
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

年俸（月額換算）

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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～270,000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) 8時15分～18時00分 就業場所
(2) 8時15分～12時30分
(3) 8時15分～13時00分

月給

1人 161,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 194,000円～215,000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30分 就業場所

月給

1人 190,000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～19時30分 就業場所
(2) 8時30分～19時00分

月給

1人 188,500円～261,500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 40歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

3人 176,000円～198,000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

5人 162,400円～162,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 170,000円～200,000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45分～17時35分 就業場所

月給

1人 170,000円～200,000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45分～17時35分 就業場所

サーバ運用経験
42人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24169281

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　エスツー
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目３－１０　秋
田スカイプラザビル７Ｆ

15人 018-827-3500

平成30年12月18日発行（平成30年12月17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

ＩＴインフラエンジニア

・クライアントの要望に合わせたサーバ環境の構築、運用、
　保守
・Ｗｉｎｄｏｗｓ系サーバのメンテナンス（アップデート検
　証、運用など）
・ＢＣ／ＤＲネットワーク保守
・ＡＷＳ系クラウドサーバ構築、運用、保守
・クライアント現地作業

　＊社用車の運転あり（ワゴン車）

看護師又は准看護師

○内科外来の看護業務全般に従事していただきます。
・診察における医師介助
・検査（エコー、Ｘ線等）の準備及び補助
・採血、点滴、血圧測定等
・内視鏡検査の介助
＊スタッフ増員による募集です。
＊長期勤務可能な方を希望します。

【就業規則改正により第一木曜日が休日になりました】


看護師又は准看護
師免許

日祝他 医療法人　及川医院（内科　胃腸内
科及川医院）その他
秋田県秋田市飯島新町３丁目１－２
０

8人 018-845-3579

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24146681

正看護師又は准看護
師（正社員）

平成３１年４月１日新開設施設の求人です。

〇施設利用者（重症心身障がい児・者）約２５名に対して、日
中の医療ケア、生活介護、送迎業務（付添い同乗）等に従事
します。


※運転業務はありません。


正看護師又は准看
護師

日他 社会福祉法人　秋田聖徳会
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目５－６

0人 018-862-3267

不問
200人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-24185281

正看護師又は准看護
師（臨時職員）

平成３１年４月１日新開設施設の求人です。

〇施設利用者（重症心身障がい児・者）約２５名に対して、日
中の医療ケア、生活介護、送迎業務（付添い同乗）等に従事
します。


※運転業務はありません。

正看護師又は准看
護師

日他 社会福祉法人　秋田聖徳会
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目５－６

0人 018-862-3267

不問
200人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-24186181

歯科衛生士

○歯科衛生士業務全般に従事していただきます。
・診療補助、保健指導
・ホワイトニング
・予防管理
・その他、付随する業務


歯科衛生士免許

水日祝他 かず歯科クリニック
毎　週

秋田県秋田市広面字昼寝２３－２

9人 018-853-8211

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24165581

就労支援（将来の管理
職候補）

○事業拡大に伴い増員・将来の管理職として、事業所運営管
理業務（予算、労務管理等）全般に携わっていただきます
・就労支援、生産活動（事業所内外）
・パソコン業務（記録作成、企画書作成）
・法人車両使用業務あり（ＡＴ限定可）

＊向上心のある方、キャリアアップしたい方ぜひご応募下さ
い。

普通自動車免許
（業務で使用、ＡＴ
限定可）

日祝他 障がい福祉サービス事業所　白樺
その他

秋田県秋田市中通１丁目３－３７

17人 018-884-0051

不問
45人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24153381

生活支援員又は児童
指導員（正社員）

平成３１年４月１日新開設施設の求人です。

〇施設利用者（重症心身障がい児・者）約２５名に対して、日
中の生活介護（食事・入浴・排泄・行事等）に従事します。

送迎業務（付添い同乗）ほか

※運転業務はありません。

介護福祉士又は保育
士資格を有し、且つ
介護又は保育の実務
経験２年以上有する
者。

日他 社会福祉法人　秋田聖徳会
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目５－６

0人 018-862-3267

介護又は保育の実
務経験２年以上有
する者。

210人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-24182481

生活支援員（臨時職
員）

平成３１年４月１日新開設施設の求人です。
〇障がい児・者の多機能型通所施設で利用者（重症心身障
がい児・者）約２５名に対して、日中の生活支援（食事・入浴
等の介護・放課後等デイサービス）に従事します。
送迎業務（付添い同乗）ほか
※運転業務はありません。
＊未経験者でもサポートしますので、熱意をもって勤務される
方を歓迎します。

不問

日他 社会福祉法人　秋田聖徳会
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目５－６

0人 018-862-3267

不問

グラフィックデザイ
ンやＷｅｂデザイン
の実務経験、また
はプログラミング、
データベース、ネッ
トワーク構築の実
務経験

200人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010-24183781

専門学校教員（デザイ
ン、情報処理分野）

デザインや情報分野の科目指導（授業）と教務関係業務（出
席管理、学生指導等）

＊教育に熱意のある方、チャレンジ精神に富み、向上心を
もって自己研鑽に努める意欲のある方を希望します。
＊正社員登用の可能性あり。

土日祝他 学校法人コア学園　秋田コアビジネ
スカレッジ毎　週
秋田県秋田市中通５丁目４番１２号

16人 018-832-8303

31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・健康・厚生

05010-24151181

学園事務局（学生募
集・総務）

・学生募集：高校訪問、ガイダンス等の外回り、オープンキャ
ンパス、入試説明会の運営、Ｗｅｂ・チラシ等の広報物企画、
入学相談、入試業務等
・総務：学生納付金及び奨学金事務、社会保険関連事務、施
設設備管理、式典運営等
＊教育に熱意のある方、チャレンジ精神に富み向上心をもっ
て自己研鑽に努める意欲のある方を希望します。
＊正職員登用の可能性あり。
＊外出時は学校車を使用。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 学校法人コア学園　秋田リハビリテー
ション学院毎　週
秋田県秋田市茨島１丁目４番８０号

15人 018-865-0188

・パソコン操作（ワー
ド、エクセル、パワー
ポイント等）必須
・営業または広報の
経験あれば尚可

31人 秋田県秋田市
平成31年2月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-24152081

℡ 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 152,000円～217,000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 170,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 150,397円～185,219円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

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

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

月給

1人 140,000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 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分

月給

1人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)13時30分～22時00分

時給（月額換算）

1人 172,500円～187,500円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所

2ページ中 2ページ

平成30年12月18日発行（平成30年12月17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

労務担当

【人事部での労務管理業務のお仕事です】

・社会保険、雇用保険等の加入及び喪失手続き
・各種人事証明書の発行
・人事面談の対応　など　

柔軟性をもって臨機応変に対応できる方を求めております

【働き方改革関連企業】秋田県男女イキイキ職場宣言事業所 雇用・労災・健康・厚生

05010-24168881

不問

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

1,431人 018-888-9120

36人 018-888-9600

不問

パソコンの実務経
験（エクセル、ワー
ド）必須

3,380人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　道光産業

一般事務

○タクシー会社の一般事務です。

・売上の計算
・日報の整理
・書類作成
・電話応対　　など

不問

他 浮田産業交通　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋町字渋谷地９６－
１４

パソコン操作可能
な方

19人 秋田県秋田市

36人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24145381

事務員

○パソコンでの会計伝票入力作業
○パソコンでの資料作成
○見積書、請求書等の作成
○電話対応
○来客応対
○外出用務（社用車使用）

秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－４７

17人 018-828-8111

平成31年1月21日～平
成31年6月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010-24155981

雇用・労災・健康・厚生
05010-24149481

一般事務補助（臨時職
員）　　【市民税課】

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり（最長２年）

不問

土日祝

26人 018-860-3273

パソコン操作（エク
セル、ワード、一太
郎）

1,540人 018-888-5429

不問
2,532人 秋田県秋田市

不問

日他 有限会社　クリーンサプライ

一般事務補助員

○一般事務補助業務に従事していただきます。　　　　　
・書類整理、文書受付、パソコン作業　
・来客応対（お茶出し等）
・その他、付随する業務　　
＊６カ月経過後更新ありで、最長平成３１年１１月３０日
　までです。
＊県関係で臨時職員の勤務経験がある方は、雇用が制限さ
れ　る場合があります。

不問

土日祝他 秋田県監査委員事務局
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－２　秋
田地方総合庁舎４階

不問
37人 秋田県秋田市

26人 秋田県秋田市
平成31年1月1日～平
成31年6月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010-24188381

クリーニング工場内事
務

・バーコード検品
・ハンディターミナルを活用した検品作業（入荷、出荷）
・電話応対
・パソコンによるデータ入力

有限会社　新星商事
毎　週

秋田県南秋田郡八郎潟町真坂沢田
４５－２

隔　週
秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
１１

18人 018-823-5825

雇用・労災・健康・厚生
05010-24148581

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24164981

給油及び配達

○ガソリンスタンドで給油及び配達の業務に従事していただ
きます。

・給油
・灯油、軽油の配達。配達エリアは町内が中心です。
・オイル、タイヤ交換等


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他

0人 019-907-0500

不問

6人 018-875-3244

不問
6人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
03010-30483281

大手金属メーカーでの
金属の分析、評価業務
（秋田市）

大手金属メーカーで取扱いをしている金属の分析、評価業務
を行っていただきます。
・品質検査
　ＳＥＭ、ＴＥＭ等を用いた分析、ひっぱり試験器、Ｘ線解
　析装置等を用いた規格試験等
・そのほか付随する業務

不問

土日祝他 ＷＤＢ　株式会社　盛岡支店
毎　週

岩手県盛岡市大通３丁目３－１０　七
十七日生盛岡ビル６階

765人 秋田県秋田市
平成31年1月1日～平
成31年3月31日



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

3人 171,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時30分 就業場所

月給

1人 177,750円～248,850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)11時00分～20時00分 就業場所

月給

1人 169,500円～180,400円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～15時30分 就業場所
(2) 8時15分～16時45分
(3) 9時45分～18時15分

月給

1人 200,000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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 263,000円～325,000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～16時30分 就業場所

月給

1人 155,000円～155,000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 18歳以上 (1) 8時30分～16時05分 就業場所
(2)18時00分～ 8時30分

日給（月額換算）

1人 120,600円～120,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 155,700円～166,400円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

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

月給

1人 160,000円～160,000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 153,000円～166,000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15分 就業場所

ＶＢ、Ｊａｖａ、Ｃ言語
等での開発経験

36人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24203981

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社エイチ・アイ・ティ
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル７階

36人 018-895-5515

平成30年12月19日発行（平成30年12月18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

コンピュータソフトウェア
の開発及び保守

○県内外のオープン系、業務系、ソフトウェアの開発・保守を
行います。
＊上流工程～ＰＧまで、幅広く募集。
＊ＶＢ、Ｊａｖａ、Ｃ言語等の開発経験があり、誠実でコミュニ
ケーション能力のある方を歓迎します。
＊開発経験の有る方は、賃金面で優遇します。
＊Ｗｅｂ系開発経験のある方を歓迎します。
（Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ、ｊａｖａＳｃｒｉｐｔ、
　ｊＱｕｅｒｙ　等）

Ｗｅｂデザイナー

○Ｗｅｂサイト制作と運営

・ＨＴＭＬ、ＣＳＳ、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔを用いたＷｅｂ
　制作
・Ａｄｏｂｅ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ製品を用いたＷｅｂデザインと製作（主に
Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ．Ｉｌｌｕｓｔｒａｔ　ｏｒ　Ｄｒｅａｍｗｅａｖｅｒ　）
＊実務経験の無い方も応募歓迎です。当社にてしっかりと研
修を行い技術を身につけていただきます。

不問

日祝他 マイティバンク　株式会社
その他

秋田県秋田市南通亀の町１２番４１
号

8人 018-853-7222
専門学校卒業程度
の知識または趣味
でＷｅｂデザインを
手がけた経験のあ
る方

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24202681

保育士


　○保育業務全般に従事していただきます。



保育士免許・幼稚
園教諭免許

日祝他 社会福祉法人　楢山保育園
その他

秋田県秋田市南通宮田１６－３０

32人 018-832-5008

不問
32人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-24239481

介護支援専門員（よつ
ば）

・登録定員２５名においてのケアプラン作成業務
・利用者および家族との相談業務
・訪問時はＡＴ社用車を使用（軽、普通車）
・状況に応じて介護業務もあります。

＊小規模多機能型居宅介護を未経験者の方、介護支援専門
員　として未経験の方はマンツーマンで指導します。
＊処遇改善交付金制度を利用しています。

介護支援専門員
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　まつかさ園「小規模多機
能型居宅介護事業所　りんどう」その他
秋田県秋田市仁井田本町２丁目１２
－１４

17人 018-889-6323

不問
54人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24227381

園長又は園長補佐

・学園の園長として務めていただきます。
・教職員の指導、援助、保育
・その他付随する業務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

幼稚園教諭及び保
育士（幼稚園教諭
免許のみでも可）
又は教員免許

土日祝 【認定こども園】学校法人　伊東学園
けやき平こども園毎　週
秋田県秋田市飯島字前田表２４８

12人 018-845-7985

幼稚園教諭含む教
員経験者又は保育
士経験者

28人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-24225181

血液製剤の受注・配送
関連業務【常勤嘱託】

○血液製剤の受注と配送に係る業務　
＊緊急時に高速道路、一般道を問わず、赤色灯を点灯させ
ての血液配送の業務あり
＊就業時間
　（１）（２）勤務割表によるローテーション勤務
　（１）の休憩時間５０分
　（２）の夜勤　月に３～４回程度（庁舎管理を含む）
＊専用車両の運転（ＡＴ車）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 秋田県赤十字血液センター
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－１８６

73人 018-865-5541

パソコン操作できる
方

73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 05010-24207881

医療クラーク（医師事務
作業
補助）【臨時】

・診療事務補助
・文書作成（診断書等）補助
・各種データ整理
・診断記録への入力代行　他

＊年度毎の更新あり
＊パソコン（ワード、エクセル）を使いこなせることが必要で
す。
＊電子カルテシステムを使いこなせること（電子カルテシステ
ムの操作は、採用後に研修を実施します）

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

パソコン（ワード、エ
クセル）ができるこ
と（必須）

768人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-24204581

医療クラーク（医師事務
作業
補助）【嘱託】

・診療事務補助
・文書作成（診断書等）補助
・各種データ整理
・診断記録への入力代行　他

＊年度毎の更新あり
＊パソコン（ワード、エクセル）を使いこなせることが必要で
す。
＊電子カルテシステムを使いこなせること（電子カルテシス
テムの操作は、採用後に研修を実施します）

医師事務作業補助
者

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

パソコン（ワード、エ
クセル）ができるこ
と（必須）

768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・健康・厚生

05010-24205481

営業事務（本社事務
所）

○営業事務業務に従事して頂きます。
・電話受付、各作業の日程調整
・顧客台帳管理（パソコンへ入力）
・売上管理（パソコンへ入力）
・当社業務伝票受付、処理
・請求等などの業務
・見積書等の書類作成
＊冬期間除雪箇所の巡回業務あり
　（１２月～３月の間、月２～３回程度）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 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

18人 018-865-0601

不問
320人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24208281

保育事業　運営管理・
推進担当者

○当社保育事業における企画推進業務となります。
・新規保育園・既存保育園への指導、人材育成
・新規保育園の立上げに関わる資料作成・連絡・調整
・開設保育園の運営サポート
・自治体への申請手続き
・法人・自治体への営業サポート

保育士資格

土日祝他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

39人 018-835-4276

不問
92,410人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-24222781

℡ 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 135,000円～162,000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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

2人 165,000円～215,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 154,000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 64歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 196,000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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 179,000円～233,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 179,000円～233,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 180,000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 18歳以上 就業場所

時給（月額換算）

1人 172,743円～215,929円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)16時00分～22時00分 就業場所

月給

2人 180,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)11時30分～21時00分 就業場所
(2)16時00分～23時30分

月給

1人 133,000円～142,000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 34歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)12時00分～21時00分

月給

1人 140,000円～240,000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
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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

店頭販売員（秋田市
内）

○販売事務業務を担当します。
・店頭でのチケットの販売、レジ
・電話での受付
・出納、本支店連絡事務
・店内ディスプレイ、ＤＭ作成　ＨＰ入力、ＰＯＰ作成
＊銀行用務等外出業務あり（自家用車使用、借上げ代支給）
＊スタッフが研修しますので心配ありません
＊お客様との接客（会話等）好きで向上心のある方
　明るくテキパキした対応が出来る方歓迎 雇用・労災・健康・厚生

05010-24197681

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 日本海恒産　株式会社（日本海チ
ケット）その他
秋田県秋田市泉中央１丁目２－５

2人 018-863-0001

12人 018-862-3105

不問

不問
27人 秋田県秋田市

不問

他 ばんせい保険コミュニティ株式会社

ルートセールス

○県内の工場を訪問し、工場内で使用する工具を収めてい
ただきます。
　
＊担当範囲：秋田県内（秋田市、県南を担当）
　受注スタッフが電話、ＦＡＸ、メールで受けた注文品を、車で
配達して回ります。

＊自家用車等借り上げ制度有り。（ガソリン代別途支給）


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 三栄機械器具　株式会社
その他

秋田県秋田市茨島２丁目９－３５

不問
60人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24190481

「保険コミュニティ」店舗
スタッフ／秋田市

秋田市の来店型保険相談ショップ「保険コミュニティ」にて保
険コンサルタントとして就労して頂きます。
チームワークをモットーに店舗全員でお客様の対応をしてお
り、個人ノルマ等は一切なく、知人・親類への勧誘はありませ
ん。
充実した教育体制が整っているため、未経験者も歓迎です。
※店舗の雰囲気や１日のスケジュールは以下ＨＰよりご確認
ください。
「ばんせい　保険」で検索下さい。
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｏｋｅｎ‐ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ．ｊｐ

日本機械工業　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字三千刈２４０－
１

毎　週
東京都中央区新川１－２１－２　茅場
町タワー１４階

2人 0120-77-6640

雇用・労災・健康・厚生
05010-24192881

雇用・労災・健康・厚生
13010-59255482

営業

○道路、橋梁関連部品及び土木向け鉄鋼製品を官公庁・建
設コンサルタント・建設会社へＰＲ及び販売。
・その他、付随する業務（入札業務や現場での打合せ等）
・採用後の営業活動は、社有車を使用。
・パソコン操作（エクセル、ワード使用）
＊営業範囲は、秋田県内全域
＊社用車（ＡＴ）使用
※働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他

15人 018-877-7110

不問

18人 018-862-2238

不問
81人 秋田県秋田市

介護福祉士

他 社会福祉法人　正和会

介護福祉士「ケアコンプ
レックス潟上内　特養た
んちょう」

○介護福祉士業務に従事していただきます。
・施設内の介護（食事、入浴、排泄介助）、利用者の生活
　全般の援助
・その他、付随する業務
＊未経験者はマンツーマンで指導します。
＊夜勤応相談。（月４～５回）
＊２４時間利用可能な託児施設があります。
「働き方改革関連認定企業」
　【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

介護福祉士

他 社会福祉法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

不問
179人 秋田県潟上市

179人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24212581

介護福祉士「ケアコンプ
レックス潟上内ショート
ステイ啄木鳥

○介護福祉士業務に従事していただきます。
・施設内の介護（食事、入浴、排泄介助）、利用者の生活全
般の援助
・・その他、付随する業務
＊未経験者はマンツーマンで指導します。
＊夜勤応相談。（月４～５回）
＊２４時間利用可能な託児施設があります。
「働き方改革関連認定企業」
　【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

株式会社　春夏秋冬
その他

秋田県秋田市中通２丁目１－５　我
楽ビル２Ｆ

その他
秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

35人 018-877-7110

雇用・労災・健康・厚生
05010-24193281

雇用・労災・健康・厚生
05010-24213481

（我楽）和食調理＜急
募＞

○和食店「我楽」での調理業務を担当していただきます
・魚料理（刺身等）のできる方を希望します。
＊調理経験があって和食が初めての方は見習いから指導し
ま　す。
＊フリー、宴会、貸切宴会等を行っております。
＊総客席３８席です。

＊勤務開始日は相談に応じます。

不問

他

8人 018-825-1880

不問

9人 018-874-8208

調理業務経験者
32人 秋田県秋田市

不問

他 有限会社　あべ乃グループ

調理、店舗管理及び接
客（店長候補）≪急募
≫

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

・店員の指導、教育補佐
・店舗管理業務補佐

＊業務繁多の為、急募

不問

月他 露地厨房　且坐
な　し

秋田県秋田市広面字昼寝２３－１０

不問
55人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24199581

調理員（唐橋茶屋）

○レストラン等における調理業務全般を担当
・食材等の仕入れ、仕込み、調理
・その他付随する業務
・店舗の管理など


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

その他
秋田県秋田市仁井田目長田１丁目１
６－７－１０６

14人 018-893-4675

雇用・労災・健康・厚生
05010-24196381

雇用・労災・健康・厚生
05010-24217181

フロントスタッフ（日勤）

○フロントでの業務を担当していただきます。
・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。

＊現在活躍しているスタッフの多くがホテル未経験者です。
　どうぞご安心してご応募下さい。

不問

他

その他
秋田県秋田市新屋豊町６－４３

14人 018-823-7577

不問

10人 018-836-5800

不問
510人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24209181

印刷オペレーター

○印刷オペレーター業務を担当していただきます。
・印刷機械を操作して印刷を行う
・その他、製本や印刷に関する業務を行う

＊３０Ｋｇ前後の重量物を扱う場合もあります


不問

日祝他 秋田中央印刷　株式会社



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）

3人 166,320円～207,900円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 134,400円～134,400円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

日給（月額換算）

5人 151,200円～237,600円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 140,800円～140,800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 18歳以上 (1) 8時20分～17時20分 就業場所
(2) 8時20分～ 8時19分

平成30年12月19日発行（平成30年12月18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

金物製作・建築金物

・ステンレス及び鉄製品を機械を使用して製作加工します。
・２～３人で現場での取付作業を行います。

＊定型品ではなく、一個一個注文を受けて製作加工するのが
　基本となります。
＊重量物を扱うため、体力を要します。
＊県外出張あり（日帰り・宿泊）



中型自動車免許（８
ｔ限定可）
アーク溶接、アルゴ
ン溶接

日他 株式会社　東建
その他

秋田県秋田市楢山城南新町３３－１
７

12人 018-833-0121

図面を基に製作加
工出来る方

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24191781

レンズ製品の加工・検
査　　　　【秋田市】

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

・光学製品を出荷前や製造工程でチェックするお仕事です。

不問

土日 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成31年1月21日～平
成31年2月28日 雇用・労災

05010-24235381

カスタマーエンジニア

○ハードウェア保守業務を中心に機器の設置・移設・撤去や
ケーブル等の敷設をしていただきます。
・ＰＣ，プリンター、サーバーの障害対応
・サーバー点検
・お客様先への納品作業

＊社用車使用
＊経験は問いません。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社アキタシステムマネジメント
毎　週

秋田県秋田市八橋鯲沼町１－６０

35人 018-863-9341

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24218081

電気工事および設備工
事補助

○主に秋田市内の現場のアパート・マンション・中古・新築住
宅等を回り、電気配線、器具設置、エアコン設置、アンテナ工
事等の作業補助に従事していただきます。

＊高所作業あり
＊移動は社有車使用（ＭＴ、ＡＴ）
＊将来は一人での作業を予定

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社イースリー
その他

秋田県秋田市泉字登木５－３

5人 018-853-8691

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24214781

一般土木作業員

○土木作業一般に従事していただきます。
・県外出張もあります。可能な方であれば尚可
・ブルドーザー運転できる方尚可。

＊アルバイト、短期の勤務も工事の受注状況により相談可
＊経験者歓迎、未経験者も可。





普通自動車免許
（ＡＴ限定も可）

日他 株式会社　藤原建設
その他

秋田県秋田市下新城長岡字耳取７６
－３

1人 018-893-5957

不問
1人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24216281

ＪＲ車両除雪・融雪作業

○ＪＲ車両の除雪、融雪の作業
・車両基地に入ってきた車両の下回りの除雪、融雪
・お湯をかけてとかしたり、棒やへら等で雪を落とします。
＊日により異なりますが、２０～３０両程度
＊４～５名体制での作業となります。
＊体力を要します。
＊月１６０時間程度の勤務
＊雇用開始は１２月２０日を予定しております。
＊雇用期間については、積雪状況により延長の可能性があります。
＊１２月中旬に研修を予定しています。

不問

他 ＪＲ秋田鉄道サービス　株式会社

～平成31年2月28日
労災

05010-24230781

その他
秋田県秋田市東通仲町１２番１７号

144人 018-833-4529

不問
524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．　１２月１９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）】
　２．　１２月２０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！！
　３．　１２月２１日　医療法人正和会、社会福祉法人正和会、㈱日本ケアシステム
　　　　　　　　　　　　【医療事務、介護福祉士、看護師、准看護師、介護員、調理員　他】
　４．　１２月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　５．　１２月２６日　㈱プレステージ・インターナショナル【受付ｽﾀｯﾌ、ﾘｰﾀﾞｰ・管理職候補、経理担当　他】
　６．　１２月２７日　社会福祉法人　秋田聖徳会【栄養士、介護職員】
　７．　１２月２８日　池田ライフサポート＆システム　株式会社【訪問看護師】
　８．　　１月　４日　社会福祉法人　晃和会【介護職員、看護師又は准看護師、栄養士】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　９．　　１月　７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、栄養士】
１０．　　１月　８日　㈱和敬園「ｼｮｰﾄｽﾃｲ御所野の森」「ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ森のﾃﾗｽ」【介護職（ﾌﾙﾀｲﾑ、ﾊﾟｰﾄ】

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 150,000円～160,000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 150,000円～160,000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

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

月給

1人 140,000円～170,000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～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

月給

1人 130,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 236,240円～440,640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

月給

1人 170,914円～170,914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) 9時00分～ 8時59分 就業場所

月給

1人 120,000円～120,000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) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)16時30分～ 9時30分

月給

1人 140,000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 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) 9時30分～18時30分

月給

2人 135,500円～143,500円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分
(3)10時00分～18時30分

不問
132人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24251081

保育士免許

日祝他 社会福祉法人　翼友会
毎　週

秋田市飯島飯田１丁目１２－４０

29人 018-816-0550

平成30年12月20日発行（平成30年12月19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

保育士

○０歳児から５歳児の保育業務を担当します。

・行事の運営
・保育室等の清掃
・その他付随する業務

＊ブランクがある方でも、経験が少ない方でも、しっかりとサ
ポートしますので安心してご応募下さい。


事務

○法人本部における事務に従事していただきます。
・集金業務（請求書発行、現金管理）　
・小口現金管理  ・請求書支払　　
・勤怠管理        ・役所への申請、請求事務　　
・業者との交渉
・求人募集に伴う養成校やハローワークとのやりとり
・来客応対、電話応対
・その他、職員指示による作業
＊宿泊を伴う出張あり

土日祝他 社会福祉法人　翼友会
毎　週

秋田市飯島飯田１丁目１２－４０

29人 018-816-0550

132人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-24254981

一般事務補助（市民税
課／臨時職員）【～３／
２９】

・一般事務補助（資料の確認、整理等）
　税務に関する知識は特に必要ありません。
・簡単なＯＡ機器操作
・資料、帳票の仕分け及び内容確認
・郵送物発送準備
・窓口での書類等の受付業務
・市県民税申告会場の場内整理補助
・その他、付随する業務

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

1,540人 018-888-5429

不問
2,532人 秋田県秋田市

平成31年1月21日～平
成31年3月29日 雇用・公災・健康・厚生

05010-24243381

医療事務

【主な仕事の内容】
・調剤薬局における処方箋の受付と入力、レセプト業務
・市内他薬局への外出用務（自家用車使用：手当あり）　


普通自動車免許
医療事務関連資格

日祝他 有限会社　テクノワールド（みさき薬
局）その他
秋田県秋田市土崎港東四丁目６番３
１号

6人 018-845-8989

調剤薬局勤務経験
者

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24241181

医療事務

○当医院での医療事務に従事していただきます。
・窓口での受付、電話対応、会計業務
・レセプトコンピューターへの診療会計入力
・レセプト請求業務

＊患者さんに対して、明るく親切な対応が求められます。

不問

日祝他 医療法人　長谷山会　長谷山内科医
院その他
秋田県秋田市中通三丁目３番４３号

5人 018-832-2248

医療事務経験（内
科での経験があれ
ば優遇致します）

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24288981

総合職（建築技術者／
未経験可）［秋田市・横
手市・大仙市

建設現場における建築施工管理補助業務に従事して頂きま
す
（業者の段取り、作業員への指示、品質管理、工程管理、安
全管理、打ち合せ他）
＊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頂きます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　メイジン
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
８　第１日本オフィスビル７階

87人 022-224-6841

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
04010-85229681

配車係

○タクシー会社の配車業務及び電話対応業務
（配車業務はすべてコンピュータ配車）

＊就業形態
　泊→明け→公休
　（９：００～翌８：５９　休憩３時間、仮眠３時間）

不問

他 秋田港交通　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港中央１丁目１５
－３４

47人 018-845-1777

簡単なパソコン操
作ができる方

47人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24266881

介護職員（グループ
ホーム「サラ・エン」）

○入所者（定員１８名）の入浴、食事、排泄等の介助、日常
　生活のお世話、機能訓練等の業務に従事していただきます
・その他、付随する業務　
・夜勤有、月５回程度



介護職員初任者研
修（ホームヘル
パー２級）以上

他 医療法人　惇慧会
その他

秋田県秋田市外旭川字三後田１４２

14人 018-868-5511

不問
279人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24263581

介護員

〇施設における介護業務に従事していただきます。
＊仕事の内容は面接にて詳細を説明いたしますが、一例とし
て下記の業務があります。
・入浴介護
・食事介助
・排泄介助
・レクレーション補助
・送迎業務（社用ＡＴ車使用）
・訪問介護　社用車または自家用車使用（ガソリン代支給）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

他 有限会社　インフィニート笑咲
その他

秋田県秋田市添川字地ノ内９７－４４

28人 018-807-0132

28人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-24242081

雇用・労災・健康・厚生
05010-24286381

看護助手

○看護助手としての業務に従事していただきます。

・メッセンジャー業務
　（各部署間の物品等の搬送）
・環境整備等



不問

他

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

ＰＣ（エクセル、ワー
ド、パワーポイント、イ
ンターネット、メール）
を使用する業務となり
ますので、ある程度
の知識をお持ちの方

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護福祉士・介護
実務者研修受講・
介護職員初任者研
修受講のいずれか
必須

945人 018-829-5000

不問
945人 秋田県秋田市

秋田赤十字病院
その他

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
２２２－１

℡ 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 155,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)14時00分～ 0時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)14時00分～ 0時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)14時00分～ 0時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)14時00分～ 0時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時30分～21時30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 18歳以上 (1)14時00分～ 0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 18歳以上 (1)14時00分～ 0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 18歳以上 (1)14時00分～ 0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 18歳以上 (1)14時00分～ 0時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)14時00分～ 0時00分 就業場所

4ページ中 2ページ

平成30年12月20日発行（平成30年12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

歯科助手

○当院の歯科助手としての業務に従事していただきます。
・診療補助
・器具の準備、後片付け、洗浄、消毒
・受付事務
・医院内外の清掃　等

雇用・労災・健康・厚生
05010-24268181

不問

日祝他 医療法人　歯征会　いしばし歯科医
院その他
秋田県秋田市御所野元町５丁目１２
－３

6人 018-829-4618

8人 018-853-1700

不問

不問
6人 秋田県秋田市

不問

他 有限会社　コーエーフーズ

調理全般」「福ノ助」

○炭火居酒屋「福ノ助」にて手作りでメニューを提供していただきま
す。
・食材の仕込み
・調理、盛り付け
・メニューの説明
・食器および調理器具の洗浄、片付け
・厨房内の清掃　等
＊調理スタッフ３～４名で対応しています。
＊簡単な仕込み作業から本格的な調理まで、調理経験がない方に
はお教えします。
＊賄い付き、制服貸与

不問

他 有限会社　コーエーフーズ
その他

秋田県秋田市仁井田新田２丁目６－
１９

不問
51人 秋田県秋田市

51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24255581

調理全般「福ト屋」

○炭火居酒屋「福ト屋」にて手作りでメニューを提供していただきま
す。
・食材の仕込み
・調理、盛り付け
・メニューの説明
・食器および調理器具の洗浄、片付け
・厨房内の清掃　等
＊調理スタッフ３～４名で対応しています。
＊簡単な仕込み作業から本格的な調理まで、調理経験がない方に
はお教えします。
＊賄い付き、制服貸与

有限会社　コーエーフーズ
その他

秋田県秋田市仁井田新田２丁目６－
１９

その他
秋田県秋田市仁井田新田２丁目６－
１９

9人 018-853-1700

雇用・労災・健康・厚生
05010-24257781

雇用・労災・健康・厚生
05010-24256481

調理全般「武蔵」

○炭火居酒屋「武蔵」にて手作りでメニューを提供していただきま
す。
・食材の仕込み
・調理、盛り付け
・メニューの説明
・食器および調理器具の洗浄、片付け
・厨房内の清掃　等
＊調理スタッフ３～４名で対応しています。
＊簡単な仕込み作業から本格的な調理まで、調理経験がない方に
はお教えします。
＊賄い付き、制服貸与

不問

他

9人 018-853-1700

不問

9人 018-853-1700

不問
51人 秋田県秋田市

不問

他 有限会社　コーエーフーズ

調理全般
「Ｍｅａｔ　Ｋｉｔｃｈｅｎ」

○「Ｍｅａｔ　Ｋｉｔｃｈｅｎ］にて手作りでメニューを提供していただ
きます。
・食材の仕込み　　　・調理、盛り付け
・メニューの説明　　 ・食器および調理器具の洗浄、片付け
・厨房内の清掃　等
＊調理スタッフ３～４名で対応しています。
＊簡単な仕込み作業から本格的な調理まで、調理経験がな
い方にはお教えします。
＊賄い付き、制服貸与

不問

他 有限会社　コーエーフーズ
その他

秋田県秋田市仁井田新田２丁目６－
１９

不問
51人 秋田県秋田市

51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24258881

調理全般「ドラゴン食
堂」

○中華食堂「ドラゴン食堂」にて手作りでメニューを提供して
いただきます。
・食材の仕込み   ・調理、盛り付け
・メニューの説明
・食器および調理器具の洗浄、片付け
・厨房内の清掃　等
＊調理スタッフ３～４名で対応しています。
＊簡単な仕込み作業から本格的な調理まで、調理経験がな
い　方にはお教えします。  ＊賄い付き、制服貸与

有限会社　コーエーフーズ
その他

秋田県秋田市仁井田新田２丁目６－
１９

その他
秋田県秋田市仁井田新田２丁目６－
１９

9人 018-853-1700

雇用・労災・健康・厚生
05010-24244681

雇用・労災・健康・厚生
05010-24259281

店舗管理（店長・副店
長候補）「福ト屋」

○居酒屋での接客をはじめとする業務運営全般を担っていた
だきます。
・スタッフの管理
・売上等の計算管理
・その他付随する業務


不問

他

8人 018-853-1700

不問

9人 018-853-1700

不問
51人 秋田県秋田市

不問

他 有限会社　コーエーフーズ

店舗管理（店長・副店
長候補）
「福ノ助」

○居酒屋での接客をはじめとする業務運営全般を担っていた
だきます。
・スタッフの管理
・売上等の計算管理
・その他付随する業務

不問

他 有限会社　コーエーフーズ
その他

秋田県秋田市仁井田新田２丁目６－
１９

不問
51人 秋田県秋田市

51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24246581

店舗管理（店長・副店
長候補）
「武蔵」

○居酒屋での接客をはじめとする業務運営全般を担っていた
だきます。
・スタッフの管理
・売上等の計算管理
・その他付随する業務


有限会社　コーエーフーズ
その他

秋田県秋田市仁井田新田２丁目６－
１９

その他
秋田県秋田市仁井田新田２丁目６－
１９

9人 018-853-1700

雇用・労災・健康・厚生
05010-24250181

雇用・労災・健康・厚生
05010-24247481

店舗管理（店長・副店
長候補）
Ｍｅａｔ　Ｋｉｔｃｈｅｎ

○接客をはじめとする業務運営全般を担っていただきます。
・スタッフの管理
・売上等の計算管理
・その他付随する業務


不問

他

その他
秋田県秋田市仁井田新田２丁目６－
１９

9人 018-853-1700

不問

9人 018-853-1700

不問
51人 秋田県秋田市

51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24261681

ホール係「福ト屋」

○炭火居酒屋「福ト屋」でホール係として従事していただきま
す。
・お客様のご案内、オーダー受付、配膳
・ドリンク作り、テーブルセッティング等
・レジ業務
・後片付け、店内清掃
・開店前の準備、閉店後の片付け　等

＊賄い付き、制服貸与

不問

他 有限会社　コーエーフーズ



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 200,000円～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 18歳以上 (1)14時00分～ 0時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)14時00分～ 0時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)14時00分～ 0時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時30分～21時30分 就業場所

月給

1人 190,000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 18歳以上 (1)16時00分～ 1時00分 就業場所

時給（月額換算）

3人 133,056円～133,056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10分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

5人 128,016円～128,016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～ 0時00分 就業場所
(2)11時00分～ 2時00分
(3)11時00分～ 8時00分

月給

1人 260,000円～310,000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～16時45分 就業場所

月給

1人 260,000円～310,000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～16時45分 就業場所

日給（月額換算）

2人 277,200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～16時30分 就業場所

平成30年12月20日発行（平成30年12月19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

ホール係「福ノ助」

○炭火居酒屋「福ノ助」でホール係として従事していただきま
す。
・お客様のご案内、オーダー受付、配膳
・ドリンク作り、テーブルセッティング等
・レジ業務
・後片付け、店内清掃
・開店前の準備、閉店後の片付け　等

＊賄い付き、制服貸与

不問

他 有限会社　コーエーフーズ
その他

秋田県秋田市仁井田新田２丁目６－
１９

8人 018-853-1700

不問
51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24262981

ホール係「武蔵」

○炭火居酒屋「武蔵」でホール係として従事していただきま
す。
・お客様のご案内、オーダー受付、配膳
・ドリンク作り、テーブルセッティング等
・レジ業務
・後片付け、店内清掃
・開店前の準備、閉店後の片付け　等

＊賄い付き、制服貸与

不問

他 有限会社　コーエーフーズ
その他

秋田県秋田市仁井田新田２丁目６－
１９

9人 018-853-1700

不問
51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24264481

ホール係「Ｍｅａｔ　Ｋｉｔｃ
ｈｅｎ」

○「Ｍｅａｔ　Ｋｉｔｃｈｅｎ」でホール係として従事していただきま
す。
・お客様のご案内、オーダー受付、配膳
・ドリンク作り、テーブルセッティング等
・レジ業務
・後片付け、店内清掃
・開店前の準備、閉店後の片付け　等

＊賄い付き、制服貸与

不問

他 有限会社　コーエーフーズ
その他

秋田県秋田市仁井田新田２丁目６－
１９

9人 018-853-1700

不問
51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24265781

ホール係「ドラゴン食
堂」

○中華食堂「ドラゴン食堂」でホール係として従事していただ
きます。
・お客様のご案内、オーダー受付、配膳
・ドリンク作り、テーブルセッティング等
・レジ業務
・後片付け、店内清掃
・開店前の準備、閉店後の片付け　等

＊賄い付き、制服貸与

不問

他 有限会社　コーエーフーズ
その他

秋田県秋田市仁井田新田２丁目６－
１９

9人 018-853-1700

不問
51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24267281

ホール及びキッチンス
タッフ

・オーダー取り
・飲食物の提供
・レジ業務
・食器洗浄
・店内清掃
・ドリンク、軽食などの簡単な調理
・その他、付随する作業

不問

月日他 合同会社　ユイリ
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目１６－１１
八竜ビル２Ｆ

3人 018-827-4707

不問
3人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-24279681

ミシンオペレーター（八
郎潟工場）【契約社員】

○スポーツウエア等の製造業務に従事していただきます。
＊工業用ミシンを使用して、主にスポーツウエア等の縫製
　や特殊加工を行います。
（特殊加工は、ボタン付け、ボタン穴かがり・縁かがり・
　千鳥ぬい等の作業）
＊アイロンかけ作業、検品作業もあり
＊ミシンかけは、座り作業
＊アイロンかけ・検品作業は、立ち作業
＊未経験者でも入社後、丁寧に指導いたします
＊契約社員として、６ヶ月毎の更新予定です

不問

日祝他 廣瀬産業　株式会社
その他

秋田県由利本荘市石脇字山ノ神１１
番地９０４

3人 0184-22-6532

不問
127人 秋田県南秋田郡八郎潟町

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05050- 5187681

タクシー乗務員

○タクシーの運転業務に従事していただきます。

＊就業時間は（１）～（３）の交替制の勤務になります。
＊営業範囲は秋田市が中心です。
＊６１歳以上の方は嘱託雇用となります。

第二種普通自動車
免許

他 高尾ハイヤー　株式会社
その他

秋田県秋田市仁井田本町一丁目１
－８

60人 018-839-2234

不問
75人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24260381

海上コンテナ（４０ｆ／２
０ｆ）の輸送業務

◇大型トレーラーでの海上コンテナ輸送

・大型トレーラーを運転して、秋田港から主に秋田県内へコン
テナ（４０ｆ／２０ｆ）を運送します。

・１日運行となります。

＊原則荷役作業はありません。

・大型牽引免許必
須

日祝他 ヨコウン　株式会社
その他

秋田県横手市卸町８－１４

10人 0182-32-3670

不問
289人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05060- 7012181

海上コンテナ（４０ｆ／２
０ｆ）の輸送業務【１年契
約】

◇大型トレーラーでの海上コンテナ輸送

・大型トレーラーを運転して、秋田港から主に秋田県内へコン
テナ（４０ｆ／２０ｆ）を運送します。

・１日運行となります。

＊原則荷役作業はありません。

・大型牽引免許必
須

日祝他 ヨコウン　株式会社
その他

秋田県横手市卸町８－１４

10人 0182-32-3670

不問
289人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05060- 7013081

バックホーオペレーター

○解体工事現場でのバックホ―の運転業務です。
・他に解体作業に関わる業務全般です。
※作業現場エリアは秋田県内全域です。
※基本給２７万円程度＋交通費２万円程度
（現場まで直行直帰のため全員に支給）
　月額合計、３０万円以上の支給となります。

※詳細は面接時に説明します。

車両系建設機械、解
体工事に関わる資格
（必須）
普通自動車運転免許

日祝他 浮田産業輸送　株式会社
その他

秋田県潟上市天王字江川谷地７４－
４４

25人 018-878-7261

解体工事経験（必
須）

40人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1629681

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 180,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 7時50分～16時30分 就業場所

月給

1人 190,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05010-24273781

作業員兼運転手助手

○秋田市より委託された家庭ごみなどの収集、運搬に係る作
業及び運転手の助手を担当します。
＊一定期間の研修後、運転業務もあります。
＊体力が必要なお仕事です。
＊使用する車両は最大で４ｔ車
＊１月中旬からの採用担当です。

中型自動車運転免
許（準中型以上）
＊運転する車両は
最大４ｔ車

土日他 協業組合秋田クリーン
毎　週

秋田県秋田市寺内字イサノ７６－１

20人 018-865-5385

中型車の運転業務
経験があり、過去３
年間無事故の方

不問
245人 秋田県潟上市

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-85098281

中型自動車免許
（大型自動車免許
あれば尚可）

土日祝他 東北エア・ウォーター　株式会社
毎　週

宮城県仙台市宮城野区榴岡２丁目４
－２２仙台東口ビル８階

16人 022-742-1210

4ページ中 4ページ

平成30年12月20日発行（平成30年12月19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

高圧ガスボンベの配送
［潟上市］

高圧ガスボンベの配送及び回収業務
エリア：秋田県を中心に山形・宮城方面もあり
車：２ｔ～４ｔ（ＭＴ）

一部伝票整理あり（簡単なパソコン操作あり）



　　　　●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．　１２月２０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！！
　２．　１２月２１日　医療法人正和会、社会福祉法人正和会、㈱日本ケアシステム
　　　　　　　　　　　　【医療事務、介護福祉士、看護師、准看護師、介護員、調理員　他】
　３．　１２月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　４．　１２月２６日　㈱プレステージ・インターナショナル【受付ｽﾀｯﾌ、ﾘｰﾀﾞｰ・管理職候補、経理担当　他】
　５．　１２月２７日　社会福祉法人　秋田聖徳会【栄養士、介護職員】
　６．　１２月２８日　池田ライフサポート＆システム　株式会社【訪問看護師】
　７．　　１月　４日　社会福祉法人　晃和会【介護職員、看護師又は准看護師、栄養士】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　８．　　１月　７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、栄養士】
　９．　　１月　８日　㈱和敬園「ｼｮｰﾄｽﾃｲ御所野の森」「ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ森のﾃﾗｽ」【介護職（ﾌﾙﾀｲﾑ、ﾊﾟｰﾄ】
１０．　　１月　９日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】

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 198,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

2人 140,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時45分～18時45分 就業場所

月給

1人 198,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

5人 159,000円～195,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～16時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)12時30分～21時30分

月給

1人 155,272円～155,272円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所
(2) 8時00分～16時40分
(3) 7時00分～15時40分

月給

2人 155,272円～155,272円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所
(2) 7時00分～15時40分
(3) 9時50分～18時30分

日給（月額換算）

1人 164,000円～205,000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 150,000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) 8時00分～17時00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

018-888-5429

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

秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

一般事務補助　（臨時
職員）　【園芸振興セン
ター】

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）　
一級または二級土
木施工管理技士、
一級または二級建
築施工管理技士の
いずれか

21人

その他

018-878-7261

・事務経験者
・パソコン（ワ―ド、
エクセル）実務で操
作できる方

40人 秋田県潟上市

平成31年1月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-24299781

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1634181

平成31年2月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-24290881

一般事務員

○一般事務全般を担当します。
・ＰＣ操作による各種書類の作成
・作業管理補助
・伝表整理
・来客、電話対応など
・その他、雑役

普通自動車運転免
許（ＡＴ可）

日祝 浮田産業輸送　株式会社

秋田県潟上市天王字江川谷地７４－
４４

25人

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目４－３１

8人 018-883-0183

パソコン操作（エク
セル・ワード）

124人 秋田県秋田市

36人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-24318581

行政事務補助

○行政事務の補助業務に従事していただきます。
・特殊車両の通行申請の受付、許可の補助業務
・資料の作成、整理
・その他、付随する業務

＊専用のパソコンを使っての業務となります。
＊雇用期間終了後は、年度更新となります。（条件あり）

不問

土日祝他 株式会社　シビル設計　秋田支店

保育士（臨時）

○主に０～２歳児クラスの保育業務を担当して頂きます。

＊慣れるまでは職員が丁寧に教えていきます。
　クラスは複数名で担当しますので、心配はいりません。


≪正職員採用の可能性あります≫


保育士資格

日祝他 社会福祉法人　新屋厚生会　勝平保
育園毎　週
秋田県秋田市新屋松美が丘南町　１
６－１３

36人 018-823-4520

不問

36人 018-828-3211

不問
75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・健康・厚生

05010-24315381

雇用・労災・健康・厚生
05010-24292181

保育所保育士

・社会福祉法人認可保育園で定員１５０名、職員数３６名
（パート含む）
・広い園庭と敷地内で子供達は伸び伸びと遊んでいます。
・産休明けから就学前までの乳幼児保育を行っています。

＊意欲的な保育士さんを求めています。　　　　　　　　　
＊雇用期間は３２年３月３１日までですが、年度更新もありま
す。
＊就業時間（１）～（４）の交替制

保育士免許

日祝他 社会福祉法人　新屋厚生会　日新保
育園その他
秋田県秋田市新屋町字関町後７７番
３号

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２
西部工業団地内

1,431人 018-888-9120

保育士の実務経験
２年以上

3,380人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24296981

保育士【企業内託児
所】

【平成３０年８月　企業内第二託児所オープン】
・プレステージ・インターナショナル従業員のお子様をお預
かりする企業内託児所での保育業務。（地域枠もあり）
・対象は６カ月～就業前までのお子様。
・お持ち帰りの仕事はありません。
★現在、企業内託児所「オランジェリー」を運営しています
が、この度、第二託児所を開設したことによる、増員の募集で
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。

保育士

日祝他 株式会社　プレステージ・インターナ
ショナル　秋田ＢＰＯキャンパス

生活相談員（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」を経営理念とした当施設
において、管理者と協動して業務を行っていただきます。
・ケアマネージャーやご家族様との連絡調整
・ご利用者様の生活相談業務
・高齢者の身の回りのお世話や家事全般といった介護業務

社会福祉士、社会
福祉主事任用、ケ
アマネージャーの
いずれか

他 カインドスタイル　株式会社
その他

秋田県秋田市泉東町１０－２９

8人 018-853-1255

介護施設における
生活相談業務

6人 018-836-1112

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24320281

雇用・労災・健康・厚生
05010-24324681

看護師又は准看護師

○一般美容皮膚科クリニックでの業務に従事していただき
ます。
・診療補助
・施術補助
・お客様対応　等

＊診療補助、レーザ脱毛の施術補助等が主な業務となりま
す



看護師又は准看護
師

木金他 ＡｄｅＢクリニック
毎　週

秋田県秋田市中通１丁目４－３　エリ
アなかいち

現場施工管理

○土木建築現場での施工、工程、安全管理等の総合的責任
者　としての立場での管理
・現場での責任者として、施工に必要な技術上の指導、管
理、監督を行って頂きます。
＊現場は主に秋田市、大仙市となります。
＊現場へは社用車、または自家用車使用（ガソリン代支給）
※原則として資格所持者の方を希望しますが、資格のない方
　でも相談に応じます。未経験の方でもやる気があれば丁寧
　に指導します。

日祝他 株式会社　佐々木組
その他

秋田市南通みその町４－７３

13人 018-832-2396

23人 秋田県秋田市

平成30年12月21日発行（平成30年12月20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

管理者【候補】（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と
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」を経営理念とした当施設において、
法人代表者の右腕として施設全般の運営、管理をしていただ
きます。

不問

他 カインドスタイル　株式会社
その他

秋田県秋田市泉東町１０－２９

8人 018-853-1255

介護施設又は一般
企業における管理
職経験

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24297581

℡ 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 122,000円～138,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～14時30分 就業場所
(2)10時00分～18時00分
(3)13時00分～20時00分

時給（月額換算）

1人 136,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 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

時給（月額換算）

1人 147,840円～147,840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15分～17時15分 就業場所

月給

1人 156,000円～196,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～18時30分
(3) 8時30分～16時30分

月給

2人 151,000円～172,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

月給

1人 140,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時45分～17時45分
(3)10時30分～19時30分

月給

2人 162,520円～183,120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15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 141,120円～141,120円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 166,750円～166,750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 18歳以上 (1) 8時00分～16時20分 就業場所
(2)16時00分～ 0時20分
(3) 0時00分～ 8時20分

日給（月額換算）

1人 162,400円～345,100円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 184,800円～184,800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) 6時00分～14時00分 就業場所14,000人 秋田県秋田市
平成31年1月21日～平
成31年2月28日 雇用・労災

05010-24309981

原材料の機器投入、
データ管理【秋田市】

○派遣先事業所にて、サプリメントの原材料の粉の機械への
投入、機械の掃除、データの管理の仕事に従事していただき
ます。

＊白衣を着ての作業もあります。

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

0人 0120-709-707

不問

4人 090-3469-6348

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24294381

平成31年1月21日～平
成31年2月28日 雇用・労災

05010-24308681

建築板金工

○住宅などの屋根、外壁工事などの業務に従事していただき
ます。
・建築板金
・屋根葺き替え、外壁張り替え
・雨樋修理　等
＊現場は秋田県内全域で移動時はトラックの運転あり（社用
車使用）
＊会社に集合してから現場に向かいます。
＊初心者には丁寧に指導します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 長谷部板金
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字長者屋敷
１－６

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 秋田県秋田市

14,000人 秋田県秋田市
平成31年1月21日～平
成31年2月28日 雇用・労災

05010-24307381

半導体基板の加工・検
査【秋田市】

・基盤のスライス・加工
・専用の機械に基盤をセットし、エラーの確認やチップの汚れ
を検査して落としていく作業 不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

米袋の検査【秋田市】

○派遣先事業所において、米袋の検査・梱包の業務に従事
していただきます。
・米袋を機械にセットする。
・機械の操作
・製品の検査
・その他付随する業務

＊重い物を持つ作業もございます。
　長期のお仕事になる予定です。

不問

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

4人 0120-709-707

不問

11人 018-870-6177

26人 秋田県潟上市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
介護福祉士又は介
護職員初任者研修
（ホームヘルパー２
級）　あれば尚可

その他
秋田県潟上市天王字細谷長根３４番
地１

雇用・労災・健康・厚生
05010-24301481

雇用・労災・健康・厚生
05010-24295681

介護職員（デイサービ
スセンター遊）

○デイサービスセンター「遊」における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
・レクリエーション、作業活動等の指示
・利用者の送迎業務（ＡＴ社有車を運転する場合あり）



＊定員２０名　

日他 株式会社　あゆみ（デイサービスセン
ター遊・ショートステイ和）

毎　週
秋田県秋田市仁井田本町３丁目１０
－１８

17人 018-874-8905

不問
55人 秋田県秋田市

48人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24293081

介護員「グループホー
ムゆず」

○認知症高齢者の介護業務に従事していただきます。
・利用者の入浴、排泄介助及び生活全般の介護
・施設内調理業務を２～３名で対応
・その他付随する介護業務全般

＊経験のない方でも安心して勤務できます。
＊調理が苦手な方でも指導します。
＊夜勤は１ユニット９名を１名で対応。２ユニットあり。
＊夜勤ができない方も相談に応じます。

不問

他 株式会社　ブリング　グループホーム
ゆず

介護職員（デイサービ
ス）

〇デイサービス利用者に対する介護業務全般
【仕事内容詳細】
・食事、入浴、排泄、身の回り等の介助
・送迎
・その他付随する業務

＊日勤のみの仕事となります。

ヘルパー２級、初任
者研修修了又は、介
護福祉士等（老人福
祉・介護に関する前
述以外の資格）

日他 有限会社　チョウセイ
毎　週

秋田県潟上市天王字上江川４７－１
３０

8人 018-872-2201

不問

20人 018-846-1511

パソコン（エクセ
ル、ワード）基本操
作（入力程度で可）

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24317981

平成31年1月21日～平
成31年2月28日 雇用・労災

05010-24306081

ルート営業

○主にＪＡ／大手農業機械器具販社（ヤンマー、クボタ、三
菱、ヰセキ等）を訪問営業します。
・米集荷業務
※上記業務が９割を占めます。
・その他付随する業務
＊営業範囲は秋田県全域が対象となります。
＊ＭＴ車使用（１．５ｔトラック）


普通自動車運転免
許（ＡＴ不可）

日祝他 秋田共栄物産　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字浜な
し山１７－１０

その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

4人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24326581

出荷・梱包【秋田市】

○派遣先事業所において、米袋の出荷・梱包の業務に従事
していただきます。
・米袋を機械にセットする。
・その他付随する業務

＊重い物を持つ作業もございます。（束ねた袋など）

不問

日祝他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

倉庫管理業務

○工事現場で使用する保安用品（レンタル品）の入出庫・メン
テナンス作業

フォークリフト運転
資格必須

土日祝 株式会社　仙台銘板　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市御所野湯本１丁目１－
４

12人 018-829-1444

不問

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24327481

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
登録販売者必須

他 株式会社ブルースカイ　青山薬局
秋田駅トピコ店その他
秋田県秋田市中通７丁目１－２
秋田ステーションビル　トピコ２Ｆ

4人 018-832-6472

3ページ中 2ページ

平成30年12月21日発行（平成30年12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

事務員（調剤薬局）

○調剤事務一般
・受付、処方箋コンピューター入力、会計、調剤補助
○一般薬販売に関する業務
・店頭での接客販売、薬についての説明販売
・近隣の薬局への小分け業務のための車の運転あり
・一般商品の販売、陳列等　
・電話応対
＊白衣貸与
＊自転車・徒歩・マイカー使用（ガソリン代支給）



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 150,000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 40歳以下 (1) 8時00分～17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

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

3人 149,600円～149,600円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 162,750円～162,750円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所

時給（月額換算）

6人 147,552円～242,528円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時45分 就業場所
(2)10時15分～19時00分
(3)12時15分～21時00分

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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 6時00分～15時00分

月給

1人 140,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～210,000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35分～16時30分 就業場所48人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24300581

配達員《急募》

○スーパーマーケットや小売店などに商品（こんにゃく、ところ
てん等）のルート配達を行います。

・社用車（２ｔ箱車）を使用して主に市内を回ります。

＊試用期間３ヶ月あります。（期間中条件は同じ）

※欠員補充による《急募》です！！

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　マルイシフーズ
その他

秋田県秋田市泉南１丁目４－３９

33人 018-823-0247

不問

12人 018-823-4347

不問
41人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24314081

雇用・労災・健康・厚生
05010-24291281

配達・ルート営業　≪急
募≫

○当社取引先への配達業務に従事していただきます
・塗料及び付随する用品の納品及び配達
・商品発注　・入出庫業務　・在庫管理
・見積書作成（パソコン使用）

＊倉庫の入出庫には力を要します。（塗料が２０ｋｇ程度）
＊ワゴン車又は１ｔトラックを使用（秋田県内全域）
＊欠員補充による求人

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　東北船用品　秋田支店
その他

秋田県秋田市卸町３丁目３－５

その他
秋田県秋田市土崎港西１丁目１０－
４５

4人 018-847-2276

不問
4人 秋田県秋田市

秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-24302781

配送及び運搬

・注文に応じて商品（ピアノ、コピー機等）の配送及び運搬作
業に従事していただきます。
・商品の配送及び運搬は２～３人体制で行います。
・商品の重量は１００Ｋｇ～２３０Ｋｇ程度になります。
・範囲は県内全域となります。
・２ｔトラックを使用します。

＊仕事柄、体力を要します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 メルズピアノサービス　株式会社

郵便物配達

・バイク、軽四輪で郵便物を配達及び営業　
・配達地域は土崎地区（土崎、飯島、寺内、将軍野他）

＊雇用期間は６カ月毎に更新となります。
＊制服貸与します

自動二輪車免許、
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）または
原付免許

他 日本郵便　株式会社　土崎郵便局
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央３丁目６－
１０

106人 018-845-2050

不問

0人 0120-709-707

＊ＰＣ入力できる方
＊化学の知識があ
る方

14,000人 秋田県秋田市
平成31年1月21日～平
成31年2月28日 雇用・労災

05010-24310781

平成31年1月21日～平
成31年2月28日 雇用・労災

05010-24304281

薬剤等の成分分析【秋
田市】

○秋田市内の派遣先において、粉末や薬剤の成分分析（成
分測定）やＰＣ作業など

＊座り仕事です。
＊５～１０ｋｇの重量物を持つことがあります。
＊その他、付随する作業あり。

不問

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

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 秋田県南秋田郡五城目町

14,000人 秋田県南秋田郡五城目町
平成31年1月21日～平
成31年2月28日 雇用・労災

05010-24311881

ハーネス部品の組立・
加工【五城目町】

○車のハーネス部品（配線部分）の組立、加工、検査などの
業務に従事していただきます。
・ライン作業ではありません
・部品が入った箱の移動をお願いすることもありますが、重く
ても５ｋｇ程度です。
・どなたでも出来るお仕事です。

不問

日他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

電気機器製造（日勤）
【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。




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

不問
50人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24298481

普通免許（ＡＴ限定
可）

日祝 株式会社　アイセス
その他

秋田県南秋田郡井川町北川尻字下
田面替場１１の１

50人 018-874-3252

平成30年12月21日発行（平成30年12月20日受付分)　Ｎｏ．３

3ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

組立・検査

・制御盤・電装部の組立・配線・検査業務などを行っていた
だきます。
＊製造に関する知識、技能スキル（特に配線作業経験）のあ
る方優遇
＊特に生産技術的なスキルのある方、製造に関する管理経
験者は優遇いたします。
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

℡ 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．　１２月２１日　医療法人正和会、社会福祉法人正和会、㈱日本ケアシステム
　　　　　　　　　　　　【医療事務、介護福祉士、看護師、准看護師、介護員、調理員　他】
　２．　１２月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　３．　１２月２６日　㈱プレステージ・インターナショナル【受付ｽﾀｯﾌ、ﾘｰﾀﾞｰ・管理職候補、経理担当　他】
　４．　１２月２７日　社会福祉法人　秋田聖徳会【栄養士、介護職員】
　５．　１２月２８日　池田ライフサポート＆システム　株式会社【訪問看護師】
　６．　　１月　４日　社会福祉法人　晃和会【介護職員、看護師又は准看護師、栄養士】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　７．　　１月　７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、栄養士】
　８．　　１月　８日　㈱和敬園「ｼｮｰﾄｽﾃｲ御所野の森」「ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ森のﾃﾗｽ」【介護職（ﾌﾙﾀｲﾑ、ﾊﾟｰﾄ】
　９．　　１月　９日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
１０．　　１月１０日　㈱へいあん秋田【セレモニープランナー、典礼アシスタント、会員様サポート係　他】
１１．　　１月１１日　池田ライフサポート＆システム　株式会社【訪問看護師】

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 148,000円～167,000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～17時00分 就業場所

月給

1人 195,000円～210,000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～17時00分 就業場所

月給

2人 150,000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 就業場所

月給

2人 164,400円～164,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

2人 164,400円～164,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 170,552円～205,372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) 9時30分～19時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 123,000円～138,375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

時給（月額換算）

1人 142,500円～142,500円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～18時00分 就業場所

月給

1人 135,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

時給（月額換算）

1人 152,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

不問
174人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24347281

栄養士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　フォーエバー
毎　週

秋田県秋田市新屋大川町１８－７

14人 018-828-1850

平成30年12月25日発行（平成30年12月21日受付分)　Ｎｏ．１

3ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

栄養士「グリーン」

・献立作成
・食材発注
・食材管理等
・入居者の個別の栄養相談及び栄養管理
・調理補助

＊外出時は社用車使用

管理栄養士「グリーン」

・献立作成
・食材発注
・食材管理等
・入居者の個別の栄養相談及び栄養管理
・調理補助

＊外出時は社用車使用

管理栄養士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　フォーエバー
毎　週

秋田県秋田市新屋大川町１８－７

14人 018-828-1850

不問

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
・社会福祉主事任
用資格・社会福祉
士・介護支援専門
員
（上記３種類のうち
いずれか必須）

174人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24348181

生活相談員

○各居宅、包括支援センターからの利用者様紹介対応
○居室入所確保のための営業
○利用者様及び利用者様ご家族からの生活相談全般業務
○緊急時の医療との連携業務
○モニタリング提出のための各居宅訪問


　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

他 株式会社　きららホールディングス
きららアーバンパレスその他
秋田県秋田市大町２丁目５－１

182人 018-895-7272

220人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24344481

保育士（第一ルンビニ
園）

〇当法人の運営する第一ルンビニ園の利用園児（約７０名）
の保育業務に従事していただきます。
・おむつ交換、授乳、食事介助など

＊保育士は１４名体制で職務を行います。
＊就業時間（１）、（２）、（３）の他に（４）１０：００　～１９：００も
あります。
＊平成３１年４月１日以降は６か月更新となります。
　　（原則更新）

保育士資格

日祝他 社会福祉法人　秋田聖徳会
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目５－６

37人 018-862-3267

不問
205人 秋田県秋田市

平成31年1月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-24379781

保育士（第二ルンビニ
園）

〇当法人の運営する第二ルンビニ園の利用園児（約１７０名）
の保育業務に従事していただきます。
・おむつ交換、授乳、食事介助など

＊保育士は３０名体制で職務を行います。
＊就業時間（１）、（２）、（３）の他に（４）１０：００　～１９：００も
あります。
＊平成３１年４月１日以降は６か月更新となります。
　（原則更新）

保育士資格

日祝他 社会福祉法人　秋田聖徳会
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目５－６

35人 018-862-3267

不問
205人 秋田県秋田市

平成31年1月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-24380081

フィットネスクラブ接客
スタッフ（カーブス秋田
卸町）

◇お客様とのコミュニケーションが中心のお仕事になります。
○受付業務（お客様の情報等の簡単な入力業務）
○当社取扱商品の案内・販売（運動用衣類等）
○かんたん体操サポート（お客様が安全に、効果的に体操ができる
よう周囲からのサポート）
＊カーブスで教えている体操は、高齢の女性でも簡単にできるもの
です。
＊研修制度も充実しているので、未経験の方、運動経験がない方も
大歓迎です。
　　　　　　　　　　　　　　【応募方法：備考欄確認】

不問

日祝他 株式会社　　エイコー産業
その他

秋田県能代市出戸本町７－３３

3人 0185-54-8448

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05020- 5735281

事務員（学校事務）

〇看護学校の事務業務を担当していただきます。
・総務事務、経理事務（日々の入出金額の入力等）、授業資
料印刷、電話・来客応対等
・その他付随する業務


　



不問

土日祝他 社会医療法人　明和会
毎　週

秋田県秋田市南通みその町３－１５

15人 018-834-6461

パソコン（Ｗｏｒｄ、Ｅ
ｘｃｅｌ）
専門的なスキルは
不要です。

1,593人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-24341681

営業部事務補助業務

○電話対応業務
・お客様からの問い合わせ等の一次対応
・電話受付内容の営業システムへの登録
○事務補助業務
・営業システムを使用したお客様検索・郵便物発送、文書整理、ファ
イリング
○イベント・公開番組対応業務
・受付、会場整理
＊Ｈ３１年２月１日の雇入れ希望ですがご相談に応じます。＊雇用期
間は採用日より１年契約で更新する場合があります。（更新は最大４
回まで）

不問

土日祝他 日本放送協会　秋田放送局
毎　週

秋田県秋田市東通仲町４－２

131人 018-825-8110


パソコン操作ので
きる方（ワード、エク
セル）

10,292人 秋田県秋田市
平成31年2月1日～平
成32年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-24382681

薬局事務

○薬局事務業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・処方箋の入力、受付、レセプト業務
・その他、調剤薬局の事務全般

＊近隣の薬局等への外出業務あり（社有車使用：ＡＴ車）

＊就業時間：（１）～（２）のシフトによる交替制


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　サルース
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９６－１０

16人 018-854-8500

不問
22人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24343581

経理・総務・一般事務
［秋田市］

・経理、その他事務
・ＰＣ入力（伝票入力など）
・簡単な電話応対（担当者への取次ぎ）
・営業サポート
（ＰＣ入力による受発注処理、データ作成など）
＊６ヶ月毎契約更新

　　　　　　※※※　　急　　募　　※※※

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　オーカム
毎　週

宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目４
－１３

7人 022-284-1188

パソコン基本操作
96人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

04010-85588981

℡ 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 219,570円～242,750円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

月給

1人 170,000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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時30分～18時30分

時給（月額換算）

1人 260,400円～260,400円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

1人 140,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時30分 就業場所
(2) 9時30分～19時00分

月給

1人 188,000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 30歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 182,300円～351,100円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 140,000円～145,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

月給

1人 145,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 6時30分～15時30分
(3)11時30分～20時30分

月給

2人 160,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

月給

2人 160,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

時給（月額換算）

5人 162,052円～162,052円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～16時30分 就業場所
(2)11時30分～20時00分
(3)15時00分～23時30分

3ページ中 2ページ

平成30年12月25日発行（平成30年12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

一般事務（業務、受発
注、経理）［秋田市］

営業所事務を担当していただきます。
受注、発注入力、入金処理など社内システムでの入力業務
が主です。
ＰＣはエクセル、ワード、専用データ使用します。
指導します。


　　　　　　　＊＊＊　急　募　＊＊＊

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-85655281

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 やまびこジャパン　株式会社　東北支
社毎　週
宮城県仙台市若林区卸町東５丁目１
－５０

6人 022-288-0511

1人 018-853-7746

ＰＣ操作経験ある
方

ＰＣ操作（ワード、エク
セル）
（ＰＣ使用しての受発
注業務が主です）

430人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　アイヴィジット　東北支店

営業事務

・営業に関わる事務全般をお願いします。
・エクセル、ワード、パワーポイント、メール処理等
・電話対応、関係各所との対応
・ＰＲ企画
・その他付随する業務

不問

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

不問
2,400人 秋田県秋田市

1人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24369581

紹介予定派遣／販売
職（セールスアドバイ
ザー）［秋田市］

家電量販店にて、ａｕスマートフォンをはじめとした
ＫＤＤＩ商材の提案・販売等をお願いします。
【具体的には】・家電量販店（携帯コーナー）での接客
・スマートフォンやタブレットの販売
・インターネット関連サービスの提案
・サービス内容や料金プランの説明
・新規や機種変更の契約事務
・専用端末での登録　および　報告業務など
【事前知識不要】研修と資格制度でキャリアＵＰできます。
＊６ヶ月の派遣期間終了後、契約社員として紹介予定

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

毎　週
宮城県仙台市青葉区本町２丁目３－
１０　仙台本町ビル７階

10人 022-261-6621

雇用・労災・健康・厚生
05080- 3032581

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

04010-85652481

メガネ販売員（秋田市）

●メガネの販売に係る業務を担当していただきます
　・誠意ある接客応対業務（電話の応対含む）
　・メガネの度数検査、レンズ、フレーム選び
　・メガネの加工、メガネの受け渡し
　・メガネのアフターフォローに係る業務
　・入荷伝票の整理等
　・その他付随する業務
＊車通勤可能な方を希望します
※販売業務未経験者の場合：４５歳以下
　（長期勤続によるキャリアアップを図る観点から）

普通自動車運転免
許（通勤用）

他

14人 018-862-3571

ＰＣ操作に習熟して
いること

3人 0186-30-0123

不問
110人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 積和建設東北　株式会社

営業

印刷材料、機械を県内及び隣県の印刷会社及び新聞社への
卸売りを主たる業務としている。長年の業歴から顧客は固定
しており、ルートセールスという形になるが、営業員として必
要な知識等は採用後、研修を行います。

＊社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝 株式会社佐藤商事
その他

秋田市大町一丁目５－２

不問
320人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24332381

リフォーム営業職［秋田
市］

◎一般住宅、マンション等のリフォームの営業

・主に既存のお客様からの紹介により、訪問しての営業と
　なります。
・見積り書などの書類作成
・契約業務

株式会社　サポート昭和
その他

秋田県潟上市昭和大久保字北野街
道上５６－１５

その他
宮城県仙台市泉区明通３丁目１５－
２

86人 022-777-3911

雇用・労災・健康・厚生
05010-24342981

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-85713681

介護サービス員（昭和・
梅の里）

○「グループホーム昭和」「グループホーム梅の里」に
　おいて入居者の介護全般に従事していただきます。
【仕事内容詳細】
・食事、排泄、入浴、歩行介助
・調理（３人体制で　９名分の朝・昼・晩）
・その他、付随する業務　　　　　　　　　　　　

＊入居者（定員）９名
＊就業時間（４）夜勤は月５回程度

不問

他

32人 018-829-3115

不問

9人 018-877-7153

不問
17人 秋田県潟上市

調理師免許　

他 株式会社　水屋　光琳

介護職員（ショートステ
イ）

○介護施設でのご利用者様の介護業務を担当して頂きま
す。
・食事、入浴、排泄等の介助および洗濯、掃除業務
・イベントの企画、運営
・バイタルチェック
・家族来所時の対応
・介護記録の記入　等
＊稀に送迎業務（ＡＴ社有車）あり
＊ショートステイ利用者２０人、介護スタッフ１３名　
＊夜勤は介護職員１～２名体制（月５～６回）

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

月他 エーピー福祉　株式会社（仁井田福
祉センター）毎　週
秋田県秋田市仁井田字切上２４０－
１

３年程度の調理経
験者

84人 秋田県秋田市

32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24346881

調理師

○居酒屋調理の業務全般に従事して頂きます。
【作業内容】
・仕込み作業
・調理全般、調理補助
・盛り付け作業
・厨房内の片付け、簡単な掃除　など
・その他、付随する業務

株式会社　水屋　光琳
その他

秋田県秋田市中通１－３－５
秋田キャッスルホテル　オフィス１０１

その他
秋田県秋田市中通１－３－５
秋田キャッスルホテル　オフィス１０１

36人 018-834-5625

雇用・労災・健康・厚生
05010-24358381

雇用・労災・健康・厚生
05010-24357081

ホール係

○ホール業務全般に従事して頂きます。

・オーダー取り
・料理提供
・片付け
・清算、会計　など

不問

他

毎　週
秋田県南秋田郡五城目町大川西野
字堤の内１４－１

30人 018-879-8804

不問

36人 018-834-5625

不問
84人 秋田県秋田市

9,720人 秋田県南秋田郡五城目町
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-24340381

ホール・カウンターでの
接客業務【ダイナム秋
田五城目店】

○ホール接客業務（出玉やコインの上げ下ろしや計数器への
運搬・投入・レシート発行等）

○カウンター接客業務（レシートと景品の交換等）
・その他、遊技台の清掃やメンテナンス等の業務あり
・まれに社用車を使用した外出用務あり（ＡＴ、軽自動車）


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ダイナム　秋田五城目店



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

3人 170,000円～183,000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) 7時00分～15時45分 就業場所
(2)15時30分～ 0時15分
(3)22時30分～ 7時15分

時給（月額換算）

1人 176,256円～176,256円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 155,820円～258,820円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時20分 就業場所

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
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 150,000円～150,000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

日給（月額換算）

1人 163,200円～285,600円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

平成30年12月25日発行（平成30年12月21日受付分)　Ｎｏ．３

3ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

鋳物工

○溶解係
・電気オペレーター：電気炉溶湯管理及び一連の作業
・キュポラオペレーター：キュポラの操業及び一連の作業
○堰折り係
　鋳造製品の仕分け、回収作業
○シェル焼成係
　砂を金型に投入して焼き（機械作業）作業台に乗せ、形成する。
＊第二種電気工事士資格者の方は、電気工事業務もあります
＊作業服、安全靴、ヘルメット等仕事に必要な物は会社から支給し
ます。

不問

日祝他 北光金属工業　株式会社
その他

秋田市向浜１丁目７－１

188人 018-863-0004

不問
220人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24333681

仕上げ・組立・塗装

○鋳物製品の機械仕上げの業務
・手作業ではなく、機械へセット、ボタン操作
○製品の組立業務
・製品を作業台に並べ、附属品（ゴム・ボルト）をセットし、カゴ
に並べて入れる。
○塗装
・ハンガーに製品をかけ、ライン塗装　　　　
＊作業服、安全靴、ヘルメット等仕事に必要な物は会社から
支給します。

不問

日祝他 北光金属工業　株式会社
その他

秋田市向浜１丁目７－１

188人 018-863-0004

不問
220人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24334981

切削加工職（秋田県秋
田市）

・切削加工（ＮＣ自動旋盤を使用した機械部品加工）

※直動ベアリング関係です。（ミクロン単位の精密品） 不問

日他 ヒーハイスト精工　株式会社
その他

川越市今福５８０－１

54人 049-273-7000

不問
103人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
11040-23218781

車両運行管理員（秋田
河川秋田国道維持出
張所）

請負先事業所である秋田国道維持出張所において、下記の
業務を行っていただきます。
・職員を乗せての車の運転及び車の維持管理に努める業
務。
・その他、付随する業務及び指示された業務。
・普通運転免許取得後３年以上
・秋田県内におけるタクシー、役員車等旅客業務経験１年以
上
・１年以内に免許停止処分を受けていない者

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
（車両運行管理責
任者優遇）

土日祝他 株式会社　セノン　みちのく支社
毎　週

岩手県盛岡市中央通３丁目１番２号
盛岡第一生命ビル　２Ｆ

1人 019-625-0111

8,600人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010-30835881

車両運行管理員（秋田
河川茨島出張所）

請負先事業所である茨島出張所において、下記の業務を
行っていただきます。
・職員を乗せての車の運転及び車の維持管理に努める業
務。
・その他、付随する業務及び指示された業務。
・普通運転免許取得後３年以上
・秋田県内におけるタクシー、役員車等旅客業務経験１年以
上
・１年以内に免許停止処分を受けていない者

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
（車両運行管理責
任者優遇）

土日祝他 株式会社　セノン　みちのく支社
毎　週

岩手県盛岡市中央通３丁目１番２号
盛岡第一生命ビル　２Ｆ

1人 019-625-0111

8,600人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010-30836281

外壁・シーリング工事

○主に公共施設の建築現場・一般住宅での外壁、シーリン
グ、タイルの施工となります。
＊高所作業あり
＊社有車（ＡＴ・ＭＴ）を運転してもらう場合あり
＊未経験者の方でも丁寧に指導いたします。
＊経験者優遇

＊外壁材の貼り付け、コーキング

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 エムズ工業

雇用・労災
05010-24331081

毎　週
秋田県潟上市天王字追分西２４－２
６

3人 090-5591-1831

不問
3人 秋田県潟上市

℡ 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。




