　フード・ボックス
な　し

能代市二ツ井町字三千苅　４－５

その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－９８

6人 018-828-8905

平成30年11月20日～
雇用・労災・健康・厚生

05020- 5225281

雇用・労災・健康・厚生
05010-21675181

調理

１１月中旬新規オープンの店舗にて、主にキッチンでの調理
業務全般を担当していただきます。
パスタを中心とした洋風料理から、和のテイストを取り入れた
料理まで、ジャンルを問わず幅広いメニュー内容での営業と
なります。

仕入作業、調理、食材仕入など、調理全般に関わる業務で
す。

不問

日祝他

0人 0120-810-300

不問

0人 0185-73-3737

不問
44人 秋田県秋田市

不問

日祝他 株式会社　フード・ボックス

（請）調理員［潟上市］

◎シルバー施設での食事提供業務です。
・調理、盛付、配膳、洗浄業務など

＊慣れない業務も多いかもしれませんが、分からないことは
スタッフが丁寧に指導致します。

＊６ヶ月毎契約更新

不問

他 ジー・エイチ・ホスピタリティフード
サービス東日本株式会社毎　週
宮城県仙台市青葉区一番町１丁目２
－２５　仙台ＮＳビル５Ｆ

不問
44人 秋田県秋田市

1,700人 秋田県潟上市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
04010-75561081

調理補助

１１月中旬新規オープンの店舗にて、キッチンでの調理業務
全般を担当していただきます。
パスタを中心とした洋風料理をメインに、和のテイストも取り
入れたジャンルを問わない幅広いメニュー内容での営業とな
ります。

株式会社　ジェイウッド
毎　週

岩手県盛岡市向中野３丁目１８－３５

な　し
能代市二ツ井町字三千苅　４－５

0人 0185-73-3737

雇用・労災・健康・厚生
03010-27614881

平成30年11月20日～
雇用・労災・健康・厚生

05020- 5226181

カフェスタッフ［秋田市］

住宅ブランド『ジェイウッド』プロデュースの
Ｈａｎａｍｉｚｕｋｉ　ｃａｆｅ。
木のぬくもりあふれる店内や、アンティーク家具のインテリア
など、ゆったりした時の流れをお客様と共有しながら自然体で
癒されていただきたい。そんな想いをこめて店名にしました。
お客様をテーブルに案内する、オーダーをお聞きする、デ
ザートやドリンクをお席にお持ちするなど、カフェ運営の全体
を担当して頂きます。
＊男女問わず明るく接客できる方を希望します。

不問

火水他

900人 0187-63-7239

不問

4人 019-635-5933

不問
115人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所

製造工【秋田市飯島】

＊金属製品（亜鉛）の製造
　　製品の研磨、機械操作、剥ぎ取り等の作業

＊派遣期間：Ｈ３０年１１月２６日～Ｈ３１年２月２８日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３１年６月２８日です。

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所
その他

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

不問
23,000人 秋田県潟上市

23,000人 秋田県秋田市
平成30年11月26日～
平成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6304281

製造工【潟上市昭和】

＊医療用ゴム・プラスチック製品の製造
　・目視外観検査・梱包・組立作業になります。

＊派遣期間：Ｈ３０年１２月１日～Ｈ３１年２月２８日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３１年１１月３０日です。

日総工産株式会社秋田事業所
その他

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

その他
秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

平成30年11月26日～
平成31年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6307381

平成30年12月1日～平
成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6303881

製造工【秋田市茨島】

＊石英ルツボ（ガラス容器）の製造
　・ルツボの洗浄・加工業務

＊派遣期間：Ｈ３０年１１月２６日～Ｈ３１年１月３１日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３２年２月５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

他

毎　週
秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

不問

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県秋田市

23,000人 秋田県秋田市
平成30年12月1日～平
成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6302781

製造工（交替制あり）
【秋田市御所野】

＊電子部品（セラミック酸素センサ）の材料加工、組立、完成
品に関する製造業務

＊派遣期間：Ｈ３０年１２月１日～Ｈ３１年２月２８日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３２年９月３０日です。

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所



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 164,000円～164,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 128,400円～145,520円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 64歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

5人 201,600円～201,600円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
変形（１年単位） 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

時給（月額換算）

5人 168,000円～168,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
変形（１年単位） 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

月給

1人 150,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

月給

1人 157,000円～177,000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）

5人 174,300円～224,100円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 150,400円～159,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 131,600円～131,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

平成30年11月8日発行（平成30年11月7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

製造工【秋田市御所野】

＊フレキシブルプリント基板の製造に関する整面、波レジ、金
メッキ等の業務

＊派遣期間：Ｈ３０年１２月１日～Ｈ３１年２月２８日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３２年１月１０日です。

平成30年12月1日～平
成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6300581

普通自動車免許
（通勤用）

土日他 日総工産株式会社秋田事業所
毎　週

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

14人 0120-938-841

安全運転を心が
け、重大な事故歴
のない方。

不問
23,000人 秋田県秋田市

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス

ドライバー（運転手）【秋
田市】医療マッサージ師
の運転代行

【ドライバー】国家資格を持つマッサージ師が歩行困難な患者様の自
宅や施設へ訪問し施術をする「在宅医療マッサージ」において、視覚
に障害を持つ施術者が患者様のお宅や施設へ訪問する際の運転代
行、移動の介助、書類作成の補助をお願いします。訪問は一日につ
き１０件前後です。日中の訪問時間は施術者とペアになり仕事をしま
すが、朝夕の事業所業務ではメンバー同士が連携して仕事を進めま
す。
※マイカーの持ち込みも歓迎します。（車両使用手当を支給）
※視覚障碍者の介助方法などは入社時にマンツーマンでお教えしま
すので安心してご応募ください。

【必須】普通自動車
運転免許（ＡＴ限定
可）

月日 株式会社フレアス
毎　週

東京都渋谷区初台２ー５－８　西新宿
豊国ビル２Ｆ

不問
90人 秋田県南秋田郡五城目町

680人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
13070- 6397182

モーター部品の製造業
務　　　　（３交替）

○モーター部品の製造業務を担当していただきます。
・機械オペレーター業務
・加工・検査業務
・その他付随する業務


有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

毎　週
秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

平成30年12月1日～平
成31年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-21694681

平成30年12月1日～平
成31年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-21690281

モーター部品の製造業
務

○モーター部品の製造業務を担当していただきます。
・機械オペレーター業務
・加工・検査業務
・その他付随する業務


不問

土日他

6人 018-828-8905

大型自動車の運転経
験者（必須）
※タンクローリーの運
転経験者でなくとも可

0人 018-883-1101

不問
90人 秋田県南秋田郡五城目町

旧普通自動車免許ま
たは中型自動車運転
免許
危険物取扱丙種以上

日祝他 株式会社　男鹿興業社

タンクローリー運転手

○県内及び隣県へガソリン、軽油、灯油、Ａ重油、生アスファル
ト等の燃料油を配送
・配送先での伝票処理
・車の点検、整備　等
・その他、付随する業務
＊タンクローリーの運転経験者でなくとも可
（ただし大型自動車の運転業務経験は必須）
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

大型自動車免許
危険物丙種以上

日祝他 株式会社　男鹿興業社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－９８

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・財
形 05010-21671481

廃油回収営業運転員

秋田県内のガソリンスタンドや整備工場等から廃油（使用済み
オイル等）を４ＫＬタンクローリーで回収し、男鹿市の廃油貯蔵
施設に運搬する業務及びその他付帯する業務

＊試用期間６カ月あり（同条件）

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

匡建設
その他

秋田県秋田市牛島西３丁目１６－１５

その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－９８

8人 018-828-8905

雇用・労災・健康・厚生
05010-21677381

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21672781

建物解体作業員

○当社で行う各種業務に従事していただきます。
【主な業務内容】
・建物解体工事
・廃棄物の搬出
＊内部、外部解体
＊現場は秋田県内です。
　
※可能な方は、トラックの運転（２ｔ～４ｔ　ＭＴトラック）にも従事
していただきます。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他

6人 018-828-8905

不問

9人 018-807-4389

不問
9人 秋田県秋田市

準中型運転免許以
上

日祝他 米山産業　株式会社　秋田営業所

配達員（灯油・軽油・Ａ
重油）

○灯油、軽油、Ａ重油等の配達作業を担当していただきます。
　ミニタンク（２ｔ～４ｔ車）を使用します。
　その他付帯する業務あります。
【配達地域】
　広面勤務＝秋田市内全域
　男鹿勤務＝男鹿市内全域
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

中型自動車運転免
許（８ｔ限定可・ＡＴ
限定不可）以上
危険物取扱丙種

日祝他 株式会社　男鹿興業社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－９８

不問
65人 秋田県秋田市

60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21674281

配送及びルート営業（未
経験者可）

○建材販売に関する配送およびルート営業
・木工店、建具店、建材店などへ主に化粧板や合板などの配送業務
・２ｔＭＴトラックにて同一地域への配送
・ルート営業は配送先へ新商品のカタログ配布や取扱商品の案内が
主な仕事です。
・パソコンでの売上や顧客の管理
＊秋田県全域を３～４地域に分け、いずれかの地域を主に
　担当。初めは秋田市近辺を担当。
＊約１ヶ月は先輩社員が同行し親切に指導いたします。

米山産業　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市八橋大畑１－６－２４

その他
秋田県秋田市八橋大畑１－６－２４

11人 018-867-8381

雇用・労災・健康・厚生
05010-21730081

雇用・労災・健康・厚生
05010-21729781

配送及び倉庫管理（未
経験者可）

・木工店、建具店などへ主に化粧板や金物等の配送業務
・２ｔＭＴトラックにて配送
・倉庫内で、商品管理や荷出し、荷受けの作業

＊約１ヶ月～３ヶ月は先輩社員が同行し親切に指導いたしま
す。

準中型運転免許以
上

日祝他

22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

05010-21661981

11人 018-867-8381

不問
65人 秋田県秋田市

販売員及び一般事務補
助

・県庁内の売店における販売員として勤務していただきます。
ただし人繰りの関係で一般事務の支援・補助の職務もありま
す。
・商品陳列、販売レジ、自販機（ドリンク類）の商品補充
・納品、値付け、お客様対応
・年２回商品棚卸業務あり（３月・９月末）
・年１回全店職員会議あり（６月土曜日）
・主な来店者は県庁職員及び県庁への来庁者です。
・３月３１日までの年度毎の契約更新になります。

不問

土日祝 秋田県職員消費生活協同組合
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

14人 018-860-3578

不問

℡ 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。



4ページ中 4ページ

　　　　●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　８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　２．　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】
　３．　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】
　４．　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】
　５．　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】
　６．　１１月１５日　㈱へいあん秋田【ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、会員様ｻﾎﾟｰﾄ係　他】
　７．　１１月１６日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ｼｮｰﾄｽﾃｲ介護職員、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ介護職員】
　８．　１１月１９日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
　９．　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！！
１０．　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】
１１．　１１月２２日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
１２．　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】
１３．　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】

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１３日　介護のしごとミニ就職面接会　１０：００～１１：３０　（受付９：４５～）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：（社福）幸楽会、（社福）晃和会、㈱虹の街、（社福）遊心苑、
　　　　　　　　　　　　　 ㈱ツクイ東北圏＞

　２．１１月１６日　高年齢者就職面接会　１０：００～１２：００　（１１：３０受付終了）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：㈱秋田キャッスルホテル、㈱ナイス、㈱友愛ビルサービス、
　　　　　　　　　　　　　 ㈱住建トレーディング、㈱清水組＞

　３．１１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＞
　

『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

日給（月額換算）

1人 165,600円～186,300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) 5時00分～14時30分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

月給

1人 161,000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00分 就業場所
(2) 7時00分～15時30分
(3) 7時30分～16時00分

時給（月額換算）

1人 142,500円～142,500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15分 就業場所

日給（月額換算）

2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 121,920円～121,920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50分～17時35分 就業場所

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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～19時00分
(3) 9時00分～15時00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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～19時00分
(3) 9時00分～15時00分

月給

2人 155,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 148,000円～167,000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)10時30分～19時30分
(3) 8時30分～17時30分

月給

1人 150,000円～185,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

不問
22,246人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13200-19687081

栄養士免許

他 シダックス　株式会社
その他

東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地
３

8人 0424-89-8914

平成30年11月9日発行（平成30年11月8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

栄養士／秋田市上北
手百崎二タ子沢／在籍
出向

・施設内での給食業務
　調理、仕込、配膳、下膳等。その他提供業務に付随する業
務
・食数：朝９０食、昼１１０食、夕９０食


※グループ会社への在籍出向となります。電話窓口及び面
接については、グループ会社在籍のシダックス（株）の担当が
行います。

保育教諭

○幼保連携型認定こども園の保育教諭として０歳児～６歳児
　までの保育教育を交代制により担当する。

＊最初はクラス担任補助として勤務していただきます。

＊園児１５０名、保育教諭２２名体制となります。

【平成３１年４月からの採用です】

幼稚園教諭・保育
士どちらも必須

日祝他 学校法人　四ツ小屋幼稚園
隔　週

秋田県秋田市四ツ小屋字城下当場２
－４

31人 018-839-2734

不問
31人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-21759981

事務用機器操作及び
電話対応（秋田市）

派遣先事業所において、下記業務を行っていただきます。
・お客様等からのお申し込みに基づき回線サービス・付加
サービス等の商品説明・　勧奨、お問合せ応対。
・オーダ内容、応対結果等の業務システムへの登録、内容確
認等。
・その他上記付随する業務。

★研修があるので初めての方でも安心です。

不問

土日祝他 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

13人 019-621-5088

電話応対、ＰＣ基本
操作や入力ができ
る方

3,000人 秋田県秋田市
平成30年12月5日～平
成31年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

03010-27643981

事務補助（運転免許セ
ンター）

○一般事務補助業務を担当していただきます。
・パソコンを使用した簡単な文書作成、データ入力
　（使用ソフト：ワード、エクセル、一太郎等）
・来客、電話応対
・運転免許、管理関係業務補助
・その他庶務的な業務（文書整理等）


不問

土日祝他 秋田県警察本部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番５号

700人 018-863-1111

不問
2,300人 秋田県秋田市

平成30年12月12日～
平成31年6月11日 雇用・公災・健康・厚生

05010-21736781

郵便窓口事務

○郵便局窓口事務を担当していただきます。
・窓口での切手、はがき等の販売
・その他、郵便業務に付随する業務

＊専用機器を使用しますので、操作については丁寧に指導
　いたします。

＊制服は貸与します。

不問

土日祝 秋田手形郵便局
毎　週

秋田県秋田市手形新栄町２－２９

6人 018-832-8900

不問
秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-21735481

不動産業務（不動産の
売買、賃貸の仲介、不
動産開発）

・不動産売買及び賃貸の仲介営業
・不動産開発営業・土地調査に関する業務
・お客様との打ち合わせ
・その他、付随する業務
＊幅広く業務を担当していただきます。
＊打ち合わせ等で外出する時はマイカーを使用していただき
ます。（ガソリン代支給）

普通自動車免許Ａ
Ｔ限定可
宅地建物取引士あ
れば尚可

日祝他 株式会社　建築企画
その他

秋田県秋田市山王５丁目８番１５号

2人 018-866-3387

パソコン操作
2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21765381

設計・監理・不動産業
務

・設計・監理・請負業務等の受注営業
・不動産開発営業
・土地調査に関する業務
・その他、付随する業務

＊打ち合わせ等で外出する際はマイカーを使用していただき
ます。（ガソリン代支給）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）必
須
宅地建物取引士あ
れば尚可

日祝他 株式会社　建築企画
その他

秋田県秋田市山王５丁目８番１５号

2人 018-866-3387

パソコン操作
2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21766681

高圧ガス等の販売
（ルート営業）【ガスセン
ター】

○工業用、医療用高圧ガス及び関連する産業機材等の販
売・配送業務に従事していただきます。
・ルート営業が中心です。
・取引先は事業所・病院などが中心です。
・業務範囲は秋田市及び周辺地域です。

※働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所



普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
（高圧ガス販売主
任者　尚可）

日祝他 株式会社　相場商店
その他

秋田県秋田市楢山登町１－２０

23人 018-833-8766

不問
92人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21749381

介護職

○介護全般を担当していただきます。
・入所する高齢者（３０名）に対するサービス
　（食事、入浴、排泄等身体介護）
＊専任スタッフによる実務研修を１ヶ月程度実施しますので
未経験者の方でも安心して勤務できます。
＊介護職員１５名（交替制）で対応しております。
＊夜勤は月平均５～６回、２人体制
＊夜勤は経験や状況に応じて対応します。

介護職員初任者研修
又はホームヘルパー
２級
介護福祉士あれば尚
可

他 株式会社　ほほえみ館
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字大谷
地３５－１

20人 018-893-6825

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21740681

介護職員（ショートステ
イ）
【夜勤あり】

○ショートステイ（２０床）における介護業務全般を担当し
　ていただきます。
・食事の介助、入浴、排泄等のお世話
・イベント等の準備　等
＊制服支給
＊夜勤は１人体制です
＊入社後の研修はマンツーマンによる日勤業務２週間程度。
３ヶ月位から夜勤業務を実施します。
＊未経験者応募可

不問

他 湯の越の里　株式会社
毎　週

秋田県南秋田郡五城目町内川浅見
内字後田１２５－５

14人 018-854-2888

不問
43人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-21741981

℡ 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 40歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所
(2)12時00分～22時00分

月給

1人 160,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 155,000円～180,000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00分～13時30分 就業場所
(2) 9時00分～17時30分
(3) 8時30分～17時00分

日給（月額換算）

1人 140,760円～165,600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) 5時00分～14時30分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

日給（月額換算）

1人 140,760円～165,600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) 5時00分～14時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

日給（月額換算）

1人 140,760円～165,600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) 5時00分～14時30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 180,000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) 9時00分～ 0時00分 就業場所

月給

1人 356,000円～393,800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 18歳～61歳 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～ 9時00分

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 40歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所
(2)12時00分～22時00分

月給

1人 230,000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30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 148,500円～148,500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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

3ページ中 2ページ

平成30年11月9日発行（平成30年11月8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

調理員（仁井田店・土
崎店）

○焼肉店でお客様に提供する食材の調理のお仕事です。
・食材の仕込み、調理、盛り付け
・洗い場（食器洗浄）、清掃
・その他付随する業務

＊状況によって、仁井田店または土崎店へ移動しての勤務と
　なります。

雇用・労災・健康・厚生
05010-21746281

不問

他 有限会社　ヨンソン
その他

秋田県秋田市仁井田緑町５－１６

26人 018-829-4129

6人 018-884-7715

不問

不問
45人 秋田県秋田市

調理師

他 株式会社　メフォス　東北事業部秋
田支店

厨房業務（調理）

○披露宴、パーティー等の料理の準備、提供をしていただき
　ます。
・野菜、果物の洗浄、皮むき、カットなどの下ごしらえ
・経験によっては、料理長の指示に従い、付け合わせ料理
（野菜料理）の調理も行う
・料理の盛り付け
・状況によって食器洗浄の手伝いもおこなう

＊平日３人、週末４人体制で対応します。

不問

水他 池内商店
その他

秋田県秋田市広面字蓮沼７６番地
６０２号

不問
12,000人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21755181

調理師業務（秋田けや
き会）

○特別養護老人ホーム「秋田けやき会」における調理師業務
　に従事していただきます。

・盛付け、配膳、洗浄その他付随する業務

＊朝食、夕食　＝　約１００食　
　昼食　　　　＝　約１３０食　を２名体制で行います

シダックス　株式会社
その他

東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地
３

その他
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバースビル６Ｆ

14人 018-888-1333

雇用・労災・健康・厚生
13200-19686181

雇用・労災・健康・厚生
05010-21793581

調理補助又は調理師
／秋田市上北手百崎
二タ子沢／在籍出向

・施設内での給食業務
　調理、仕込、下膳等。その他提供業務に付随する業務
・食数：朝９０食、昼１１０食、夕９０食


※グループ会社への在籍出向となります。電話窓口及び面
接については、グループ会社在籍のシダックス（株）の担当が
行います。

調理師免許あれば
尚可

他

8人 0424-89-8914

不問

8人 0424-89-8914

不問
22,246人 秋田県秋田市

調理師免許あれば
尚可

他 シダックス　株式会社

調理補助又は調理師
／秋田市添川境内川
原／在籍出向

・施設内での給食業務
　調理、仕込、配膳、下膳等
　その他提供業務に付随する業務
・食数：朝８０食、昼１００食、夕８０食


※グループ会社への在籍出向となります。電話窓口及び面
接については、グループ会社在籍のシダックス（株）の担当が
行います。

調理師免許あれば
尚可

他 シダックス　株式会社
その他

東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地
３

不問
22,246人 秋田県秋田市

22,246人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13200-19688381

調理補助又は調理師
／秋田市泉菅野／在
籍出向

・施設内での給食業務
　調理、仕込、配膳、下膳
・食数：朝９０食、昼１１０食、夕９０食


※グループ会社への在籍出向となります。電話窓口及び面
接については、グループ会社在籍のシダックス（株）の担当が
行います。

株式会社　あきんどスシロー
その他

吹田市江坂町１－２２－２

その他
東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地
３

8人 0424-89-8914

雇用・労災・健康・厚生・財
形 27060-40797881

雇用・労災・健康・厚生
13200-19689681

店長候補（秋田茨島
店）

店舗の営業

商品の仕込み、売上管理や７０～１００名の店舗
スタッフの人材管理等、店舗運営及びマネジメント
業務全般に関する業務です。

不問

他

20人 03-5295-7793

不問

100人 06-6368-1020

不問
34,500人 秋田県秋田市

不問

他 有限会社　ヨンソン

ドーミーイン秋田／ホテ
ル管理職（支配人候
補）

当社直営ビジネスホテルフロント運営業務全般
現場のプレーヤーとして活躍しながら運営全般の
マネジメント業務

＊支配人候補

不問

他 株式会社　共立メンテナンス
その他

東京都千代田区外神田２丁目１８－
８

不問
45人 秋田県秋田市

7,840人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010-41078182

ホール係（仁井田店）

○焼肉店でのホール内業務全般のお仕事です。
・お客様の案内、接客
・オーダー取り
・料理の配膳、片付け
・店内清掃業務
・その他付随する業務


株式会社　塚田美術印刷
その他

秋田県秋田市大町１丁目６－６

その他
秋田県秋田市仁井田緑町５－１６

26人 018-829-4129

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21792981

雇用・労災・健康・厚生
05010-21747181

印刷営業

○各種印刷物の受注・納品の業務。
・営業エリア：県内全域
・営業車：ＡＴ車

【働き方改革関連認定企業】
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

日祝他

その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問

28人 018-823-5551

不問
28人 秋田県秋田市

14,000人 秋田県秋田市
平成30年11月26日～
平成30年12月31日 雇用・労災

05010-21807581

お肉の加工・包装【秋田
市】

○派遣先事業所において、次の業務に従事していただきます
・食肉をカットするなどの加工
・包装、値付け　など

＊未経験でもできる作業です。

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
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

月給

1人 130,000円～167,000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 45歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

4人 135,000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 18歳～35歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 163,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 132,000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 30歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

月給

1人 190,000円～340,000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) 9時00分～19時00分
(3) 9時00分～15時00分

月給

3人 131,500円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 190,000円～276,000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 139,000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 25歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000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) 8時30分～12時00分

平成30年11月9日発行（平成30年11月8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

印刷後加工業務（ポス
トプレス業務）

○機器を使い、印刷物の後加工業務を行います。
・折り加工、穴あけ加工、切取りミシン加工、製本加工、裁断
加工等。
・納品梱包
＊印刷用紙を揃える技術習得を要します。
＊応募前の職場見学をお勧めしています。
※働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所

不問

日祝他 株式会社　フロム・エー
その他

秋田県秋田市卸町３丁目５番５号

19人 018-864-3784

不問
19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21798181

電力量計の組立【秋田
事業所】

◇電力量の計測器の組立等を担当していただきます。

・品質チェック等の作業もあります。
・梱包作業もあります。
※現場での指導研修があるため、未経験者の方でも大丈夫
です。
※全く経験がなくてもできる簡単な作業です。

不問

日他 横手精工　株式会社
その他

秋田県横手市安本字南御所野１０－
１８

80人 0182-32-5211

不問
301人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05060- 6348881

自動車整備士・整備工

○軽～大型車・国産・輸入車など幅広い車種の自動車の整
備点検・修理の業務。
○整備内容の説明やその他整備に関する業務も行っていた
だきます。
○後付衝突防止補助システム（モービルアイ）の販売・取付
やエイミング、自動運転など新しい自動車整備に取り組める
方。
○お客様の安心をサポートする自動車保険の知識や取り扱
いも学んでいただきます。

整備士３級以上
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　山本自動車整備工場
その他

秋田県秋田市河辺和田字坂本南２７
０

8人 018-882-2367

実務経験者
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21768581

自動車整備士・整備工
（見習い）

○軽～大型車・国産・輸入車など幅広い車種の自動車の整備点検・
修理の業務。
○整備内容の説明やその他整備に関する業務も行っていただきま
す。
○お客様の安心をサポートする自動車保険の知識や取り扱いも学
んでいただきます。
○国土交通省の指定整備事業場で車検の自社内完結が出来る、い
わゆる民間車検工場です。
○自動車整備士１、２、３級他　国家資格の取得に際してのサポート
もしています。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　山本自動車整備工場
その他

秋田県秋田市河辺和田字坂本南２７
０

8人 018-882-2367

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21769481

ＦＲＰ防水工事等／秋
田支店

・屋上・バルコニーなどにＦＲＰ防水層を張る工事
・取引先への訪問営業　
・シロアリ等、害虫駆除　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、ハウスメーカーや工務店を通じ
ての敷地調査、地盤調査、地盤改良、床暖房、瑕疵担保取次、断熱
工事、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頂くこともあります。
＊経験のない業務でも、丁寧に指導・教育致します。

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
307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-40699482

建築士

・マンション、住宅、商業施設、医療施設等の企画、基本設
計、実施設計、監理
・ＣＡＤによる図面作成
・お客様との打合せ
・その他付随する業務
＊打合せ等で外出する際はマイカーを使用していただきま
す。（ガソリン代支給）

普通自動車免許
（ＡＴ可）

日祝他 株式会社　建築企画
その他

秋田県秋田市山王５丁目８番１５号

2人 018-866-3387

ＣＡＤ操作
2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21767981

大型トラック運転手

○ＪＲ貨物コンテナの集配業務を担当していただきます。
・集配エリアは秋田県内、フォークリフトや手作業での積卸し
作業、１人～２人での業務となります。
・１５ｔ積載車使用

＊時間外等を含め総支給で月２３０，０００円以上
＊けん引免許等取得助成金制度あり。

大型自動車免許
（フォークリフト免許
取得者尚可）

日祝他 秋田運送　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字水口１５５－
１

16人 018-824-1081

不問
130人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21748081

配管工（経験者）

○上下水道に関わる管工事に従事していただきます。
・主に一般住宅やアパートなどの給排水工事（水洗工事）を
　行っています。

＊現場は主に秋田市およびその周辺地域。
　社用車にて移動します。（直行直帰の場合もあり）　

＊経験者希望
　

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
工事関係有資格者優
遇（特記事項欄参照）

日祝他 高進設備　株式会社
その他

秋田県秋田市仁井田字仲谷地３０８
－１

8人 018-839-5947

経験者希望
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21790381

配管工（見習い）

○上下水道に関わる管工事に従事していただきます。
・主に一般住宅やアパートなどの給排水工事（水洗工事）を
　行っています。

＊現場は主に秋田市およびその周辺地域。
　社用車にて移動します。（直行直帰の場合もあり）　

＊親切・丁寧にご指導致します。
　

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 高進設備　株式会社
その他

秋田県秋田市仁井田字仲谷地３０８
－１

8人 018-839-5947

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21789281

営業及び配達≪急　募
≫

○秋田市内で飲食店向けに食肉全般を扱う販売業務です。
・配達商品の準備作業等あります。
・午後から飲食店への営業活動あり
・社用車使用（保冷車）

＊配達エリアは秋田市内です。
＊急な退職者の補充の為急募です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 合資会社　一力
その他

秋田県秋田市山王中園町３－８

15人 018-863-7533

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21773381

℡ 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１３日　介護のしごとミニ就職面接会　１０：００～１１：３０　（受付９：４５～）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：（社福）幸楽会、（社福）晃和会、㈱虹の街、（社福）遊心苑、
　　　　　　　　　　　　　 ㈱ツクイ東北圏＞

　２．１１月１６日　高年齢者就職面接会　１０：００～１２：００　（１１：３０受付終了）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：㈱秋田キャッスルホテル、㈱ナイス、㈱友愛ビルサービス、
　　　　　　　　　　　　　 ㈱住建トレーディング、㈱清水組＞

　３．１１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＞
　

『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 200,000円～245,000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00分 就業場所
(2)16時30分～ 9時30分

月給

1人 200,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,000円～145,000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～16時40分 就業場所

月給

4人 145,000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 就業場所

月給

1人 160,000円～190,000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00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 140,400円～151,200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) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 126,400円～126,400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15分 就業場所
(2) 8時50分～17時35分
(3) 9時30分～18時15分

月給

1人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)10時00分～19時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)20時00分～ 5時00分

月給

1人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)10時00分～19時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)20時00分～ 5時00分

月給

1人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)10時00分～19時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)20時00分～ 5時00分

不問
278人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21978381

看護師

他 医療法人　惇慧会
その他

秋田県秋田市外旭川字三後田１４２

211人 018-868-5511

平成30年11月12日発行（平成30年11月9日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師（外旭川病院）

○病棟内における看護業務全般
　　（夜勤あり　月３～５回）
○与薬業務（点滴・注射・与薬など）
○処置業務（ガーゼ交換・チューブ類交換）
○食事介助や入浴介助、清潔ケアなどの日常生活動作援助
＊ホスピス医療に興味がある方、緩和ケアの経験がある方、
お気軽にお問合せください。
＊配属先は「療養病棟」か「ホスピス病棟」のどちらか。
（面接時に経験年数と本人の希望を考慮して検討）


介護支援専門員（計画
作成者）

○「サービス付高齢者向住宅みんなのまち」（特定施設）に
　おける計画作成者の業務
・自施設利用者（３０名）の介護計画を作成する。
・ご利用者またはご家族のご意向を聞きとりスタッフ間の調整を行
う。
・提供するサービスの観察、調整を行う。（必要な場合は介護現場に
も入る）
・関連機関との連絡、情報共有を行う。
・ご利用者の状態を定期的に記録する。　
＊介護保険ソフトはＮＤソフトウェアのほのぼのネクストを
　使用しています。入力方法は指導します。

介護支援専門員
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 セントシェアハウス株式会社
その他

秋田県秋田市新屋比内町２２番２２
号

18人 018-828-2721

介護支援専門員と
して実務経験１年
以上
パソコン操作

36人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21955581

幼稚園教諭

○幼稚園教諭業務全般

・さくら幼稚園において、幼稚園業務全般を行っていただきま
す。

・その他付随する業務もあります。
　　　

幼稚園教諭

土日祝他 学校法人　ノースアジア大学
毎　週

秋田県秋田市下北手桜字守沢４６－
１

10人 018-836-3319

不問
248人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-21973781

保育教諭

○保育業務全般

・幼稚園クラスの担任、保育クラスの担当、保護者との連絡な
ど　
　　　

幼稚園教諭免許、保
育士資格、小学校教
諭免許、養護教諭免
許
のうちいずれか

土日祝他 学校法人　ノースアジア大学
毎　週

秋田県秋田市下北手桜字守沢４６－
１

38人 018-836-3319

不問
378人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21974881

工事関係事務

＊売掛金、買掛金、入金管理（会計ソフト使用）
＊工事台帳管理（工事ソフト使用）
＊請求書作成（請求書作成ソフト使用）
＊工事関連事務
＊小口現金管理
＊電話応対
＊付随業務

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊日商簿記３級以
上・宅地建物取引士
あれば優遇

他 株式会社　秋田住宅流通センター
その他

秋田県秋田市山王７丁目９－３５

24人 018-864-4717

事務経験者
パソコン（エクセル、
ワード等）操作できる
方

72人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-22040081

販売受付事務

○自動車用品及び部品の販売受付事務業務全般
○主に事務作業と商品の出荷作業です
・お客さまへの受発注など電話、ＦＡＸの応対
・商品出荷の梱包作業
・まれに外出用務あり（社有車使用）

＊社有車は（ＡＴ車、軽～普通車）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　コーワ
毎　週

秋田県秋田市広面字野添９８－６

7人 018-833-1817
パソコン操作（ワー
ド、エクセルを使用
し定型フォームへ
の
入力ができる事）

7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21992181

郵便・貯金・保険の窓
口

○郵便局の窓口でお客様応対を担当していただきます。
・窓口では接客、専用端末機の操作、金銭の受渡しのほか、
　当社の各種商品やサービスについての声がけや説明もして
　いただきます。
＊将来、正社員への登用の可能性もありますので、やる気が
求められます。
＊業務の習熟程度によって加算給があります。
　（例：基本給（時給）プラス０円～２３０円）

不問

土日祝 日本郵便株式会社　仁井田郵便局
毎　週

秋田県秋田市仁井田本町六丁目３
－５

17人 018-839-2553

不問
209,000人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-21981781

１９７生鮮食品売場責
任者・生鮮食品売場責
任者候補スタッフ

精肉部門の採用を強化中。　
従来の日用雑貨や食品を中心とした店作りから、　
精肉、鮮魚、惣菜、青果などの生鮮食品へと取扱いを拡大。
新規出店や既存店への生鮮部門の立ち上げが続きます。
新たなポストも続々増加中です。
中でも精肉部門では、肉のスライサー業務や、手切り作業の
経験、精肉に関しての知識をお持ちの方を必要としていま
す。

不問

他 株式会社ドン・キホーテ
毎　週

東京都目黒区青葉台２－１９－１０

285人 03-5428-3111

不問
10,592人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070- 8368782

１９７生鮮食品売場責
任者・生鮮食品売場責
任者候補スタッフ

惣菜部門の採用を強化中。　

従来の日用雑貨や食品を中心とした店作りから、　
精肉、鮮魚、惣菜、青果などの生鮮食品へと取扱いを拡大。
新規出店や既存店への生鮮部門の立ち上げが続きます。
新たなポストも続々増加中です。
中でも惣菜部門では、主に、パック詰め、ラベル貼り、陳列、
清掃等をお任せします。
経験により、惣菜調理もお任せします。

不問

他 株式会社ドン・キホーテ
毎　週

東京都目黒区青葉台２－１９－１０

285人 03-5428-3111

不問
10,592人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070- 8370682

１９７生鮮食品売場責
任者・生鮮食品売場責
任者候補スタッフ

青果部門の採用を強化中。　
従来の日用雑貨や食品を中心とした店作りから、　
精肉、鮮魚、惣菜、青果などの生鮮食品へと取扱いを拡大。
新規出店や既存店への生鮮部門の立ち上げが続きます。
新たなポストも続々増加中です。
中でも青果部門では、切り分け・袋詰め・値札貼り・品出しな
がメインになります。

不問

他 株式会社ドン・キホーテ
毎　週

東京都目黒区青葉台２－１９－１０

285人 03-5428-3111

不問
10,592人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070- 8372882

℡ 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 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)10時00分～19時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)20時00分～ 5時00分

年俸（月額換算）

1人 226,000円～360,500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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 145,000円～280,000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45分～17時30分 就業場所
(2) 8時45分～17時00分

月給

1人 150,400円～203,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 141,000円～143,000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)10時30分～19時30分

月給

1人 140,000円～148,000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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)10時30分～19時30分

月給

2人 132,000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 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30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) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～13時30分

月給

2人 145,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時20分 就業場所

月給

2人 200,000円～350,000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

月給

2人 161,000円～250,000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

4ページ中 2ページ
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

１９７生鮮食品売場責
任者・生鮮食品売場責
任者候補スタッフ

鮮魚部門の採用を強化中。　
従来の日用雑貨や食品を中心とした店作りから、　
精肉、鮮魚、惣菜、青果などの生鮮食品へと取扱いを拡大。
新規出店や既存店への生鮮部門の立ち上げが続きます。
新たなポストも続々増加中です。
中でも鮮魚部門では、加工・販売・陳列・仕入れ等、部門運営
に関する業務全般を担当していただきます。

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070- 8666382

不問

他 株式会社ドン・キホーテ
毎　週

東京都目黒区青葉台２－１９－１０

285人 03-5428-3111

4人 03-3239-3810

不問

不問
10,592人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 秋田協同印刷　株式会社

営業職（秋田市）／在
籍出向

自動車の買取・販売業務に携わっていただきます。
インターネットや広告を見て、ご依頼を受けたお客様の自動
車の査定・契約までの商談、自動車の引取などを行います。
入社後は配属店舗で約１ヶ月間のＯＪＴ研修があり、査定・商
談方法を覚えて頂きます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　カーチスホールディングス
毎　週

東京都千代田区紀尾井町４－１　新
紀尾井町ビル２Ｆ

不問
83人 秋田県秋田市

513人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-41498182

営業職
営業一般を担当していただきます。
○既存取引先に対する企画提案
・名刺、封筒、チラシ、会社案内等の簡単な提案からスタートします。
○紹介を受け新規取引先の開拓。飛込み開拓はありません。
＊エリアは県内全域、隣県および首都圏
　県内は社用車（ＡＴ普通車）使用。首都圏へは１泊での出張になり
ます。
＊試用期間中に２ヶ月程度の研修実施。未経験者でも安心して習得
できます。
＊首都圏の地理に明るい方尚可。

社会福祉法人　幸楽会
毎　週

秋田県秋田市上新城中字片野４

その他
秋田県秋田市八橋南２丁目１０－３４

83人 018-823-7477

雇用・労災・健康・厚生
05010-21984181

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22012481

介護員（デイサービスセ
ンター）

○ご利用者の介護業務全般（食事、入浴、排泄、余興活動
等）を担当していただきます
　車両での送迎もお手伝いしていただきます。
　
＊未経験者の方にはベテラン職員がマンツーマンで指導しま
すので安心してご応募ください。　　　　　　



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

日他

21人 018-893-3003

不問

38人 018-870-2224

不問
70人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　秋田ライフデザイン
ショートステイかたがみ

介護職員（正社員）

○ユニット型ショートステイにおける介護業務全般に従事しま
す。
・食事、入浴、排泄介助等
＊夜勤は月４～６回程度
＊入居定員は２１名です。（１ユニット１０名程度）

※夜勤の出来ない方の相談可
※夜勤専従の方の応募も相談可

初任者研修、ヘル
パー２級以上

他 株式会社Ａ・Ｓ・Ｆショートステイいちご
その他

秋田県秋田市牛島東７丁目８－３７

不問
21人 秋田県潟上市

21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21985081

介護職員

○ショートステイ（定員２８名）での介護業務全般を
　担当していただきます。
・食事、入浴、排泄等の介護業務全般
・その他、日常生活上のお世話
・夜勤勤務での介護業務
＊施設内清掃業務、送迎業務は基本的にはありません。
＊就業時間（４）１６：３０～９：３０
（夜勤は２人体制で月６回程度の勤務。休憩１２０分）
採用日は平成３１年１月１日を予定

サクセス　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼
寝２０１－１

その他
秋田県潟上市天王字長沼４０－２

21人 018-874-8020

雇用・労災・健康・厚生
05010-22056281

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22041381

介護職員（無資格）「正
社員」

○ショートステイの入居者様の介護業務全般に従事していただきま
す。
　・食事、入浴、排泄の介助、日常生活のお手伝い。
　・レクリエーションの実施など
　・その他、付随する介護業務（送迎業務はありません）
＊若者から中高年、ベテランも在籍しているので安心です。
＊増員のための募集です。＊制服貸与
＊慣れるまでは先輩社員とともに業務にあたるので安心です
＊資格がなくても入社後に取得可能です（当スクール等）
＊夜勤は月に５回～６回です。

不問

他

35人 018-834-9200

不問

80人 018-855-5141

不問
80人 秋田県南秋田郡五城目町

不問

他 株式会社　新星食品

調理員

○園児の給食およびおやつの調理を担当していただきます。
（園児数１５６名在籍）
・栄養士の献立に沿った調理業務（昼食、おやつ）
・配膳、食器の片付け
・食器類の洗浄
・清掃、消毒他

不問

日祝他 社会福祉法人　大野保育園
隔　週

秋田県秋田市仁井田字西潟敷１１

不問
27人 秋田県秋田市

35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21953681

給食の調理≪大平荘
≫

○介護施設での給食の調理・後片付け等の業務に従事して
いただきます。
・朝食、昼食、夕食各１００人分を２人～３人で調理して
　いただきます。

株式会社　ＴＲＥｎＴＡ　Ｆｏｏｄ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅその他
秋田県大仙市東川字屋敷後１８９－
２

毎　週
秋田県秋田市八橋本町２丁目５－２
８

6人 018-866-2990

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05040- 6315381

雇用・労災・健康・厚生
05010-21994381

一般スタッフ（幹部候
補）　　【アルヴェ店】

＊店舗スタッフとしてスタートし、店舗責任者を目指して
　頂きます。その後、幹部社員か社員独立のどちらか希望の
　道へ進んで頂きます。
＊ＴＲＥｎＴＡ店舗におけるスタッフ業務全般
　・ホールでのご案内等、接客業務
　・商品の調理、盛り付け　　　等
＊店舗管理業務
　・従業員の就業管理
　・商品在庫の管理　　　等
※入社日：平成３０年１１月２６日頃を予定

普通自動車免許
（通勤用）

他

その他
秋田県大仙市東川字屋敷後１８９－
２

0人 0187-66-3231

不問

0人 0187-66-3231

不問
120人 秋田県秋田市

120人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05040- 6316681

一般スタッフ（店長候
補）
【アルヴェ店】

＊店舗スタッフとしてスタートし、店舗責任者を目指して
　頂きます。
＊ＴＲＥｎＴＡ店舗におけるスタッフ業務全般
　・ホールでのご案内等、接客業務
　・商品の調理、盛り付け　　　等
＊店舗管理業務
　・従業員の就業管理
　・商品在庫の管理　　　等
※入社日：平成３０年１１月２６日頃を予定

普通自動車免許
（通勤用）

他 株式会社　ＴＲＥｎＴＡ　Ｆｏｏｄ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ



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 140,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 7時00分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～20時00分
(3)13時00分～22時00分

月給

1人 155,800円～182,000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 30歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 184,000円～272,000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 184,000円～272,000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 155,800円～182,000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 30歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 141,040円～141,040円
就業場所

有期雇用派遣 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)13時00分～22時00分

時給（月額換算）

2人 131,200円～131,200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)20時00分～ 5時00分

時給（月額換算）

2人 129,920円～129,920円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

時給（月額換算）

2人 131,200円～131,200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)20時00分～ 5時00分

時給（月額換算）

1人 134,400円～134,400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) 8時30分～17時30分 就業場所

平成30年11月12日発行（平成30年11月9日受付分)　Ｎｏ．３
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

接客サービス係

○温泉旅館内においての接客サービス業務全般に従事して
い　ただきます。
・接客サービス
・宴会場セッティング
・料理提供
・客室清掃　その他付帯業務

＊就業時間（１）～（３）のシフト制
　（３）は休憩６０分

不問

他 株式会社　秋田温泉さとみ
その他

秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

120人 018-833-7171

不問
120人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21958881

ボディリペア（自動車鈑
金見習い）

○キズやヘコミなどで傷ついた車や、事故などでダメージを
　受けた車を鈑金や部品交換、溶接などで元の形に復元する
　お仕事です。
・溶接は半自動の機械を使用します。
・修理の対象は国産の普通車と軽自動車です。
・中古車の展示前の補修もあります。
＊設備が充実していますのでやりがいがあります。
＊経験が無くても、丁寧な指導や研修がありますので、安心
　してお申し込みください。
＊規模拡大のための増員求人です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

木祝他 松田自動車興業　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地３０９－２

16人 018-875-2058

不問
32人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010-21996981

ペインター（自動車塗
装）

○キズやヘコミなどで傷ついた車や、事故などでダメージを
　受けた車を鈑金や部品交換、溶接などで元の形に復元した
　後に塗装をするお仕事です。
・修理塗装の対象は国産の普通車と軽自動車です。
・中古車の展示前の補修もあります。
＊設備が充実していますのでやりがいがあります。
＊経験の少ない人でも、丁寧な指導や研修がありますので安心して
お申込みください。
＊規模拡大のための増員求人です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

木祝他 松田自動車興業　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地３０９－２

16人 018-875-2058

自動車鈑金塗装経
験者（経験の年数
は問いません）

32人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010-21997581

ボディリペア（自動車鈑
金）

○キズやヘコミなどで傷ついた車や、事故などでダメージを
　受けた車を鈑金や部品交換、溶接などで元の形に復元する
　お仕事です。
・修理の対象は国産の普通車と軽自動車です。
・中古車の展示前の補修もあります。
＊設備が充実していますのでやりがいがあります。
＊経験の浅い人でも、丁寧な指導や研修がありますので、安
心してお申し込みください。
＊規模拡大のための増員求人です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

木祝他 松田自動車興業　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地３０９－２

16人 018-875-2058

自動車鈑金経験者
32人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010-21998481

ペインター（自動車塗装
見習い）

○キズやヘコミなどで傷ついた車や、事故などでダメージを
　受けた車を鈑金や部品交換、溶接などで元の形に復元した
　後に塗装をする仕事です。
・修理塗装の対象は国産の普通車と軽自動車です。
・中古車の展示前の補修もあります。
＊設備が充実していますのでやりがいがあります。
＊経験が無くても、丁寧な指導や研修がありますので、安心
　してお申し込みください。
＊規模拡大のための増員求人です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

木祝他 松田自動車興業　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地３０９－２

16人 018-875-2058

不問
32人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010-21999781

製造「川尻」

【主な仕事の内容】
○中子鋳物製品の基になるもので、砂型の製造機械のオペ
レータ、点検業務を担当していただきます。
・上記のほか、バリ取り作業、仕上げ作業、梱包作業、メンテ
ナンス作業があります。

不問

日他 株式会社　テイケイコーポレーション
その他

秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

2人 018-893-5805

不問
30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

05010-21964481

電子部品製造・検査
「御所野」（セラミック酸
素センサ）

○セラミック酸素センサの組立に関する業務に従事していた
だきます。
・製品の組立
・加工作業
・製品の検査作業
＊初心者の方にも丁寧に指導いたします。
＊工場未経験者の方も歓迎します。
＊公共交通機関の便が悪いため、自家用車での通勤をお勧
めしています。

不問

土日祝他 株式会社　テイケイコーポレーション
毎　週

秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

12人 018-893-5805

不問
30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

05010-21962981

電子部品製造及び検
査「御所野」（４勤２休）

○フレキシブルプリント基板製造に関する業務を担当して
いただきます。
・製品へのガイド板貼りつけ、製品受け取り、補強板貼り、プ
レス、梱包などの作業
・顕微鏡および拡大鏡を使用しての検査


※初心者の方にも丁寧に指導いたします。
※工場未経験者の方も歓迎します。

不問

他 株式会社　テイケイコーポレーション
その他

秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

12人 018-893-5805

不問
30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

05010-21960381

電子部品製造及び検
査「御所野」

○フレキシブルプリント基板製造に関する業務に従事してい
ただきます。　

・製品へのガイド板貼付け、製品受け取り、補強板貼り、プ
レス、梱包などの作業
・顕微鏡および拡大鏡を使用しての検査

※初心者の方にも丁寧に指導いたします。
※工場未経験者の方も歓迎します。

不問

土日祝他 株式会社　テイケイコーポレーション
毎　週

秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

12人 018-893-5805

不問
30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

05010-21961681

レンズ製品の加工・検
査　　　　【秋田市】

○高性能光学プリズム製造工場での簡単な目視検査業務に
従事していただきます。

・光学製品を出荷前や製造工程でチェックするお仕事です。

不問

土日 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

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年11月26日～
平成30年12月31日 雇用・労災

05010-21950181

℡ 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～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) 9時00分～17時20分 就業場所

時給（月額換算）

3人 152,640円～161,120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00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

月給

1人 183,000円～300,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 205,600円～205,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 200,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

3人 135,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 165,000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 59歳以下 (1) 9時00分～17時20分 就業場所

日給（月額換算）

10人 225,000円～225,000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

2人 150,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

4ページ中 4ページ

平成30年11月12日発行（平成30年11月9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

自動車鈑金、塗装

○自動車鈑金全般
・車体の外装
・パネルの取換え
・組付け
・フレーム修正
・へこんだ部分の鈑金　等
○自動車修理箇所の塗装仕上げ
＊引取り、納車等の付随業務もあり。
＊作業着貸与

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　秋田カーサービス
その他

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
３８

21人 018-846-5611

不問
24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21979681

電子部品の組立

○電子部品の基盤実装のオペレータ（機械操作）及び検査作
業

　＊未経験者の方も歓迎

不問

土日他 有限会社　プラズマ
毎　週

秋田市保戸野桜町１８－１９　サンシ
ティみうら１０１

20人 090-5355-7690

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21965781

（派）電気設備ＣＡＤオ
ペレーター［秋田市］

取引先企業内にて、以下の業務に従事して頂きます。
・電気設備図面作成業務（ＣＡＤソフト使用）
・ワード、エクセルを利用した資料作成及び現場事務業務

＊上記現場は最長２０２０年４月末まで。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
有資格者優遇（Ｍ
ＯＳ以外）

土日祝他 株式会社　エイジェック　仙台オフィス
毎　週

宮城県仙台市青葉区中央１丁目３－
１　アエルビル１７階

1人 022-721-5455

エクセル、ワード実
務経験
ＡｕｔｏＣＡＤ実務経
験（３年以上）必須

14,600人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
04010-76333981

ドライバー（２ｔ・４ｔトラッ
ク）≪急募≫

○２ｔまたは４ｔトラックを使用し、配達業務を担当していただき
ます。
・倉庫内の整理
・洗車等の付随する業務
＊配達エリアは東北管内
＊配達物は雑貨、建材等（手積みあり）

＊作業着貸与します。
＊６０歳以上の方も応募可能です。

中型自動車免許（８
ｔ限定以上）

日他 株式会社　協盛物流
その他

秋田県秋田市寺内字三千刈４４９

16人 018-853-8235

２ｔまたは４ｔトラック
運転経験者

16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22037581

設備巡回管理員

・お客様の建物のメーター検針、空調や給水設備の点検・簡
単な補修、また、報告書の作成や報告、打ち合わせ業務を
行っていただきます。
・現場へは社用車使用
・経験のない方でも指導します。入社後、ビル管理関係の各
種資格取得の応援致します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
ビル管理関係の資
格があれば尚可

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

120人 018-801-0911

不問
6,820人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21988981

機械器具等の搬入据
付作業員及び運転手

○建設現場、工場での機械等の搬入、据え付け作業

＊主に秋田県内でのグループ作業となります。
＊入社後、必要な資格を費用会社負担で取得できます。
＊勤続１年経過後、中型以上自動車免許取得希望者には
　助成金制度が有ります。

＊賃金は、その他手当等を含め
　　　　　　１８０，０００円～２５０，０００円以上

普通自動車運転免
許以上
（各種資格取得制
度あり）

日祝他 秋田運送　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字水口１５５－
１

17人 018-824-1081

不問
130人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22002981

家電製品等の設置及
び取付工事（秋田営業
所）

＊家電量販店・家電メーカー・ハウスメーカーの依頼に応じて
一般家庭で使用する電化製品（エアコン、アンテナ、ＦＦストー
ブ、照明、温水便座等）の取り付け工事が主になります。

＊基本的には社員２人１組で業務を行います。
＊一般家庭の訪問が主になります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　アイヴィック
その他

岩手県盛岡市永井１－１３－１

5人 019-638-5190

不問
102人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010-27816081

猿田興業　株式会社

土木作業スタッフ

○土木作業及び関連作業に従事していただきます。

・一般土木作業及び除雪作業等（秋田市内）

＊すぐに勤務開始可能です。

働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言事
業所

日他 旭建設　株式会社
その他

秋田県秋田市将軍野南４丁目８－２
５

20人 018-845-1197

秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市
2ヶ月

雇用・労災
05010-21995681

製紙工場内作業員

○環境整備、物流業務、機械操作業務を担当して頂きます。
　・設備維持管理、機械運転操作業務、工場内清掃　　
　・原材料等の運搬
　・その他、工場内作業に付随する業務

　＊上記いずれかを担当。
　＊資格・経験は不問です。
　＊車両オペレーター作業経験者優遇します。

不問

他

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
（大型・大型特殊・
車両系（３ｔ以上）あ
れば尚可）

雇用・労災・健康・厚生
05010-21976181

隔　週
秋田県秋田市山王６丁目１－１３　山
王プレスビル６Ｆ

160人 018-863-1550

不問
300人


