
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,300円～1,600円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給(時給換算）

1人 1,298円～1,298円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時45分 就業場所

時給

2人 1,000円～2,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

5人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～14時00分 就業場所
(2) 6時30分～15時30分
(3)10時00分～19時00分

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)11時00分～19時00分 就業場所

時給

3人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時30分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時30分 就業場所

110人 018-888-9970

不問
8,500人 秋田県秋田市

～平成31年2月28日
雇用・労災

05010-24160181

～平成31年2月28日
雇用・労災

05010-24159881

冷凍食品の調理
（９：００～１４：３０）

・冷凍食品製造における調理作業全般（肉魚、野菜の下ごし
らえ、揚物）
・その他付随する業務

＊立作業となります。
＊作業服は貸与します。
＊冷凍庫内での作業ではありません。

不問

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

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

不問
8,500人 秋田県秋田市

8,500人 秋田県秋田市
～平成31年2月28日

雇用・労災・健康・厚生
05010-24158781

冷凍食品のトッピング
（９：００～１４：３０）

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

＊冷凍庫内の作業はありません。

不問

土日祝他 株式会社エフ・リンク・コーポレーショ
ン　秋田工場

冷凍食品のトッピング
（１１：００～１９：００）

○冷凍食品製造に関する調理作業全般
・下ごしらえ、揚物、焼物、煮物の補助作業

＊冷凍庫内の作業はありません。

不問

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

110人 018-888-9970

不問

110人 018-888-9970

不問
8,500人 秋田県秋田市

～平成31年2月28日
雇用・労災・健康・厚生

05010-24157481

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-24147981

冷凍食品のトッピング
（９：００～１８：００）

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

＊冷凍庫内の作業はありません。

不問

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

その他
秋田県秋田市旭北栄町１－４８　セン
タープレイスビル６Ｆ

0人 018-864-7765

不問
16,880人 秋田県潟上市

11人 秋田県秋田市
～平成31年2月28日

労災
05010-24187081

調理スタッフ（追分）

【平成３１年２月新規事業開始に向けた募集です！！】
○福祉施設厨房内での調理作業全般
・食材の仕込み、調理、盛付、洗浄（食器・厨房器具等）、片
付け、清掃作業他。
＊毎食４５食を１～２名体制の予定。
＊まだ正式な勤務開始日は決まっておりませんが、２月中旬
以降の予定です。
＊採用から２ヶ月間の試用期間あり。その後年度更新あり。
＊更新は、本人の勤務状況による。

不問

他 富士産業　株式会社　秋田事業部

接客販売【臨時】　≪急
募≫


○店頭での販売及びお客様からの注文に応じて魚介類をお
ろしていただきます。魚をさばける方大歓迎。

＊経験者優遇

＊年末までのアルバイトも可能です。

不問

日他 株式会社　かがや
毎　週

秋田県秋田市土崎港古川町字相染
境１４－１９

5人 018-845-0606

不問

36人 018-888-2000

実験実務経験者
36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

05010-24156581

労災
05010-24167781

実験補助（非常勤職
員）


　○　実験補助業務に従事していただきます。

　・　試薬、試料などの調整
　・　分析機器などの操作
　・　機器洗浄
　・　その他付随する業務

不問

土日祝 秋田県総合食品研究センター
毎　週

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４－２
６

毎　週
秋田県秋田市仁井田蕗見町１０－９

7人 018-839-2613

不問
7人 秋田県秋田市

400人 秋田県秋田市
～平成31年2月20日

雇用・労災
05010-24162381

車検業務補助

・車検代行業務（お客様からお預かりした車を秋田運輸局へ
移送し車検の手続きをします）
・洗車、タイヤ交換等の軽作業など

＊男女とも活躍できる仕事です

＊正社員登用の可能性あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　池田自動車鈑金塗装

フロントスタッフ

○フロント・ブライダルサロンでの受付、案内、クローク
（手荷物預かり）業務
○パソコンを使った簡単な事務補助



※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　イヤタカ
毎　週

秋田県秋田市中通６丁目１－１３

170人 018-835-1187

簡単なＰＣ操作出
来る方

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24166481

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

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

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

＊制服貸与

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 775円～890円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所
(2)15時00分～19時00分

時給

1人 775円～890円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所
(2)15時00分～20時00分

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分
(3)17時00分～22時00分

時給

30人 800円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～12時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所400人 秋田県秋田市
～平成31年2月20日

雇用・労災
05010-24163681

クリーンキーパー（清掃
係）

・（１）パーティーギャラリーイヤタカ
　（２）ゲストハウスヴァレリアーノ
の清掃業務に従事していただきます。

・掃除機での床掃除、拭掃除、モップがけ、ごみ捨てなどが主
な仕事です。

※働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所

不問

他 株式会社　イヤタカ
毎　週

秋田県秋田市中通６丁目１－１３

170人 018-835-1187

不問

0人 022-217-2636

不問
2,000人 秋田県秋田市

平成31年1月1日～平
成31年12月31日 労災

04010-84634081

平成31年1月7日～平
成31年3月31日 労災

05010-24161081

（請）清掃業務［秋田
市］

新規立ち上げとなります。
秋田大学付属病院の清掃業務
＊未経験者歓迎
＊１年毎契約更新
＊上記就業場所では平成３１年１２月３１日迄ですが、更新の
可能性あり（就業場所が変更になる場合があります）
【画像情報あり】
ハローワークの求人検索パソコンで画面下の『事業所情報表
示』をクリックすると、画像情報をご覧いただけます。

不問

他 株式会社　東武
毎　週

宮城県仙台市青葉区立町１－２　広
瀬通東武ビル　８階

その他
秋田県秋田市河辺大張野字水口沢
７１－２３

4人 018-881-1087

不問
4人 秋田県秋田市

900人 秋田県秋田市
1ヶ月

労災
13150-25885481

有機肥料製造補助作
業員

○有機肥料製造補助作業員として、主に下記の業務を担当
していただきます。
１有機肥料製造機をマニュアルに従って操作し、製品を製造
し、袋詰めをする社員の補助作業。
２工場内の後片付けをする社員の補助。

＊雇用期間は平成３１年１月７日～です。

不問

日祝他 有限会社　秋田エコサイクルテクノロ
ジー

洋服の直しと受付＜秋
田市＞

洋服の直しとお客様対応業務
・簡単な裾上げからデザイン変更まで奥の深い仕事です。
＊当社で技術力を磨いてみませんか。　
＊全国２５０店舗以上展開している５０年近い歴史ある会社
　です。　年間１０店近いペースで新店舗を展開。
＊特に経験は問いませんが経験者歓迎。
＊土・日曜日働ける方歓迎。
　＜秋田アルス店＞

不問

他 株式会社　おしゃれ工房
毎　週

東京都立川市栄町６－１２－１３

4人 0120-344-611

不問

不問
900人 秋田県秋田市

1ヶ月
労災

13150-25882681

不問

他 株式会社　おしゃれ工房
毎　週

東京都立川市栄町６－１２－１３

3人 0120-344-611

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

洋服の直しと受付＜秋
田市＞

洋服の直しとお客様対応業務
・簡単な裾上げからデザイン変更まで奥の深い仕事です。
＊当社で技術力を磨いてみませんか。
＊全国２５０店舗以上展開している５０年近い歴史ある会社
　です。　年間１０店近いペースで新店舗を展開。
＊特に経験は問いませんが経験者歓迎。
＊土・日曜日働ける方歓迎。
　＜イオン秋田中央店＞

　　　　●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１８日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員】
　２．　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）】
　３．　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！！
　４．　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　含む）
　　　　　　　　　　　　【医療事務、介護福祉士、看護師、准看護師、介護員、調理員　他】
　５．　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！！
　６．　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】
　７．　１２月２７日　社会福祉法人　秋田聖徳会【栄養士、介護職員】
　８．　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】
　９．　　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！！
１０．　　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】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～14時00分 就業場所

時給

3人 970円～970円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～18時00分 就業場所

時給

2人 830円～830円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)19時30分～23時30分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～19時00分 就業場所

時給

2人 870円～870円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 62歳以下 就業場所

時給

3人 870円～870円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 63歳以下 就業場所

時給

2人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時30分～15時30分 就業場所
(2)15時30分～20時30分

時給

1人 840円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給（時給換算）

3人 909円～909円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

2人 018-888-5429

不問
3,360人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・公災・健康・厚生

05010-24210681

雇用・労災
05010-24195081

児童厚生員（Ａ）

○児童厚生員業務に従事していただきます。
［仕事内容詳細］
・児童館で、児童へ遊びの指導をしたり、子供達の安全管理
および施設の管理等を行います。

＊２～３名体制での業務となります。

＊雇用期間は、年度毎の契約更新となります。
（更新時の断続なし、雇用期間上限なし）

保育士資格・幼稚
園教諭免許・教員
免許
いずれかの資格を
持っている方

日祝他 秋田市役所
な　し

秋田県秋田市山王１丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市中通４丁目１６－１

10人 018-836-5800

不問
510人 秋田県秋田市

55人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24226081

フロントスタッフ（パー
ト）

＊主にチェックイン・チェックアウトなどの接客対応、インター
ネット・電話からの予約受付。

＊就業時間、出勤日についてはご相談ください。

＊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。
　どうぞ安心してご応募ください。

不問

日他 株式会社　ホテル・アルファーワン秋
田

キッチン補助（あきた茶
房）

○秋田空港内「あきた茶房」での調理補助のお仕事です。
・厨房内で調理担当者の指示のもと、簡単な調理をお願いし
ます。

＊１日５時間程度の勤務になります。

＊就業時間は相談に応じます。


不問

他 有限会社　あべ乃グループ
毎　週

秋田県秋田市仁井田目長田１丁目１
６－７－１０６

11人 018-893-4675

不問

12人 022-243-5091

不問
1,100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-84994981

労災
04010-84987481

店舗スタッフ［秋田市］

接客、レジ、販売、買取
買取商品洗浄、整理
事務処理等 普通自動車免許

他 株式会社　ホットマン　（イエローハッ
トＦＣ）毎　週
宮城県仙台市太白区西多賀４丁目４
－１７

毎　週
宮城県仙台市太白区西多賀４丁目４
－１７

7人 022-243-5091

不問
1,200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

05010-24232281

店舗スタッフ［秋田市］

接客、レジ、買取、販売
買取商品メンテナンス、整理
事務処理等

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　ホットマン　（イエローハッ
トＦＣ）

鮮魚担当【秋田市】

○当社派遣先事業所において、次の業務に従事していただ
きます。
・鮮魚コーナーにてお魚をさばく作業
・パック詰め

不問

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

0人 0120-709-707

不問

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

05010-24231881

平成31年2月4日～平
成31年2月7日 労災

05010-24228681

シール貼り、閉店処理
【秋田市】

○当社派遣先事業所において、次の業務に従事していただ
きます。
・値引きシールを商品に貼る。
・冷蔵庫ケースを閉めたり、掃除などの閉店作業

不問

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
秋田県秋田市山王２丁目１－６０　ア
イデックスビル４Ｆ

0人 018-867-0211

パソコン操作（キー
ボード操作）

279人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市
～平成31年1月31日

雇用・労災
05010-24198981

データ入力

・決められたフォームに（システム）にデータを入力
・入力したデータのチェック作業

＊平成３１年２月４日～２月７日　４日間の仕事です

不問

金土日 株式会社　ドゥファイン　秋田支社

短時間入力事務【高時
給】

○お客様の賃貸物件申込書を専用システムへ入力する事務
作業です。
＊電話の無い業務ですので、会話が苦手な方でもＰＣ入力が
出来れば大丈夫です。


※雇用期間は、最長で、Ｈ３１年３月３１日まで。

不問

他 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力が可能な方

不問
39人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24206781

普通自動車免許
（ＡＴ限定可、自家
用車使用）

土日他 株式会社　タカハシ　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市桜３－４－１

7人 018-831-3133

平成30年12月19日発行（平成30年12月18日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

事務

○牛乳販売に関する一般事務の仕事に従事していただきま
す。
・各種伝票整理
・パンフレットの作成
・配達、集金の代行業務（担当者が休んだ場合）

＊秋田市内の各家庭が対象です。
＊外出にはマイカーを使用して頂きます。
　（ガソリン代支給）
＊試用期間３ヶ月あり（同条件）

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,300円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～ 9時45分 就業場所
(2)14時00分～15時45分

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 840円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

雇用・労災
05010-24194181

毎　週
秋田県秋田市中通４丁目１６－１

10人 018-836-5800

不問
510人 秋田県秋田市

59人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010-24220581

ホテルスタッフ補助
（パート）

○ホテル内軽作業
　・各種貸出品のメンテナンス、設置、客室チェック。
　・館内自動販売機の補充、布団乾燥機のセット　他

＊接客対応はありません。

＊就業時間、出勤日についてはご相談ください。

不問

他 株式会社　ホテル・アルファーワン秋
田

清掃

○校舎内外の清掃業務に従事していただきます。
・校舎内（男女のトイレ、教室、廊下等）の拭き、掃き掃除
・ごみの回収
・校舎外の掃き掃除
・その他付随する業務

不問

土日祝他 学校法人　敬愛学園　秋田予備校
毎　週

秋田市中通４丁目３－３２

15人 018-832-5437

不問

不問
68人 秋田県秋田市

労災
05010-24219381

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 学校法人加賀谷学園　将軍野幼稚
園毎　週
秋田県秋田市将軍野青山町１１－１
８

13人 018-845-6724

2ページ中 2ページ

平成30年12月19日発行（平成30年12月18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

送迎バス運転業務

○園児送迎用の小型バスの運転業務に従事します。

・８：００出発・１４：００出発
・午前保育の場合１１：００出発
・１日３時間程度の運転
＊小型バス⇒時給　１３００円（普通ワゴン車）

※運転以外の雑務があった場合は時給８００円

　　　　●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

時給

1人 1,200円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時15分 就業場所

時給

1人 1,200円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所
(2)14時00分～18時00分
(3) 9時00分～12時00分

時給

1人 1,100円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時15分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～14時30分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
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～12時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分
(3)15時00分～19時00分

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時30分 就業場所

日給（時給換算）

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)17時00分～ 8時00分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)13時30分～18時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 1,000円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

018-807-0132

28人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24287681

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

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-24272481

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
毎　週

秋田県秋田市添川字地ノ内９７－４４

28人

毎　週
秋田県秋田市茨島２丁目１－１６

13人 018-874-8383

不問
901人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市

労災
05010-24284181

売場管理、販売スタッフ

○売場の管理（魚、小動物生体、ペット用品全般）と商品補
充・接客・販売・レジ業務をしていただきます。
・最初はレジの研修をし、その後は売場担当（魚生体・フード
用品、小動物生体・フード用品、犬猫フード用品の各部門担
当）業務をしていただきます。

＊犬猫生体販売・管理は業務委託のため管理・販売しており
ません。

不問

他 ペットワールド　アミーゴ秋田茨島店
（株式会社　アミーゴ）

事務員

○事務員として従事していただきます。
・電話、来客対応
・パソコン入力（伝票管理、売掛計上、請求書作成他）
・仕入れ発注・受取
・管理者の補助業務（在庫管理・数量管理他）

＊週３日勤務。月・金曜日に出勤できる方を希望。その他１日
の出勤曜日は相談に応じます。

不問

土日祝他 株式会社　ＰＯＣＨＩワン
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央３丁目４－
１３

16人 018-857-3690

パソコン（ワード・エ
クセル）使用できる
こと
事務経験者

95人 018-866-8666

不問
95人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24278381

平成31年2月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-24276181

夜間電話対応

○夜間におけるお客様からの電話対応業務を担当していた
だきます。
・当直社員への取り次ぎ

＊仮眠も可能です。


不問

他 株式会社　こすもす秋田
その他

秋田県秋田市寺内字三千刈２３８－
１

毎　週
秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

829人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

132人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災
05010-24253681

介護支援専門員

・要支援認定者等のケアプランの作成及び
　ケアマネジメント業務
 介護支援専門員

土日祝他 潟上市役所

保育士（パート）

○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。


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

不問

6人 018-888-1333

不問
16,000人 秋田県南秋田郡大潟村

12ヶ月
雇用・労災

05010-24283281

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24249881

栄養士（大潟村学校給
食）

○大潟村学校給食共同調理場において、調理業務全般に従
事していただきます。

・仕込、調理、盛付、配下膳、洗浄、清掃等
　
・４６０食を６名で提供

栄養士免許

土日祝他 株式会社　メフォス　東北事業部秋
田支店毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバースビル６Ｆ

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

118人 018-845-4151

不問
185人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24269081

准看護師（土崎病院）
≪急募≫

○入院患者の看護業務を担当します。
・医師の指示に従い、検温や点滴等の医療行為を行います
・ナースコール対応

＊全部で１１０床
＊急な退職者ありの為
働き方改革関連認定企業【くるみん】
「秋田県介護サービス事業所認証評価制度」認証事業所

准看護師免許

土日祝他 医療法人　運忠会

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）な　し
秋田県秋田市飯島新町３丁目１－２
０

8人 018-845-3579

不問

不問
185人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24252381

看護師免許

土日祝他 医療法人　運忠会
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

118人 018-845-4151

平成30年12月20日発行（平成30年12月19日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師（土崎病院）≪
急募≫

○入院患者の看護業務を担当します。
・医師の指示に従い、検温や点滴等の医療行為を行います
・ナースコール対応
＊全部で１１０床
＊病棟勤務の夜勤は月４回程度です（夜勤は２名体制）
＊急な退職者ありの為
　
働き方改革関連認定企業【くるみん】
「秋田県介護サービス事業所認証評価制度」認証事業所

℡ 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。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時30分～15時30分 就業場所
(2)15時30分～20時30分

時給

2人 780円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

3人 870円～870円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
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00分～16時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～14時00分 就業場所

3人 018-831-1069

不問
1,300人 秋田県秋田市

平成31年1月7日～平
成31年2月28日 労災

05010-24289581

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-24271581

軽作業（秋田市山内）

○リネン業務に従事していただきます。
・シーツ、枕カバー布団などの回収、仕分け、デリバリー、伝
票作成など

＊週３日の勤務です（祝日勤務になる可能性あり）

不問

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

毎　週
秋田県秋田市東通仲町１２番１７号

26人 018-833-4529

不問
500人 秋田県秋田市

725人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24248781

清掃員（ＪＲ秋田総合事
務所）

○ＪＲ秋田総合事務所（５階建）の清掃業務全般を担当
・ベッドメイク（乗務員宿泊部屋）
・事務室、廊下、階段、休憩室、浴室、男女トイレ等の清掃
＊ＪＲ秋田総合事務所が主な就業場所です。
＊メイン業務に慣れてから土曜日に月１～２回程度、
　ＪＲ秋田支社内での勤務もあります。
＊３人体制での業務です
＊長期間勤務可能な方希望（掛け持ち希望の方も歓迎）
＊正社員登用制度あり

不問

他 ＪＲ秋田鉄道サービス　株式会社

客室メンテナンス（アル
ファイン秋田）

○客室内の清掃業務全般を担当していただきます。
・ベットメイク、浴室、トイレ、洗面台の清掃、掃除機掛け拭く、
等
・その他、付随する業務全般


不問

他 株式会社　友愛ビルサービス
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

5人 018-823-1251

不問

10人 0178-44-3218

不問
65人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24277081

雇用・労災
05010-24275281

森永牛乳のお届けス
タッフ

○森永牛乳の宅配商品を指定した秋田市内の地区の月極の
お客様のお宅にリストに基づいた商品をお届けします。
★月曜・木曜をお届けする地区★火曜・金曜をお届けする地
区を担当して頂きます。
・弊社のお届けスタッフはお客様とお顔合わせ、コミュニケー
ションを大切にする接客業務です。
・ゆっくり丁寧に指導致しますので未経験の方からのご応募
やシニアの方からも大歓迎です。
・自家用車持込可能な方

普通自動車運転免
許

水土日他 株式会社南山デイリーサービス　秋
田店毎　週
秋田県秋田市桜２－１６－２３

毎　週
秋田県秋田市外旭川字小谷地１１０
－１

5人 018-869-7666

不問
60人 秋田県秋田市

55人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24240281

接客・調理補助（駅前
店）

○自社焙煎の高品質なコーヒーとパスタやスイーツなどオリ
ジナルの商品を提供、販売しているカフェのお仕事です。
・接客は主にラウンジでのお客様応対や豆の販売などを行い
　ます。
・調理補助はパスタ、サンドイッチ、デザートなどの作成や
　仕込みを行います。
＊お客様とコミュニケーションを取り、明るく前向きに仕事がで
きる方、大歓迎です。
＊就業時間、曜日についてはご相談下さい。

不問

他 ナガハマコーヒー　株式会社

キッチン補助（あきた茶
房）

○秋田空港内「あきた茶房」での調理補助のお仕事です。
・厨房内で調理担当者の指示のもと、簡単な調理をお願いし
ます。

＊１日５時間程度の勤務になります。

＊就業時間は相談に応じます。


不問

他 有限会社　あべ乃グループ
毎　週

秋田県秋田市仁井田目長田１丁目１
６－７－１０６

11人 018-893-4675

不問

不問
15人 秋田県秋田市

労災
05010-24270981

不問

他 有限会社　岡田商店　給食事業部
秋田ごはん毎　週
秋田県秋田市外旭川字待合２８　秋
田市公設地方卸売市場内

3人 018-868-6415

2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

調理員【サービス付高
齢者住宅】

○サービス付高齢者住宅の厨房にて調理全般を担当してい
た　だきます。
・１日最大３０名分の　朝・昼・夕食の調理
・それに付随する業務

＊栄養士の作ったメニューを調理していただきます。



秋田市中通2-3-8　アトリオン３F 秋田市御所野地蔵田3-1-1　秋田テルサ３F
Tel　018-836-7820 Fax　018-831-1817 Tel　018-889-8609 Fax　018-889-8610
ご利用時間 ご利用時間／９：００～１７：１５
　月・金曜日        ９：００～１８：３０ （土日・祝日・年末年始は閉庁）
　火・水・木曜日 　９：００～１７：１５ ○ハローワーク相談コーナー
　土曜日　　　　　１０：００～１７：００(原則第２・４のみ開庁)

（※日曜、祝日、年末年始は閉庁）
○職業相談・紹介・求人情報検索コーナー ○求人情報検索コーナー

【マザーズコーナー秋田】

 
Tel　018-836-9001 Fax　018-831-1817

○子育てをしながら働くことを望む求職者の
職業相談・紹介を専門に行います。

 場所、利用時間はハローワークプラザアトリ
 オンと同じ。

　　いずれの施設もハローワーク秋田と同じ求人情報がご覧いただけます。
　　職業相談・職業紹介も行っていますので、是非ご利用ください。

【ハローワークプラザアトリオン】 　【ハローワークプラザ御所野】

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田の求人情報検索コーナーと
同じ内容の検索ができます。

ハローワーク秋田附属施設のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,350円～1,800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時30分～16時30分

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時15分～16時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所

時給

2人 940円～940円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～10時00分 就業場所419人 秋田県秋田市
～平成31年2月28日

労災
15010-48426581

（請）クリーンクルー（秋
田市）

○担当していただく業務は、以下の通りとなります。
　店内の一般清掃作業
　・トイレ清掃（店内、従業員）
　・ゴミ回収（店内、従業員）
　・機械による清掃作業

＊業務上、車を使用する機会はありません。

不問

他 株式会社　ニュースペース
その他

新潟市中央区山二ツ５７６番地１１号

3人 025-287-1251

不問

19人 018-863-6868

不問
21人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24325981

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010-24316681

調理補助・盛付（パー
ト）

○入居者（２０名）の食事調理補助等に従事していただきま
す。
・調理された食事の盛付
・一部きざみ食の簡単な調理
・後片付け、食器洗い（手洗い）
＊就業は１日１１時間で月１０日勤務（３名でのシフト制）です
が、半日程度の勤務も相談に応じます。
＊就業時間は６時～１８時で、内、１５時～１８時（３時間）は
時間外労働となり、割増賃金での対応となります。１８時を超
える時間外労働はほぼありません。

不問

他 有限会社　おーがすと
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目３－２０

毎　週
秋田県秋田市外旭川字三千刈１１４
－１

45人 018-803-9011

不問
160人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-24323381

介護職員（ショートステ
イあきた中央）【夜勤な
し】

○ショートステイ利用者の介護業務に従事して頂きます。
・食事や身体介助、入浴・排泄介助等、利用者の暮らしと生
活全般を支える介護業務全般
＊初めての方でも丁寧な指導（プリセプター制度）で学ぶこと
ができます。
※安心してご応募下さい。
＊定員６０名（１フロア２０名×３フロア）　
＊職員退職に伴う募集
＊雇用期間は１年更新

介護職員初任者研修
（ホームヘルパー２
級）
介護福祉士あれば尚
可

他 社会福祉法人　秋田中央福祉会　ケ
アプラザあきた中央

調剤薬局受付事務
【パート】

○調剤薬局における受付事務全般
・患者さんの接客、応対（処方箋の受付）
・パソコン入力（データ入力）
・会計（レジ対応）
・開店前の準備、及び閉店後の後片付け（掃除機かけ　等）
・外出用務あり（自家用車使用）
＊受付事務は２名体制です
＊雇用期間：本人の勤務状況等により１年毎の更新あり
【平成３１年２月からの採用予定です】

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　Ｎ＆Ｔ　つちざき南薬局
隔　週

秋田県秋田市土崎港南３丁目５－１
０

2人 018-845-7722

薬局事務又は医療事
務の経験が６ヶ月以
上ある方
又は専門の資格のあ
る方

763人 018-889-2215

2,334人 秋田県秋田市

・ＰＣ操作全般（Ｅｘ
ｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、電子
メール等）が出来る
こと【必須】・外国人
と英語によるコミュ
ニケーションがと
れ、また、企業等へ
の就業経験があれ
ば尚可。

平成31年2月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-24319481

雇用・労災
05011- 1633281

事務系スタッフ（理工学
研究科）

所属先：理工学研究科
・文書、郵便物等の接受、教職員・学生への諸連絡
・予算管理及び物品購入に関する諸手続き
・教員の出張、研修、休暇の申請、勤務時間管理に係る諸手
続き
・外国人の研究員等の受け入れ手続き
・その他一般事務補助、学術書類の複写作業

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

秋田県秋田市手形学園町１－１

その他
秋田県潟上市天王字江川谷地７４－
４４

25人 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

290人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-24322081

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
・伝票整理
・来客、電話対応など
・その他、雑役

※１日４～５時間、週５日程度、勤務時間の相談にも応じ
　ます。（最大でも週３０時間未満に調整）

普通自動車運転免
許（ＡＴ可）

日祝 浮田産業輸送　株式会社

接客・一般事務【本店】
・ショールームへ来店したお客様へのお茶出し
・ショールーム内清掃
・電話応対
・アシスタント業務（書類仕分け）
・パソコン入力作業
・小口現金、出納
・銀行、スーパーへの外出（社用車使用）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

月他 トヨタカローラ秋田　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
３７

22人 018-880-1500

不問

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24321181

看護師又は准看護
師

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

6人 018-836-1112

平成30年12月21日発行（平成30年12月20日受付分)　Ｎｏ．１

1ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師又は准看護師
（パート）

○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



℡ 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

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

2人 1,000円～1,800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

3人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

3人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)16時00分～20時30分

時給

3人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

3人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時00分～11時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 18歳以上 (1) 2時30分～ 5時30分 就業場所

時給

1人 1,010円～1,010円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時15分 就業場所

時給

2人 765円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

188人 018-863-0004

不問
220人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-24335581

平成30年12月28日～平
成30年12月30日 労災

05010-24381381

組立・梱包（９：００～１
５：１５）

○製品の組立、梱包作業
・１～８キロの製品に附属品（ゴム・ボルト）をセットし梱包する
作業です。

＊ライン作業ではありません。
＊未経験の方でも十分な指導を行います。
＊作業服、安全靴等、仕事に必要な物は会社から支給いた
します。

不問

月土日祝 北光金属工業　株式会社
毎　週

秋田市向浜１丁目７－１

その他
秋田県秋田市仁井田栄町２－３５

3人 018-839-6476

不問
3人 秋田県秋田市

84人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24362881

餅製造≪急募≫（１２／
２８～１２／３０）

○餅成形作業及び配達を担当していただきます。


＊平成３０年１２月２８日～１２月３０日までのお仕事です

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

他 よし成製菓

ホール係　【大漁丸】

○ダイワロイネットホテル内の大漁丸において、ホテルに　
ご宿泊のお客様が利用される朝食バイキングの準備、料理　
およびドリンクの補充、片付け等のホール係の業務全般に　
従事していただきます。

＊６０歳以上の方の応募も歓迎いたします。

不問

他 株式会社　水屋　光琳
毎　週

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

32人 018-834-5625

不問

10人 018-834-5625

不問
84人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24361781

4ヶ月
雇用・労災

13130-40837581

ホール係（とんかつ蔵大
地）

○イオンモール秋田の「とんかつ蔵大地」において、オー
ダー取り、料理提供、片付け、精算会計など、ホール全般の
業務に従事していただきます。

＊６０歳以上の方の応募も歓迎いたします。

不問

他 株式会社　水屋　光琳
毎　週

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

毎　週
東京都江東区深川２－８－１９　さくら
いビル４階

7人 03-5646-6777

不問
2,000人 秋田県秋田市

84人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24360481

【急募】調理・接客　（秋
田県・秋田市）

・オープンキッチン内での調理、接客サービス
・うどん、そば、ラーメン、カレー、丼物、定食などの調理
・店舗運営補助
☆土、日勤務可能な方歓迎
＊仕事は働きながら、覚えられます。
＊未経験の方にも丁寧に指導しますので、安心してご応募い
ただけます。
【画像情報あり】

不問

他 株式会社　マルハンダイニング

調理・調理補助（とんか
つ蔵大地）

○イオンモール秋田の「とんかつ蔵大地」において、調理　
または調理補助、皿洗いなど厨房業務全般に従事していただ
きます。

＊６０歳以上の方の応募も歓迎いたします。

不問

他 株式会社　水屋　光琳
毎　週

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

10人 018-834-5625

不問

0人 018-879-3110

不問
秋田県秋田市

05010-24378481

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

21020-16462381

販売（就業時間相談可）
「秋田」

○当社で扱っている各商品の販売業務に従事していただきま
す。
・健康関連商品、医療機器などの販売となります。

＊出勤不要就業日時間は応相談、電話で予め説明を受けて
い
　る地元のお客様へ訪問することになります。

＊延べ１０時間ほどの研修があります。

不問

日祝他 圭工カンパニー
その他

秋田県秋田市下浜桂根字境川１６３
－２

毎　週
岐阜県大垣市外渕２丁目３８番地

8人 0584-89-8858

不問
19,422人 秋田県秋田市

1人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-24371281

販売員（Ｓｅｒｉａ生活良品
秋田外旭川店）

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

不問

他 株式会社　セリア

テレフォンアポインター

・秋田県内の事業者へ電話をしていただいて、アポイントを設
定していただくお仕事です。
・電気料金の削減の簡単な説明を行いアポをとります。
　詳細については営業担当が出向いて行います。

不問

他 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

不問

0人 018-879-3110

不問
秋田県秋田市

05010-24359681

1ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

電話営業・テレフォンア
ポインター「秋田市」（在
宅勤務可）

○当社の取扱い商品をお客様に情報提供していただきます。
・延べ１０時間ほどの研修を受けて取扱商品の知識を習得
　していただき、その後、電話にて商品のＰＲをしてもら
　います。


＊在宅勤務可

不問

毎　週
秋田県秋田市川尻若葉町５－１０

8人 018-867-0216

不問

平成30年12月25日発行（平成30年12月21日受付分)　Ｎｏ．１

土日祝 圭工カンパニー
毎　週

秋田県秋田市下浜桂根字境川１６３
－２

10人 秋田県秋田市

労災
05010-24330181

工場内作業員（９時～１
６時）

○工場内の軽作業全般をおこないます
・布団の洗浄、運搬
・商品を梱包し返送の手配をします（伝票記入有）
・その他工場内雑務等

＊上着（ジャンパー）貸与します。マスクは支給します

不問

土日祝他 株式会社　品川商事　秋田店

℡ 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。



2ページ中 2ページ

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

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　
　１．　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！！
　２．　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】
　３．　１２月２７日　社会福祉法人　秋田聖徳会【栄養士、介護職員】
　４．　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】
　５．　　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！！
　６．　　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】
　７．　　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】
　８．　　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】
　９．　　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】
１０．　　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】
１１．　　1月１５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！！

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!


