
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 196,885円～344,549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30分～17時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

月給

2人 228,000円～235,000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20分～17時30分 就業場所

月給

1人 215,500円～265,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30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 205,000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～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時00分

月給

1人 190,000円～261,000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～12時30分
(3) 9時00分～17時00分

日給（月額換算）

1人 144,637円～144,637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30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 137,064円～154,197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30分～18時00分 就業場所

月給

1人 250,000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 64歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分

日給（月額換算）

1人 184,000円～253,000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

018-852-5568

8人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-20826181

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
チェーンソー資格
者
＊車両系建設機械
等資格があれば尚
可

雇用・労災・健康・厚生
13120-20100581

伐木造材手

○作業現場にて、伐木（伐採）・造材・搬出作業等の林業
　作業に従事します。
・チェーンソーを使用した作業あり
＊現場は県北部が多い（県外もあり）
＊会社に集合し、社用車で現場へ移動します。
＊遠方の現場の場合は早朝集合もあり（７時００分頃）
＊県外出張時は宿泊代会社負担
＊車両系建設機械等の資格がない方には、入社後に取得し
ていただきます。

日他 有限会社　エフ・ジー
隔　週

秋田県南秋田郡五城目町高崎字田
中２８７

8人

その他
東京都墨田区太平４－１－３　オリナ
スタワー１７階

0人 03-3829-3401

不問
7,700人 秋田県秋田市

秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20834181

店舗管理（店長・ＳＶ候
補）／いきなりステーキ
秋田東通店

・立食のステーキ専門店の店長候補として調理、接客スケ
ジュール管理、従業員教育、発注といった店舗管理業務全般
をお任せします。

※先々講習・研修等に参加、習得されてから店長として活躍
して頂きます。
　（当社店長：管理職ではなく残業等支払対象となります）

※１１月３０日　ＯＰＥＮ予定

不問

他 株式会社　ペッパーフードサービス

医療事務「小玉医院」

○事務員として従事していただきます。
・電話応対、来苑者の窓口応対
・利用料金の窓口処理
・レセプト請求
・備品管理
・会議資料作成
・書類整理　等
※　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 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

28人 018-877-7110

医療事務経験者

5人 018-866-2012

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市
平成30年11月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-20829681

平成30年12月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-20813581

一般事務（日額嘱託職
員）下新城交流セン
ター

○一般事務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・センターの管理に関すること
　パソコンを使用しての施設利用への対応、処理等
・センターで実施する生涯学習用務
　婦人学級等の運営

不問

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市中通五丁目１番５１号
北都ビルディング６階

10人 050-3383-5550

パソコン操作可能
な方（ワード・エクセ
ル）

900人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康
05010-20804981

一般事務

○併設する法律事務所のスタッフ弁護士に関する事務全般
の補助業務、来客・電話対応

＊当事務所の業務全般の補助へ担当替えの可能性あり（事
務所業務は下記の通り）　　　　　　　　　
・電話対応、来客応対、パソコンによる文書作成　　　　
・裁判所、弁護士、司法書士との事務対応
　

不問

土日祝他 日本司法支援センター秋田地方事務
所（法テラス秋田）

歯科衛生士

○歯科医院での歯科衛生士業務
・歯科医師の診療補助全般
・予防処置
・口腔衛生指導
・歯周病に対する処置
・診療に関する器具、材料の準備や片付け　など
【右欄就業時間】
（２）水曜日（休憩なし）
（３）土曜日（休憩１２０分）

歯科衛生士免許

日祝他 わかさ歯科クリニック
その他

秋田市広面字谷地田８３－３

7人 018-831-2962

不問

4人 018-828-1112

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康
05010-20820981

雇用・労災・健康・厚生
05010-20818181

看護師・准看護師

○診療所（クリニック）において患者さんの外来補助・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

その他
秋田県秋田市下北手梨平字登館８
番地

43人 018-839-5977

不問
178人 秋田県秋田市

39人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20814481

看護師「特別養護老人
ホーム八橋」


○特別養護老人ホーム八橋での看護業務（医療ケア）に従事
していただきます。

＊就業時間（１）～（３）の交替勤務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




正看護師

他 社会福祉法人　桜丘会

看護師・准看護師

○デイサービス、ショートステイにおける看護業務を担当して
いただきます。
・利用者へのバイタルチェック及び介護全般
・医療機関への取り次ぎ業務
・その他付随する業務

＊勤務日数・就業時間は相談に応じます



看護師又は准看護
師

他 有限会社　夢紡
毎　週

秋田県秋田市茨島４丁目５番１０号

39人 018-896-0071

不問
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

電気通信工事・電気工
事
ケーブルテレビ工事全
般

○電気通信工事及び電気工事
○ケーブルテレビ工事全般
・光ケーブル配線、接続（屋内・外）
・同軸ケーブル配線、接続（屋内・外）
・社用車使用
・早出、残業、休出業務あり
＊高所作業あり
＊作業は秋田市内が殆どです。
＊未経験の方にも丁寧に指導します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ＴＥＡＭ　ＣＮＡ　ＥＮＧＩＮＥ
ＥＲＩＮＧ毎　週
秋田県秋田市八橋南１丁目１－３
（株）秋田ケーブルテレビ内

18人 018-811-0690

不問
18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20823781

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 134,000円～134,000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00分～17時00分 就業場所

月給

1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 18歳以上 就業場所

日給（月額換算）

3人 201,450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00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 201,450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00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 143,225円～168,500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30分 就業場所
(2) 9時00分～16時00分

月給

1人 155,000円～181,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時45分 就業場所

その他
秋田県秋田市楢山本町１－１

25人 018-833-1274

雇用・労災・健康・厚生
05010-20824881

不問
25人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-20808881

配送・加工補助

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

＊配送車は軽自動車を使用（すべてＡＴ車）


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 合資会社　お天気や

タイヤ配達

○一般タイヤ小売店へタイヤの配達作業に従事していただき
　ます。
　・積み下ろし作業（手作業）
　・タイヤ交換作業
　・その他付随する業務　　　　　　　　　　　　　　
＊配達は社用車使用
＊配達エリア：秋田市内中心と県北方面（北鹿地区まで）
※雇入れは随時
※３ヶ月毎の契約更新（条件あり）
※正社員または契約社員への登用の可能性あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　東北ジーワイ　秋田営業
所その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４４

7人 018-865-2580

不問

19人 018-839-3095

不問
19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20836381

雇用・労災・健康・厚生
05010-20837681

重機オペレーター

○各建築現場で重機を運転し、堀削積み込み作業を行いま
す
・建築現場での運転業務
・重機オペレーターの仕事が主になります。
・工事現場の状況により複数人数での作業となります。　

　＊現場は秋田市内が中心です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
車両系建設機械資
格保有者優遇

日他 株式会社　三栄建設
その他

秋田県秋田市仁井田字中谷地１３０
－１

その他
秋田県秋田市仁井田字中谷地１３０
－１

19人 018-839-3095

不問
19人 秋田県秋田市

360人 秋田県秋田市
平成30年11月21日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-20832881

大型運転手

○各建設現場で大型車（１０ｔ、４ｔ、２ｔ等）の運転の
　仕事に従事していただきます・
・砕石・砂の運搬
・残土の搬出
・その他付随する業務

　＊現場は秋田市内が中心です。


大型自動車運転免許
（必須）
（車両系建設機械資
格保有者は優遇）

日他 株式会社　三栄建設

４ｔ運転者《急募》

・秋田営業所に到着した介護用品、医薬品、食品等を仕分け
して持ち出し、秋田市内から大仙市、仙北市の配達を担当し
てもらいます。
・使用車両は、４ｔ箱車です。
・件数は１０～２０件前後となります。
＊業務拡張につき、新しい運転者を急募します。

中型自動車免許（８
ｔ限定可）以上

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

４ｔトラック運転経験
者

不問
351人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-20825281

不問

日祝他 株式会社　木村食品工業　五城目工
場その他
秋田県南秋田郡五城目町字羽黒前
９６－３

21人 018-855-1222
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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

食品製造工


・食品加工作業
　リンゴ・野菜・山菜等の皮むき、カット、リンゴの煮沸等
　の作業
・乾燥作業


＊少ない人数なのでみんなで協力しながら作業を行います。



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 120,000円～120,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 128,137円～128,137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00分 就業場所

月給

1人 198,000円～500,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 33歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 142,110円～186,110円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～19時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 151,200円～151,200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) 6時15分～14時15分 就業場所

時給（月額換算）

2人 137,760円～137,760円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時00分～20時00分 就業場所

月給

2人 170,000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)14時00分～22時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 207,900円～219,450円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 163,200円～204,000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00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 177,560円～194,920円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時30分～ 8時29分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分

・ＰＣ操作必須
（ワード・エクセル）
・定型フォームへ入
力ができること必須

3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20890281

不問

土日祝他 株式会社　東照ジャパン
毎　週

秋田市山王４丁目１－１　秋田県庁
本庁舎地下１階

3人 018-883-0845

平成30年10月31日発行（平成30年10月30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

一般事務【急募】

○事務所内での一般事務業務を担当していただきます。
・端末及び電話による旅行商品の手配
・請求書の作成
・カウンターでの接客対応、レジ対応
・電話対応

＊ＰＣによる作業です。

＊雇用開始日は相談に応じます。（１１月中を予定）

【紹介予定派遣】一般
事務

・電話、来客応対
・パソコンによるデータ入力
・受発注業務
・注文電話受付
・文書作成　　
・その他庶務

＊６か月の派遣期間終了後、派遣先での嘱託社員雇用を前
提とした求人です。

不問

日祝他 パーソルテンプスタッフカメイ　株式
会社　秋田オフィス毎　週
秋田県秋田市中通４丁目５－６　秋
銀・明治安田ビル７Ｆ

2人 018-884-7300

事務経験者
70人 秋田県秋田市

平成30年11月12日～
平成31年5月11日 雇用・労災・健康・厚生

05010-20876081

営業員［秋田市］

◎当社取扱商品のルート販売営業
・現場打合せ
・商品取付のための実測
・見積書作成
・商品手配、納品管理
・受注後の現場管理、工程管理など

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 三和シャッター工業　株式会社　東日
本事業本部東北毎　週
宮城県仙台市宮城野区扇町１丁目１
－４５

8人 022-782-3622

不問
2,588人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-72355281

歯科医院の受付および
歯科助手

○歯科医院の受付業務
・電話対応、データ入力、在庫管理
・診療準備
・後片付け、院内外の清掃　等
・週１日程度の往診補助（社有車／ＡＴ車）
○歯科助手業務
・医師の指示に従っての歯科診療補助
＊明るく親切な対応ができる方を希望します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月祝他 医療法人　信康会　キャッスル歯科
毎　週

秋田県秋田市中通１丁目３－５　秋
田キャッスルホテル２階

9人 018-836-5454

ＰＣ基本操作（エク
セル・ワード）
レセコンの経験あ
れば尚可

14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20871481

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・健康・厚生

05010-20843081

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・健康・厚生

05010-20844381

接客　（割烹　かめ清）

○割烹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
・会席料理の提供と、飲物をお作りして運ぶ
・後片付け　等
・その他付随する業務
＊制服は貸与します。
＊未経験の方には丁寧に指導いたします。
　若女将を目指したい方、歓迎します。
＊６０歳以上の方の応募も歓迎します。

不問

日他 有限会社　割烹　かめ清
その他

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

雇用・労災・健康・厚生
05010-20857881

大型ダンプ運転手

○大型ダンプカー（１０ｔクラス）での骨材（砕石、捨石、砂）な
どの運搬業務です。
　会社のダンプカーは５台です。

※現場、運搬範囲は、主に男鹿市周辺～秋田市内です。

大型自動車運転免許
車両系建設機械（整
地・掘削）あれば尚可

日他 株式会社　杉貞石材
その他

秋田県男鹿市五里合箱井字出ケ沢
１１８

10人 0185-34-2141

不問
45人 秋田県男鹿市

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1403481

大型（ドライバー）《急
募》

＊大型ダンプ運転（１０ｔ車）の仕事です。
※主な積荷は、土砂・砕石・残土・合材等です。
※現場等では、繊細・丁寧な運転技術が要求されます。
※未経験者には指導致します。
※資格が無くても相談下さい。
　（資格取得制度あり・５年勤務の条件付）
※秋田市からの勤務大歓迎。（通勤手当応相談）
　【６０歳以上の方歓迎】
　　・労働条件は個別に相談となります。
　　　　　　　《　　急　募　　》

大型自動車免許
【必須】
※車両系建設機械
あれば尚可

日他 有限会社　木村運輸
毎　週

秋田県大仙市飯田字大道端５－２

9人 0187-62-2200

不問
9人 秋田県大仙市

雇用・労災・健康・厚生
05040- 5920781

設備管理技術者（秋田
大学医学部附属病院）

○設備管理
○機器の運転操作及び監視
○機器の測定及び記録等

＊雇用期間は、１２ヶ月毎の契約更新です。

＊６０歳以上の方歓迎します（６０代の方も働いています）

不問

他 株式会社　オーエンス秋田支店
その他

秋田市中通２丁目３－８　秋田アトリ
オンビル８Ｆ

14人 018-832-5583

不問
2,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20861981

℡ 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 168,000円～273,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 20,000円～20,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
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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

保温・板金工「建設」

設備・プラント（石油プラント・火力プラント）等の保温・板金工
事。
＊現場エリア：全国（北海道～九州まで）の各現場
【最近は秋田県内の現場が多くなっております】。
＊就業先が全国各地の各現場となりますので、県外での就
業に支障がない方。

＊県外等の通勤困難な現場の場合は、当社にて宿泊先等を
確保します。 雇用・労災・健康・厚生

03010-26416781

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日他 有限会社　藤松工業
毎　週

岩手県盛岡市小鳥沢一丁目１４番１
号

5人 019-661-5735

0人 0185-45-2036

不問

不問
5人 岩手県盛岡市

05011- 1400681

農作業補助員

○倉庫内でのもみ殻の処理作業
・機械操作により、格納庫内のもみ殻をフレコンに落下させて
入れる作業

※１１月上旬、１～２日間のみの短期アルバイトです。
　農作業のため、天候によっては時間などが変わることも
　あります。

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 大塚　直子
な　し

秋田県南秋田郡大潟村字東３－２－
３３

0人 秋田県南秋田郡大潟村

　　　　●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３１日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【営業職】
　２．　１１月　１日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　３．　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！！
　４．　１１月　５日　社会福祉法人晃和会【介護職員、相談員】
　５．　１１月　６日　西武秋田店【化粧品販売メンバー】
　６．　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】
　７．　１１月　８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　８．　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】
　９．　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】
１０．　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】
１１．　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

月給

1人 242,800円～447,980円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 220,500円～363,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,000円～140,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 250,000円～410,000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 150,000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00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～12時00分

月給

1人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 135,000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) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 230,000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 59歳以下 (1) 8時50分～18時20分 就業場所
(2)10時30分～20時00分
(3)11時30分～21時00分

月給

1人 202,600円～302,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 230,000円～230,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

1人 018-853-7746

不問
1人 秋田県秋田市

6ヶ月

05010-20923081

雇用・労災・厚生
05010-20897481

営業職（契約社員）

・新電力ハルエネ秋田でんきの地域創生プランのご案内と申
込みの獲得のお仕事です。
・お客様はプランの変更申込だけで電気料金の割引で削減で
きるメリットがあり、申込による費用はないので気軽にご利用
頂ける今が旬な商材です。もちろん営業職なので獲得利益に
よりインセンティブ賞与があるので実績により稼げる仕事で
す。

＊社用車準備予定

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田エナジー株式会社
毎　週

秋田県秋田市外旭川字三後田２３１

その他
秋田県秋田市山王臨海町４－６　ア
ナザーワン２１３号

11人 018-865-0103

パソコン操作（エク
セル・ワード）できる
方

11人 秋田県秋田市

400人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-35796182

営業

・元請取引会社への営業、打ち合せ
・現場に関する補助事務（書類作成等）
・その他、代表の業務補助

※個人所有の車及び携帯電話を業務で使用していただきま
す。（借上げ代支給）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　アイエスビー

販売スタッフ・ギフトアド
バイザー（秋田店・正社
員）

＊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）
＊未経験者の方も努力次第で様々なキャリアアップが可能
　です。
＊年間休日１２０日で土日祝も交替でお休みいただけます。
＊安心の東証ＪＡＳＤＡＱ上場企業で働きませんか。

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

6人 018-857-0550

不問
43人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20903781

平成30年12月1日～平
成31年12月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-20931381

経理、財務会計業務

○会計業務全般を担当して頂きます。
・電話応対、来客対応
・伝票整理、請求書作成
・売上管理業務、総務業務

＊未経験者でも丁寧に指導いたしますので、ご安心して応募
下さい。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社メガネの平川
その他

秋田県秋田市仁井田栄町２－３６

毎　週
秋田県秋田市山王５丁目７－３０　山
王ＭＮビル１階

3人 018-824-5507

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）
給与・経理事務経
験があれば尚可

3人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20909681

一般事務　≪急募≫

○協会事務局において以下の事務を担当していただきます。
［主な仕事内容］
・文書の作成及び協会加盟社への発送
・国家試験実施作業（会場準備、受付等）
・給与支給、事務局経理
・各種行事・会議等の補助
・データ入力等

＊雇用契約は１年毎の更新になります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 一般社団法人　秋田県警備業協会

事務局職員

＊総務および経理業務全般に従事していただきます。
・パソコン操作
・伝票処理等
・接客、電話応対など

・外出用務あり、銀行および当職場関係先へは組合所有車
（ＡＴ車）を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
簿記３級以上あれ
ば尚良

日祝他 秋田電気工事協同組合
その他

秋田県秋田市外旭川字三千刈１４４
－１

12人 018-862-0350

ｗｏｒｄ、ｅｘｃｅｌの操
作可能な方
簿記・総務の実務
経験あれば尚よし

3人 018-835-2388

パソコン操作ので
きる方（ワード、エク
セル）

3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20927581

平成30年12月1日～平
成31年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-20926981

社会保険労務士

○人事労務管理の相談、指導及び社会保険労働保険の事
務手続き（届出、申請書、報告書等の作成）、給与計算及び
社会保険労務士法に基づく書類の作成の業務を行います。
＊官庁への届け出業務（ＡＴ社有車使用）
＊契約した企業、団体への相談指導業務
＊その他、付随する業務

・社会保険労務士試
験合格者または登録
者
・普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 社会保険労務士法人　秋田労務行
政事務所毎　週
秋田県秋田市中通６丁目１－２４　菅
兼ビル２Ｆ

毎　週
秋田県秋田市土崎港西３丁目８－１
４

10人 018-846-0415

不問
17人 秋田県秋田市

1,848人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-72496681

保育士（土崎）（産休・
育休代替）

○小規模認可保育所（０～２才・定員１９名）の新規事業の保
育業務全般を担当します。
・子供の遊び相手、各所行事に係る制作準備
・記録票、連絡帳の作成等の事務的作業
・清掃及び雑用等の業務もあります。

＊１９名の園児を６人でお世話します。
＊未経験の方には丁寧に指導いたします。


保育士

日祝他 小規模認可施設　秋田みなと園

建築施工管理業務［秋
田市］

鉄骨工事及び外壁工事の施工管理業務
・品質管理、工程管理、協力会社の安全管理・・・など

「鉄骨工事」が事業の大きな柱であり、マンション、商業施設、
オフィスビル、公共施設など大型の箱モノ工事を得意としてい
ます。
◎ひとりに負荷がかからないよう、業務はチームで分担




２級建築施工管理
技士以上

土日祝他 カメイ　株式会社
毎　週

宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１
－１８

34人 022-264-6113

建築工事の施工管
理経験

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

総合職（技術・図面業
務：電気設備））［秋田・
横手・大仙］

各建設現場における電気設備施工管理業務補助に従事して
頂きます
＊未経験の方には丁寧に基本から教育させて頂きます。
＊未経験やブランクのある方も歓迎致します。
※随時、各地域にて面接や会社説明会を行っております。
　予約や今後のスケジュール等はお気軽にご連絡ください。
※就業場所は応相談させていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【画像情報あり】

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

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
04010-72576681

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 230,000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 59歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 118,800円～118,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時15分

月給

1人 133,000円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

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

時給（月額換算）

1人 155,520円～155,520円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)21時00分～ 6時00分 就業場所

月給

3人 200,000円～400,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時45分～17時45分 就業場所

月給

1人 200,350円～293,350円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17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 45歳以下 (1) 5時00分～14時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 155,520円～155,520円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 155,520円～155,520円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

3人 018-863-5010

雇用・労災・健康・厚生
05010-20921281

不問
30人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20920881

商品の仕分・検品（８：０
０～１７：００）

○コンビニ向け弁当・惣菜・おにぎり・調理パンを検品し配送
先の店舗別仕分け作業に従事していただきます。

＊作業服貸与いたします。

※月２回希望休あります。

不問

他 株式会社　ウィンカム
毎　週

秋田県秋田市川尻大川町１－２５
アップヒル２１　２Ｆ

毎　週
秋田県秋田市川尻大川町１－２５
アップヒル２１　２Ｆ

3人 018-863-5010

不問
30人 秋田県潟上市

237人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20918981

商品の仕分・検品（７：０
０～１６：００）

○コンビニ向け弁当・惣菜・おにぎり・調理パンを検品し配送
先の店舗別仕分け作業に従事していただきます。

＊作業着貸与いたします。

※月２回希望休あります。

不問

他 株式会社　ウィンカム

配送・商品管理及び営
業サポート

◎取扱商品（青果物一般）の販売における下記の業務に従
事していただきます。
・商品配送業務
・配送は４ｔ車ないし２ｔ車（ＭＴ）を使用します。
・営業サポート業務
・営業担当者の指示のもと商品の分荷、積込み等の業務
・在庫管理業務等

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　松紀
その他

秋田県秋田市外旭川字待合２８

137人 018-869-5566

不問

40人 080-5068-0080

不問
130,676人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20911781

雇用・労災・健康・厚生
13040-27785182

セールスドライバー

○「クロネコヤマトの宅急便」のセールスドライバーです。
　１～２ｔトラックでの荷物の配達・集荷をする業務です。
・全国から来た荷物、送る荷物を集荷する業務をしていただき
ます。
・配達および集荷のエリアは秋田市内になります。
・１～２ｔの箱型トラック（ＡＴ・ＭＴ）を使用。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可、免
許取得から１年以
上必須）

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田飯島セ
ンターその他
秋田県秋田市飯島道東１－７－４７

技術職／秋田支店

エンジニアとして受託したエレベーターの点検及びメンテナン
ス業務を担当

事務処理

ＰＣ（ワード、エクセル）を作って見積作成、報告書作成を行っ
て頂きます。

土日祝他 エレベーターコミュニケーションズ株
式会社毎　週
東京都品川区南大井６－１６－１６
鈴中ビル大森３Ｆ

3人 03-5767-8111

145人 秋田県秋田市

3人 018-863-5010

不問
30人 秋田県潟上市

普通自動車免許
（ＡＴ可）
ペーパードライバー
不可
昇降機検査資格あ
れば尚可

雇用・労災・健康・厚生
05010-20922181

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20901581

調理（２１：００～６：００）

○コンビニ向け弁当・惣菜・おにぎり・調理パンの調理に従事
していただきます。

＊作業服貸与いたします。

※月２回希望休あります。

不問

他 株式会社　ウィンカム
毎　週

秋田県秋田市川尻大川町１－２５
アップヒル２１　２Ｆ

毎　週
秋田県秋田市楢山川口境５－１１イ
オン秋田中央店２Ｆ

3人 080-6725-0476

不問
80人 秋田県秋田市

1,415人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-20919581

ネイリスト

○ネイルサロンにて、予約管理及びお客様に施術を行ってい
ただきます。
・お客様の予約管理
・ケアコース　　　・カラーリング
・フットケア　　　・ジェルネイル　等
・その他、付随する業務

＊お客様への勧誘がなく、ノルマは一切ありません。
＊正社員登用制度あり。


不問

他 ネイルサロンリコット（株式会社トワ・
プール）

検査助手

○次のような検査助手業務に従事していただきます。
・採血管運搬業務
・検査用採血管の準備
・簡単なパソコンでの入力業務
・採血患者誘導
・その他、付随する業務

＊土曜日は隔週で（２）の勤務

不問

日祝他 社会医療法人　明和会　中通総合病
院その他
秋田県秋田市南通みその町３番１５
号

819人 018-833-1122

不問

不問
1人 秋田県秋田市

05010-20924381

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田エナジー株式会社
毎　週

秋田県秋田市外旭川字三後田２３１

1人 018-853-7746

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

営業職（正社員）

・新電力ハルエネ秋田でんきの地域創生プランのご案内と申
込みの獲得のお仕事です。
・お客様はプランの変更申込だけで電気料金の割引で削減で
きるメリットがあり、申込による費用はないので気軽にご利用
頂ける今が旬な商材です。もちろん営業職なので獲得利益に
よりインセンティブ賞与があるので実績により稼げる仕事で
す。

＊社用車準備予定



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 185,000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) 7時55分～16時45分 就業場所

月給

1人 180,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 170,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時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 205,000円～225,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

3人 190,000円～220,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 160,000円～200,000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 就業場所

月給

1人 160,000円～200,000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 就業場所

月給

1人 160,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時00分 就業場所
(2) 9時30分～19時00分

月給

1人 178,000円～213,500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 18歳～34歳 (1) 8時30分～17時30分 就業場所510人 秋田県秋田市

株式会社　ホテル・アルファーワン秋
田毎　週
秋田県秋田市中通４丁目１６－１

05010-20973381

支配人候補

１）先ずはフロントスタッフとして従事して頂きます。
　　主にチェックイン、チェックアウトなどの接客応対・
　　インターネット、電話からの予約受付。

２）フロントの仕事を習得後、一定期間の研修を経てホテル責
任者として管理室業務に従事して頂きます。
・売上集計管理、設備維持保守管理
・その他ホテル業務に付随する一切の管理業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他

測量士補または技
術士補以上
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
ＲＣＣＭ、測量士、
その他業務に関す
る資格があれば尚
可

普通自動車免許
（ＡＴ限定可、必須）
土木施工管理技士
２級以上・測量士・
ＲＣＣＭ（優遇）

10人 018-836-5800

不問

15人 018-834-5015

パソコン（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃ
ｅｌ、インターネットが
使用できること
経験者優遇（未経験
者も可）

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21029881

雇用・労災・健康・厚生・財
形

雇用・労災・健康・厚生
03010-26628781

衣装関連スタッフ（スタ
イリスト）正社員【秋田】

○衣装部門の業務を担当していただきます。
（レンタル振袖、ウエディングドレス、子供衣装などのスタイリ
ング、コーディネート）

＊お客様の笑顔の写真を撮影している写真館の衣装業務

＊一般アパレル（洋服）や着物関連業務、ブライダルなどの
経験者優遇します。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　岩田写真
隔　週

秋田県秋田市中通１丁目３－３０

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

60人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
03010-26625981

保育士（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（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。


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

不問

022-291-3810

912人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
04010-73510581

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21064181

土木技師［秋田市］

発注者等の意向を汲みながら多種多様なプロジェクトの工事
監督支援、積算技術、技術資料作成及び保全管理等を支援す
る。
具体的には、公共事業等のインフラ整備において発注者を補助する
立場にて、工事契約の履行に必要な資料作成、工事施工状況の確
認・検査等への臨場等の技術サービスを提供する
※レベルアップのための技術研修あり
※年度毎契約更新
［正社員化が前提（但し、入社後の評価による）
正社員登用後は昇給、転勤の可能性、退職金制度あり］

土日祝他 日本振興　株式会社　東北支店
毎　週

宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目３
－１０　仙台ＴＢビル４階

219人

技術職

○公共事業に関わる一般土木設計（道路、河川砂防、構造
物等）、農業土木設計（用排水路、ため池等）に従事していた
だきます。

※他の土木系工種もあります。ご相談に応じます。

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


日祝他 株式会社　ウヌマ地域総研
その他

秋田県秋田市八橋新川向１３－１９

48人 018-863-5809

62人 秋田県秋田市

30人 018-839-6516

実務経験者
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20941981

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05060- 6103581

一般住宅リフォームの
現場管理

○住宅リフォームの現場管理、積算業務に従事していただき
　ます。
・現場管理（建築、リフォーム）
・積算業務
・現場は秋田市内が中心です。
・朝会社に集合してから社用車で現場に向かいますが、直行
直帰していただく場合もあります。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　北勢工業
その他

秋田県秋田市仁井田本町５丁目１－
６２

隔　週
秋田県横手市安田字堰端９番地１

2人 0182-33-0300

実務経験者（１年以
上）

36人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21012281

建築現場管理
＊建築工事現場における作業の指揮監督をする。

＊関連する作業の手順、資材、機械等の手配と作業責任者
に
　適切な指示を与える。


【資格】
１：建築施工管理技士１級又は２級


１：建築施工管理技
士１級又は２級
２：普通自動車運転
免許

日祝他 株式会社　半田工務店

現場管理・営業補助

○新築、リフォーム企画、設計、施工時の担当者のサポー
　ト業務に従事していただきます。
・お客様との打ち合わせ時の同行
・見積書の提出ほか書類の受け渡し
・工事現場打ち合わせの同行
・現場確認
・その他、付随する業務
＊女性が多く活躍しています。
＊経験のない方には一から丁寧に指導いたします。

　普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ヨシ
その他

秋田県秋田市横森５丁目１－１

7人 018-884-5533

不問
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

機械設計

○各種工事、メンテナンス工事における機械技術関連設計
　および施工管理を担当していただきます。
・製造設備およびプラントの設置、メンテナンス等

＊移動は社有車使用（ＡＴ車）

＊応募に当たり当社ホームページを閲覧のうえ、参考にしてく
ださい。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 三菱マテリアルテクノ株式会社　秋田
事業所毎　週
秋田県秋田市茨島３丁目１－１８　三
菱マテリアル（株）内

44人 018-823-3249

機械技術に関する
知識または経験を
有する方

1,110人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20937881

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

3人 159,080円～180,400円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時05分 就業場所

日給（月額換算）

1人 138,180円～138,180円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

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 144,000円～168,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 250,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

10人 161,000円～635,000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～59歳 就業場所

月給

2人 145,000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 40歳以下 就業場所

月給

2人 140,000円～182,000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)10時30分～19時30分

月給

2人 172,000円～224,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時45分～17時45分 就業場所
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

月給

2人 172,000円～224,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時45分～17時45分 就業場所
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

10,890人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 15070-11076481

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地域マネジャー、バイ
ヤー（仕入担当）等、会社全体を牽引していく幹部社員を目指してい
ただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づくり、商品管理、店長
代行業務などを通じて知識と技術を習得していただきます。生活用
品から建築資材、農業用品まで、幅広い品揃えで、お客様の層も広
く、得意分野とやりがいを見つけやすい仕事です。
小売業経験や管理職経験のない方でも、商品知識勉強会や店長候
補研修、各種研修、資格取得支援等でスキルアップの機会を設けて
いますので、安心してご応募ください。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　コメリ
その他

新潟市南区清水４５０１番地１

10,890人 025-371-4115

不問

10,890人 025-371-4115

不問
10,890人 秋田県にかほ市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 15070-11074981

平成30年12月1日～

05010-20993581

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地域マネジャー、バイ
ヤー（仕入担当）等、会社全体を牽引していく幹部社員を目指してい
ただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づくり、商品管理、店長
代行業務などを通じて知識と技術を習得していただきます。生活用
品から建築資材、農業用品まで、幅広い品揃えで、お客様の層も広
く、得意分野とやりがいを見つけやすい仕事です。
小売業経験や管理職経験のない方でも、商品知識勉強会や店長候
補研修、各種研修、資格取得支援等でスキルアップの機会を設けて
いますので、安心してご応募ください。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　コメリ
その他

新潟市南区清水４５０１番地１

その他
秋田県潟上市天王字追分５０－４

0人 090-1065-0960

接客販売経験者
（小売店での販売
経験２年以上）

0人 秋田県潟上市

3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21040381

販売員

○洋菓子（ケーキ、焼き菓子等）の販売業務全般
・接客業務（レジ会計、包装等）
・商品の陳列、補充
・その他、付随する業務

不問

水他 パティスリー　ハラタ

【急募】ケーキ販売員・
製造（正社員）

○ケーキ販売店舗において販売・製造業務を担当
・接客、商品説明、包装、レジ等
・ケーキ製造
・その他付随する業務あり
＊ケーキの販売、製造に興味のある方希望
＊お店のディスプレイ、包装等、一緒にアイデアを考えてく
　れる方
＊白衣、制服貸与

不問

火他 Ｍａｉｓｏｎ　Ｎａｋａ　（メゾン　ナカ）
その他

秋田県秋田市手形田中５－４７　１Ｆ
－Ｂ

3人 070-6462-3312

不問

5,777人 0178-21-1833

不問
5,777人 青森県八戸市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 02020-16704781

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20982381

販売職

◇店舗にて各部門（青果・食肉・水産など）での売場管理
　（商品陳列・補充）、商品管理（在庫管理）、接客対応等
・レジカウンターにおいての接客、売上金の集計
・ＰＯＳシステムを使用してのレジ業務
・サービスカウンター業務全般（包装・配送・受付等）

※将来の店長及び本部スタッフ候補

不問

他 株式会社　ユニバース
その他

青森県八戸市大字長苗代字前田８３
－１

その他
秋田県秋田市山王７丁目９－３５　本
社ビル４階

7人 018-874-8388

　総務または経理
の実務経験３年以
上

7人 秋田県秋田市

60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20974681

総務・経理（管理職候
補）

○以下、総務・経理事務の主な業務です。
　管理職候補としてトータル的に担当していただきます。
・キャリア採用活動
・勤怠管理・給与計算・社会保険の手続き
・決算経理業務
・福利厚生制度の整備・運用
・社内ネットワークの管理

　＊人事・労務・財務経験者歓迎。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（簿記資格所有者
優遇）

日祝他 株式会社　あきたマネジメントサポー
ト

医療事務・一般事務

○当病院事務部での医療事務業務に従事していただきま
す。
・受付、会計業務、レセプトコンピューターを使用しての
　レセプト業務
・電話応対、来客窓口対応
・事務用品、物品の管理

＊パソコンはＷｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌとレセプト専用ソフトを
　使用します。

不問

他 医療法人　小泉病院
その他

秋田県秋田市中通４丁目１－２８

60人 018-833-6371

不問

47人 018-893-6211

パソコン操作（エク
セル表計算・ワード
文書作成）

83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

05010-21045781

平成30年12月1日～平
成31年5月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-20981081

一般事務補助

○総務企画部にて、経理・社会保険関係を中心とした総務事
務を担当していただきます。
（主な業務）
・経理伝票入力　　　　　　　     ・銀行用務
・社会保険関係の書類作成　　・事務用品の管理
・来客、電話対応
※経理伝票入力に専用プログラムを使用しますが、使用方法
は指導します。
※公用車（ＡＴ）使用

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 公益社団法人　秋田県農業公社
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－２　秋
田地方総合庁舎５Ｆ

毎　週
秋田市山王３丁目１－１

29人 018-860-5221

パソコン操作可能
な方（エクセル・
ワード・一太郎）

29人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20972081

事務補助

○福利課にて次のような業務に従事していただきます。
・来訪者、電話の対応（洗いもの含む）
・文書の入力処理
・文書の受付、整理
・各種郵便物の発送
・パソコンによる文書作成及びデータ集計処理
・その他　事務補助

不問

土日祝他 秋田県　教育庁　福利課

一般事務

　・ホームページ管理、インターネット販売管理
　・電話対応
　・各取引先様（デパート・宿泊施設等）への納品書、請求書
の作成
　・工場製品の在庫管理
　・店舗でのスタッフ指導・管理など販売応援、ディスプレイ展
示作業
　・各店舗を訪問し管理指導（移動は社用車／ＡＴ車使用）　・
各種提案書類の作成

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ゆう幸
その他

秋田県秋田市御所野下堤３丁目２－
３

12人 018-827-5636

パソコン操作できる
方

基本的なＰＣ操作・
入力が可能な方

16人 秋田県秋田市
～平成30年12月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-21118881

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
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事務【期間限定】

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

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



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 172,000円～224,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時45分～17時45分 就業場所
(2)10時45分～19時45分
(3)12時15分～21時15分

月給

1人 156,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～17時45分 就業場所
(2) 9時00分～11時50分

月給

2人 230,000円～330,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 44歳以下 (1) 8時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 150,000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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～12時00分

月給

1人 190,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 137,000円～159,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 7時30分～16時00分
(3) 9時30分～18時30分

時給（月額換算）

1人 132,284円～156,240円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 134,000円～136,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 5時00分～13時45分
(3) 9時30分～19時00分

時給（月額換算）

2人 149,760円～149,760円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１週間単位非定型的企業全体

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)12時00分～21時00分

14人 018-836-1308

不問
2,210人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20978781

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20960781

接客及び調理

○ファミリーレストランにおける接客及び調理業務に従事して
いただきます。
・その他付随する業務 不問

他 株式会社イオンイーハート　　　　　
　四六時中　秋田中央店毎　週
秋田県秋田市楢山川口境５番１１号
イオン秋田中央店２階

その他
秋田県秋田市添川字鶴木台６５番地
３

64人 018-868-1188

不問
141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
05010-20934581

調理員

○特別養護老人ホームにおける調理業務全般を担当してい
た
　だきます。
・入所者９０名分を８人で調理します。
・調理、盛り付け、厨房内片付け
・その他付随する業務

＊勤務状況等による、１年毎の契約更新あり

不問

他 社会福祉法人　ともしび会　特別養
護老人ホーム　光峰苑

給食業務「中通アネック
ス」
≪急募≫

○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年毎となります。
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

4人 018-834-1141

不問

64人 018-868-1188

不問
141人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-20957381

雇用・労災・健康・厚生
05010-21041681

介護士（光峰苑）準職
員

○高齢者の介護業務全般
・入浴
・排泄
・食事　等の介助
＊就業時間（４）１６：００～９：００・夜勤　月６回程度
＊就業時間（１）～（４）のシフト制
＊未経験者については、マンツーマンで指導いたします。
＊本人の勤務状況等により契約更新の可能性あり

介護職員初任者研
修またはヘルパー
２級

他 社会福祉法人　ともしび会　特別養
護老人ホーム　光峰苑その他
秋田県秋田市添川字鶴木台６５番地
３

その他
秋田県秋田市外旭川字四百刈７２

1人 018-868-3884

不問
1人 秋田県秋田市

25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20976581

総合職

○建設資材等の営業（主な営業先：官公庁や民間企業）
・事務所内での売り上げの清算業務（ＰＣを使用）
・下水道維持工事等

※主な営業の範囲は秋田県内です。
※営業などの外出の際は社用車（ＭＴ車）を使用します。
※作業着貸与します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　三伸商事

ルートセールス

・当社顧客先への各自動車メーカー（純正商品等）のルート
セールス
・企画書作成等（パソコン使用）
・業務上、車を使用する機会有（社有車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 スリーボンドアーベル東北　株式会
社　秋田営業所毎　週
秋田県秋田市寺内字三千刈２４８

3人 018-862-4421

不問

6人 018-889-6355

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

139人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-20943481

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-73096981

営業補佐（秋田）

・介護施設への配送業務（紙おむつ等の介護用品）
・福祉用具（介護ベッド等）の搬出業務
・上記に伴う書類作成、整備
（エリア：秋田市を含む近郊市町村）

＊社用車使用（ＡＴ、ＭＴあり）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）
（福祉用具専門相談
員または介護福祉士
あれば尚可）

日祝他 株式会社　小田島アクティ　介護用
品部　秋田営業所その他
秋田県秋田市御所野下堤２丁目１番
７

その他
宮城県仙台市宮城野区日の出町２
丁目１－４３

40人 022-385-6922

不問
5,602人 秋田県秋田市

29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 02010-20858981

引越アドバイザー［秋田
市］

◎事業拡大につき、急募
引越の見積をご依頼のご家庭に訪問し、家財量・日程を確認
し、引越のプランニングをします。ニーズのあるお客様宅にの
み営業に行くので飛び込みの営業はありません。
※最初は先輩に同行し、仕事を覚えていただきます。
※売上目標はありますが、個人ノルマはありません。
　未経験者の方も安心してご応募ください。
＊業務上、社用車を使用する機会有り

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　サカイ引越センター　東北
推進課

営業職（秋田市）

医療機器の販売

◎医療機器は常にＩＴやＡＩなどの最先端技術を取り入れてお
りますので、最先端の知識を習得できます。

※営業範囲：秋田県内

※業務には社用車を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 江渡商事株式会社
その他

青森県青森市問屋町１丁目１１－１５

1人 017-738-4135

パソコン操作（エク
セル・ワード程度）

不問
10,890人 秋田県湯沢市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 15070-11079281

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　コメリ
その他

新潟市南区清水４５０１番地１

10,890人 025-371-4115

平成30年11月2日発行（平成30年11月1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

店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員）

販売からスタートし、将来的には大型店店長や地域マネジャー、バイ
ヤー（仕入担当）等、会社全体を牽引していく幹部社員を目指してい
ただく職種です。
まずはホームセンターでの接客、販売、売場づくり、商品管理、店長
代行業務などを通じて知識と技術を習得していただきます。生活用
品から建築資材、農業用品まで、幅広い品揃えで、お客様の層も広
く、得意分野とやりがいを見つけやすい仕事です。
小売業経験や管理職経験のない方でも、商品知識勉強会や店長候
補研修、各種研修、資格取得支援等でスキルアップの機会を設けて
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

月給

1人 143,000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 35歳以下 (1) 7時30分～16時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)12時00分～20時45分

月給

5人 180,000円～280,000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 (1) 8時30分～16時30分 就業場所
(2)16時00分～ 0時00分

日給（月額換算）

2人 134,890円～134,890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 229,000円～343,500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 18歳以上 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時50分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 150,360円～150,360円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時55分～16時05分 就業場所

月給

1人 135,000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30分 就業場所

時給（月額換算）

10人 176,000円～176,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給（月額換算）

2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

月給

4人 135,000円～170,000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～35歳 (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）

1人 150,500円～150,500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

～平成30年12月20日
雇用・労災・健康・厚生

05010-21124481

毎　週
秋田県秋田市保戸野桜町２０－７

5人 018-893-5805

不問
30人 秋田県潟上市

14,000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

05010-20965381

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

電気機器製造（交替
制）　　　　【五城目町】

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

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

＊就業開始日相談可能

不問

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

20人 0120-709-707

不問

0人 090-1065-0960

不問
0人 秋田県潟上市

05010-20995781

平成30年11月19日～
平成30年12月31日 雇用・労災

05010-20958681

製造員（洋菓子）

○洋菓子の製造業務全般
・仕込み、仕上げの補助
・軽量、洗い物
・その他、付随する業務

不問

水他 パティスリー　ハラタ
その他

秋田県潟上市天王字追分５０－４

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

1人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21087881

製造オペレーター（手作
業）　　【秋田市】

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

＊重量物はありませんが、体を大きく動かす作業です。

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

自動車塗装工

○自動車の塗装業務
・自動車の鈑金塗装及び車体の整備
・ロードサービスの受付業務

・自動車のへこみ・傷等を高い技術で新車同様に直してお客
様に喜ばれるやりがいのある仕事です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　長谷部鈑金
隔　週

秋田県秋田市外旭川八柳３－１４－
５４

6人 018-868-0284

不問

2人 018-853-6966

建築板金経験者
2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21003881

平成30年11月12日～
平成31年5月11日 雇用・労災・健康・厚生

05010-21000581

建築板金工（経験者）

○主に木造住宅の屋根板金、外壁、雨樋工事です。
・高所作業（住宅２階程度）です。
・作業現場は主に秋田市内です。（市外の場合もあります）

＊社用車あり（１ｔ半トラック：ＭＴ）


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 河野板金
その他

秋田県秋田市柳田字川崎１４７

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
110人 秋田県秋田市

200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20936781

研究補助員（生産環境
部）臨時職員

○屋外作業
　・ほ場での作物生育調査補助
　・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

不問

土日祝他 秋田県農業試験場

ホールカウンター係

○ホールでのお客様への接客サービス業務
・玉箱の上げ下ろし
・玉の交換作業
・カウンターでの接客
○店内の軽清掃
○店舗の開閉店作業
○商品在庫管理（景品の管理）
○簡単な機械整備あります（未経験者へも指導いたします）

不問

他 株式会社　文化
その他

秋田県秋田市外旭川待合３

15人 018-869-7272

不問

不問
56人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20985581

不問

他 株式会社　高坂　タリーズコーヒー
フォンテＡＫＩＴＡ店その他
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

6ページ中 4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．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

店内販売及び接客業
務

○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。

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- 6094081

自動車整備工

○自動車整備作業全般に携わっていただきます。
・自社車両、他社車両の整備
・トラック大型、中型車検整備
・普通乗用車車検整備
・その他、付随する業務

【働き方改革関連認定企業】
　＊男女イキイキ職場宣言事業所認定

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
＊３級整備士あれ
ば尚可

他 秋田三八五流通　株式会社

雇用・労災・健康・厚生
05010-20963181

毎　週
秋田県秋田市土崎港相染町西山根
１－１

34人 018-846-6011

不問
220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 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 180,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～16時50分 就業場所

月給

1人 200,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 206,000円～256,000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～16時30分 就業場所

月給

1人 240,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

5人 163,100円～326,200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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1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 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 184,800円～277,200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 132,080円～132,080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00分～16時00分 就業場所

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定不可、ＭＴ
車使用のため）
＊２級土木施工管
理技士、２級管工
事施工管理技士、
車両系建設機械
（整地、運搬）あれ
ば尚可、給与優遇

6ページ中 5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．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

現場発泡ウレタン
フォーム工事／秋田支
店

断熱材にグラスウールではなくウレタンフォームを、「現場吹付け発
砲」という施工方法によって、木造の下地に直接吹き付けます。細か
い隙間があっても簡単に覆うことが出来るので、つなぎ目が無く高次
元の気密化が可能になります。
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。

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
13010-36385182

鋼構造物（鉄骨）の製
造及びＣＡＤによる作
図・帳票の作成

○鋼材の切断、穴あけ、組立、溶接、仕上げ等の業務及びＣ
ＡＤによる作図・帳票の作成、打ち合わせ等の業務を担当し
ていただきます。
・その他付随する業務

＊作業着は全て貸与します。
＊初心者の方歓迎します。
＊男女ともに活躍できる仕事です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 佐々喜興業　株式会社
その他

秋田県秋田市向浜１丁目３－８

19人 018-862-0242

不問
19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20975981

大型運転手（大型、中
型、ユニック車）

○大型車による建設資材等の配送
・積み荷は主に建設資材（外壁材や合板等）
・１３ｔ車または１５ｔ車使用
・主に県内全域（現場、商社、建材店等）

＊高所作業の仕事あり（シート掛）
＊ワンマンでの業務となります
＊早出もあり。４：００～。時間外手当支給。

大型自動車免許
（必須）
移動式クレーン、玉
掛け（必須）

日祝他 小坂通運　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市飯島字砂田５１－１

25人 018-845-5517

不問
115人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20938281

大型トラック運転手（粉
セメント）

○粉セメントの県内配送業務に従事していただきます。
・トラックの点検整備
・構内作業他含む


＊大型トラック（粉粒体運搬車）に粉セメントを機械で
　いれ、県内の現場や工場へ配送する。
＊現場では、ホースで粉をおろす。

大型自動車免許

日祝他 株式会社　男鹿トラック
その他

秋田県秋田市八橋南１丁目１２－２３

12人 018-823-1727

不問
22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-20939181

大型運転手

○大型トラックで長・中距離に荷物を運搬する業務に従事
　していただきます。
・主に運搬する荷物は紙製品、木製品、鉄骨製品等になりま
す。

＊運搬範囲は東北・関東・中京・関西方面です。

大型自動車運転免
許

日祝他 ヤマコ総合物流　株式会社
その他

秋田県秋田市向浜１丁目１－１８５

52人 018-883-3555

不問
64人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21090681

牽引運転手

○牽引運転手業務に従事していただきます
［主な仕事内容］
　・大型トレーラーで近距離、中距離に荷物を運搬する
　・積荷は、紙製品、鉄製品、コンテナ　等
　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大型自動車免許

牽引免許

日祝他 ヤマコ総合物流　株式会社
その他

秋田県秋田市向浜１丁目１－１８５

52人 018-883-3555

不問
64人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21092581

とび工（一側足場作業
員）

○建築現場にて仮設足場組み立て、解体、施工業務に従事
していただきます。
・各現場の親方の指示のもと、作業を行っていただきます。

＊現場は主に秋田県内

＊会社に集合し、現場へ向かう

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
＊免許取得予定の
方も可

日他 株式会社　飯沢興業
な　し

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

雇用・労災・健康・厚生
05010-20946281

配管工

○建築設備、住宅設備、上水道工事等の配管工事に従事し
て頂きます。
・現場は秋田市内が中心です。
・朝会社に集合してから、社用車で現場に向かいます。
・作業服、作業靴、ヘルメットは貸与します。

＊未経験者可

日祝他 株式会社　北勢工業
その他

秋田県秋田市仁井田本町５丁目１－
６２

30人 018-839-6516

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20940681

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
＊給水装置工事主
任技術者、排水設
備工事責任技術
者、配管技能士等
あれば給与面で優
遇します。

配管工

・近隣町（南秋田郡、三種町、大潟村他）での新築、増改築
の給排水配管工事
・公道への本館の布設工事


日他 有限会社　小玉水道施設工業
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町真坂字沢
田４３－６

3人 018-875-3449

3人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010-21072181

集配セールスドライ
バー　　　　（２ｔ車）

○秋田県内の荷主さん（問屋等）の集荷配達業務（主に雑貨
等）及び仕分け作業、積込み作業に従事していただきます。
　　　　　　　　　　　　　　
＊試用期間３ヶ月あり（同条件）　

＊中型および大型等上位免許資格取得を目指す方には、資
金援助制度があります。

準中型自動車免許
以上　　　　
（フォークリフト免許
あれば尚可）

日祝他 株式会社　ライフサポート・エガワ東
北　秋田支店その他
秋田県秋田市御所野湯本６丁目２－
３７

62人 018-874-7775

不問
93人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21006081

℡ 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 132,080円～132,080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00分～16時00分 就業場所

月給

1人 132,080円～132,080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00分～16時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～200,000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15分 就業場所

時給（月額換算）

2人 154,800円～154,800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 18歳以上 (1) 2時00分～11時00分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分

時給（月額換算）

1人 144,160円～152,640円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 138,224円～138,224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

月給

1人 140,000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00分～17時00分 就業場所

月給

1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 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 160,860円～160,860円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

所在地・就業場所

求人番号

集配セールスドライ
バー　　　　（４ｔ車）

018-874-7775

不問
93人

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
＊第２種電気工事
士、電気工事施工
管理技士等の有資
格者は給与面で優
遇します。

6ページ中 6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．６
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

日祝他 株式会社　ライフサポート・エガワ東
北　秋田支店その他

○秋田県内の荷主さん（問屋等）の集荷配達業務（主に雑貨
等）及び仕分け作業、積込み作業に従事していただきます。
・新潟方面の中距離便あり。
　　　　　　　　　　　　　　
＊試用期間３ヶ月あり（同条件）　

＊大型等上位免許資格取得を目指す方には、資金援助制度
が　あります。

中型自動車免許（８ｔ
限定可）　　　　
（大型自動車免許、
フォークリフト免許あ
れば尚可）

日祝他 株式会社　ライフサポート・エガワ東
北　秋田支店その他
秋田県秋田市御所野湯本６丁目２－
３７

62人

不問
93人 秋田県秋田市

秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21008681

集配セールスドライ
バー　　　　（７ｔ、大型
車）

○秋田県内の荷主さん（問屋等）の集荷配達業務（主に雑貨
等）及び仕分け作業、積込み作業に従事していただきます。
・仙台・新潟方面の中距離便あり
　　　　　　　　　　　　　　
＊試用期間３ヶ月あり（同条件）

大型自動車免許
（フォークリフト免許
あれば尚可）

三傳物流　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－８１

秋田県秋田市御所野湯本６丁目２－
３７

62人 018-874-7775

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-21100281

雇用・労災・健康・厚生
05010-21013181

配送員

○顧客企業に対する納入商品の配達、商品保管作業に従事
していただきます。
・様々な商品を取り扱いますが、重量物に関しては複数名ま
たはフォークリフトで扱います。
・運行日誌作成の他、付随する雑務も行っていただきます。

＊１ｔ～４ｔトラック（パネルバンを利用して配送します）
＊エリア：秋田県内全域
＊配達先は固定していますので、一度覚えれば安心です。　

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）
中型自動車運転免許
（８ｔ限定可）あれば尚
可

日祝他

34人 018-846-6011

不問

14人 018-888-8054

不問
28人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
中型自動車免許あ
れば尚可

日祝他 セイノースーパーエクスプレス株式会
社　秋田営業所

配送業務

・３ｔ営業用トラックにての配送業務
・秋田市近郊の配送になります
・積み下ろしは手作業もあります

＊体力を必要とする仕事です
＊１年ごとの契約更新になります。
【働き方改革関連認定企業】
　＊男女イキイキ職場宣言事業所認定

準中型自動車免許
以上

日他 秋田三八五流通　株式会社
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町西山根
１－１

不問
2,600人 秋田県秋田市

220人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-20962281

集配運転手（２ｔ車・４ｔ
車）

○集配運転手として集配業務に従事していただきます。
・航空貨物の荷物を秋田市内のお客様へ集配
（２ｔＭＴ車・４ｔ車使用）
・日報処理等の事務業務
＊１日平均３０件程度の配達です。
＊３ヶ月毎の契約更新
＊１ヶ月のモデル賃金：１８６，６６０円～
　　　　　　　　　　　１９７，６４０円程度（諸手当含）
＊正社員となった場合に転勤の可能性がありますが稀です。

株式会社　エイビック
その他

秋田県秋田市東通仲町２０－１６

その他
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
７１

6人 018-857-5551

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-20935481

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-21010781

清掃業務（秋田市役所
新庁舎）

○庁舎内の清掃業を担当していただきます。
・廊下、階段等の清掃（ほうき、モップ、掃除機等）
・その他付随する業務

＊女子トイレの清掃もあります。
＊直行直帰になります。
＊雇用期間：本人の勤務状況等により年度毎の更新あり

不問

他

20人 018-853-8666

不問

3人 018-833-3957

不問
165人 秋田県秋田市

日祝他 株式会社　北勢工業
その他

清掃業務
【秋田市内及び県南地
区】

○建物内の清掃業務に従事します。
・現場は秋田市内及び県南地区で、会社に集合後、社有車で
向かいます。　
・受注状況により事業所やアパート、個人宅等の場合もあり
ます。
・清掃箇所も現場や受注状況により、床やトイレ、浴室、窓の
清掃を含めた建物内の清掃全般となります。
＊２～６人程度で業務を行ないます。
＊男女とも多数活躍しております。
＊研修制度あり、未経験の方も安心して従事できます。

不問

他 株式会社　タクト　秋田支店
その他

秋田県秋田市豊岩小山字狐森３２３
－２

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-20942581

1,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21035581

機械技能工

○自治体が管理している、浄水場や下水処理場の機械整備
の　点検作業

○下水マンホールに設置されているポンプの保守点検作業

　その他、上記作業に付随する業務全般を行っていただきま
す。
　作業は複数人で行います。また、未経験の方でも丁寧に指
導します。


平成30年11月19日～
平成30年12月31日 雇用・労災

05010-21031081

その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

秋田県秋田市仁井田本町５丁目１－
６２

30人 018-839-6516

30人 秋田県秋田市

18人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

袋に材料を投入する作
業　　　　【秋田市】

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

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

不問

日祝他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所



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 172,775円～204,275円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 150,000円～500,000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 180,000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 165,000円～228,700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15分 就業場所
(2) 8時15分～17時30分
(3) 8時30分～17時45分

月給

1人 135,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 160,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3) 8時30分～12時00分

日給（月額換算）

1人 125,860円～125,860円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 135,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 154,500円～154,500円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 7時00分～15時00分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)15時00分～23時00分

時給（月額換算）

1人 140,800円～140,800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45分～19時15分 就業場所

4人 047-304-7381

不問
64人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

12020-11337481

雇用・労災・健康・厚生
05010-21216181

靴の販売スタッフ（リー
ガルシューズ秋田店）

★安心・安定のリーガルシューズでのお仕事。
未経験でもＯＫです。
リーガルシューズでの接客全般（レジ、靴のサイズ出し、フィッ
ティング）、品出しをお願いします。
　未経験の方でも、社内研修制度「リーガルカレッジ」を通じ
て、着実にステップアップできますのでご安心ください。お客
様に合った一足を選ぶお手伝いをし、お客様から　「いい靴を
選ぶことができてありがとう」と言っていただく時が一番やりが
いを感じられます。

不問

他 東北リーガルシューズ　株式会社
その他

千葉県浦安市日の出２丁目１－８

その他
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバース秋田ビル６階

16人 018-865-6363

不問
42人 秋田県秋田市

19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21238481

オペレータ（電算機業
務システム運用）

・電算機および周辺機器の操作

・マスターおよびデータファイルの管理

・外部媒体取扱、業務に必要な備品・消耗品の管理、出力資
料等の仕分作業支援、電算室内の整理整頓

不問

他 株式会社　三協情報センター

営業事務

・電話・ＦＡＸによる受注、販売管理
・販売管理は専用ソフトを使っての売上伝票等の入力および
発行
・営業サポート業務
・エクセルを使っての簡単な帳簿等作成
・見積書、請求書、領収書等の作成
・伝票・書類の整理、ファイリング
・その他、付随する業務全般

不問

日祝他 株式会社　トミタ
その他

秋田県秋田市向浜１丁目４番９号

15人 018-824-1300

ＰＣスキル：エクセ
ル・ワード基本操作

13人 018-888-5803

パソコンの基本的
な操作ができる方
（一太郎、エクセル
等）

2,547人 秋田県秋田市
平成30年12月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-21225081

雇用・労災・健康・厚生
05010-21218381

一般事務補助（臨時職
員）

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

＊更新の予定あり
＊勤務が１年を超える場合は、１ヵ月間の雇用中断あり

不問

土日祝他 秋田市教育委員会
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

な　し
秋田市河辺北野田高屋黒沼字堤下
２０－１１

6人 018-882-2131

不問
6人 秋田県秋田市

19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21237581

医療事務

・外来患者様の受付対応・会計　・診療報酬請求に係る事務
・レセプト作成事務　・電話対応・カルテ管理等関連業務
・その他付随する業務
＊当医院のレセコンは日医標準レセプトソフト【オルカ】です。
未経験でも丁寧に指導いたしますのでご安心ください。
※平成３１年１月から勤務いただける方
（就業に関してはご希望に添えるようご相談させていただきま
す）

不問

日祝他 柴田医院

一般事務＜急募＞

○事務業務に従事していただきます。
・受注データの入力　・伝票の処理・仕入入力
・営業サポート業務
・見積書、請求書、領収書等の作成及び発送作業
・電話対応・来客対応　・その他、付随する業務全般
※事務は正社員２名で様々な担当をしておりますので、事務
未経験の方でも丁寧に指導致しますので、安心してご応募く
ださい。
＊１０月末退職者の補充による＜急募＞です。

不問

日祝他 株式会社　トミタ
その他

秋田県秋田市向浜１丁目４番９号

15人 018-824-1300

ＰＣスキル：エクセ
ル・ワード基本操作

018-824-3417

250人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21220481

社会福祉士又は社
会福祉主事資格の
いずれか及び、
介護福祉士又は介
護職員初任者研修
（ヘルパー２級）い
ずれか普通自動車
免許（ＡＴ限定可）

雇用・労災・健康・厚生
05010-21222881

生活相談員　兼　介護
職員

○デイサービス利用者（１８名程度）への生活相談及び介護
業務全般を担当していただきます。
・生活相談　
・食事、入浴、排泄介助等
・行事、レクリエーション等の企画と実施
・送迎（ワンＢＯＸ、軽自動車／いずれもＡＴ車）
＊年度毎の契約更新予定
＊正社員の登用制度あり（社内試験による）

日他 株式会社　バイタルケア　バイタルケ
ア秋田毎　週
秋田県秋田市泉字登木２２１番地１

15人

その他
秋田県秋田市土崎港西３丁目１１－
５

47人 018-816-0377

不問
95人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21226381

看護職員（正社員）「特
別養護老人ホームひな
た」

○「特別養護老人ホームひなた」での看護業務
・入居者の健康管理（脈拍、血圧、体温の測定等）
・薬の管理
・傷等の処置
・受診援助（＊車の運転はありません。）
・嘱託医との連絡調整等を行います。
＊入居者６０人に対して看護師５人で対応します。
＊ブランクのある方、安心して就業できます。
＊介護業務は、殆どありません。

看護師又は准看護
師

他 社会福祉法人　新秋会

設計業務

○商業施設、店舗等の設計監理を担当していただきます。
・ＣＡＤによる図面作成
・各種申請書類の作成
・その他、付随する業務

＊打ち合わせ等での外出には社有車（ＡＴ車）使用


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
１級か２級建築士
あればなお可

土日祝他 株式会社　甲設計事務所
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目８－３４　山
王ツインビル４Ｆ

6人 018-866-2723

パソコン操作（ＣＡ
Ｄ、Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ）
設計・監理経験あ
る方

平成30年11月5日発行（平成30年11月2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

化学プラントオペレー
ション業務（親水化処理
工程）

○親水化処理工程プラントにおける処理装置への原材料セッ
ティング・反応監視・製品出荷処理などのオペレーション作業
とそれらに付随する作業

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 三菱マテリアル電子化成　株式会社
その他

秋田県秋田市茨島３丁目１－６

29人 018-864-6011

不問
283人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-21236981

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

3人 173,250円～189,000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45分～18時15分 就業場所
(2)10時30分～19時00分

時給（月額換算）

2人 173,250円～189,000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45分～18時15分 就業場所
(2)10時30分～19時00分

時給（月額換算）

4人 173,250円～189,000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45分～18時15分 就業場所
(2)11時00分～19時30分

時給（月額換算）

2人 173,250円～189,000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45分～18時15分 就業場所
(2)10時30分～19時00分

月給

1人 198,000円～278,000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 150,000円～165,000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) 7時30分～16時30分

月給

1人 180,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時45分 就業場所

月給

1人 120,000円～120,000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～18時00分 就業場所

月給

1人 206,800円～267,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分

月給

1人 160,000円～160,000円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

4人 176,000円～330,000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

不問
30人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
37020-11037181

土木作業員（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。なお、車両系建設機
　械、玉掛等の有資格者は優遇しますが、資格無くても応募
　可能です（資格取得制度有り）。
◇その他一級・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！！★☆★
　　　★☆★未経験者スキルアップ教育あり！★☆★

その他
香川県善通寺市善通寺町１８７８

20人 0877-55-5000

0人 018-863-5010

日他 貴山　株式会社

雇用・労災・健康・厚生
05010-21221781

雇用・労災・健康・厚生
13080-93548881

金属製品の加工、仕上
げ

○工場内でグラインダなどを使用し、金属製品の加工および
仕上げ業務に従事していただきます。

＊面接後、職場見学を予定しています。
＊玉かけ、クレーンの資格があれば尚可
　なければ、入社後会社負担で取得していただきます。
＊作業服支給

不問

土日祝他 株式会社　ウィンカム
毎　週

秋田県秋田市川尻大川町１－２５
アップヒル２１　２Ｆ

その他
東京都新宿区西新宿３－２０－２
東京オペラシティタワー１９階

10人 03-6276-2250

不問
2,251人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-21252581

店舗運営・調理・接客
／御所野イオン店

「とんかつ新宿さぼてん」のお持ち帰り専門店にて、店舗責任
者を目指していただきます。

まずは、とんかつ・惣菜の調理・販売接客にたずさわっていた
だきます。店長候補として２～１２ヶ月の研修期間を経て、店
長へ昇格。店舗運営をお任せします。

不問

他 株式会社　さぼてん東日本

美容師（アシスタント）

○美容業務全般を担当して頂きます。
・カット、パーマ、カラー他
・リラクゼーションメニュー
（フェイシャルエステ、リフトアップ、ヘッドスパ等）
・店内受付（レセプション）、接客業務、掃除

不問

月他 Ｈａｎｇ　Ｌｏｏｓｅ
その他

秋田県秋田市山王中園町１０－３８

2人 018-866-5112

不問

13人 018-893-5288

不問
27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21241381

雇用・労災・健康・厚生
05010-21223281

サービス管理責任者
≪急募≫

○就労継続支援Ｂ型事業において、
・利用者さんとの面接
・個別支援計画の作成
・支援記録の作成
・関係機関との連絡調整
　などの業務に従事していただきます。

サービス管理責任
者研修修了者

土日祝他 株式会社　アキタネット
毎　週

秋田県秋田市東通仲町２－１２

その他
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

111人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-21251981

介護職員（正職員）

○法人内各施設において
・入所者の入浴、食事、排泄などの日常生活の
　生活介護全般
＊夜勤は月に３回～４回程度あります。
＊勤務時間並びに夜勤については相談に応じます。
＊嘱託雇用７０歳まで
※職業訓練修了の方の応募も歓迎します。
※未経験の方、歓迎いたします。
※施設により送迎、運転の場合あり

不問

他 社会福祉法人　新秋会

営業・配送業務

・営業：得意先へ食品の商品提案。簡単なパソコン入力作
業、伝票整理、ピッキング等の作業があります。

・配送：２ｔトラック使用（ＭＴ）、受注、集金業務等あり。重いも
ので２０ｋｇ程度の物の取扱いがあります。

・作業：冷凍庫内での作業が３０分程度あります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　渡辺海苔店　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市寺内字三千刈２２２－
１

11人 018-896-6261

不問

12人 022-713-6001

ＰＣ入力程度の経
験

3,530人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-74160581

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-74159381

携帯電話販売スタッフ
［秋田市］

ドコモショップ内での接客販売。
主な業種として、ご来店された方への
・料金プラン案内
・機種購入のサポート
・操作説明
・故障受付　など
＊未経験者でも、先輩スタッフが一つずつサポート致します
＊１年毎契約更新
＊正社員登用制度あり

不問

他 株式会社　ティーガイア　東北支店
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１５
－１　ルナール仙台１３階

毎　週
宮城県仙台市青葉区本町２丁目１５
－１　ルナール仙台１３階

9人 022-713-6001

ＰＣ入力程度の経
験

3,530人 秋田県秋田市

3,530人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-74158081

携帯電話販売スタッフ
［秋田市土崎港］

ドコモショップ内での接客販売。
主な業種として、ご来店された方への
・料金プラン案内
・機種購入のサポート
・操作説明
・故障受付　など
＊未経験者でも、先輩スタッフが一つずつサポート致します
＊１年毎契約更新
＊正社員登用制度あり

不問

他 株式会社　ティーガイア　東北支店

携帯電話販売スタッフ
［秋田市広面］

ドコモショップ内での接客販売。
主な業種として、ご来店された方への
・料金プラン案内
・機種購入のサポート
・操作説明
・故障受付　など
＊未経験者でも、先輩スタッフが一つずつサポート致します
＊１年毎契約更新
＊正社員登用制度あり

不問

他 株式会社　ティーガイア　東北支店
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１５
－１　ルナール仙台１３階

022-713-6001

12人 022-713-6001

ＰＣ入力程度の経
験

ＰＣ入力程度の経
験

3,530人 秋田県秋田市

ドコモショップ内での接客販売。
主な業種として、ご来店された方への
・料金プラン案内
・機種購入のサポート
・操作説明
・故障受付　など
＊未経験者でも、先輩スタッフが一つずつサポート致します　
＊１年毎契約更新
＊正社員登用制度あり

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-74157181

不問

他 株式会社　ティーガイア　東北支店
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１５
－１　ルナール仙台１３階

9人

＊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（無くて
も可）

3ページ中 2ページ

平成30年11月5日発行（平成30年11月2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

携帯電話販売スタッフ
［秋田市御所野］



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 133,875円～133,875円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
不問

54人 秋田県南秋田郡大潟村
1ヶ月

労災
05011- 1471781

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　大潟村カントリーエレベー
ター公社毎　週
秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目６
０番地

54人 0185-45-2215

平成30年11月5日発行（平成30年11月2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

作業員（アルバイト）

○構内の作業などの業務です。
・米袋の清掃
・構内の清掃
・文書の配送（大潟村内）
　社用車（軽・普通、ＡＴ車）を運転します。

※雇用期間は１ヶ月ですが、更新の可能性があります。
　更新した場合は、日数に応じて各種保険に加入します。

℡ 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。



　　　　●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


