
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 1,500円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～12時00分 就業場所

時給

1人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～13時00分 就業場所
(2) 6時00分～11時30分
(3)15時00分～21時30分

時給

2人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所
(2)17時00分～21時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)17時00分～22時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～15時00分

時給

1人 770円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～12時00分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時00分 就業場所
(2) 6時00分～ 9時00分
(3)19時00分～22時00分

時給

1人 825円～825円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1)13時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 825円～825円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 7時30分～12時00分 就業場所

平成30年10月30日発行（平成30年10月29日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師・准看護師

○診療所（クリニック）において外来補助・看護業務に従事し
ていただきます。




看護師　准看護師

日祝他 木村内科クリニック
その他

秋田県秋田市新屋田尻沢東町１０－
５

3人 018-828-1112

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20821581

ベビー・子供服販売員

○ベビー、子供服の販売業務を担当していただきます。
・商品荷出し、陳列（脚立使用の場合あり）
・接客業務
・レジ業務
・開店前清掃
・その他付随する業務

＊初めての方は慣れるまで指導いたします。

不問

他 株式会社　西松屋チェーン　秋田八
橋店毎　週
秋田県秋田市八橋本町３丁目２１番
３４号

7人 018-866-2688

不問
5,000人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010-20799981

館内清掃

○館内のトイレや浴場・脱衣所などの清掃業務に従事してい
ただきます。
・別館「温泉センターりらっくす」での清掃もあります。
・女子浴場の清掃もあります。

＊就業時間（１）～（３）の交替制

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　秋田温泉さとみ
毎　週

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

労災
05010-20809281

調理補助


○後片付け、洗い物、掃除
＊包丁を扱う作業はほぼありません。

※親切丁寧に指導いたします。

不問

日他 レストラン　おいしんぼ
毎　週

秋田市八橋本町１丁目１－４８

4人 018-864-1074

不問
4人 秋田県秋田市

労災
05010-20801081

レストランサービス係
（１７時～２２時）

○アルバートホテル内のレストランサービス業務を担当して
　いただきます。
（仕事内容詳細）
・オーダー
・料理の提供
・下膳、後片付け
・その他付随する業務

＊スタッフ１～３人体制

不問

他 株式会社　アルバートホテル
毎　週

秋田県秋田市大町４丁目３－２２

30人 018-888-3333

不問
30人 秋田県秋田市

労災
05010-20822481

園芸作業員

○栽培から出荷までの作業に従事していただきます。
・花、観葉植物等の園芸商品の管理
（薬剤散布、刈り込み等の手入れ）
・園芸商品の梱包、出荷
・花、植木の植付け
・樹木の手入れ
・鉢にシール貼り

不問

日祝他 有限会社　秋田園芸資材
その他

秋田県秋田市外旭川字三千刈１６１

8人 018-866-0280

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20816881

和菓子製造補助

○和菓子の製造補助の業務に従事していただきます。
・原料の計量作業、機械器具の洗浄などから始まり、慣れて
　くると、実際の生菓子や焼き菓子作りにも従事していただき
ます。

＊技術を身につけることができます。お菓子作りに興味があ
る方・好きな方を希望します。
＊白衣貸与

不問

日他 株式会社　塚本商店　旭南高砂堂
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目１８－２５

19人 018-823-4021

不問
28人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20802381

一般家庭・事業所など
のお掃除

○ご契約頂いている一般のご家庭、事業所等のお掃除
・お掃除の内容などは事前に打合せされているため、決めら
　れた内容のお掃除を決められた時間で行います。
＊２～３名でのグループでの行動が主
＊雇用期間：１年毎の更新あり
＊社用車使用

＊日、祝、祭日、早朝、夜間だけの勤務も可（応相談）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 清三屋商事　株式会社　ダスキンき
よみや　八橋店その他
秋田県秋田市八橋新川向１２－１４

39人 018-888-5371

不問
187人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-20815781

清掃業務（ショートステ
イ杏）午後

○「ショートステイ杏（あんず）」の清掃業務に従事していただ
きます。
・居室、廊下の掃き・拭き
・男女トイレ清掃　等

＊１日３時間、２日おきで月１５日程度の勤務です。

＊勤務中は、禁煙に対応できる方を希望します。

不問

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

2人 018-862-3251

不問
476人 秋田県秋田市

労災
05010-20827081

清掃業務（ショートステ
イ杏）午前

○「ショートステイ杏（あんず）」の清掃業務に従事していただ
きます。
・居室、廊下の掃き・拭き
・男女トイレ清掃　等

＊１日４．５時間、２日おきで月１５日程度の勤務です。

＊勤務中は、禁煙に対応できる方を希望します。

不問

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

2人 018-862-3251

不問
476人 秋田県秋田市

労災
05010-20828381

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 825円～825円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 7時30分～16時00分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～16時30分 就業場所

時給

1人 770円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

2人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

日給（時給換算）

5人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1)19時00分～22時00分 就業場所

日給（時給換算）

5人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 9時00分～12時00分 就業場所

2ページ中 2ページ

平成30年10月30日発行（平成30年10月29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

清掃業務（ショートステ
イ杏）

○「ショートステイ杏（あんず）」の清掃業務に従事していただ
きます。
・居室、廊下の掃き・拭き
・男女トイレ清掃　等

＊１日７．５時間、２日おきで月１５日程度の勤務です。

＊勤務中は、禁煙に対応できる方を希望します。

不問

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

2人 018-862-3251

不問
476人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20830481

清掃員（ＪＡビル）

○「秋田県ＪＡビル」建物内での日常清掃業務を担当してい
　ただきます。
・男女トイレ清掃
・通路・床等の清掃（拭き、掃き等）


＊午前４時間、週６日程度の勤務です。

＊年度毎の契約更新あります。

不問

日祝 厚生ビル管理　株式会社
な　し

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

9人 018-823-4061

不問
593人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-20833281

清掃員（秋田厚生医療
センター）

○「秋田厚生医療センター」内の日常清掃業務を担当してい
ただきます。
・男女トイレの清掃
・病室や廊下のモップ掛け
・床の掃き、拭き等　

＊年度毎の契約更新があります。

＊勤務開始日は相談に応じます。

不問

日祝 厚生ビル管理　株式会社
な　し

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

37人 018-823-4061

不問
600人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-20835081

洗車及び雑用

○車の洗車及び雑務に従事していただきます。
・車の洗車（１日、３台～１０台程度）
・車の引取納車
・車の整備に係る付帯作業
　（周囲の環境整備・ゴミの片付け等）
・冬期間中は雪よせもあります
・その他、付随する業務

※勤務状況によっては正社員登用の可能性あり。

普通自動車免許
（業務上／ＡＴ限定
不可）

土日祝 ワールドモータース　株式会社
毎　週

秋田県秋田市四ツ小屋字与左エ門
川原４０９－１

9人 018-839-0120

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20803681

厨房洗浄員

○温泉旅館厨房内洗い場での洗浄作業を担当していただき
ます（鍋・食器等）

＊手作業、機械（食器洗浄機）作業あります。
＊状況により、料理盛付等の調理補助をしていただく場合も
　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

不問

他 株式会社　秋田温泉さとみ
毎　週

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
05010-20811681

会場撤去スタッフ／ア
ルバイト［秋田市］

呉服展示会場　撤去作業

＊重量物の運搬あり、体力を使う仕事です。

＊Ｈ３０．１１．２５の一日のみの就労です。

不問

他 有限会社　トップスプラン
な　し

宮城県仙台市泉区市名坂字楢町２０
１－８

0人 022-372-5171

不問
18人 秋田県秋田市

～平成30年11月25日
労災

04010-72065381

会場撤去スタッフ／ア
ルバイト［秋田市］

呉服展示会場　撤去作業

＊重量物の運搬あり、体力を使う仕事です。

＊Ｈ３０．１１．２６の一日のみの就労です。

不問

他 有限会社　トップスプラン
な　し

宮城県仙台市泉区市名坂字楢町２０
１－８

0人 022-372-5171

不問
18人 秋田県秋田市

～平成30年11月26日
労災

04010-72069481

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

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　
　１．　１０月３０日　㈱そごう・西武　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
　２．　１０月３１日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　３．　１１月　１日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　４．　１１月　２日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、介護員、看護師・准看護師、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　５．　１１月　５日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　６．　１１月　６日　㈱そごう・西武　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
　７．　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】
　８．　１１月　８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　９．　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】
１０．　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】
１１．　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】
１２．　１１月１４日　㈱プレステージ・インターナショナル【事故受付、家財保険受付、入力業務　他】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～14時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

2人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
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30分～ 9時00分 就業場所
(2)18時00分～ 9時00分

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

時給

2人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所

時給

2人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)17時00分～22時00分 就業場所

平成30年10月31日発行（平成30年10月30日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

幼稚園教諭（パート）

○満３歳児～５歳児クラスの教育補助を担当していただきま
す。

＊笑顔と優しい言葉での対応ができる方を希望します。

＊平成３１年４月１日からの採用となります。



幼稚園教諭免許

土日祝他 学校法人　高清水幼稚園育栄会
毎　週

秋田市将軍野南１丁目１－２０

15人 018-845-0781

保育経験者
15人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災

05010-20846981

一般事務

○一般事務に従事していただきます。
・電話、来客応対
・店舗での接客販売（レジ業務はありません）
・受発注業務（電話、メール、ＦＡＸを使用）
・帳票入力等（専用ソフトを使用）

不問

土日祝他 三和塗料販売　株式会社
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－４０

5人 018-863-8711

簡単なパソコン操
作（ワード、エクセ
ルの入力）

6人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20869381

事務補助

○事務補助としてパソコンによる関係書類の作成、整理など
を中心に従事していただきます。
・配車表作成
・日報処理
・見積書作成　ほか
・社内清掃
・電話応対（時間連絡、問合せ応対など）
・その他付随する事務補助　
＊デスクワーク業務です。

不問

土日祝他 株式会社　仙台ピアノサービス　秋田
営業所毎　週
秋田県秋田市御所野湯本５丁目１－
１３　ヨコウン（株）内

10人 018-874-9611

パソコン（エクセル・
ワードほか）

77人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-20872781

銀行後方事務（割山支
店）

○銀行後方事務
・預金・為替事務
・諸届け事務
・文書整理事務　等

＊月１６日勤務です。

＊当初は６ヶ月契約。以後契約更新となった場合は６ヶ月。
　その後に契約更新する場合は１年毎です。

不問

土日祝 株式会社　秋田銀行
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目２－１

8人 018-863-1212

不問
2,208人 秋田県秋田市

平成30年12月1日～平
成31年5月31日 労災

05010-20895981

販売員（本店）

○「竹谷本店」において販売業務全般を担当していただきま
す。
・貴金属、記念品の販売、在庫管理
・接客応対、電話応対、レジ業務、商品の陳列、補充　ほか

＊１日６時間程度、週４～５日の勤務です。
　時間、日数はご相談に応じます

＊６０歳以上の方歓迎します

不問

火他 株式会社　竹谷本店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目４－３

7人 018-835-1331

不問
11人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20859181

夜勤介護職員（デイサ
ロン　リ・ライフ）

＊２０１５年３月１日に大きな古民家を活用した小規模デイ
サービス「リ・ライフ」をオープンしました。
　「ご利用者様第一主義」「大型施設ではできない密な関わり
を個別ケア」「ご自宅と同じような環境の下、実の家族のよう
に接する温かなサービス」を経営理念の当施設において「夜
間帯の高齢者の身の回りのお世話、身体介護」　「家事全般
（朝食作り）等」を管理者や生活相談員と共働協力して、事業
所の運営を行っていただきます。

不問

他 カインドスタイル　株式会社
毎　週

秋田県秋田市泉東町１０－２９

10人 018-853-1255

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20851381

（請）調理スタッフ［秋田
市御所野］

★老人ホーム厨房でのお仕事★
入居者の方へ朝昼夕３０食程のお食事提供のお仕事です。
調理、盛り付け、配膳、洗浄、仕込みなど家事の延長のよう
な作業内容です。
シフト制の勤務体制なので平日休みも取りやすく、自分の時
間も確保できます。
〇交通費全額支給〇マイカー通勤可〇各種保険完備
〇制服支給あり〇食事手当あり
＊６ヶ月毎契約更新

不問

他 株式会社　ＬＥＯＣ　東北支社
毎　週

宮城県仙台市太白区柳生１丁目１１
－８　仙光ビル３階

6人 022-306-3241

不問
1,700人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

04010-72402081

給食の調理（ひだまり）

○介護等施設（デイサービス）での調理、後片付け等の業務
に従事していただきます。

・昼食４５食分を２人で調理していただきます。

不問

日他 株式会社　新星食品
その他

秋田県秋田市八橋本町２丁目５－２
８

2人 018-866-2990

不問
27人 秋田県秋田市

労災
05010-20852681

サービス業務（ザ・
キャッスル）

○「ザ・キャッスル」でのレストランサービス業務に従事してい
ただきます。
・接客業務全般
・配膳、下膳
・会計　等
＊１年ごとの契約となります。
働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル
その他

秋田県秋田市中通１丁目３番５号

8人 018-834-1141

不問
552人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-20842181

ホール係（遊食さい賀・
割烹かめ清）

○料亭での接客業務全般に従事して頂きます。
・お客様の案内、注文受け
・料理の提供
・後片付け
・その他ホール業務全般
＊制服は貸与します。
＊美味しい賄付き。
＊６０歳以上の方の応募歓迎します。

不問

日他 有限会社　割烹　かめ清
毎　週

秋田県秋田市大町４丁目１－１６

10人 018-862-2729

不問
10人 秋田県秋田市

労災
05010-20858281

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 770円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)20時00分～ 2時00分 就業場所

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)19時00分～ 3時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～16時30分 就業場所

2ページ中 2ページ

平成30年10月31日発行（平成30年10月30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

運転代行業務

○自動車運転代行の随伴車の運転を担当していただきま
す。
・代金収受
・領収書の作成
・その他付随ずる業務

＊主に秋田市内での業務となります。
＊お客様の状況により勤務時間に変動があります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（２種免許あれば尚
可）

他 グッド代行
その他

秋田県秋田市牛島東１丁目２番４３
号

6人 090-9035-4154

不問
6人 秋田県秋田市

労災
05010-20847581

代行運転手（２種）

○お酒を飲まれたお客様から依頼を受け、目的地までお客様
　のお車を運ぶ仕事です。
　
＊勤務日数等ご相談に応じます。

＊初心者の方でも親切に指導致します。

普通自動車免許２
種

他 ＰａＰａ代行
毎　週

秋田県秋田市新屋田尻沢東町２－４

4人 018-828-0088

不問
4人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010-20848481

鉄・非鉄・プラスチック
資源類の回収・選別・
解体

○アルミ缶のルート回収
・２ｔトラックにてスーパー等から
　アルミ缶を回収する業務
・再生資源の選別、解体　等



準中型自動車免許
（５ｔ未満）以上

日他 株式会社グリーンシステム
毎　週

酒田市宮海字南浜１－６８

3人 0234-33-7100

不問
68人 秋田県秋田市

雇用・労災
06030- 9610481

配達及び商品管理

○仏事返礼品ギフトの配達及び商品管理をしていただきます

【配達】
・得意先への配達
・ワンボックス車（ＡＴ車）使用
・配達先は秋田市内及び市内から１時間程度の範囲

【商品管理】
・商品の入出荷等のチェック作業

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 有限会社　アキシマ
その他

秋田県秋田市土崎港北７丁目５－３
１

6人 018-880-5078

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20850081

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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                ハローワーク秋田２階大会議室において、下記日程の１０：００～１０：３０で開催します。
　　　　　　　　参加希望者は９：５０までに直接会場へお入りください。
　　　　　　　　希望者は、説明会終了後別会場での個別面談もできます。
　
　１．　１１月　６日　ヤマト運輸㈱秋田法人営業支店【荷受作業（イオンモール秋田　内）】

　

『会社説明会』のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

7人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)11時00分～19時00分
(3)13時00分～18時00分

時給

2人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,400円～1,400円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時50分～21時00分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～22時00分
(3)22時00分～ 8時00分

時給

1人 1,000円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～11時30分 就業場所
(2)13時30分～19時30分

時給

2人 800円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)17時00分～21時30分 就業場所
(2)11時30分～16時30分

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所
(2) 8時30分～16時30分

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 7時00分～11時00分 就業場所

平成30年11月1日発行（平成30年10月31日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

事務職（アルバイト）

・事務所の中で行う作業です。毎日同じ仕事なので直ぐに慣
れていきます。
・伝票の整理等

＊簡単なパソコン作業なので、どなたでも処理ができます。
＊デスクワーク業務です。

不問

他 ヤマト運輸株式会社　秋田主管支店
事務管理センター毎　週
秋田市御所野湯本２－１－１

20人 018-839-4055

不問
1,228人 秋田県秋田市

平成30年11月26日～
平成30年12月30日 雇用・労災

05010-20905281

営業アシスタント

・企画制作、商品開発、販路開拓のアシスタント
・見積書の作成、納品、資料作成、スケジュール管理などス
キルに応じて幅広く担当

＊地域資源を活用した仕事に興味がある方、営業として人と
接するコミュニケーション能力のある方歓迎

普通自動車免許
（ＡＴ限定可／社用
車あり／打合せや
納品時に使用）

土日祝 株式会社　ツバサ
毎　週

秋田県秋田市山王６－１－５　太平
住宅ビル３Ｆ

10人 018-853-7695

営業経験または営
業事務・アシスタン
ト経験３年以上

10人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010-20900981

販売・ギフトアドバイ
ザー（秋田店・パート）

＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・時計等、幸せなプレ
　ゼント選びのお手伝いをする仕事です。
（ブランド品や当社オリジナルブランドの販売・商品管理・ディ
スプレイ等）
＊未経験者歓迎。
＊安心の東証ＪＡＳＤＡＱ上場企業で働きませんか。
　あなたの活躍をお待ちしています。
＊ノルマはありません。
＊是非ホームページもご覧ください。

不問

他 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
その他

東京都中央区銀座１－１６－１　東貨
ビル４Ｆ

4人 03-3562-7523

不問
400人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

13010-35798782

販売員【８時～１７時、１
７時～２２時、２２時～８
時】

○コンビニエンスストア内での販売全般
・接客、レジ、商品陳列、清掃など

＊身分はアルバイト。
＊立ち仕事が中心になります。
＊週１日～の勤務ＯＫです。
＊１年以上継続勤務できる方を希望　　　　　　　　　　　　

不問

他 ファミリーマート潟上天王上江川店
その他

秋田県潟上市天王字上江川７８番地
６

11人 018-872-2460

不問
15人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010-20929781

営業（商社）／秋田営
業所

＊当社は大手上場電子関連企業様を主な取引先とする、創
業
　７０年の歴史ある神田の商社です。
＊化学薬品をはじめ取扱製品は多岐にわたります。
＊環境事業や資源循環型商品の拡販やオリジナル製品（半
導
　体メーカーのクリーンルーム用の消耗品・備品等）の販売
　もしております。
・営業エリア：おもに秋田県内（１日約７件前後）
・基本ルート営業であるが新規開拓もあります。

普通自動車免許

土日祝他 株式会社　河辺商会
毎　週

東京都千代田区神田錦町１丁目１３

0人 03-3294-0511

＊営業経験
＊パソコンの基本
操作（ワード・エク
セル・メール程度）

5人 秋田県秋田市
3ヶ月

労災
13010-36243582

調理補助／秋田県秋
田市

ショートステイ施設内での調理補助業務（盛付、洗浄、衛生業
務など）
※初心者でも丁寧に指導いたします。
朝６０食、昼７０食、夕６０食程を１日４～５名体制で行ってい
ます。

不問

他 日本給食サービス　株式会社
毎　週

東京都中央区築地５－５－１２　浜離
宮建設プラザ４階・５階

6人 03-3544-0405

不問
16,000人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

13010-36078682

縫製作業員

○縫製作業等の業務に従事していただきます。
・ミシン使用（家庭用ミシン使用）
・主に布団の側の縫製作業

＊ミシンの出来る方

不問

土日祝他 有限会社　藤綿
毎　週

秋田県秋田市千秋城下町６－２

2人 018-831-1512

ミシンの出来る方
5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20899881

配送業務

○配送業務に従事していただきます。
・当社商品を取引先へ納品
・納品先は、大館市、美郷町になります
・２ｔトラックを使用します

＊週２～４日程度の勤務です。
＊土・日は交替で勤務があります。
＊６０歳以上の方歓迎


普通自動車免許
ＡＴ限定不可

他 株式会社秋田中央漬物
毎　週

秋田県秋田市大町一丁目３－２２

7人 018-864-0251


２ｔトラック運転経験

15人 秋田県秋田市

労災
05010-20928481

清掃業務（有料老人
ホーム
ソフィー）

○施設内の清掃業務全般を担当していただきます
［主な仕事内容］
・モップ等での掃き拭き清掃全般

＊トイレ清掃（女子トイレも含みます）

＊制服貸与いたします。

＊１年毎の更新の可能性あり（本人の勤務状況による）

不問

他 株式会社　エイビック
その他

秋田県秋田市東通仲町２０－１６

2人 018-833-3957

不問
165人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-20896581

清掃業務（明治安田生
命秋田ビル）

○「明治安田生命秋田ビル」内の清掃業務に従事していただ
きます。
・事務室、会議室、廊下
・男女トイレ等
＊午前４時間の勤務です。
＊勤務中、禁煙に対応できる方を希望します。
＊中央通りにあり、秋田駅から徒歩３分です。

不問

日祝他 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズその他
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

5人 018-862-3251

不問
476人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20916381

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～12時00分 就業場所
(2) 8時00分～12時00分

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～ 9時00分 就業場所
(2) 7時00分～ 9時30分
(3) 8時00分～12時00分

時給

1人 780円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

2ページ中 2ページ

平成30年11月1日発行（平成30年10月31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

クリーンスタッフ（秋田
ファーストビル／ウィン
グビル）

・館内清掃
（事務所内の掃除機がけ、モップがけ、トイレ、廊下、階段の
清掃）
・ゴミ回収（各ごみ箱から回収し、台車で集積所に運ぶ）


・制服貸与
・入社時、その他研修あります。

不問

土日祝 大洋ビル管理　株式会社
毎　週

秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

4人 018-865-0601

不問
320人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20925681

（請）クリーンクルー（秋
田市川尻みよし町）

○店内の一般清掃作業
・トイレ清掃
・ゴミ回収（リサイクル品）
・機械による清掃作業


＊業務上、車を使用する機会：無

不問

他 株式会社　ニュースペース
その他

新潟市中央区山二ツ５７６番地１１号

7人 025-287-1251

不問
269人 秋田県秋田市

～平成31年2月28日
労災

15010-41282181

かりんとう・せんべい製
造補助

○自社工場にてかりんとう等の製造補助、袋詰めや箱詰め
作業を担当していただきます。
・揚げバットや鍋、ボールなどの洗浄
・その他　付随する業務
＊月～土曜までの週３～５日程度の勤務です。
　繁忙期は、週の労働日数が増える場合があります。
＊お子様の発熱等による急なシフト変更など、優先に対応し
　ます。

不問

日祝他 有限会社　かなえや　秋田営業所

6ヶ月
雇用・労災

05010-20930081

毎　週
秋田県秋田市外旭川字鳥谷場１６５

8人 018-868-5535

不問
8人 秋田県秋田市

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



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 900円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 1,500円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1)18時00分～21時00分 就業場所

時給

2人 850円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

時給

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)10時00分～15時00分

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時40分 就業場所
(2) 8時40分～16時40分
(3) 8時00分～17時00分

時給

2人 800円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～16時15分 就業場所
(2)10時00分～18時45分

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

018-838-0221

7人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-21088281

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
ホームヘルパー２
級以上または介護
職員初任者研修、
介護福祉士があれ
ば尚可

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-21018581

介護職員兼事務

○デイサービスでの介護業務全般に従事していただきます。
・食事、入浴、排泄介助等の日常生活の介助
・その他付随する業務（送迎業務あり、社用車使用）
○電話応対や書類の作成など
＊１日定員１３名以下の小規模デイサービスです。
＊原則、６か月経過後期間の定めなしに転換します。
＊未経験の方は、マンツーマンで丁寧な指導を致します、安心してご
応募下さい。
※土日完全休み・残業なしでワークライフバランスを大切にしていま
す。

土日他 株式会社　ヤマタクリエイト秋田
毎　週

秋田県秋田市広面字小沼古川端９７
－２

6人

毎　週
秋田県秋田市御野場２丁目１４－１

244人 018-839-6141

不問
292人 秋田県秋田市

40人 秋田県南秋田郡八郎潟町
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-20994481

介護パート

○入院患者の日常のお世話に従事していただきます。
　（食事、入浴、排泄介助等）

・制服貸与

＊就業時間（１）（２）の交替制（月１３日程度の勤務）
　です
＊出勤日数については相談に応じます

介護福祉士

他 医療法人　正観会　御野場病院

介護職員（デイサービ
スセンター）

○デイサービスセンターにおける介護業務全般に従事してい
　ただきます。
・入浴介助
・レクリエーション介助
・雑務　等

＊１日の利用者は約１８名、介護職員は３～４名体制になり
ます。


介護福祉士または
介護職員初任者研
修（ヘルパー２級）

日祝他 社会福祉法人　八郎潟町社会福祉
協議会毎　週
秋田県南秋田郡八郎潟町字家ノ後２
３－３

14人 018-875-3871

デイサービス等で
介護職員の経験が
ある方

9人 018-832-2940

不問
9人 秋田県秋田市

平成30年11月1日～平
成30年12月31日 労災

05010-21076981

12ヶ月
労災

05020- 5180681

接客販売

○市民市場内における塩干物、料理店用の食材などの接客
販
　売業務に従事していただきます。
・接客及び販売
・市場内での配達もしていただきます。
＊就業時間１４：００迄勤務も可能です。ご相談下さい。
＊週４日程度の勤務が基本ですが、年末年始前には、
　週５～６日勤務となる場合があります。
＊日数、時間、勤務期間はご相談に応じます。
＊ＰＴＡ等出席のための休みは考慮します。

不問

日他 合資会社　加藤本店
毎　週

秋田県秋田市手形休下町１－２３

その他
秋田県能代市出戸本町１９－１０

53人 0185-52-6221

不問
184人 秋田県潟上市

750人 秋田県秋田市

労災
14090-15115181

販売員（寿司部門）【天
王店】

◆スーパーマーケットのお仕事です。
＊寿司部門にて、寿司の製造・パック詰め・値付け・陳列など
の仕事をして頂きます。



※面接時には、ハローワークの紹介状と履歴書を持参して下
さい。

不問

他 株式会社　テラタ

カルチャーセンターの
受付及び教室準備（秋
田駅前）

カルチャーセンター内での受付業務及び教室セッティングの
お仕事です。（土、日、祝日は交替勤務あり）

＊具体的には、
　・受講生の入金管理、出金管理
　・講師との連絡等

講座内容等は、ホームページをご覧ください。

不問

月金土日 株式会社　カルチャー
毎　週

相模原市南区相模大野３－１－７　カ
ルチャービル４Ｆ

8人 042-746-9212

ＰＣ基本操作（エク
セル、ワード）

27人 018-862-0266

不問
49人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21104681

雇用・労災・健康・厚生
03010-26626581

保育士（わかこま第一
保育園）

○乳幼児（０～５歳児）の乳、幼児に係る保育業務全般を担
当していただきます。
・１クラス平均１８名の園児
・０歳児～２歳児はスタッフが３～６名程度
・３歳児～５歳児はスタッフ２名程度

＊園児定員１００名です。



保育士および幼稚
園教諭

土日祝 社会福祉法人　若駒会
毎　週

秋田県秋田市山王２丁目１－２１

毎　週
岩手県盛岡市西青山３丁目３６－３６

12人 019-601-8018

不問
60人 秋田県潟上市

40人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20979881

保育士・保育補助／み
んなのみらいメルシティ
潟上園「保育」

○保育業務全般の業務をお願いいたします。
　・０歳児～５歳児（定員１９名）の保育業務
　・書類作成や付随する業務
　　（みんなで分け合って行いますので負担が少ないです。
　　　残業や持ち帰り業務もありません。）


＊園児・保護者・地域の皆さま・職員同士と寄り添い、
　ひとりひとりに温かく心のこもった保育をいたします。

保育士

他 株式会社　みんなのみらい計画

看護師又は准看護師
（ありがとう）

○施設内での看護業務及び介護業務を担当します。
・バイタルチェック
・緊急時の対応
・利用者の日常生活における介助
（運動、食事、入浴、通院など）
・その他付随する業務

＊４～６時間程度の勤務
　（勤務時間いついては相談に応じます）　

看護師又は准看護
師免許
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ウェルフェア
毎　週

秋田県秋田市新屋大川町１１番１８
号

12人 018-828-8006

不問

不問
60人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
03010-26620281

看護師（正看護師）

他 株式会社　みんなのみらい計画
毎　週

岩手県盛岡市西青山３丁目３６－３６

12人 019-601-8018

平成30年11月2日発行（平成30年11月1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（みんなのみら
いメルシティ潟上園）
「看護」

『みんなのみらいメルシティ潟上園』において下記の業務に
従事して頂きます。
・保育園児の健康管理
・日常のけがの対応、投薬、健康診断等
・０歳児～５歳児（定員１９名）の保育業務


＊園児・保護者・地域の皆さま・職員同士と寄り添い、
　ひとりひとりに温かく心のこもった保育をいたします。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 800円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所

時給

2人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～14時00分 就業場所
(2) 8時30分～14時30分
(3) 9時00分～15時00分

時給

2人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～14時00分 就業場所

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～15時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分
(3)10時00分～17時00分

時給

3人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～14時30分 就業場所
(2)18時00分～21時00分
(3)21時00分～ 0時00分

時給

3人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所
(2)18時00分～21時00分
(3)21時00分～ 2時30分

時給

3人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所
(2)18時00分～21時00分
(3)21時00分～ 2時00分

月給（時給換算）

1人 955円～955円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給

2人 1,200円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 就業場所3人 秋田県秋田市
平成30年12月20日～
平成30年12月25日 労災

05010-21038881

製造補助（短期パート）

○クリスマスケーキの製造補助に従事していただきます
・クリスマスケーキのサンド、ナッペ、デコレーションなど

＊１２／２０～１２／２５頃までの約１週間の勤務予定
（期間中はできるだけ休まず出勤できる方を希望）

＊経験者を希望します。

不問

他 Ｍａｉｓｏｎ　Ｎａｋａ　（メゾン　ナカ）
な　し

秋田県秋田市手形田中５－４７　１Ｆ
－Ｂ

3人 070-6462-3312

経験のある方

32人 018-866-2012
就学前の乳幼児の
育児に関する職務
経験

　

2,532人 秋田県秋田市
平成30年12月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-21015381

労災
05010-21113681

専門職（子育て支援）

○子育て支援業務に従事していただきます。
・就業前の親子の子育て支援等
　（育児に関する相談、イベントの補助等）

原則、週４日の勤務となります（土日休日勤務あり）

雇用期間：平成３０年１２月１日～平成３１年３月３１日
　　　　　１年毎の更新あり

不問

他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市土崎港相染町字沼端
７７－１３

20人 018-880-5671

不問
5,000人 秋田県秋田市

5,000人 秋田県秋田市

労災
05010-21112381

ホールスタッフ・調理補
助
　【土崎店】

○ラーメン店での仕事です。
・ホールサービス
・調理補助
・レジ精算
・食器洗浄
・店内清掃等の業務に従事します。
※指導致しますので、未経験の方でも応募可能です。
※将来、正社員を目指したい方大歓迎。
※仕事を覚えていくごとに時給ＵＰ可能です。
※週２日～、１日３ｈ～相談に応じます。

不問

他 株式会社　幸楽苑　土崎店

ホールスタッフ・調理補
助
　【広面店】

○ラーメン店での仕事です。
・ホールサービス
・調理補助
・レジ精算
・食器洗浄
・店内清掃等の業務に従事します。
※指導致しますので、未経験の方でも応募可能です。
※将来、正社員を目指したい方大歓迎。
※仕事を覚えていくごとに時給ＵＰ可能です。
※週２日～、１日３ｈ～相談に応じます。

不問

他 株式会社　幸楽苑　広面店
毎　週

秋田県秋田市広面字堤敷７０－１

20人 018-884-3135

不問

13人 018-893-4436

不問
5,000人 秋田県秋田市

労災
05010-21111081

雇用・労災
05010-20984981

ホールスタッフ・調理補
助
　【秋田寺内店】

○ラーメン店での仕事です。
・ホールサービス
・調理補助
・レジ精算
・食器洗浄
・店内清掃等の業務に従事します。
※指導致しますので、未経験の方でも応募可能です。
※将来、正社員を目指したい方大歓迎。
※仕事を覚えていくごとに時給ＵＰ可能です。
※週２日～、１日３ｈ～相談に応じます。

不問

他 株式会社　幸楽苑　幸楽苑　秋田寺
内店毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ２７－１

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目８－１　フォ
ンテＡＫＩＴＡ店　２階

16人 018-893-5653

不問
56人 秋田県秋田市

16,000人 秋田県南秋田郡八郎潟町
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-21099381

店内販売及び接客業
務
（７：３０～１７：００）

○コーヒーの作成、販売、商品の整理・整頓、陳列、清掃等
＊コーヒーは注文後に豆を挽いてドリップし提供します
＊コーヒー以外の飲み物やサンドイッチ等の提供もあります
＊コーヒーが好きな方で、接客が好きな方歓迎です
　（笑顔で接客できる方、掃除が好きな方を希望）

※エプロンは貸与します。

不問

他 株式会社　高坂　タリーズコーヒー
フォンテＡＫＩＴＡ店

調理員（ショートステイ
のぞみ）

○施設内での調理業務を担当していただきます。
・仕込み、調理、盛り付け
・配下膳・洗浄・清掃等
・その他、付随する業務

＊６０～７０食を２名で提供します。

不問

他 株式会社　メフォス北日本　北東北
事業部　秋田支店毎　週
秋田県秋田市大町３－３－１５　ユニ
バースビル６Ｆ

5人 018-888-1333

不問

5人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-21039281

6ヶ月
雇用・労災

05010-20980181

調理員（土崎カトリック
こども園）

○施設内での調理業務を担当していただきます。
・食材の検品、下処理、調理、盛付、配膳、下膳、洗浄、
　清掃等全般業務

＊調理経験や、資格をお持ちの方尚可

不問

日祝 株式会社　メフォス北日本　北東北
事業部　秋田支店その他
秋田県秋田市大町３－３－１５　ユニ
バースビル６Ｆ

毎　週
秋田県秋田市新屋大川町１１番１８
号

18人 018-828-8006

不問
40人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-20977481

調理員（ひかり苑）

○施設内での調理業務全般を担当します。
・２０食程度の調理作業
・その他、付随する業務 不問

他 株式会社　ウェルフェア

ヘアセット・スタイリング

○写真館において、ヘアセットまたは着付スタッフとして次
　のような職務に従事していただきます。
・ヘアメイク、着付、衣裳コーディネート、スタイリング

＊カット、パーマ、カラーリング等は行いません。

＊教育システムがありますので、経験不足の方もトレーニン
グします。

不問

他 株式会社　岩田写真
毎　週

秋田県秋田市中通１丁目３－３０

15人 018-834-5015

美容経験者または
準ずる方

不問
292人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-21021181

不問

土日祝 医療法人　正観会　御野場病院
毎　週

秋田県秋田市御野場２丁目１４－１

244人 018-839-6141

3ページ中 2ページ

平成30年11月2日発行（平成30年11月1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

入浴介助パート

・入院患者の入浴介助などの業務を担当していただきます。
　（入浴介助がメインです。）
・１回の勤務で３０人くらいの介助に携わります。
＊制服貸与
＊休憩時間は１２０分（帰宅可）ですが、配置部署により
　３０分ほど前後します。
＊配置（現在）
（１）リハビリ・内科病棟：３名
（２）内科病棟：３名            いずれかの配置となります。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

12人 1,100円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 0時00分～ 8時00分 就業場所

時給

3人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3)13時00分～22時00分

時給

3人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)20時00分～ 5時00分 就業場所
(2)21時00分～ 6時00分
(3)10時00分～19時00分

時給

3人 800円～800円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)19時00分～ 4時00分

時給

3人 770円～770円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時00分 就業場所

時給

2人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給

5人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～15時00分 就業場所

0人 018-831-1069

不問
1,500人 秋田県秋田市

～平成30年12月31日
雇用・労災

05010-20983681

雇用・労災
05010-20950581

軽作業（秋田市外旭
川）

・野菜の仕分け、袋詰め、パック詰め、カット
・その他、雑務
 不問

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

毎　週
秋田県秋田市牛島東５丁目３－２３

13人 018-884-7331

不問
16人 秋田県秋田市

30人 秋田県潟上市
～平成30年12月20日

雇用・労災
05010-21126881

場内作業員


　○場内敷地内の足場部材などの整理整頓作業

　○敷地内の清掃作業もあります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

火木土日 株式会社　飯沢興業

電子機器の組立「潟上
市天王」

○電子機器の組立業務に従事して頂きます。
・卓上にて電子機器の組立、検査（立ち作業です）
　それほど細かい作業ではありません。

＊初心者の方にも丁寧に指導致します。

＊工場未経験者の方も大歓迎です。

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

5人 018-893-5805

不問

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県潟上市

平成30年11月19日～
平成30年12月31日 雇用・労災

05010-21028781

平成30年11月19日～
平成30年12月31日 雇用・労災

05010-21027481

お弁当の盛り付け・調
理補助【潟上市】

・お弁当、お寿司、オードブル等の盛り付け、炊飯など
・ライン作業です。
・簡単な調理補助もお願いします。 不問

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 秋田県潟上市

14,000人 秋田県潟上市
平成30年11月19日～
平成30年12月31日 雇用・労災

05010-21025981

おにぎりの製造【潟上
市】

・おにぎりの製造
・ライン作業です
・初めてでもできる簡単な作業です。 不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

サンドイッチ・調理パン
の製造【潟上市】

・サンドイッチ・調理パン等の製造をお願いします。
・ライン作業です。

※その他付随する作業あり

※初めてでも丁寧に指導いたします。

不問

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

0人 0120-709-707

不問

不問
8,500人 秋田県秋田市

～平成30年12月28日
雇用・労災

05010-21011881

不問

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

110人 018-888-9970

平成30年11月2日発行（平成30年11月1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

冷凍食品のトッピング
（００：００～８：００）

○流れ作業による冷凍食品の袋詰め及びトッピング
・凍結作業
・立ち作業となります。
・作業服は貸与します。

＊冷凍庫内の作業はありません。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。

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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                ハローワーク秋田２階大会議室において、下記日程の１０：００～１０：３０で開催します。
　　　　　　　　参加希望者は９：５０までに直接会場へお入りください。
　　　　　　　　希望者は、説明会終了後別会場での個別面談もできます。
　
　１．　１１月　６日　ヤマト運輸㈱秋田法人営業支店【荷受作業（イオンモール秋田　内）】

　

『会社説明会』のご案内



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

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　
　１．　１１月　２日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、介護員、看護師・准看護師、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　２．　１１月　５日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　３．　１１月　６日　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
　４．　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】
　５．　１１月　８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　６．　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】
　７．　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】
　８．　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】
　９．　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】
１０．　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】
１１．　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】
１２．　１１月１９日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)14時00分～18時00分

時給

1人 790円～990円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～16時30分
(3) 8時30分～12時30分

時給

3人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)20時00分～ 2時00分 就業場所

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)18時00分～23時00分 就業場所
(2)20時00分～ 0時00分
(3)17時00分～21時00分

時給

5人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～15時00分 就業場所

時給

5人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

平成30年11月5日発行（平成30年11月2日受付分)　Ｎｏ．１

1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

一般事務

○全県各地にある建設技能組合に加入する建築職人の福利
厚
生に関する事務。
・主に健康保険組合、労働保険、他共済事務、電話、来客応
対、書類整理、イベント対応、清掃他

＊可能な場合、まれに外出業務をお願いすることもあります。

不問

土日祝 秋田県建設技能組合連合会
毎　週

秋田市高陽青柳町１－４３

3人 018-862-3050

パソコン（ワードを
使っての文章作
成、エクセルを使っ
ての集計表作成）

3人 秋田県秋田市

労災
05010-21239781

分析業務補助

○分析業務の補助業務に従事していただきます。

・分析作業の準備
・分析器具等の整理
・分析器具等の洗浄
・その他付随する業務
＊あくまでも補助的な業務です。

不問

土日祝他 エヌエス環境　株式会社　東北支社
秋田支店毎　週
秋田県秋田市川尻総社町８－１３

23人 018-865-1331

パソコン操作（入力
程度）

454人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010-21217081

医療事務

○医療事務職として勤務していただきます。
【仕事内容詳細】
・医療事務一般及び受付業務
・医療保険請求（レセプトコンピューター使用）
・薬剤室助手
・その他、付随する業務


不問

日祝他 医療法人　内科胃腸科濱島医院
毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町１５－２
０

8人 018-823-5252

医療事務できる方
（経験者尚可）
薬剤室助手（経験
者尚可）

8人 秋田県秋田市

労災
05010-21240081

販売（パティズ秋田店）

＜業務内容＞（個人ノルマは無し）
＊雑貨の販売　＊商品の仕入れ　＊商品ディスプレイ
＊商品管理　　＊レジ打ち　　　＊ラッピング
＊店内レイアウトなど店舗運営に係る業務全般
若者向けのアクセサリー・ファンシーグッズ等の小物を扱って
おり、接客や販売のお仕事が未経験の方でも、自信を持って
お店に立てるよう、商品知識やレジの打ち方など、先輩スタッ
フが丁寧に指導いたします。お店のレイアウトやディスプレイ
等スタッフみんなで考えるので、自分たちのイメージに合った
お店作りができます。

不問

他 株式会社パティズ
その他

福島県会津若松市インター西３１番
地

3人 0242-32-0101

不問
590人 秋田県秋田市

雇用・労災
07030- 8245281

介護職員【パート】

○法人内各施設においての介護業務に従事して頂きます。
・移動、食事介助、入浴介助、排せつ介助
・レクリエーション等の介護業務
・連絡帳および記録の記入
・その他付随する業務

不問

土日他 社会福祉法人　新秋会
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目１１－
５

95人 018-816-0377

不問
95人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-21224181

運転代行

○自動車運転代行での伴走車運転かお客様の車の運転を
担当していただきます。
・週２～４日程度の勤務を予定していますが、勤務時間、日数
は相談可能です。

＊初心者の方大歓迎です。

普通自動車免許二
種免許

他 ニューアジプロ代行
毎　週

秋田県秋田市桜台１丁目１－１６

3人 090-9422-5256

不問
3人 秋田県秋田市

労災
05010-21230881

皿洗い　ドリンク作り

○和食料理店でのお仕事です。
・皿洗い（骨董が多いので丁寧に洗うことが必要です）
・ビール、日本酒、ワインなどのドリンク作り
・経験次第で簡単な接客

＊料理の配膳や会計は、基本的にはありません

不問

日他 和食と酒　はれとけ
毎　週

秋田県秋田市南通築地１－１　ファー
ストワン築地１Ｆ

3人 018-827-3574

不問
3人 秋田県秋田市

05010-21235681

軽作業（秋田市外旭
川）

・野菜の仕分け、袋詰め、パック詰め、カット
・その他、雑務
 不問

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

0人 018-831-1069

不問
1,500人 秋田県秋田市

～平成30年12月31日
雇用・労災

05010-21219681

軽作業（秋田市外旭
川）１２／１～

・野菜の仕分け、袋詰め、パック詰め
・その他付随する業務

＊更新可能性あり。長期勤務できる方尚可。

不問

水日祝他 マンパワーグループ　株式会社　秋
田支店

平成30年12月1日～平
成31年1月31日 雇用・労災

05010-21229581

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目３番８号
秋田アトリオンビル１１Ｆ

10人 018-831-1069

不問
1,500人 秋田県秋田市

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



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

　

　　　　　　　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　５日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　２．　１１月　６日　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
　３．　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】
　４．　１１月　８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　５．　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】
　６．　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】
　７．　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】
　８．　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】
　９．　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】
１０．　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】
１１．　１１月１９日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
１２．　１１月　２日　㈱虹の街【訪問介護員、訪問看護師、介護員、看護師・准看護師、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                ハローワーク秋田２階大会議室において、下記日程の１０：００～１０：３０で開催します。
　　　　　　　　参加希望者は９：５０までに直接会場へお入りください。
　　　　　　　　希望者は、説明会終了後別会場での個別面談もできます。
　
　１．　１１月　６日　ヤマト運輸㈱秋田法人営業支店【荷受作業（イオンモール秋田　内）】

　

『会社説明会』のご案内


