
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～950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 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時15分～17時00分 就業場所

時給

2人 856円～856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

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)10時30分～14時30分 就業場所
(2)16時00分～21時30分

時給

1人 780円～780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 就業場所

時給

1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 不問 (1)10時00分～18時00分 就業場所
(2)12時00分～20時00分

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 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 就業場所

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 就業場所

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 就業場所

・パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、Ｐ
ｏｗｅｒＰｏｉｎｔ等）が
出来ること。イラス
トレーター等により
パソコンを使ってチ
ラシの作成ができ
ること。

20人 018-866-4445

不問
70人 秋田県秋田市

ショートステイ　とまと（株式会社トワ・
プール）その他
秋田市八橋イサノ　１－１３－１７

その他

6ヶ月
労災

05010-22459181

6ヶ月
労災

05010-22458281

介護職

・１０名の利用者様に７名の職員で介護にあたります。
＊勤務日数・曜日・時間すべてご相談に応じます。ライフスタ
イルに合わせてお仕事をしていただけます。
＊土日のみ、夜勤のみ、週１回なども対応可能です。
＊短い時間からでも働けますのでご相談ください。


不問

他

秋田県秋田市寺内字イサノ１２１

25人 018-893-6260

不問
70人 秋田県秋田市

110人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05080- 2758781

介護職

・１０名の利用者様に７名の職員で介護にあたります。
＊勤務日数・曜日・時間すべてご相談に応じます。ライフスタ
イルに合わせてお仕事をしていただけます。
＊土日のみ、夜勤のみ、週１回なども対応可能です。
＊短い時間からでも働けますのでご相談ください。


不問

他 ショートステイ　ミニとまと（株式会社
トワ・プール）

アイスクリーム販売員
（茨島または五城目）

●アイスクリームの販売接客業務
　・アイスクリーム販売以外の業務としては、アイス作り
　　クレープ作り、入荷商品の受取り、フロアの整理管理等
　・店内の整理清掃業務など

＊週３日以上・１日３時間以上の勤務から相談に応じます
＊長期に働ける方で、土曜日、日曜日、祝日に勤務できる方
　を希望します（どなたでも出来る楽しい仕事です）
＊学生アルバイト可
　長期休み（夏・冬・春休み等）の間のみの登録勤務可

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 株式会社　タカヤ
その他

秋田県鹿角市花輪字八正寺１－２
タカヤ旭町オフィス２階

12人 0186-30-0123

不問

4人 018-862-4694

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-22441281

平成30年12月1日～平
成31年3月20日 雇用・労災

05010-22436381

販売員（西武秋田店
地階）

○商品の陳列や接客、レジなどの店内作業全般

＊４名で対応します。
＊１日４～６時間（９：００～１９：００の間）
　週３～５日の勤務になります。
＊就業時間は相談に応じます。

＊接客のお仕事であり、明るい対応や素直で前向きに取り組
むことが求められます。


不問

他 株式会社　川口屋
毎　週

秋田県秋田市大町１丁目６－２０

毎　週
秋田県秋田市広面字宮田２９番１

6人 018-836-6628

不問
5,300人 秋田県秋田市

184人 秋田県潟上市
12ヶ月

雇用・労災
05020- 5292081

店舗販売スタッフ（短期
アルバイト）

（洋服の青山）店舗での接客、販売業務
　メンズ・レディススーツを中心に、シャツ、ネクタイ、カジュア
ル、小物類などを、お客様と会話しながら、提案、販売をして
いただきます。

　＊販売以外の業務として、
　仕入れ、品出し、ディスプレイ、レジ、パソコンの簡単な操作
など、販売付帯業務があります。

不問

他 青山商事　株式会社　洋服の青山秋
田広面店

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
その他

秋田県能代市出戸本町１９－１０

53人 0185-52-6221

不問

7人 018-863-2111

不問
64人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-22455481

平成30年12月3日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-22467181

ホール接客　「すごえも
ん」

○「すごえもん」ホールにて接客業務を担当して頂きます。
・受付でのオーダー受け、レジ業務
・セルフサービスの昼ランチの手伝い
・配膳、食器の片付けなど

不問

火他 協働大町ビル　株式会社
な　し

秋田県秋田市大町３丁目２－４４

毎　週
秋田県秋田市山王７丁目１－３

32人 018-862-6531

パソコン操作（エク
セル等）

122人 秋田県秋田市

2,334人 秋田県秋田市
平成30年12月17日～
平成33年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-22442181

国家行政事務　（登記
部門）

○登記部門において、次のような事務補助の業務に従事して
いただきます。
　・パソコン入力、編集
　・郵送業務
　・書類の整理
　・その他雑務


不問

土日祝他 秋田地方法務局

毎　週
秋田県秋田市山王５丁目１２－２９
シバタビル

事務系スタッフ（総合学
務課）　【１０：１５～１７：
００】

所属先：総合学務課
高大接続事業（高校生に大学入学後、支障なく大学の講義に対応で
きる学力を身に付けさせるための支援事業）に関する以下の業務を
担当いただきます。　
・事業の実施補助
・会計処理事務
・文書管理事務
・その他事業に関する事務補助
※採用後、配置換等により変更の可能性があります。
働き方改革関連認定企業【くるみん】

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

所在地・就業場所

求人番号


普通自動車免許（ＡＴ
限定可）＊一般事務
経験３年以上
＊移動、宿泊の手配
経験あれば尚可　＊
顧客との連絡方法は
ほぼメールである為、
ビジネスメールができ
る方。

2人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-22447581

土日祝 株式会社　ジャパンウェルサービス

一般事務（総務、経理）

○一般事務
・ＰＣ作業（エクセル、ワード、簡単なパワーポイント操作やＰＤＦ編集
等。丁寧に指導します）  ・電話応対、来客対応、その他雑務
・外出用務：自家用車使用の場合あり、燃料代支給
○経理事務  ・請求書、経費精算書の作成
○海外企業との取引あり、若干の英語力あれば尚良し
・英語を話す、聞くはありません。簡単な英語のビジネス文書やメー
ルがありますが、翻訳ソフトを利用します。
※平成３１年４月～産休・育休社員の代替募集です。

2人 018-853-6079

平成30年11月20日発行（平成30年11月19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

℡ 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 1,128円～1,128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 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) 8時00分～12時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 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

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 就業場所

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 就業場所

時給

4人 840円～840円
就業場所

無期派遣パート 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

3人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所157人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-22460681

サービススタッフ（パー
ト）
　【料飲部門】

○サービススタッフとして主に下記の業務に従事していただき
ます。
・レストランでのサービス業務一般
・ケータリング（料理配達）
　社用車（ＡＴ車、ＭＴ車使用）
・宴会サービス業務
・その他、付随する業務


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　アキタパークホテル・マ
ネージメント毎　週
秋田県秋田市山王４丁目５－１０

157人 018-862-1515

不問

22人 018-823-4116

不問
390人 秋田県秋田市

労災
05010-22448481

12ヶ月
労災

33010-46757881

食器洗浄係（秋田厚生
医療センター）～１２時

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

不問

他 株式会社　光風舎
毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

その他
岡山市北区表町１丁目２－３

5人 086-226-7101

不問
2,835人 秋田県秋田市

2,835人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
33010-46751381

はるやま秋田山手台店
／作業パートナー

スーツを中心としたビジネスファッションのお店で作業全般を
担当していただきます。
バックルームでの商品の入出荷作業、店頭での品出し・陳
列・作業、及び清掃などをお願いします。
（状況に応じてお客様のご案内をお願いすることがありま
す。）

不問

他 はるやま商事株式会社

はるやま秋田土崎店／
作業パートナー

スーツを中心としたビジネスファッションのお店で作業全般を
担当していただきます。
バックルームでの商品の入出荷作業、店頭での品出し・陳
列・作業、及び清掃などをお願いします。
（状況に応じてお客様のご案内をお願いすることがありま
す。）

不問

他 はるやま商事株式会社
その他

岡山市北区表町１丁目２－３

5人 086-226-7101

不問

39人 018-888-5371

不問
187人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-22437681

12ヶ月
雇用・労災

05010-22454581

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


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 清三屋商事　株式会社　ダスキンき
よみや　八橋店毎　週
秋田県秋田市八橋新川向１２－１４

毎　週
秋田県秋田市飯島字飯田水尻５０１
－１

25人 018-838-7011

不問
74人 秋田県秋田市

768人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-22438981

厨房調理職員

○有料老人ホームでの厨房業務全般を担当していただきま
す。
○約２０食分を２名体制で行います。
○その他付随する業務

不問

他 有限会社　ケアサービスおちあい　有
料老人ホーム　彩べえ　いいじま

検査助手（臨床検査
科）

○臨床検査科において、補助業務を行って
　いただきます。
・受付（患者さんの誘導及び案内）
・機器の準備や片付け
・簡単なパソコン操作
・電話応対
・検体運搬等
・その他、検査科における補助業務

不問

土日祝他 地方独立行政法人　市立秋田総合
病院毎　週
秋田県秋田市川元松丘町４－３０

768人 018-823-4171

簡単なパソコン操
作

不問
373人 秋田県山本郡三種町

12ヶ月
雇用・労災

05020- 5302481

ホームヘルパー２
級以上
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　虹の街　能代営業所
毎　週

秋田県能代市通町５－２　通町ビル
２階

34人 0185-89-1212

2ページ中 2ページ

平成30年11月20日発行（平成30年11月19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

訪問介護員（三種町・
大潟村・男鹿市）
「介護」

◇訪問介護のホームヘルパーとしての仕事です。
　＊介護を必要とする自宅（主に三種町・大潟村・男鹿市）を
訪問し、家事援助（調理・洗濯・掃除等）及び身体介護（食事・
入浴・排泄・衣服の着脱や移動等）の日常生活のお世話を
行って頂きます。
◇勤務時間・日数等は相談に応じます。
◇自家用車（マイカー）、自転車を使用する直行直帰型勤務
です。＊面接時には、ハローワークの紹介状と履歴書及び資
格証の原本を持参して下さい。

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

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

『会社説明会』のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（時給換算）

2人 960円～960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30分 就業場所

時給

1人 1,010円～1,010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

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時00分～18時00分 就業場所
(2)14時10分～20時10分

時給

1人 770円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～21時00分 就業場所

時給

1人 762円～780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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

時給

4人 900円～1,100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)19時00分～ 7時15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 (1)21時00分～ 7時00分 就業場所

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 就業場所

時給

1人 770円～770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) 6時30分～15時00分 就業場所
(2)11時30分～18時30分
(3) 9時00分～17時00分

時給

1人 770円～770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30分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～15時00分

23人 018-828-5701

不問
23人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-22512881

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-22481881

調理係

○西部工業団地内にある富士製粉産業（株）のアンテナ
ショップそば店（司こなや）にて、主に厨房内の業務を
　担当していただきます。
　・麺を茹でたり、天ぷらやカツ丼などの調理
　・盛り付け
　・食器洗浄などの片付け
　＊人手が足りないときはホール係も担当していただきます。

不問

土日祝 富士製粉産業　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１番６２号

毎　週
秋田県秋田市中通４丁目５番６号
秋銀・明治安田ビル５階

3人 018-837-1544

不問
2,038人 秋田県秋田市

40人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22549381

そば調理員

○立ち食いそば店でのお仕事です
・調理
・接客
・日報作成
・清掃
・売上金管理
＊就業時間（１）～（３）のシフト制
＊契約は年度毎の更新です。

不問

他 ＪＲ東日本東北総合サービス株式会
社秋田支店

ネイル、アイラッシュ及
び販売

○主にネイル、アイラッシュ（まつ毛エクステンションなど）、化
粧品販売を担当していただきます。
・その他付随する業務

＊働きながら通信教育、美容学校で学ぶこともできます。そ
の際は、勤務形態等考慮します。

＊勤務日数・時間は相談に応じます。

不問

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

2人 018-837-3909

不問

33人 018-824-7000

入居施設介護経験
１年以上

130人 秋田県秋田市
平成30年12月17日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-22492081

平成30年12月17日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-22490281

介護職員（夜勤補助
員）

○特別養護老人ホームぬくもり山王での高齢者の介護及び
生活支援全般の業務です。
・朝食、夕食の食事の介護業務はありません。
・２Ｆ入居者３２名に対し夜勤者２名で夜勤業務を行います。
（排せつ介助、ナースコール対応、起床就寝介助）

普通自動車免許１
種（ＡＴ限定可）
介護初任者研修
（ヘルパー２級）以
上

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

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
番地の５９

33人 018-824-7000

入居施設介護経験
１年以上

130人 秋田県秋田市

40人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災
05010-22489481

介護職員（夜勤専門
員）

〇特別養護老人ホーム　ぬくもり山王での高齢者の介護及び
生活支援全般の業務です。
（排せつ介護、ナースコール対応、起床・就寝介助）

・朝食、夕食の食事の介助業務はありません。



普通自動車免許１種
（ＡＴ限定可）
介護職員初任者研修
（ヘルパー２級）以上

他 社会福祉法人　はまなす会　特別養
護老人ホーム　ぬくもり山王

介護職（パート）

○施設内の介護業務全般を担当していただきます。
＊食事介助、入浴介助、排泄介助等
＊グループホームの入居者、定員１８名を１９～２０名で介護
します。

＊就業時間（４）１６：００～９：００
　　　　　（休憩時間０：００～３：００の１８０分）
（１）～（４）の交替制で、週３日程度の勤務と
　　　　　　なります。

不問

他 有限会社　すずめだて《グループホー
ム　すずめだて》毎　週
秋田県南秋田郡五城目町高崎字雀
舘下川原８８－５

19人 018-855-1550

不問

10人 03-5281-0371

不問
606人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

13010-46587082

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

21020-15192681

ガソリンスタンド給油ス
タッフ／秋田市

・給油補助
・簡単な商品（カーケア用品）販売

不問

他 マルネン　株式会社
毎　週

東京都千代田区神田駿河台二丁目
２番地　御茶ノ水杏雲ビル９階

毎　週
岐阜県大垣市外渕２丁目３８番地

13人 0584-89-8858

不問
19,155人 秋田県秋田市

12,812人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-78270881

販売員（Ｓｅｒｉａ生活良
品　秋田サンフェスタ
店）

店舗での接客、商品陳列、レジ業務など
　未経験でも安心！　　
　　お店で働いた経験がなかったり、ブランクのある方でも大
丈夫！　　
　　初めての方でも働きやすい仕組みが整っています。　
　　働く時間が選べる！　　
　「週に１日」や「１日２時間」といった短時間でもＯＫ！　　
　　学生や子育て中の方でも気軽に働くことができます。　
　　キャリアアップ可能！

不問

他 株式会社　セリア

一般事務［秋田市］（契
約社員）

損保内務事務：書類チェック、ＯＡ入力業務　他

※年度毎契約更新 不問

土日祝他 あいおいニッセイ同和損害保険　株
式会社　人事部　仙台人事・総務毎　週
宮城県仙台市青葉区花京院１丁目１
－１０

25人 022-265-4663

基本的なＯＡ操作

不問
37人 秋田県秋田市

平成31年1月4日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-22476081

不問

月土日祝他 秋田県埋蔵文化財センター　中央調
査班その他
秋田県秋田市新屋栗田町１１－１

14人 018-893-3901

平成30年11月21日発行（平成30年11月20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

秋田県非常勤職員（整
理作業員）

○次のような遺跡調査事業の整理作業に従事していただき
ます。
・遺物等の整理作業
・遺構図、遺物のトレース作業
・資料、データの事務処理等
　（ワード、エクセル等のソフトを使用します）
・荷物運搬、作業場等の清掃等の軽作業
・その他付随する業務


℡ 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 762円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 762円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～12時15分 就業場所
(2)14時00分～19時30分
(3) 5時00分～11時15分

時給

10人 830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

10人 830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

3人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給

3人 762円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～11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 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) 6時00分～10時00分 就業場所
(2) 6時30分～ 9時30分

時給

1人 770円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

雇用・労災・健康・厚生
05010-22482281

毎　週
秋田県秋田市泉中央２丁目２－３

22人 018-864-4567

不問
22人 秋田県秋田市

269人 秋田県秋田市
～平成31年2月28日

労災
15010-44640981

自動車洗車業務他

○自動車の洗車等の業務に従事していただきます。
・自動車の洗車、車内の清掃
・自動車の引き取り、納車業務
・自動車の移動業務
・その他、付随する業務

　＊６０歳以上の方歓迎します。


　普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

水他 千秋ホンダ販売　株式会社

（請）クリーンクルー（秋
田市高陽幸町）

○店内の一般清掃作業
・トイレ清掃
・ゴミ回収（リサイクル品）



＊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

9人 025-287-1251

不問

12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

05010-22494681

労災
05010-22480781

清掃員／土日祝休（県
立大学秋田キャンパス

○「秋田県立大学秋田キャンパス」内の日常清掃業務を担当
していただきます。
・施設内男女トイレの清掃
・通路、オフィスフロアなどの清掃　

＊午前の４時間、週５日程度のお仕事です。

＊年度毎の契約更新予定あります。

不問

土日祝 厚生ビル管理　株式会社
毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

毎　週
秋田県秋田市中通４丁目１－２　秋
田スクエアビル３Ｆ

0人 018-801-0911

不問
5,200人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市
平成30年12月24日～
平成30年12月30日 労災

05010-22544781

清掃業務

○事務所清掃業務全般に従事します。

・茨島出張所（月～金）

・障害者センター（火・金　週２日）
　

＊制服貸与します。

不問

土日祝 キョウワプロテック　株式会社　秋田
事業所

配達・雑務（短期）

○花の配達業務に従事して頂きます。
・スーパーや花屋への配達
・バケツに入った花を配送し、現地で仕分けする作業
○雑務
・花などを切った後の片付け
・配達の準備のためのパック
・店内の掃除　等
＊社用車（ＡＴ車）で配達していただきます（軽ワゴン、ワンボックス）
＊平成３０年１２月２４日～平成３０年１２月３０日までの短期のお仕
事です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日 株式会社　はなせ
な　し

秋田県秋田市外旭川字待合２８

8人 018-869-5760

不問

37人 048-650-5100

不問
16,000人 秋田県秋田市

労災
05010-22527581

労災
05010-22526981

大型ファミリー回転寿司
レストラン　ホール・接
客係

・最新設備の整ったファミリーレストランタイプの働きやすいお
店です。　　　　　　　　　　　　　　　　　
・朝および閉店後のホール内清掃
・皿、茶わん、箸、醤油等の補充
・ホールでの接客、レジ作業　
（お客様の案内、会計（代金の算定）、テーブル片づけ）
＊勤務は週２日からでも可能です。また、平日のみでも可能
ですので、お気軽にご相談ください。

不問

他 カッパ・クリエイト　株式会社　かっぱ
寿司　秋田御所野店毎　週
秋田県秋田市御所野堤台１－１－２

毎　週
秋田県秋田市御所野堤台１－１－２

37人 048-650-5100

不問
16,000人 秋田県秋田市

450人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-22545881

大型ファミリー回転寿司
レストラン・キッチンス
タッフ

・最新設備の整ったファミリーレストランタイプの働きやすいお
店です。
・お寿司（軍艦巻き、巻き寿司含む）、天ぷら、みそ汁、茶わん
蒸しの製造
・炊飯
・調理場の片づけ、調理器具の洗浄　
・その他付随する業務あり
＊勤務は週２日からでも可能です。また、平日のみでも可能
ですので、お気軽にご相談ください。

不問

他 カッパ・クリエイト　株式会社　かっぱ
寿司　秋田御所野店

給食業務（スマートライ
フ中通）

○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。ユニット形式なので個人盛の業務より
慣れやすいです。
＊契約更新となった場合は、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
毎　週

秋田県秋田市中通１丁目３番５号

5人 018-834-1141

不問

不問
450人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-22524381

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル
毎　週

秋田県秋田市中通１丁目３番５号

6人 018-834-1141

2ページ中 2ページ

平成30年11月21日発行（平成30年11月20日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

給食業務「ほくと」【仕込
専任】

○施設内で主に食材の仕込み業務を担当します。

＊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



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～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時15分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000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～17時00分 就業場所

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～22時00分 就業場所

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

時給

3人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～ 9時00分 就業場所

時給

2人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～22時00分 就業場所

時給

2人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

時給

2人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所

12人 018-864-1750

不問
12人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-22595781

12ヶ月
雇用・労災

05010-22594481

コンビニエンスストア店
員　　　（１３時～１７時）

○コンビニエンスストアの店員として勤務していただきます
・レジ業務、商品の品出し　
・接客　等
・店内、外の清掃
・その他、付随する業務

※制服支給いたします。


不問

他 セブン‐イレブン　秋田旭南１丁目店
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目９－２６

毎　週
秋田県秋田市旭南１丁目９－２６

12人 018-864-1750

不問
12人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-22593581

コンビニエンスストア店
員　　　（９時～１３時）

○コンビニエンスストアの店員として勤務していただきます
・レジ業務、商品の品出し　
・接客　等
・店内、外の清掃
・その他、付随する業務

※制服支給いたします。

不問

他 セブン‐イレブン　秋田旭南１丁目店

コンビニエンスストア店
員　　　（１７時～２２時）

○コンビニエンスストアの店員として勤務していただきます
・レジ業務、商品の品出し　
・接客　等
・店内、外の清掃
・その他、付随する業務

※制服支給いたします。

不問

他 セブン‐イレブン　秋田旭南１丁目店
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目９－２６

12人 018-864-1750

不問

8人 018-824-1411

不問
8人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010-22592981

6ヶ月
雇用・労災

05010-22591681

コンビニ店員（６時～９
時）

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

不問

他 セブン・イレブン　秋田山王中島町店
毎　週

秋田県秋田市山王中島町２番２号

毎　週
秋田県秋田市山王中島町２番２号

8人 018-824-1411

不問
8人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-22590381

コンビニ店員（９時～１
３時）

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

不問

他 セブン・イレブン　秋田山王中島町店

コンビニ店員（１３時～
１７時）

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

不問

他 セブン・イレブン　秋田山王中島町店
毎　週

秋田県秋田市山王中島町２番２号

8人 018-824-1411

不問

8人 018-824-1411

不問
8人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-22589281

～平成31年3月31日
労災

05010-22585581

コンビニ店員（１７時～
２２時）

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

不問

他 セブン・イレブン　秋田山王中島町店
毎　週

秋田県秋田市山王中島町２番２号

毎　週
秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

22人 018-823-4116

パソコン基本操作
（ワード・エクセル）

390人 秋田県秋田市

1,400人 秋田県秋田市
平成31年1月1日～平
成31年2月7日 雇用・労災・健康・厚生

05010-22568581

事務日直（秋田厚生医
療センター）

○「秋田厚生医療センター」にて事務日直業務に従事してい
ただきます。
・救急患者受付、パソコン入力
・電話取次　等
＊土日祝の勤務です
＊年度毎の契約更新予定あります。
＊勤務開始日は相談に応じます。

不問

月火水木金 株式会社　光風舎

事務系スタッフ（中央検
査部）

中央検査部において次の業務に従事していただきます。
・採血室補助業務
・その他庶務、受付業務


働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝 秋田大学医学部総務課
毎　週

秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010

パソコン入力程度
（文字、数字の入
力）

事務経験のある方
パソコン操作が出
来る方（エクセル、
ワード等）

9人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-22578781

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　Ａ・Ｉ・Ｃ
毎　週

秋田県秋田市飯島字砂田４３－３

9人 018-893-4195

平成30年11月22日発行（平成30年11月21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

一般事務・経理事務


○一般事務業務（運送担当の補助）
・日報整理等、各種書類の作成、整理
・データ入力
○来客応対
○経理事務業務
・伝票、経理関係帳簿等の作成
・給料計算（会計ソフトを使用）、社会保険の書類作成
・銀行等での入金、支払業務（社用車使用）

℡ 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 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 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 18歳以上 就業場所

時給

1人 762円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17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

雇用期間の定めあり 不問 (1)16時30分～ 9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
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～12時30分 就業場所
(2)13時30分～17時00分

時給

1人 1,000円～1,300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 950円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 6時00分～15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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～14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

日雇 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 900円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)10時45分～16時00分 就業場所
(2)13時00分～20時45分
(3)16時00分～20時45分

232人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
14100-13488081

（請）コーヒーワゴン
サービススタッフ［外旭
川店］

●パチンコ店内でのコーヒーなどのドリンク類や
　フード類等の販売

不問

他 株式会社　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ
毎　週

神奈川県厚木市岡田３０２８　サン
シャイン厚木ビル４Ｆ

3人 046-280-5788

不問

21人 018-862-4338

不問
45人 秋田県秋田市

平成30年12月29日～
平成30年12月30日 労災

05010-22580181

雇用・労災
05010-22598181

調理補助（パート）【１２
／２９～１２／３０】

○仕出し料理の調理補助業務に従事していただきます。
・仕出し料理、弁当、総菜、お膳の調理、盛り付け補助
・皿洗い、後片付け、調理器具の洗浄
・その他、付随する業務

＊制服（白衣）は貸与いたします。


＊１２／２９～１２／３０の２日間のみの仕事です

不問

他 株式会社　味しん
な　し

秋田県秋田市山王２丁目７－１９

毎　週
秋田県秋田市八橋本町２丁目５－２
８

3人 018-866-2990

調理業務経験者
27人 秋田県秋田市

45人 秋田県秋田市
平成30年12月28日～
平成30年12月31日 労災

05010-22581081

給食の調理（パート・無
資格）「御所野の森」

○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３０人分を１人で調理、昼食３０人分を２人で調理してい
ただきます。

＊制服貸与

不問

他 株式会社　新星食品

調理（パート）【１２／２８
～１２／３１】

○仕出し料理及び惣菜の調理

＊制服（白衣）は貸与いたします。


＊１２／２８～１２／３１の４日間のみの仕事です

不問

他 株式会社　味しん
な　し

秋田県秋田市山王２丁目７－１９

21人 018-862-4338

不問

67人 018-873-7801

不問
160人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-22576581

6ヶ月
労災

05010-22606981

ホームヘルパー（ホー
ムヘルパーステーショ
ンほくと）

○ホームヘルパーステーションにおける、ホームヘルパー業
務に従事していただきます。
・利用者様宅を訪問し、身体介護・家事援助
・食事、入浴、排泄、外出の支援等
　
＊訪問エリアは秋田市内全域となります。
＊直行直帰となります。
＊業務には自家用車を使用（マイカー借り上げ料あり）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


＊介護職員初任者
研修（ホームヘル
パー２級）
＊普通自動車免許

他 社会福祉法人　北杜
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字街道端
西１１－１

その他
秋田県秋田市泉菅野２丁目１７－１１

127人 018-896-5880

不問
180人 秋田県秋田市

127人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010-22600881

介護補助員（リンデンバ
ウムいずみ）

○特別養護老人ホーム（５０床）「リンデンバウムいずみ」　に
おいて介護補助業務全般を担当していただきます。

＊未経験の方にも丁寧な指導がありますので安心してご応
募ください。

　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 社会福祉法人　いずみ会

介護補助員（リンデンバ
ウムいずみ）【夜勤の
み】

○特別養護老人ホーム（５０床）「リンデンバウムいずみ」　に
おいて介護補助業務全般を担当していただきます。

＊未経験の方でも、丁寧な指導がありますので安心してご応
募下さい。

※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

水土日 社会福祉法人　いずみ会
毎　週

秋田県秋田市泉菅野２丁目１７－１１

81人 018-896-5880

不問

16人 018-801-0555

不問
40人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-22558681

雇用・労災・健康・厚生
05010-22555181

介護職員（パート）【デイ
サービスセンターのぞ
み】

○デイサービスにおける介護業務全般
・入浴、排泄、食事、記録等の介護業務全般
・送迎業務　送迎車両は基本的に軽自動車です（まれにミニバンを
運転する場合もあります）。
・その他、付随する業務
＊１５名定員に地域密着型デイサービスです。この１年離職者０名。
明るく和やかな職場です。
＊扶養の範囲を超えて働きたい方を募集します。
＊採用から３か月程度は研修期間としてマンツーマンで丁寧に指導
しますので、ご安心ください。

介護福祉士（必須）
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　みちのくサンガ
毎　週

秋田県秋田市上北手荒巻字堺切４８

毎　週
秋田県秋田市寺内高野１３－３５

5人 018-874-9262

エクセル・ワードで
きる方
＊釣り経験者優遇

7人 秋田県秋田市

1,250人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
02010-22237181

販売

○店頭での釣具の販売および接客業務
・商品の説明、案内
・レジ会計
・商品の陳列、商品管理（発注等）
・片付け、店内清掃　等

＊パソコン（エクセル・ワード）を使用します。
＊ホームページの更新　他
＊仕入等で外出の場合あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ＵＦＰ（釣具の館）

店内販売員（秋田新屋
店（仮）／遅番）

・接客販売
・レジ操作
・品出し
・その他の関連する業務

◎１２月上旬オープン予定

不問

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

0人 017-761-1611

不問

不問
1,250人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

02010-22235881

不問

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

0人 017-761-1611

4ページ中 2ページ

平成30年11月22日発行（平成30年11月21日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

店内販売員（秋田新屋
店（仮）／中番）

・接客販売
・レジ操作
・品出し
・その他の関連する業務

◎１２月上旬オープン予定



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 1,000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 18歳以上 (1) 8時30分～16時10分 就業場所
(2)12時00分～19時40分
(3)16時05分～23時30分

時給

5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)16時00分～20時00分 就業場所
(2)18時00分～20時30分

時給

3人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 7時00分～12時00分 就業場所
(2)12時00分～17時00分

時給

1人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～ 9時45分 就業場所
(2)16時15分～17時45分

時給

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～10時00分 就業場所
(2) 8時00分～ 9時00分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～10時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～17時00分 就業場所

39人 018-888-5371

不問
187人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-22563181

12ヶ月
労災

05010-22562281

清掃スタッフ（寺内）

○ご契約いただいている事業所の清掃
・簡単な拭き・掃き清掃が中心の清掃となります。
・現場への直行直帰となります。
・２週間に１回（水曜日）のみの勤務となります。

不問

月火木金土日他 清三屋商事　株式会社　ダスキンき
よみや　八橋店毎　週
秋田県秋田市八橋新川向１２－１４

毎　週
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

187人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-22561881

清掃スタッフ（大町）

○ご契約いただいている事業所の清掃
・簡単な拭き・掃き清掃が中心の清掃となります。
・現場への直行直帰となります。
・週１回（曜日は要相談）の勤務です。

不問

他 清三屋商事　株式会社　ダスキンき
よみや　八橋店

清掃スタッフ（茨島）

○ご契約いただいている事業所の清掃
・簡単な拭き・掃き清掃が中心の清掃となります。
・現場への直行直帰となります。
・毎週火曜日のみの勤務です。

不問

月水木金土日 清三屋商事　株式会社　ダスキンき
よみや　八橋店毎　週
秋田県秋田市八橋新川向１２－１４

39人 018-888-5371

不問

39人 018-888-5371

不問
187人 秋田県潟上市

12ヶ月
労災

05010-22560781

12ヶ月
労災

05010-22559981

清掃スタッフ（潟上市天
王）

○ご契約いただいている事業所の清掃
・簡単な拭き・掃き清掃が中心の清掃となります。
・現場への直行直帰となります。 不問

日 清三屋商事　株式会社　ダスキンき
よみや　八橋店な　し
秋田県秋田市八橋新川向１２－１４

毎　週
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

45人 秋田県秋田市
平成30年12月29日～
平成30年12月30日 労災

05010-22579881

清掃スタッフ（広面）

○ご契約いただいている事業所の清掃
・簡単な拭き・掃き清掃が中心の清掃となります。
・現場への直行直帰となります。 不問

土日 清三屋商事　株式会社　ダスキンき
よみや　八橋店

配達【１２／２９～１２／
３０】

〇配達業務を担当していただきます。
・弁当、惣菜、お膳の配達
・秋田駅前西武へ惣菜の配送
・後片付け
・その他付随する業務
＊配達は社用車使用

＊１２／２９～１２／３０の２日間のみの仕事です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　味しん
な　し

秋田県秋田市山王２丁目７－１９

21人 018-862-4338

不問

81人 018-896-5880

不問
127人 秋田県秋田市

労災
05010-22599081

平成30年12月19日～
平成30年12月23日 労災

05010-22577481

運転員（リンデンバウム
いずみ）

・施設利用者の送迎業務を担当して頂きます。
・ワゴン車又は乗用車（ＡＴ・ＭＴあり）を運転し送迎します。
＊就業時間は１日３時間、（１）（２）両方の勤務です。
＊安全、安心な運転の出来る運転の上手な方希望
＊月～金の間で４日程度の勤務となります。
・不定期ですが、土、日、祝日の送迎もあります。
　（１ヶ月１０時間程度）
※働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 社会福祉法人　いずみ会
毎　週

秋田県秋田市泉菅野２丁目１７－１１

な　し
秋田県秋田市中通１丁目３番５号

26人 018-834-1141

不問
551人 秋田県秋田市

150人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-22571181

製菓製造補助（５日間）

○製菓製造全般の簡単な補助作業をしていただきます。
　初心者の方も安心してご応募ください。
・クリスマスケーキのデコレーション作業
・デザートの盛り付け
・その他付随する業務
【１２月１９日～２３日までの短期アルバイト勤務です】

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

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル

警備員

○秋田県港湾各ゲートにおいて、人や車両の出入管理、
　ゲートバーの操作、警戒監視、巡回業務を行ってい
　ただきます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　男塾
その他

秋田県秋田市川尻御休町５－４０

110人 018-824-9390

不問

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-22567981

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　第一企画
その他

秋田県秋田市仁井田本町５－１－１
１

17人 018-839-8911

平成30年11月22日発行（平成30年11月21日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

ホール業務・接客（週３
～６日）

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

＊未経験者の方でも採用後、研修を行いますので安心して
　ご応募ください。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 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

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～10時30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30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時00分
(3)13時00分～17時00分

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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～16時45分 就業場所
(2) 9時00分～16時30分
(3) 9時30分～18時00分

時給

2人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所1,250人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
02010-22233481

品出しスタッフ（秋田新
屋店（仮）

納品された商品の品出し（朝専属）
・品出し
・商品整理
・店舗清掃

◎１２月上旬オープン予定

不問

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

0人 017-761-1611

不問

20人 018-833-4529

不問
510人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-22604381

雇用・労災
05010-22587781

《急募》清掃員（秋田駅
構内及列車内）

○秋田駅構内（駅舎）及び折返し車内（主に特急）の清掃業
務をお願いします。
・ゴミの収集
・男女トイレ清掃
・テーブルの清掃　等

＊就業時間（１）～（３）のシフト勤務です。
　全ての時間に対応出来る方を希望します。　

＊年度毎の更新です。

不問

他 ＪＲ秋田鉄道サービス　株式会社
その他

秋田県秋田市東通仲町１２番１７号

毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

3人 018-823-1251

不問
725人 秋田県秋田市

476人 秋田県秋田市

労災
05010-22584981

清掃スタッフ（遊心苑）

○施設内の日常清掃全般
・施設の共用部、廊下、トイレ、事務室等の日常清掃全般
・掃く、拭く、掃除機掛け等

＊制服は貸与します。
＊採用時に健診、研修あります。

不問

他 株式会社　友愛ビルサービス

清掃業務（薬局エール
大学病院前店）

○「薬局エール大学病院前店」館内の清掃全般を担当してい
　ただきます。
・待合室、事務室、調剤室、男女トイレ　等

＊１人体制で午前２時間３０分のお仕事です。

＊大学病院正面玄関のすぐそばです。

＊勤務中、禁煙に対応できる方を希望します。

不問

土日祝 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

1人 018-862-3251

不問

不問
187人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-22564081

不問

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

39人 018-888-5371

4ページ中 4ページ

平成30年11月22日発行（平成30年11月21日受付分)　Ｎｏ．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

清掃スタッフ（泉）

○ご契約いただいている事業所の清掃
・簡単な拭き・掃き清掃が中心の清掃となります。
・現場への直行直帰となります。
・週１回（曜日は要相談）の勤務です。

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

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　
　１．　１１月２２日　社会福祉法人晃和会【看護師・准看護師、介護職員】
　２．　１１月２６日　社会福祉法人幸楽会【介護員、訪問介護員】
　３．　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】
　４．　１１月２８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　５．　１１月２９日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　６．　１１月３０日　㈱秋田キャッスルホテル【病院・介護施設の調理業務、調理補助、食器洗浄　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　７．　１２月　３日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
　８．　１２月　４日　西武　秋田店【化粧品販売】
　９．　１２月　５日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ・ﾌﾟﾛ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ社員（営業）】
１０．　１２月　６日　㈱虹の街【訪問介護員、介護員、機能訓練指導員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
１１．　１２月　７日　社会福祉法人晃和会【看護師・准看護師、介護職員】

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

時給

1人 1,300円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～21時00分 就業場所

時給

1人 850円～950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～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分
(3)13時00分～17時30分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 870円～870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00分 就業場所

時給

1人 870円～870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15分～12時15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 18歳以上 (1)18時00分～ 6時00分 就業場所

時給

2人 800円～810円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～13時00分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時00分～ 9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) 9時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分
(3)13時00分～17時00分

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)17時00分～22時00分 就業場所

15人 018-834-0377

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-22613981

雇用・労災
05010-22612681

コンビニ店員「１７時～
２２時」【急募】

○コンビニエンスストアにおける接客・販売業務に従事してい
ただきます。
・レジ接客、販売
（レジはバーコード読み取り型です）
・商品発注、品出し
・店内清掃
・その他、付随する業務
＊未経験者にも作業手順は教えます。
※パート店員の欠員補充のための≪急募≫です。

不問

他 ローソン　秋田広面蓮沼店
毎　週

秋田県秋田市広面字蓮沼１０１－１

毎　週
秋田県秋田市広面字蓮沼１０１－１

15人 018-834-0377

不問
15人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-22611381

コンビニ店員「９時～１
７時他」【急募】

○コンビニエンスストアにおける接客・販売業務に従事してい
ただきます。
・レジ接客、販売
（レジはバーコード読み取り型です）
・商品発注、品出し
・店内清掃
・その他、付随する業務
＊未経験者にも作業手順は教えます。
※パート店員の欠員補充のための≪急募≫です。

不問

他 ローソン　秋田広面蓮沼店

コンビニ店員「５時～９
時」　　≪急募≫

○コンビニエンスストアにおける接客・販売業務に従事してい
ただきます。
・レジ接客、販売
（レジはバーコード読み取り型です）
・商品発注、品出し
・店内清掃
・その他、付随する業務
＊未経験者にも作業手順は教えます。　　　　　　　　　　
※パート店員の欠員補充のための≪急募≫です。

不問

他 ローソン　秋田広面蓮沼店
毎　週

秋田県秋田市広面字蓮沼１０１－１

15人 018-834-0377

不問

72人 018-862-2611

不問
1,000人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-22640781

労災
05010-22685281

日配部門（八橋店）

○日配部門において、商品の陳列、補充、検品、発注
　などの職務に従事していただきます。


＊土・日・祝日勤務できる方希望。
　（面接の際、応相談）

不問

他 株式会社　ナイス
その他

秋田県秋田市新屋豊町３－４８

毎　週
秋田県秋田市寺内堂ノ沢１丁目７－
２１

38人 018-893-4660

パソコン操作
38人 秋田県秋田市

55人 秋田県秋田市

労災
05010-22658781

内勤業務

○タクシーの配車業務に従事していただきます。
・お客様からの電話注文を受け、無線で配車
・時間、配車先等の記入作業


不問

他 有限会社　あきた県都交通

医療事務（ひかり桜ケ
アクリニック）（パート）

○消化器内科、漢方内科、循環器内科（睡眠時無呼吸症専
門）クリニック（無床）にて医療事務業務に従事していただ
きます。
・外来患者様の受付対応、診察費等の会計
・診療報酬請求に係る事務
・電子カルテによるレセプト作成
・電話応対、カルテ管理等関連業務
・その他、付随する業務

不問

月金日祝他 医療法人　杏仁会　御所野ひかりク
リニック毎　週
秋田県秋田市仁井田字横山２６０－
１

8人 018-829-8880

不問

8人 018-829-8880

不問
55人 秋田県秋田市

労災
05010-22657481

雇用・労災
05010-22671681

医療事務（ひかり桜ケ
アクリニック）（１７時～
２１時）

○消化器内科、漢方内科、循環器内科（睡眠時無呼吸症専
門）クリニック（無床）にて医療事務業務に従事していただ
きます。
・外来患者様の受付対応、診察費等の会計
・診療報酬請求に係る事務
・電子カルテによるレセプト作成
・電話応対、カルテ管理等関連業務
・その他、付随する業務

不問

火木土日祝他 医療法人　杏仁会　御所野ひかりク
リニック毎　週
秋田県秋田市仁井田字横山２６０－
１

毎　週
秋田県秋田市御所野湯本六丁目２
－５

29人 018-839-3433

不問
29人 秋田県秋田市

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22618281

計器取替業務（管理）

〇期満計器取替業務に関わる管理業務
・電気メーターの物品管理
・パソコン入力作業
・外出業務もあり。社用ＡＴ車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
第二種電気工事士
あれば尚可

水土日祝他 株式会社　中野電設工業

トレーナー（パート）

○トレーニング指導や送迎業務をお願いします。
・無資格、未経験の方大歓迎
・社用車使用（ＡＴ車）


普通自動車免許Ａ
Ｔ限定可

土日他 株式会社　ＨａＲｅＭａｒｋ
毎　週

秋田県秋田市八橋鯲沼町１－５９

6人 018-863-1123

不問

パソコンの基本操
作

55人 秋田県秋田市
3ヶ月

労災
05010-22656581

看護師・准看護師
または臨床検査技
師

火木土日祝他 医療法人　杏仁会　御所野ひかりク
リニック毎　週
秋田県秋田市仁井田字横山２６０－
１

8人 018-829-8880

平成30年11月26日発行（平成30年11月22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・准看護師また
は臨床検査技師

○睡眠時無呼吸外来診療の補助業務
・外来患者様の受付
・電子カルテを使用していただきます。
・検査の補助
・その他、付随する業務

＊月・水・金曜日の週３日勤務になります。

＊採血・注射などの業務はありません。

℡ 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。



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 960円～960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)22時00分～ 5時00分 就業場所
(2)22時00分～ 2時00分

時給

3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 不問 (1)10時30分～15時00分 就業場所
(2)15時00分～19時30分

時給

2人 780円～850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) 9時30分～19時20分 就業場所
(2) 9時30分～15時20分
(3) 9時30分～13時20分

時給

3人 850円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時30分 就業場所

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～13時30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 18歳以上 (1)17時00分～ 9時00分 就業場所

日給（時給換算）

3人 849円～849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

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)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)10時00分～19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 18歳以上 (1)21時00分～ 6時00分 就業場所14,000人 秋田県潟上市
平成30年12月10日～
平成31年1月31日 雇用・労災

05010-22670381

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

0人 0120-709-707

不問

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県潟上市

平成30年12月10日～
平成31年1月31日 雇用・労災

05010-22669281

平成30年12月10日～
平成31年1月31日 雇用・労災

05010-22668881

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

110人 秋田県秋田市
平成30年12月17日～
平成31年3月31日 雇用・労災

05010-22676881

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

研究補助員（生産環境
部）アルバイト

○屋外作業
　・ほ場での作物育成調査補助
　・土壌調査補助（ノートキーパー、用具・資料運搬等）
○屋内作業
　・試料の粉砕、秤量、分析
　・実験器具の洗浄
＊その他実験補助業務
＊勤務日については、相談のうえ決定します。早めに応募いただい
た方については、雇用時期が早まる場合があります。
【１２／１７～３／３１の間で約６０日間の勤務です】

不問

土日祝 秋田県農業試験場
毎　週

秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

110人 018-881-3330

不問

70人 018-828-1100

不問
130人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22664981

～平成31年3月31日
労災

05010-22683781

宿直員

○宿直員として従事していただきます。
・戸締り、火気、入所者の確認等
・その他、付随する業務
・電話応対、来客応対（家族訪問時）

＊１９時、２０時、２１時、２２時の１時間毎に４回巡視
＊月・火・金・土曜日勤務。
＊緊急時対応のため施設所有車運転の可能性あり
（入所者の救急受診等）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水木日 社会福祉法人　新成会　介護老人保
健施設　友愛の郷毎　週
秋田県秋田市浜田字元中村２８０－
２９

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目２－３２　山
二ビル５階

4人 018-832-0401

不問
530人 秋田県秋田市

36人 秋田県潟上市

労災
05010-22610081

ホール係・調理補助３．
５Ｈ（レストラン　エミー
ル）

○「レストラン　エミール」での業務に従事していただきます。
・ホール内での業務
・簡単な調理、盛り付け
・洗い場作業、清掃　等

＊雇用期間は年度毎の更新予定あります。

＊６０歳以上の方歓迎します。

不問

月他 株式会社　秋田東北ダイケン

調理員（パート）

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

＊調理員４名で対応しています。

＊食材の注文・配膳は他の担当者が行っております。

＊６０歳以上の方も歓迎

不問

他 株式会社　なりた　ショートステイ　お
いわけ毎　週
秋田県潟上市天王字追分西２－３５

36人 018-873-3400

不問

5人 018-831-2555

不問
17人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-22625881

雇用・労災
05010-22674481

美容一般、理容一般

・美容技術者及び理容技術者としての施術・接客業務を担当
していただきます。

理容師免許・美容
師免許のいずれか
（取得予定でも応
募可）

月他 株式会社　Ｈａｎａｋｏ
その他

秋田県秋田市東通仲町２－１６

その他
秋田県秋田市外旭川字三後田２２番
地１

2人 018-853-6253

不問
2人 秋田県秋田市

24人 秋田県秋田市
4ヶ月

労災
05031- 2191081

歯科助手

○歯科衛生士補助業務に従事していただきます。
・歯科診療補助　・歯科予防措置補助　
・歯科保健指導補助　・設備、器具の洗浄・消毒

＊院長の指示に従って院長の診療のサポートをしていただき
ます。

不問

木祝他 たかはし歯科クリニック

セルフ　ガソリンスタン
ドスタッフ【秋田市：マル
モ】

◆セルフ型ガソリンスタンドにおける業務全般を担当して
　いただきます
＊給油等で操作に戸惑うお客様への対応
＊当社のお得な車検等のご案内
＊お客様を気持ちよくお迎えする為の清掃
※セルフ給油なので、体力的な負担はありません

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 森沢石油　株式会社
その他

北秋田市米内沢字長野沢１３９－１

8人 0186-72-3021

不問

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-22614581

不問

他 ローソン　秋田広面蓮沼店
毎　週

秋田県秋田市広面字蓮沼１０１－１

15人 018-834-0377

3ページ中 2ページ

平成30年11月26日発行（平成30年11月22日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

コンビニ店員「２２時～
５時他」【急募】

○コンビニエンスストアにおける接客・販売業務に従事してい
ただきます。
・レジ接客、販売
（レジはバーコード読み取り型です）
・商品発注、品出し
・店内清掃
・その他、付随する業務
＊未経験者にも作業手順は教えます。
※パート店員の欠員補充のための≪急募≫です。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給（時給換算）

1人 803円～803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～15時30分 就業場所
(2)10時15分～17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～10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～11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

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～12時00分 就業場所

270人 018-833-1131

不問
1,830人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-22672981

～平成31年2月28日
労災

15010-44794681

≪急募≫給食食器洗
浄員

○「中通リハビリテーション病院」での給食食器洗浄業務全
　般を担当していただきます。

＊午前のみ３．５時間の勤務です。

＊６ヶ月毎の契約更新あります。

＊制服貸与します。

不問

他 社会医療法人　明和会　中通リハビ
リテーション病院その他
秋田県秋田市中通６丁目１－５８

その他
新潟市中央区山二ツ５７６番地１１号

5人 025-287-1251

不問
269人 秋田県秋田市

269人 秋田県秋田市
～平成31年2月28日

労災
15010-44792081

（請）クリーンクルー（秋
田市土崎）

○店内の一般清掃作業
　・トイレ清掃
　・ゴミ回収（リサイクル品）



＊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

（請）クリーンクルー（秋
田市仁井田本町）

○店内の一般清掃作業
　・トイレ清掃
　・ゴミ回収（リサイクル品）



＊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

4人 025-287-1251

不問

不問
2,532人 秋田県秋田市

平成31年1月4日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-22689681

不問

土日祝他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

23人 018-866-2012

平成30年11月26日発行（平成30年11月22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

と畜検査補助（非常勤
嘱託職員）

・冷蔵庫内で、検査が終了した枝肉（豚・牛・馬等）に、専用の金属製
器具により検印を押す作業が主体です。
　≪冷蔵庫は、と畜場と同棟にありますので、と畜場を行き来するこ
とになります≫
・現場検査に使用する用具出しと洗浄
・精密検査器材の準備と洗浄
・汚れた作業服の洗浄
・事務所内の業務補助
・手数料等申請書の確認
・その他、別棟の検査所で検査員が使用した器具・衣類等の洗浄

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

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

『会社説明会』のご案内


