
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 170,000円～245,000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) 9時00分～18時00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 64歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 171,500円～341,500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 215,000円～260,000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15分～17時15分 就業場所
(2) 9時15分～18時15分
(3) 8時15分～18時15分

月給

1人 217,000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) 8時00分～17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ヶ月単位） 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 158,000円～195,000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
(2) 8時30分～16時30分

月給

1人 125,000円～125,000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15分 就業場所
(2)12時00分～20時45分

月給

1人 135,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 135,780円～165,380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

115人 018-824-3121

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）ができ
る方

秋田県秋田市
平成31年2月12日～平
成31年5月17日 雇用・公災・健康・厚生

05010-22701381

雇用・労災・健康・厚生
05010-22694181

事務補助員（産休代
替）

○事務補助
・文書受付、文書起案
・電話応対、パソコン操作
・その他関連する業務
＊採用予定期間後も、別途選考試験（面接）を実施したうえで
育休代替として一定期間勤務が継続する可能性あり。
　（この場合仕事の内容は産休代替と同様の仕事内容、
　　給与・勤務時間は正規職員と同一の法規を適用）


不問

土日祝 秋田地方裁判所
毎　週

秋田市山王７丁目１－１

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－１１７

10人 018-862-8686

10人 秋田県秋田市

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

パソコン操作（ワード・
エクセル・メール）＊
入力がスムーズにで
きる方

（事務経験があれば
なお可）

168人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-22697681

一般事務

１．屋外広告の申請、手続き（外出あり）
２．総務経理関係
３．社会保険、労働保険手続き
４．給与計算
５．パソコン操作
　（ワード・エクセル・メールがスムーズに出来る方）
６．来客応対・清掃
７．見積書作成
＊社用車はＡＴ車

日祝他 東京電装工業　株式会社
その他

受付事務

○受付窓口事務
　向浜スポーツゾーン（プール、スケート場、野球場、運動広
場）における
　・利用受付、案内業務
　・料金徴収、集計業務　
※年度契約で、更新もあります。
※就業時間は（１）（２）のシフト制になります　
　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 一般財団法人　秋田県総合公社
毎　週

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４－６

36人 018-896-7100

不問

8人 018-862-6072

・パソコン基本操作
（必須）
・福祉関係経験あ
れば尚可

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22698981

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22711981

生活支援員

○施設内外において、利用者の生活支援ならびに作業指導
業務に従事していただきます。
・送迎業務（公用車使用：ＡＴ車）
・納品業務、回収業務
・その他、付随する業務


　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）（必
須）
・福祉関係資格所
持者尚可

土日祝他 社会福祉法人　秋田希望ふくし会
毎　週

秋田県秋田市泉中央２丁目６－２６

その他
秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
２３５－３

25人 018-873-5918

不問
25人 秋田県秋田市

60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22736681

栄養士

・お弁当の献立作成、盛り付け業務
・手作りオヤツのメニュー作成・調理業務
・業者への食材発注、食材の在庫確認
・近隣の個人宅・法人施設へのお弁当・法人施設へのお弁当
　回収、食材配達（社用車あり）

＊未経験者でも応募可能です。

栄養士、普通自動
車免許（ＡＴ限定
可）

日祝他 有限会社　久幸メディカルサービス

臨床検査技師

○外来・入院における病院での臨床検査部門における臨床
検査業務。
（ベット数　７０床あり）


＊基本給は、経験・資格等により考慮いたします。

＊６０歳以上の方も応募可能です。

臨床検査技師

他 医療法人　小泉病院
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目１－２８

60人 018-833-6371

不問

018-865-6587

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22714781

看護師または准看護
師

・外来看護業務（５年
以上の看護業務あれ
ば尚可）

・パスワード入力等簡
単なパソコン操作でき
る方

雇用・労災・健康・厚生
05010-22715881

看護師または准看護師

○内科医院での外来看護業務に従事していただきます。
・患者様の誘導、診察
・医師の診療補助業務、採血、血圧測定、点滴、処置、
　検査（心電図）
・内視鏡補助業務（胃カメラ、大腸カメラ）
・その他、付随する業務
＊時間外勤務が３時間となっておりますが、昼休み中に検査
準備をする時の時間外勤務であり、ほとんど毎日定時で帰宅
できます。

日祝他 医療法人　富田会　富田胃腸科内科
医院その他
秋田県秋田市新屋豊町１０－３

8人

毎　週
秋田県秋田市旭北寺町１－２

54人 018-862-5511

社内システム、
サーバー管理経験
者

56人 秋田県秋田市

2,800人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13130-38064081

社内システム管理、運
用

社内システムのネットワーク、セキュリティ等インフラ管理運
用に関する業務を担当していただきます。



　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

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 菱明三菱電機機器販売　株式会社

建物点検検査員（秋田
市）

大和ハウスの戸建住宅・集合住宅の定期点検及び診断業務
大和ハウス工業（株）から委託を受け、戸建住宅・集合住宅
の訪問・点検を行う業務です。
（月平均３５件程度お客様宅を訪問し、建物の点検・診断を
　行った上で、パソコン（エクセル）に報告書を作成して
　頂きます。）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
建築士・建築施工管
理技術士保持者優遇

水日祝他 大和ハウスリフォーム株式会社　東
京本社毎　週
東京都江東区有明３丁目７－１８　有
明セントラルタワー６階

18人 03-3527-7001

パソコン（エクセル）
住宅関連会社勤務
経験者・優遇

平成30年11月27日発行（平成30年11月26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

施工管理（秋田市）

主に一戸建て住宅のリフォーム工事における施工管理業務 普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）　
建築士・建築施工管
理技士又は受験資格
のある方

水日祝他 大和ハウスリフォーム株式会社　東
京本社毎　週
東京都江東区有明３丁目７－１８　有
明セントラルタワー６階

18人 03-3527-7001

パソコン（エクセル）
施工管理業務経験
者　優遇

2,800人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13130-38050581

℡ 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）

1人 136,864円～136,864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 220,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
フレックス 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) 6時00分～22時00分
(3)11時00分～13時50分

月給

1人 128,000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 不問 (1) 8時45分～17時30分 就業場所

月給

1人 220,000円～320,000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00分～18時30分 就業場所

月給

1人 175,000円～185,000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 168,000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 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

月給

1人 220,020円～280,050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) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

3人 170,000円～176,000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30分～20時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 132,284円～147,560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)10時45分～19時45分 就業場所

月給

1人 220,000円～320,000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00分～18時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 166,400円～166,400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00分～17時00分 就業場所23,000人 秋田県秋田市
平成30年12月10日～
平成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6433781

製造工【秋田市河辺】

＊水道管（鉄製）の製造、製品の加工、塗装、出荷業務


＊派遣期間：Ｈ３０年１２月１０日～Ｈ３１年２月２８日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３２年８月１５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

日他 日総工産株式会社秋田事業所
その他

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

不問

35人 018-893-5040

不動産賃貸管理の
経験のある方

50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22731881

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22705481

建物メンテナンススタッ
フ
（経験者）

○不動産賃貸管理に関するコンサルティング営業、建物のメンテナ
ンス・修繕
例えば、
・貸主様との連絡業務やリフォームのご提案
・建物管理メンテナンス、設備の修繕、保守点検
・報告書や提案書の作成
・物件管理獲得のための新規営業活動
など、幅広い業務を担当していただきます。
※オーナー様にも、入居者様にも喜ばれる、やりがいのある仕事で
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

普通自動車運転免
許（業務用：ＡＴ限
定可）

水他 リネシス株式会社
その他

秋田県秋田市広面字屋敷田３１１－
１

その他
秋田県秋田市中通１丁目３番５号

9人 018-834-1141

不問
450人 秋田県秋田市

585人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22743381

給食業務（花の家・遅
番専任）

○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。
＊契約更新となった場合は、勤務状況等を考慮し１年ごとと
なります。
　働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル

エステティシャン

○エステティックサロンでのお仕事をしていただきます。
・女性のお客様の美顔、痩身、脱毛の施術
・電話応対等

【男女雇用機会均等法適用除外：女性限定求人】

不問

他 エステティックＲＡＹＶＩＳ　秋田店
その他

秋田県秋田市中通４丁目５－２　明
治安田生命秋田第２ビル５階

7人 018-884-7522

不問

0人 019-643-6555

不問
180人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 03010-28839581

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22721481

営業（ルートセールス／
秋田市）

＊農業機械や農業機械部品の販売営業を行って頂きます。
　主な営業形態として、秋田県内のＪＡ（農協）を中心とした
ルートセールスです。
　商品知識や実際の営業活動については先輩社員が懇切丁
寧に指導致します。
＊社用車あり
＊営業エリア：秋田県全域
　　　　　　　　　　≪　急　募　≫

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 三ツ星ベルト販賣　株式会社　盛岡
営業所毎　週
岩手県盛岡市大新町６番３９号

その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３９

74人 018-828-8129

不問
350人 秋田県秋田市

24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22712581

食肉配送及び営業

○食肉の配送及び営業の業務に従事していただきます。
・県内得意先飲食店等への配送
・配送業務に慣れていただいた後、得意先のルート営業及び
　新規開拓も行っていただきます。
・納入も兼ねて新商品の紹介等も行っていただきます。
・２０ｋｇ程度の商品の積み下ろし及び食肉加工作業を手
　伝っていただく場合もあります。
＊担当エリア：７～８割方が秋田市内、ほか能代市、男鹿　
　市、由利本荘市、大仙市も稀にあり　
＊使用車両：軽自動車～２トン車

　普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

水日他 株式会社　大商金山牧場　秋田事業
部

ルート配送及び営業

○精肉店等をルート配送及び営業する業務です。
・従来からの顧客（スーパー、食堂、精肉店等）の注文伺い及
び配送。
・２ｔ保冷車を使用


＊接客があるので明るく元気な対応が求められます。
＊業務範囲は主に秋田県内です。

　普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　秋田食肉卸センター
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３
２ー２８

24人 018-862-6100

不問

35人 018-893-5040
不動産賃貸仲介の
経験のある方
パソコン操作（エク
セル、ワード）でき
る方

50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22732281

雇用・労災・健康・厚生
05010-22700081

賃貸仲介（経験者）

○お部屋を探すお客様への提案、物件管理獲得のための営業活
動、貸主様との連絡業務や賃料設定のご相談など
例えば
・インターネットをご覧になり、反響のあったお客様へ物件のご案内
・入居契約の取り交わし
・物件に不具合が生じた場合の対応
などを担当していただきます。
　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

普通自動車運転免
許（業務用：ＡＴ限
定可）

日他 リネシス株式会社
その他

秋田県秋田市広面字屋敷田３１１－
１

隔　週
秋田県秋田市泉南１－２－４

23人 018-863-3455

エクセル・ワードが
使える方

23人 秋田県秋田市

200人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-22722781

業務（商品管理）

○業務課にて、主に商品（事務用品、ＯＡ機器など）の受発注
業務を担当していただきます。
・電話応対
・入出庫品の検品及び品出し
・その他付随する業務

不問

日祝他 株式会社　マルシン

受注管理業務（輸出業
務含む）

〇当社の秋田工場内にて、受注管理全般をお願いいたしま
す
具体的には
・ＥＤＩ、手書きの受注をＳＡＰに展開
・工場全体の生産キャパシティの管理
・発送（輸出含む）業務全般
・お客様への納品までの業務の安定化　など

※工場内の生産のキーマンとして将来的にリーダーをお願い
する予定です。

不問

日他 マーレマニュファクチャリングサービ
ス株式会社　秋田事業所その他
秋田県南秋田郡五城目町高崎字田
中１番地

60人 018-852-4521

・工場内での生産
管理経験
・サプライヤーとの
調整経験

パソコン操作可能
であること

3,500人 秋田県秋田市
平成30年12月25日～
平成31年6月24日 雇用・公災・健康・厚生

05010-22717181

不問

土日祝他 秋田県農林水産部園芸振興課
毎　週

秋田市山王４丁目１－１　秋田県庁

16人 018-860-1721

3ページ中 2ページ

平成30年11月27日発行（平成30年11月26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

一般事務補助

・一般事務補助
・文書整理
・パソコン操作（一太郎、Ｅｘｃｅｌ等）
・電話対応
・接客（お茶出し等）



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 155,984円～155,984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

時給（月額換算）

1人 190,800円～190,800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) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)16時00分～ 0時00分
(3) 0時00分～ 8時00分

月給

3人 200,000円～257,000円
就業場所

正社員 TEL
フレックス 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) 6時00分～22時00分
(3)11時00分～13時50分

時給（月額換算）

10人 149,040円～182,160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) 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

月給

10人 150,000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 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 165,300円～165,300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) 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

月給

1人 135,000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 30歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 155,000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 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22695081

上下水道業務全般

〇一般住宅、アパートなどの上下水道の配管業務です。
・現場での２ｔ車運転、軽自動車の運転
・ＣＡＤを使用しての図面作成、書類届出業務

※パソコンが不得意な方は、現場業務だけでもＯＫですので
ご相談ください。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 ミナミ水道　株式会社
毎　週

秋田県秋田市飯島緑丘町１４－３６

4人 018-847-4525

不問

80人 0182-32-5211

301人 秋田県秋田市

4人

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05060- 6523781

平成30年12月20日～
平成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6431581

設備メンテナンス。プロ
グラム作成業務（昼勤）
【秋田】

◆プリント基板を実装する設備のメンテナンス及びプログラム
作成業務

＊パソコン操作可能な方（Ｅｘｃｅｌ等）

※現場での指導研修あり、未経験者の方も大丈夫です。

※試用期間中の労働条件の変更はありません。

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

その他
秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人 0187-63-7239

不問
23,000人 秋田県秋田市

200人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-22720581

製造工【秋田市飯島】
（交替制）

＊ＬＥＤチップの製造

＊派遣期間：Ｈ３０年１２月２０日～Ｈ３１年２月２８日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３２年２月５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所

製品組立業務（電装
品、モーター）

〇当社の秋田工場内にて、製品組立業務をお願いします。
具体的には
・各種工具を使用しての組立作業
・工作機械での加工作業
・検品や品質確認に関する作業　等

不問

日他 マーレマニュファクチャリングサービ
ス株式会社　秋田事業所その他
秋田県南秋田郡五城目町高崎字田
中１番地

60人 018-852-4521

不問

60人 018-852-4521

不問
200人 秋田県南秋田郡五城目町

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22719381

雇用・労災・健康・厚生
05010-22718081

製品組立業務（電装
品、モーター）

〇当社の秋田工場内にて、製品組立業務をお願いします。
具体的には
・組立作業（各種工具使用）
・加工作業（工作機械使用）

不問

日他 マーレマニュファクチャリングサービ
ス株式会社　秋田事業所その他
秋田県南秋田郡五城目町高崎字田
中１番地

その他
秋田県南秋田郡五城目町高崎字田
中１番地

60人 018-852-4521

何らかの業務での
リーダー（監督者）
経験

200人 秋田県南秋田郡五城目町

23,000人 秋田県秋田市
平成30年12月20日～
平成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6428181

製品組立部門のリー
ダー業務

〇当社の秋田工場内にて、製品組立部門のリーダー業務を
お願いします。
具体的には
・日々の生産指示、メンバーの管理、作業指導等の監督者ま
たは部門リーダーとして、製造現場をリードしていく業務

不問

日他 マーレマニュファクチャリングサービ
ス株式会社　秋田事業所

製造工【秋田市茨島】

＊石英ルツボ（ガラス容器）の製造
　・ルツボの洗浄・加工業務

＊派遣期間：Ｈ３０年１２月２０日～Ｈ３１年２月２８日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３２年２月５日です。

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所
その他

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

0187-63-7239

900人 0187-63-7239

不問

不問
23,000人 秋田県秋田市

＊金属製品（亜鉛）の製造
　　製品の研磨、機械操作、剥ぎ取り等の作業

＊派遣期間：Ｈ３０年１２月１０日～Ｈ３１年２月２８日
＊上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。

※上記就業場所での最長就業可能日は、
　平成３１年６月２８日です。

平成30年12月10日～
平成31年2月28日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 6430981

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所
その他

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

900人

＊パソコン操作可
能な方
Ｅｘｃｅｌ等／基本的
な関数（合計・平均
等）を使用できるこ
と

平成30年11月27日発行（平成30年11月26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

製造工【秋田市飯島】

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                　　　　　　ハローワーク秋田２階大会議室において、下記日程で開催します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加希望者は直接会場へお入りください。
　

　１．１１月３０日　警備業者合同就職面接会　１０：００～１２：００　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：ＡＬＳＯＫ秋田㈱、㈱国際パトロール、㈱出羽警備、ユーアイ警備保障㈱、
                         ㈱友愛ビルサービス＞
　
　２．１２月　４日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：ヤマト運輸㈱秋田法人営業支店【荷受作業、軽作業】＞

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

『会社説明会』のご案内

　　　　●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２７日　㈱プレステージ・インターナショナル【事故受付、家財保険受付、入力業務　他】
　２．　１１月２８日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　３．　１１月２９日　秋田県身体障害者更生訓練センター【支援員】
　４．　１１月３０日　㈱秋田キャッスルホテル【病院・介護施設の調理業務、調理補助、食器洗浄　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　５．　１２月　３日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」【介護職】
　６．　１２月　４日　西武　秋田店【化粧品販売】
　７．　１２月　５日　あいおいニッセイ同和損保㈱秋田支店【ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ・ﾌﾟﾛ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ社員（営業）】
　８．　１２月　６日　㈱虹の街【訪問介護員、介護員、機能訓練指導員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　９．　１２月　７日　社会福祉法人晃和会【看護師・准看護師、介護職員】
１０．　１２月１０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】
１１．　１２月１１日　湯の越の里㈱（㈱りんどうの里　含む）【介護職員】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 330,480円～558,140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

2人 148,000円～250,900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30分 就業場所

月給

3人 230,000円～550,000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30分 就業場所
(2) 9時00分～17時30分

月給

10人 193,200円～277,000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00分 就業場所
(2)16時30分～ 0時30分
(3) 0時00分～ 9時30分

月給

1人 210,000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30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～13時50分

月給

130人 186,000円～277,000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00分 就業場所
(2)16時30分～ 0時30分
(3) 0時00分～ 9時30分

月給

1人 232,700円～262,800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 232,700円～262,800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

2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 59歳以下 (1) 9時00分～18時30分 就業場所
(2) 9時00分～17時30分

月給

1人 143,400円～178,100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 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～13時30分

36人 018-834-9200

不問
36人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22780481

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22774881

栄養士

○栄養士業務を担当していただきます。
・園児の昼食、おやつの調理
（園児は現在１５２名入園しております）
・献立メニューの作成
・調理する材料の注文
・調理、盛り付け、洗浄、消毒、その他、付随する業務

栄養士免許

日祝他 社会福祉法人　大野保育園
隔　週

秋田県秋田市仁井田字西潟敷１１

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央３丁目５－
４０

23人 018-857-1040

不問
23人 秋田県秋田市

89人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災・健康・厚生
05010-22801481

歯科衛生士

○歯科衛生士業務
・予防処理、歯周治療から外科や矯正アシスタントなど幅広
　く学べます。
・得意分野のみで活躍する事も出来る（ＰＭＴＣなど）

＊就業時間：（２）は土曜日勤務

＊ＨＰに院内の様子を紹介しています。
　ぜひご覧ください。

歯科衛生士免許

日他 医療法人　東京堂　港町歯科クリニッ
ク

看護師または准看護師

○利用者様の看護業務全般および介護業務補助（若干の食
事　介助　等）を担当していただきます。

・利用者様のバイタルチェック
・利用者様の服薬の管理　等



看護師または准看
護師

他 来楽　株式会社　ショートステイらい
らっくその他
秋田県南秋田郡井川町浜井川字家
ノ東１３４－３

38人 018-874-4371

不問

21人 018-873-7213

不問
89人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22797581

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22794381

看護師または准看護師

○利用者様の看護業務全般および介護業務補助（若干の食
事　介助　等）を担当していただきます。

・利用者様のバイタルチェック
・利用者様の服薬の管理　等



看護師または准看
護師

他 来楽　株式会社　ショートステイ美し
き郷（うましきさと）その他
秋田県秋田市金足小泉字潟向３９番
地１

毎　週
秋田県秋田市八橋南２丁目１０－１６

4,969人 018-864-2625

不問
4,969人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22770981

看護師（県内厚生連９
病院）

・病棟及び外来等での看護師業務　
・病院により、日直・早番・遅番等の勤務あり。

（就業場所は、鹿角市、北秋田市、能代市、八郎潟町、秋田
　市、由利本荘市、大仙市、横手市、湯沢市の内のいずれか
　となります）
＊平成３１年４月１日採用
＊時間外労働時間は９病院の平均を記載しています。

看護師免許

土日祝他 秋田県厚生農業協同組合連合会

看護師または准看護師

○お仕事は、主に血液透析業務ですが、ローテーションによ
り泌尿器科及び内科の一般外来業務も担当していただきま
す。
・診療補助、採血、注射
・その他、付随する業務
＊雇用開始日は面接時に決定します。
＊白衣貸与　


看護師または准看
護師免許

日他 飯島透析クリニック
その他

秋田県秋田市飯島字薬師田３６０

10人 018-880-5544

不問

4,969人 018-864-2625

不問
4,969人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22793081

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22749881

助産師（県内厚生連９
病院）

・病棟及び外来等での助産師業務　
・病院により、日直・早番・遅番等の勤務あり。

（就業場所は、鹿角市、北秋田市、能代市、八郎潟町、秋田
　市、由利本荘市、大仙市、横手市、湯沢市の内のいずれか
　となります）

＊平成３１年４月１日採用
＊時間外労働時間は９病院の平均を記載しています。


助産師免許

土日祝他 秋田県厚生農業協同組合連合会
毎　週

秋田県秋田市八橋南２丁目１０－１６

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央３丁目５－
４０

23人 018-857-1040

不問
23人 秋田県秋田市

74人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22758881

歯科医師

歯科医師業務全般を担当していただきます。

・一般診療、歯内療法、インプラント治療、矯正治療、口腔外
科、予防歯科など幅広く学べます。

【ユニット１１台、マイクロスコープ５台、ＣＢＣＴ１台完備】

＊詳細はＨＰをご覧ください。

歯科医師免許

日祝他 医療法人　東京堂　港町歯科クリニッ
ク

システムエンジニア・プ
ログラマ

・システム開発における基本設計・機能設計・詳細設計・製
造・試験・保守作業の一連作業
・システム運用保守サポート（インフラ構築作業含） 不問

土日祝他 株式会社　日情秋田システムズ
毎　週

秋田県秋田市山王２丁目２－１７　山
王ピアレス７Ｆ

41人 018-863-9322

Ｃ・Ｃ＋＋・Ｃ＃・ｊａｖ
ａ言語に堪能な方
（経験年数３年程度
以上）

平成30年11月28日発行（平成30年11月27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

電気設備施工管理［秋
田市・横手市・大仙市］

商業施設、変電施設、福祉施設等の各建設現場等における電気設
備施工管理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、打ち合わせ他）

※ご本人の希望や適性を踏まえて担当現場を決定致します。
※施工管理経験があれば、公認資格の有無は問いません。
※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

施工管理５年以上
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
04010-79105981

℡ 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

3人 130,000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 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

時給（月額換算）

1人 138,672円～173,340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) 7時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 182,480円～214,800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) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 142,800円～151,200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) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

月給

2人 150,700円～150,700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

日給（月額換算）

1人 148,190円～148,190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

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 130,000円～130,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

月給

1人 150,000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) 8時15分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

3人 151,200円～168,000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 就業場所

時給（月額換算）

2人 153,000円～153,000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～17時30分 就業場所5,000人 秋田県秋田市
平成30年12月1日～平
成30年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

04010-79162681

（派）社内システムへの
データ入力［秋田市］

・社内システムへのデータ入力
・社内物品購入、支払処理
・電話取次ぎ
・郵便物発送（社用車運転有）

＊３ヶ月毎契約更新

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　パソナジョブサポート　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１階

2人 022-299-8771

パソコン（Ｅｘｃｅｌ）操
作

62人 018-886-3354

不問
34,312人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-22788981

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22810781

航空会社カウンター業
務
（ＡＮＡ）

○航空会社（ＡＮＡ）旅客ハンドリング業務
（受付、案内、説明、カウンター各種手続き、
　　手荷物受託・引渡し、アナウンス等）

＊１Ｆカウンターと２Ｆ搭乗口の２箇所です。
＊制服貸与。

不問

他 日本通運　株式会社　秋田総代理支
店その他
秋田県秋田市雄和椿川字山籠４９
秋田空港ビル内

毎　週
秋田県秋田市山内字丸木橋１６７－
３

104人 018-827-2331

不問
213人 秋田県秋田市

2人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1524981

事務員（病院事務）

○病院事務業務全般に従事していただきます。
・レセプトコンピューターによる保険請求事務
・受付
・電話応対、来客応対
・薬局事務
・その他付随する一般事務業務
・環境整備
＊買い物、銀行用務等あり。（社用ＡＴ車使用）
＊救急対応の場合あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 医療法人　三愛会　秋田東病院

事務補助・検査作業補
助

○総務、経理補助
・パソコン入力、集計など
・電話の対応、来客対応
・銀行などの外出用務（自家用車使用）
・倉庫、事務所の清掃、管理
○米の検査作業補助
・紙袋などへのスタンプ押し  ・検査用具の準備、片付けなど
・その他、付随する業務
※力仕事ではありませんが、体力が必要です。
　○試用期間後に正社員へ移行します○

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　大潟村穀物検査協会
その他

秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目５
９番地３０

2人 0185-45-3670

パソコン基本操作
（ワード、エクセル）

73人 018-860-3312

不問
73人 秋田県秋田市

平成30年12月17日～
平成31年6月16日 雇用・公災・健康・厚生

05010-22771581

平成31年1月1日～平
成33年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-22747481

一般事務補助

○事務補助、書類整理、来客応対
※パソコン操作（初級程度）可能な方
・ワード、エクセル、一太郎など

＊公務災害補償制度（労災保険相当）あり


不問

土日祝 秋田県総合県税事務所
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番２号

毎　週
秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010

1,400人 秋田県秋田市

23,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-22761681

技術系スタッフ（総務課
研究協力室）

医学部総務課研究協力室において次の業務に従事していた
だきます。
・治験ネットワークに関する業務（庶務、登録施設の訪問調
査等）
・治験コ－ディネーターのサポート
・電話、来客対応などの庶務
・臨床研究審査委員会（仮称）の事務局の事務
働き方改革関連認定企業【くるみん】

土日祝 秋田大学医学部総務課

事務員

○事務作業全般
・ＰＣによるデータ管理、受注入力
・月末処理（請求、仕入、売上、棚卸し等）
・会計業務
・書類全般処理

不問

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

11人 018-888-1333

不問

62人 018-886-3354

パソコン（ワード・エ
クセル）

32,510人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-22787681

雇用・労災・健康・厚生
05010-22755581

航空会社事務スタッフ
（秋田空港）

○秋田空港のＡＮＡでの一般事務

・書類作成、経理業務（データ入力）　

＊詳細は窓口でお問い合わせください。

不問

土日祝他 日本通運　株式会社　秋田総代理支
店毎　週
秋田県秋田市雄和椿川字山籠４９
秋田空港ビル内

毎　週
秋田県潟上市天王字細谷長根３４番
地１

2人 018-870-6177

不問
27人 秋田県潟上市

990人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
13010-49270082

介護支援専門員

〇「あゆみ居宅介護支援事業所」における居宅介護支援業
務全般に従事していただきます。
・相談業務（訪問を含む）
・ケアプランの作成
・各医療機関、サービス提供事業所等との連絡調整
・請求事務（給付管理等）
・その他付随する業務

＊外出用務あり（社用ＡＴ車使用）

介護支援専門員
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

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）

非常勤保育士／企業
内保育園／秋田市

・企業内保育園です。
・定員１０名と小規模なお預かりからのスタートですが、企
　業様のニーズに合わせて増員の可能性があります。
・施設・設備ともに新しく、綺麗で快適な環境で保育ができま
す。
・日常の保育のサポートや園内の清掃のお手伝いなどをお願
　いします。

＊就業場所は窓口まで

保育士資格

他 株式会社パソナフォスター
毎　週

東京都千代田区大手町２－６－２

018-853-1725

10人 03-6734-1280

不問

不問
12人 秋田県秋田市

○新設の小規模保育園で、０歳児から２歳児までの保育業務
です。
乳幼児の保育業務
・乳幼児の預かり
・おむつの取替え
・授乳、食事の世話
・睡眠、着替え、健康管理等育児支援全般

＊平成３１年２月からの勤務になります。


雇用・労災・健康・厚生
05010-22756481

保育士

日祝他 秋田ライフライン株式会社　シエルア
ンジュ園毎　週
秋田県秋田市土崎港中央５丁目４－
８ニューポートビル１Ｆ

7人

・ワード、エクセル
等のパソコン操作
ができること（必須）
（・コメディカル、医
療事務などの医療
関係の経験者が望
ましい）

4ページ中 2ページ

平成30年11月28日発行（平成30年11月27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

保育士



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30分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時30分～18時30分

月給

1人 160,000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 59歳以下 (1) 9時15分～18時15分 就業場所
(2)10時15分～19時15分
(3)10時45分～19時45分

月給

2人 146,000円～174,000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～19時00分 就業場所

月給

2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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 144,200円～160,200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) 9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

月給

1人 141,000円～141,000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 144,300円～203,600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 146,800円～213,600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00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 144,300円～203,600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00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 187,800円～224,650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)10時00分～19時00分

29人 018-873-7801

不問
161人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22802781

雇用・労災・健康・厚生
05010-22800581

介護員「特別養護老人
ホーム　中通アネック
ス」

○特別養護老人ホームにおける、介護業務全般に従事して
いただきます。
・利用者様の入浴、食事、排泄等の介助、その他、付随する
業務。

＊中通アネックスは定員２９名のユニット型施設です。
「真心・笑顔」で入居者様の生活を支援します。



介護福祉士

他 社会福祉法人　北杜
その他

秋田県秋田市下新城中野字街道端
西１１－１

その他
秋田県南秋田郡井川町浜井川字家
ノ東１３４－３

38人 018-874-4371

不問
89人 秋田県南秋田郡井川町

89人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22799781

介護職員

○入居者の介護全般
・食事、入浴、排泄等の身体介護
・送迎業務もあります（社用車／ＡＴ車）
　車両はハイエースまたは軽ワゴンです。
・夜勤及び送迎運転可能な方を希望
＊短期入所施設：入居者６０名
＊介護スタッフ２５人で対応しています（夜勤は３人体制）
＊実務研修が充実しておりますので、未経験者の方も安心し
て働くことができます。

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
ホームヘルパー２級
又は介護職員初任者
研修ある方尚可

他 来楽　株式会社　ショートステイらい
らっく

介護スタッフ

○サービス付高齢者向け住宅「らいらっく」の入居者への介
　護業務に従事していただきます。
・入浴、排せつ、食事等の介護
・洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言
・その他、日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話

＊夜勤は、２名体制で休憩１２０分
＊利用者３５名、介護スタッフ１２名、看護師４名
＊未経験の方優遇、親切な指導致します。

介護職員初任者研修
修了者（ヘルパー２
級）以上
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

他 来楽　株式会社　サービス付き高齢
者向け住宅　らいらっくその他
秋田県秋田市外旭川字神田１１２番
地

24人 018-868-1133

不問

21人 018-873-7213

不問
89人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22798481

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-22777081

介護職員

○入居者の介護全般
・食事、入浴、排泄等の身体介護
・送迎業務もあります（社用車／ＡＴ車）
　車両はハイエースまたは軽ワゴンです。
・夜勤及び送迎運転可能な方を希望
＊短期入所施設：入居者３０名
＊介護スタッフ１３人で対応しています（夜勤は２人体制）
＊実務研修が充実しておりますので、未経験者の方も安心し
て働くことができます。

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
ホームヘルパー２級
又は介護職員初任者
研修ある方尚可

他 来楽　株式会社　ショートステイ美し
き郷（うましきさと）その他
秋田県秋田市金足小泉字潟向３９番
地１

秋田県秋田市八橋南１丁目８－２

14人 018-862-7445

132人 秋田県秋田市

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）＊必須
・介護職員基礎研修
修了者・介護職員初
任者研修修了者
・ヘルパー１級、２級・
介護福祉士　のいず
れか保持者は優遇

40人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22768181

デイサービス介護員

○デイサービスを利用される高齢者への食事介助、入浴介
助、更衣介助、排せつ介助、レクリエーション、利用者の送迎
等に従事していただきます。
＊利用定員３２名の施設で、フルタイム介護員７名、パートタ
イム介護員７名体制でお世話します。
＊送迎は社用車使用（ＡＴ軽自動車・普通ワゴン車）を使用
し、秋田市の一部地区を担当します。
＊契約は年度更新で１年度毎の更新有り

日祝他 社会福祉法人　秋田市社会福祉協
議会毎　週

介護職

○施設内の介護業務全般を担当していただきます。
＊食事介助、入浴介助、排泄介助、見守り等
＊グループホームの入居者、定員１８名を１８～１９名で介護
します。
　
＊就業時間（４）１６：００～９：００　月４～５回
　　　　　（休憩時間０：００～３：００の１８０分）　
　　　　　（１）～（４）の交替制



不問

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

19人 018-855-1550

不問

21人 018-886-3000

不問
24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22751081

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22779681

介護職員

○ショートステイにおける介護業務全般を担当していただきま
す。
・食事、入浴、排泄等
・その他付随する業務
・夜間勤務での介護業務


※未経験の方応募可

介護職員初任者研修
修了者又はホームヘ
ルパー２級以上
＊資格の無い方でも
応募可

他 株式会社　あきた福祉会　ショートス
テイむすびの郷毎　週
秋田県秋田市雄和田草川字本田２４
１－５７

毎　週
秋田県秋田市川尻大川町１－２５
アップヒル２１　２階Ｂ－３号室

4人 018-807-3485

不問
247人 秋田県秋田市

1,473人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13040-39581282

営業職

＊マンション等に住む方へ、ケーブルテレビやインターネット、
電話回線のサービス加入や切り替えを提案します。
　当社では、広告文面に注力し、お問い合わせがあったお宅
のみに訪問します（反響営業のみ）
　しっかりとした研修を設けておりますので、未経験でもご安
心ください。入社時は８割が未経験者です。

・営業範囲：主に秋田市内　社用車使用（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

火水他 レグセントジョイラー　株式会社　秋
田支社

アパレル販売スタッフ
／西武秋田店

◆カラーフォーマルウェア、アクセサリーの　
　コーディネート販売、在庫管理　ディスプレイなど

◆プレタポルテから成長してきた会社です。品質にこだわり、
フォーマルならではの高級感を大切にしています。

◆長く働けるお仕事です

◆研修制度も充実しています

不問

他 株式会社　東京ソワール
その他

東京都港区南青山１－１－１　新青
山ビル西館１０Ｆ

2人 03-3475-1251

不問

不問
113人 秋田県南秋田郡大潟村

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05011- 1519881

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 株式会社　ルーラル大潟
その他

秋田県南秋田郡大潟村字北一丁目
３番地

73人 0185-45-3311

平成30年11月28日発行（平成30年11月27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

販売員

○産直センター内のレジ業務です。
・レジ業務が主となりますが、店内の接客、販売、商品発注、
補充作業もあります。
　
※雇用期間は、年度末までですが、契約更新（１年ごと）の可
能性があります。

℡ 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。



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 166,900円～168,500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) 6時00分～15時05分 就業場所
(2) 9時45分～19時00分

月給

1人 140,000円～220,000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40分～17時00分 就業場所

月給

2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

2人 200,000円～280,000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）

2人 154,500円～185,400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

月給

1人 175,000円～230,000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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 200,000円～240,000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

時給（月額換算）

2人 137,600円～176,000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～18時00分 就業場所 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
14040-21541581

梱包・出荷・引取り業務
（秋田工場／契約社
員）

部品の梱包・出荷作業
外注先への部品等の引取り（社有車にて）

・多少重いものも扱いますが、難しい作業はありません。
　マニュアルがあり先輩もいるので安心してご応募下さい。

◆新規受注に伴う増員募集◆

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　土佐製作　【画像情報あ
り】毎　週
神奈川県川崎市幸区塚越３丁目３８
０番地

39人 044-555-7111

不問

33人 018-823-2056

33人 秋田県秋田市

46人

雇用・労災・健康・厚生
05010-22778381

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22803881

舗装工

○建設現場においての舗装工事　　　　　　　　　　　　　
・道路、駐車場等の舗装が主です。
・資格のある方は機械を運転する場合もあります。
・レーキ等を使用しての作業。
・大型ダンプの運転
（２ｔ～４ｔダンプの運転をする場合もあります。）

働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所【くるみん】

日他 古城建設　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－６１

その他
秋田県秋田市向浜２丁目１－１

13人 018-865-2363

大工作業経験者
（年数不問）

13人 秋田県秋田市

0人 秋田県秋田市

労災・健康・厚生
05010-22817981

大工

大工他、土木建築工事作業に従事していただきます。
・住宅のリフォーム
・足場、機械整備
・鍛冶工の手元作業
＊工場内高所作業あり


普通運転免許（ＡＴ限
定不可）
（建設、建築、土木関
連の資格あれば尚
可）

日祝他 株式会社　ワタケン

運転手・軽作業員

〇解体・土木・除雪作業で、４ｔ又は２ｔダンプに乗って仕事をし
ていただきます。
・経験者はもちろん、未経験者にも親切にお教えします。

中型自動車運転免
許（８ｔ限定可）

土日祝 株式会社　ヤナタコーポレーション
毎　週

秋田県秋田市豊岩石田坂字上野２１
０番地

0人 018-828-7034

不問

5人 018-853-7996

大型ダンプ運転経
験（年数問わず）

34人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22818581

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-28867181

大型ダンプ運転手

・建設土木工事現場の土砂等の運搬が主体です。
　＊現場は秋田県内
・冬期間は排雪の運搬業務及び３か月程度、弊社関東支店
へ出張もあります。

＊出張時：宿舎は無料。食事はありませんが食事補助として
支給します。

大型運転免許

日他 株式会社ＧＲＡＮＤ　秋田営業所
その他

秋田県秋田市飯島鼠田１丁目３－９

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

6人 019-625-0111

8,600人 秋田県秋田市

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22783281

車両運行管理員
（秋田河川国道事務
所）

請負先事業所である秋田河川国道事務所において、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

整備工

・フォークリフトの整備及び、修理
・お客様（顧客）巡回
・巡回先は、主に農協や物流関係になります。
・社用車使用

自動車整備士資格
３級以上あれば尚
可
普通自動車免許Ａ
Ｔ限定可

日祝他 秋田ユニキャリア販売　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
３８

018-828-1100

7人 018-846-6511

産業車両、自動車
整備の整備経験者
優遇します。

不問
130人 秋田県秋田市

○施設において入所者・通所者の調理業務に従事していた
だきます。
・食事の調理、盛り付け
・食器類の片づけ
・その他、付随する業務
＊昼食　８０～９０食を５～６人で行います。
　朝・夕食　７０～８０食を朝食は２～３人、夕食は３人で行い
ます。
＊資格のない方は入社後取得していただきます。 雇用・労災・健康・厚生

05010-22773781

不問

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

67人

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
土木施工管理技
士・大型免許保有
者優遇（資格なくて
も可）
（主に舗装作業を
行いますが、一部
土木作業もあるた
め）

4ページ中 4ページ

平成30年11月28日発行（平成30年11月27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

調理員

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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                　　　　　　ハローワーク秋田２階大会議室において、下記日程で開催します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加希望者は直接会場へお入りください。
　

　１．１１月３０日　警備業者合同就職面接会　１０：００～１２：００　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：ＡＬＳＯＫ秋田㈱、㈱国際パトロール、㈱出羽警備、ユーアイ警備保障㈱、
                         ㈱友愛ビルサービス＞
　
　２．１２月　４日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：ヤマト運輸㈱秋田法人営業支店【荷受作業、軽作業】＞

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

『会社説明会』のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

20人 200,000円～220,000円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～59歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 2時00分
(3)20時00分～ 5時00分

月給

1人 200,380円～351,013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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 300,000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 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 230,000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30分～17時00分 就業場所

月給

3人 171,100円～281,400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

月給

1人 145,000円～175,000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) 6時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

月給

1人 135,000円～145,000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

月給

1人 223,000円～223,000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

月給

1人 163,000円～280,000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00分～18時00分 就業場所

月給

10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 不問 (1)11時00分～20時00分 就業場所

12人 018-853-7222

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22832381

雇用・労災・健康・厚生
05010-22866381

ＹｏｕＴｕｂｅクリエーター

・当社新規事業の第１期生を募集します。
・ＹｏｕＴｕｂｅｒとして動画の作成・アップをする仕事です。
・再生数が０でも、会社員として固定給を保証します。
・機材などの初期投資は不要です。
・モデル・ナレーター・動画撮影・動画編集、いずれかの経験
がある方、大歓迎です。現ＹｏｕＴｕｂｅｒ・未経験者も大歓迎！
編集部が全面バックアップします。

不問

日祝他 マイティバンク　株式会社
隔　週

秋田県秋田市南通亀の町１２番４１
号

秋田県秋田市山王５丁目１４－１　サ
ントノーレプラザビル１Ｆ

3人 018-824-1755

4人 秋田県秋田市

普通自動車免許（ＡＴ限
定可）：業務上

＊ＰＣ操作できる方
（ワード、エクセル、パ
ワーポイント）
＊デザイン制作業務に
３年以上従事した経験
者、マッキントッシュ操
作（フォトショップ、イラス
トレーター等）できる方

6,500人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-79341481

＊デザイン制作
○冊子、広告（チラシなど）のデザイン制作
○Ｗｅｂ制作、動画制作
○冊子、フリーペーパー記事広告などの取材編集業務
○セールスプロモーション、ＰＲ、プランニング提案  ○写真撮影
○上記の営業・ディレクターまたはアシスタント業務
＊外出用務は自家用車を使用（ガソリン代・車両手当あり）
＊勤務時間は業務内容により変更する場合もあります。
＊勤務時間等、相談に応じます。
＊制作会社、広告代理店、編集社、編集プロダクション、コ
　ピーライター、ＰＲ、広報、企画会社での経験者優遇

日他 クローバープラス（株式会社　Ｃｌｏｖｅｒ
Ｐｌｕｓ）その他

介護支援専門員［秋田
市］

ご利用者様のケアマネジメント業務全般（アセスメント・モニタ
リング・ケアプラン作成など）

＊ケアマネジメントを通じ住み慣れた地域でイキイキと暮らせ
る為の支援を行います。やる気のある方の応募をお待ちして
います。

利用者さんに対して質の高いサービスが提供できるように会
社全体で様々な研修に力をいれております。


介護支援専門員
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 ＳＯＭＰＯケア　株式会社
毎　週

宮城県仙台市宮城野区萩野町３丁
目１２－１

5人 022-781-9830

経験者優遇

2人 018-838-0295

不問
2人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22860481

雇用・労災・健康・厚生
05010-22824681

障がい者支援員

○就労継続支援Ｂ型事業所「ダイバーシティあきた」におい
　て、精神障がい者へ作業指導や日常生活および助言を行
い
　ます。
・精神障がい者への職業指導、研修による就労支援業務

＊就職希望の障がい者には面接から就職後のフォローまで
行
　い、職業定着を目指します。


不問

土日祝他 合同会社ダイバーシティあきた　就労
継続支援Ｂ型事業所毎　週
秋田県秋田市山王６丁目１６番１１号
マツオカビル２　２階

毎　週
秋田県秋田市八橋本町２丁目５－２
８

3人 018-866-2990

栄養士業務経験者
27人 秋田県秋田市

4,969人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22862881

給食の調理【栄養士】
≪御所野の森≫

○介護施設での給食の調理・後片付け等の業務に従事して
い　ただきます。
・献立の作成などの栄養士業務
・朝食、夕食３０人分を１人で調理、昼食３０人分を２人で調理
していただきます。

栄養士

他 株式会社　新星食品

言語聴覚士（県内厚生
連９病院）

・言語聴覚士業務全般
・病院により、日直・当直・早番・遅番の勤務あり。

（就業場所は、鹿角市、北秋田市、能代市、八郎潟町、
　秋田市、由利本荘市、大仙市、横手市、湯沢市の内の
　いずれかとなります）

＊平成３１年４月１日採用
＊時間外労働時間は９病院の平均を記載しています。

言語聴覚士免許

土日祝他 秋田県厚生農業協同組合連合会
毎　週

秋田県秋田市八橋南２丁目１０－１６

4,969人 018-864-2625

不問

283人 018-832-3203

不問
299人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22868981

雇用・労災・健康・厚生
04010-79368781

作業療法士

○精神科において作業療法の立案・実施に従事していただき
ます。
・書類の作成等
・その他、付随する業務

作業療法士

土日祝 医療法人　回生会　秋田回生会病院
毎　週

秋田県秋田市牛島西１丁目７－５

毎　週
宮城県仙台市青葉区小田原５丁目２
－５６　スタジオサイキビル２階

5人 022-263-2639

建設工事の作業、
現場管理、積算業
務等の経験者

253人 秋田県秋田市

1,550人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-79353181

土木技術者・現場監督
員［秋田市］

国土交通省、ＮＥＸＣＯ、地方自治体等発注による、
公共工事に係る、現場監督、積算、資料作成等の
補助業務をしていただきます。





普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
２級土木施工管理技
士等の建設関連の有
資格者優遇

土日祝他 株式会社　エムエーシー　仙台支店

工務（システムバス・
キッチンなどの現場管
理）［秋田地区］

・住宅設備機器（システムバス・システムキッチンなど）の現場
施工管理業務
・工程管理、完成確認、組立指導が主な仕事です
＊社用車（ＡＴ）使用
＊ＰＣ操作（Ｅｘｃｅｌ）あり
　パソコンＯＳ：ウィンドウズ７

＊トライアル雇用併用求人
　トライアル期間中の条件：変更なし

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ハウステック　北日本支
社その他
宮城県仙台市泉区市名坂字柳清水
１０２－１

8人 022-771-8356

不問

平成30年11月29日発行（平成30年11月28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

（派）製造オペレーター
［南秋田郡五城目町］

モータ用コイルの製造スタッフ

＊どなたでもできる軽作業です。
　男女問わずお気軽にお問い合わせ下さい。

不問

他 株式会社　アウトソーシングテクノロ
ジー　仙台支店毎　週
宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－
３　仙台マークワン１５階

1人 022-226-8422

不問
8,800人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
04010-79467081

℡ 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～250,000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)13時00分～22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
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)13時00分～22時00分 就業場所

月給

1人 150,000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00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 133,300円～133,300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 158,500円～234,500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) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 136,000円～136,000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 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 9時30分～18時30分
(3) 8時30分～12時30分

月給

2人 136,000円～136,000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30分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3) 9時30分～18時30分

月給

1人 136,000円～136,000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30分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

1人 195,000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 30歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 129,000円～129,000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00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～18時00分
(3)11時00分～19時30分

月給

1人 151,000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) 8時40分～17時20分 就業場所
(2) 8時40分～16時40分

不問
1,600人 秋田県秋田市

42人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22838881

営業

（１）ルートセールス
（２）新規開拓
（３）配送
（４）集金
（５）出庫
（６）品揃え
（７）注文書の発行（自社独自ソフトへパソコン入力するだけ
の作業）以上の業務に従事します。
＊社用車は２ｔトラックとワゴンタイプ

隔　週
秋田県秋田市卸町４丁目７番９号

18人 018-863-1818

190人 018-832-0038

日祝他 株式会社　桑原

～平成31年4月30日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22829881

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22845781

デリカスタッフ

・厨房内で作られた惣菜を、西武デリカショップ内で販売をす
る業務です。
・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

不問

他 日本ビューホテル株式会社　秋田
ビューホテルその他
秋田県秋田市中通２丁目６－１

その他
秋田県秋田市山王臨海町２－５４

18人 018-865-1341

パソコン操作（エク
セル・打ち込み程
度）

70人 秋田県秋田市

55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22823381

ルート営業

・ルート営業（顧客まわり等）
・営業エリアは秋田県、青森県、岩手県内
・コンピュータによる納品書発行
・商品の荷受け、荷造り、発送
・見積書の発行
・電話、来客者の応対

＊社用車（ＡＴ普通車）貸与

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 タルイシ機工　株式会社

医療事務（アルヴェ）

○薬局の受付事務に従事していただきます。
・パソコンによる処方箋入力
・商品等の接客販売
・他の薬局への薬の受け渡し（マイカー使用）

＊制服貸与
＊接客に興味のある方

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）【マイ
カー持込み可能な
方】

日祝他 株式会社　いわま薬局
毎　週

秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センタ－アルヴェ１Ｆ

8人 018-884-0911

基本的なパソコン
操作の可能な方

6人 018-884-0911

基本的なパソコン
操作の可能な方

55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22822081

雇用・労災・健康・厚生
05010-22821181

医療事務（外旭川いわ
ま薬局）

○薬局の受付事務に従事していただきます。
・パソコンによる処方箋入力
・商品等の接客販売
・他の薬局への薬の受け渡し（マイカー使用）

＊制服貸与
＊接客に興味のある方

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）【マイ
カー持込み可能な
方】

日祝他 株式会社　いわま薬局
その他

秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センタ－アルヴェ１Ｆ

な　し
秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センタ－アルヴェ１Ｆ

3人 018-884-0911

基本的なパソコン
操作の可能な方

55人 秋田県秋田市

181人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-49652882

医療事務（東通）

○薬局での受付事務に従事していただきます。
・レセプトコンピューターによる処方箋入力
・商品等の接客販売およびレジ精算業務
・他の薬局への薬の受け渡し（マイカー使用）

＊制服貸与
＊接客に興味のある方

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）【マイ
カー持込み可能な
方】

日祝他 株式会社　いわま薬局

営業（住宅関連の電気
設備）
／秋田市

・大手や地場の住宅メーカーや工務店等の既存取引先を中
心とした、企画、提案、営業
・同上での納期や件名管理
・照明、エアコン、オール電化商材、太陽光等の住宅関連の
電気設備資材の販売

＊エリア：秋田　移動は在用車（普通車）使用
＊採用～３ヶ月程度は、営業職研修同行営業、内勤営業補
佐

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 ミューハウスエンジニアリング　株式
会社毎　週
東京都中央区日本橋横山町９－１２
ミツワ電機株別館ビル６階

7人 03-5614-7911

不問

8人 018-862-1117

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）できる方
文書作成及び計算表
シート上に入力できる
レベル

8人 秋田県秋田市
平成31年1月9日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-22861781

雇用・労災・健康・厚生
05010-22853781

一般事務員（軽自動車
の登録に関する書類作
成）

○軽自動車の名義変更など、登録に必要な書類をパソコンを
　使って作成します。
・経験のない方でも指導いたします。

【その他の仕事】
・事務所内の清掃業務等雑務もあります。

：雇用期間：平成３１年１月９日～平成３１年３月３１日
　　　　　　更新の可能性あり（条件あり）

不問

土日祝他 一般社団法人　全国軽自動車協会
連合会　秋田事務所毎　週
秋田市八橋大畑２丁目１２－５５

毎　週
秋田県秋田市外旭川字三千刈１５６

5人 018-867-7175

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

5人 秋田県秋田市

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22831081

事務員

〇事務職に従事していただきます。
・経理事務（弥生会計使用）
・銀行用務
・パソコン使用による資料等の作成
・伝票作成
＊外出にはマイカー使用（ガソリン代支給）
＊その他、付随する業務

普通自動車運転免
許

土日祝 有限会社　北日本断熱

事務【正社員】≪急募
≫

・店営業に係る事務管理
・経理事務全般
・外国人芸能人の管理業務及びサポート

＊送迎及び買い出し等で社用車（ＡＴ車）の運転をすることも
あります。

＊急な退職者の補充の為

普通自動車運転免
許（ＡＴ可）

土日祝他 株式会社ニューワールド
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目１－３　八
番館ビル４階

018-863-6166

11人 018-863-6166

不問

不問
11人 秋田県秋田市

・店営業に係る事務管理
・経理事務全般
・外国人芸能人の管理業務及びサポート

＊送迎及び買い出し等で社用車（ＡＴ車）の運転をすることも
あります。

＊急な退職者補充の為6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-22830181

普通自動車運転免
許（ＡＴ可）

土日祝他 株式会社ニューワールド
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目１－３　八
番館ビル４階

11人

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

・パソコン入力でき
る方
・営業経験者尚可
・包材、雑貨、食品
卸、文具等のセー
ルス経験者尚可

4ページ中 2ページ

平成30年11月29日発行（平成30年11月28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【契約社員】≪急
募≫



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 130,000円～130,000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30分～16時15分 就業場所
(2)10時00分～18時45分
(3)17時00分～ 9時00分

月給

1人 135,000円～175,000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) 6時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

月給

1人 150,200円～172,700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) 9時00分～18時15分 就業場所
(2) 5時00分～12時00分
(3) 7時00分～16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

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

時給（月額換算）

2人 148,500円～148,500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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

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

2人 150,000円～180,000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～17時15分 就業場所
(2)17時00分～ 9時00分

月給

1人 217,000円～242,000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) 2時00分～10時45分 就業場所

月給

1人 217,000円～242,000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) 2時00分～10時45分 就業場所

18人 0182-32-3670

不問
289人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05060- 6533281

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05060- 6532881

ドライバー職（契約社
員）≪秋田営業所≫

◇常温及び冷凍冷蔵食品の輸送業務　≪秋田営業所勤務
≫

・秋田市内の店舗への配達となります。

・２ｔ箱車（中型免許必須）を使用しますが、大型免許をお持ち
の方は歓迎します。

＊中型免許以上
（大型あれば尚可）

日他 ヨコウン　株式会社
その他

秋田県横手市卸町８－１４

その他
秋田県横手市卸町８－１４

18人 0182-32-3670

不問
289人 秋田県秋田市

158人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-22850981

ドライバー職（契約社
員）≪秋田営業所≫

◇常温及び冷凍冷蔵食品の輸送業務　≪秋田営業所勤務
≫

・秋田市内の店舗への配達となります。

・２ｔ箱車（中型免許必須）を使用しますが、大型免許をお持ち
の方は歓迎します。

＊中型免許以上
（大型あれば尚可）

日他 ヨコウン　株式会社

病院施設・設備の保守
管理

○施設・設備の保守管理業務に従事して頂きます。
・空調の整備
・衛生・電気・医療ガス設備などの管理

＊原則として年度毎の更新
＊制服貸与します。

危険物取扱者（乙種
第４類）＊必須
＊２級ボイラ技師・第
２種電気工事士（あれ
ばなお可）

他 一般財団法人　秋田県総合公社　脳
研センター事務所その他
秋田県秋田市千秋久保田町６－１０

26人 018-884-1912

不問

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成30年12月17日～
平成31年1月31日 雇用・労災

05010-22874381

平成30年12月17日～
平成31年1月31日 雇用・労災

05010-22870881

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

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

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22827481

お肉の加工・包装【秋田
市】

○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
・食肉をカットするなどの加工
・包装、値付け　など

＊未経験でもできる作業です。

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

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

0人 018-863-5010

不問

14人 018-823-7577

不問
14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22835581

雇用・労災・健康・厚生
05010-22851581

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
その他

秋田県秋田市新屋豊町６－４３

その他
秋田県潟上市昭和大久保字北野海
老漉沼端７４－３

72人 018-877-6411

病院・福祉施設の
調理業務経験

85人 秋田県潟上市

27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22826581

調理員

○特別養護老人ホームの調理業務全般

・特養８０床（多床室５０床、ユニット３０床）、
　ショートステイ１４床の利用者の食事調理業務他
　となります。
＊８人でシフト制です。

・食品の選別、調理、盛り付け、食器洗い等
・調理場の清掃

不問

他 社会福祉法人　昭和ふくし会　特別
養護老人ホーム昭寿苑

給食の調理【資格無】
≪御所野の森≫

○介護施設での給食の調理・後片付け等の業務に従事して
い　ただきます。
・朝食、夕食３０人分を１人で調理、昼食３０人分を２人で調理
していただきます。

不問

他 株式会社　新星食品
毎　週

秋田県秋田市八橋本町２丁目５－２
８

3人 018-866-2990

不問

不問
292人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22825981

不問

他 医療法人　正観会　御野場病院
その他

秋田県秋田市御野場２丁目１４－１

244人 018-839-6141

平成30年11月29日発行（平成30年11月28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

介護員

○看護師の指導のもと、入院患者の日常のお世話をしていた
だきます。
・入浴、食事、排泄介助等介護全般
・その他、日常生活上のお世話
＊入院患者１５２名、介護スタッフ７０～８０名
＊月４回以上夜勤のできる方
＊就業時間：（１）（２）の交替制及び（３）夜勤
※「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

日給（月額換算）

2人 163,200円～244,800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

月給

1人 170,000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 35歳以下 (1) 8時00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

日給（月額換算）

1人 125,020円～125,020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) 7時30分～16時15分 就業場所

14人 018-893-3901

不問
37人 秋田県秋田市

平成31年1月4日～平
成31年2月28日 労災

05010-22843581

雇用・労災・健康・厚生
05010-22858381

秋田県臨時的任用職
員（除雪作業員）

○除雪作業等業務に従事していただきます。
・敷地内の除雪
・ファンヒーターの始動
・給油作業（１８リットルのポリタンクからの給油）
・機材の整理
・その他、付随する業務

＊除雪機あります。

不問

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

その他
秋田県秋田市泉南１丁目４－３９

33人 018-823-0247

不問
48人 秋田県秋田市

560人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22836481

配達員

○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）のルート配達を行う。

・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）

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

配送及び営業

○配送及び営業業務に就いていただきます。
・お得意様への商品の配送及びピッキング作業
・お得意様への新商品の紹介（ルート営業）

＊社用車（２ｔ冷凍車：ＭＴ）
＊営業範囲は主として秋田市内（他、大仙、横手、男鹿、
　本荘、能代など県内一円）
＊制服貸与
　

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
中型自動車免許あ
れば尚可

土日他 服部コーヒーフーズ　株式会社　秋田
支店毎　週
秋田県秋田市卸町３丁目５－８

16人 018-865-1241

不問

不問
10人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22869581

不問

土日祝他 株式会社　秋田通信ネットワーク
毎　週

秋田県秋田市八橋三和町５－３

10人 018-838-7878

4ページ中 4ページ

平成30年11月29日発行（平成30年11月28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

電気通信工事

○ＪＲ車両の改修工事に従事していただきます。
・電気、通信ケーブルの取替
・座席、ＢＯＸ等の取替　　　　　　　　
・その他付随する作業

＊車両内外の作業となります。





職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 175,000円～264,000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 228,800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30分～17時30分 就業場所

月給

1人 135,000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15分～18時15分 就業場所
(2) 8時15分～12時15分

時給（月額換算）

1人 135,000円～137,000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

月給

1人 130,000円～130,000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)17時00分～ 8時30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 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 150,000円～230,000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45分～17時45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年単位） 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 151,000円～178,000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) 8時00分～17時00分
(3)10時30分～19時30分

月給

1人 157,400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) 5時30分～14時30分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3) 8時30分～17時30分

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22899381

＊建築施工管理技
士、２級建築士どち
らかあれば尚可
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水日祝 イーワンホーム　株式会社
毎　週

秋田県秋田市八橋新川向５－３０

6人 018-853-9800

平成30年11月30日発行（平成30年11月29日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

現場管理他

○建設物件の施工管理業務全般を担当していただきます。
・住宅等のリフォーム工事の管理及び施工
・お客様との打合せ及び見積作業
・その他付随する業務

＊現場エリアは秋田県内となります。
＊移動の際は社有車を使用します。

看護職

〇平成３１年３月開業予定のリハビリ特化型デイサービス「元
氣ジム」に勤務となります。利用者様の健康管理、バイタル
チェック、リスク管理のほか、理学療法士、生活相談員、運動
指導員と協力して、リハビリ支援を実施していただきます。
＊医療行為はありませんので、介護施設が初めての方でも
安心して働くことができます。
＊ブランクの長い方も大歓迎！！
＊入浴・食事の介助はありません。

看護師または准看
護師

土日他 株式会社サンウェイ　元氣ジム秋田
山王毎　週
秋田県秋田市旭北栄町３－１１

1人 0184-24-0943

病院勤務経験（年
数問わず）

34人 秋田県秋田市
平成31年2月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-22908781

医療事務

○内科クリニックでの受付、保険請求事務、会計事務全般に
従事していただきます。

　


医療事務

日祝他 くらみつ内科クリニック
その他

秋田県秋田市山王５丁目１０－２８

8人 018-867-7411

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22880081

営業事務

○事務作業全般に従事します。
・来客、電話対応
・庶務業務（備品、消耗品発注、管理等）
・入金管理、預入処理
・電話やＦＡＸによる受発注
・総務、経理全般
・外出用務あり（自家用車使用）
＊受発注に係る事務が８割、経理事務は２割程度です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 上野株式会社　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市川尻若葉町４－３５

5人 018-863-3631

不問
170人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22881381

電話受付配車係

○タクシー利用のお客様からの電話受付をして頂くお仕事で
す。
・電話受付
・簡単なパソコン操作
（お客様データ登録、配車のためのデータ送信）
・その他、付随する業務
＊パソコン操作はワード入力程度の簡単な操作です。
＊月間１２～１３回の勤務です。

不問

他 国際タクシー　株式会社
その他

秋田県秋田市楢山本町３－３

110人 018-832-2515

簡単なパソコン操
作（ワード等）

110人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22885481

ルートセールス

○自動車鈑金塗装工場等に対し、当社取扱商品（塗料等）の
販売業務に従事していただきます
○営業先は９割が既存の顧客です
・受注商品の配達・集金業務・新規営業先開拓
・その他、付随する業務

＊社用車あり
＊最初の１ヶ月間は先輩社員が丁寧に指導いたします。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　イワモト
隔　週

秋田市泉北４丁目７－１０

8人 018-864-7381

パソコン基本操作
（エクセル、ワード
等）できる方

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22894781

営業（内勤事務含む）

・ルートセールス（県内各事業所訪問）
・旅行プランの提案、見積り作成
・清算、手配等
・添乗業務（月１～５日程度）
・国内外の添乗業務

＊入社後、各種資格取得の指導をします。
＊社有車（ＡＴ車）使用

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社タビックスジャパン　秋田支
店隔　週
秋田県秋田市大町２丁目４－４４　秋
田第一ビル３Ｆ

7人 018-883-1188

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

700人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-22883981

営業（秋田県・岩手県）

・秋田県及び岩手県の官公庁・民間企業向けに上下水道資
材の販売、計画提案を客先に行って頂きます。
・その他、インフラ整備に伴う商品開発、サービスも将来に向
け創造して頂きます。

＊社用車（ＡＴ車）使用。
＊慣れるまでは先輩社員に同行し、仕事を覚えて頂きます。
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 秋田東北商事　株式会社
その他

秋田県秋田市卸町４丁目８－９

31人 018-863-3611

34人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22892581

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
施工管理技士取得
者・毒物劇物取扱
責任者優遇

介護従事者（正社員）

○グループホーム入居者の生活介護に従事していただきま
す
・食事介助　・入浴介助　・排泄等の介助
・入居者の方との外出等もあり（社用車使用・ＡＴ）
＊３人の職員で、９～１２人の入居者さんを介護します。　＊１
ユニット（定員９名）に一人体制の夜勤です。２ユニットあり、
建物はつながっていません。＊共用型デイサービスの利用者
３名とグループホームの利用者９名を一体的に支援します。
＊未経験の方でも指導しますので、ご安心下さい。
＊６０歳以上の方の応募歓迎します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 ホプシー　有限会社
その他

秋田県秋田市保戸野千代田町１４－
２３

15人 018-864-7074

不問
21人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22876981

介護職員

〇養護老人ホーム利用者の介護業務（入浴、食事、トイレ、
通院、洗濯、身辺回り、レクリエーション等）に従事していただ
きます。
〇利用者１００名程度

※２回目の契約から６か月毎の契約更新制になります。
※無資格者の場合は１年以内に「介護職員初任者研修」を取
得していただきますのでご相談ください（資格取得支援制度
あり）
「介護」

不問

他 社会福祉法人　秋田聖徳会

平成30年12月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-22889181

毎　週
秋田県秋田市旭南１丁目５－６

45人 018-862-3267

不問
200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。



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 138,240円～172,800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

月給

1人 150,000円～211,200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

時給（月額換算）

2人 126,741円～146,055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45分～17時00分 就業場所
(2)16時30分～ 9時00分
(3) 9時45分～18時00分

月給

2人 170,000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 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分
(3) 9時00分～12時30分

日給（月額換算）

1人 173,600円～173,600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00分～17時00分 就業場所

最低保障（月額換算）

5人 151,829円～151,829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～21時30分 就業場所
(2)10時00分～ 2時00分
(3) 9時00分～ 8時00分

月給

1人 210,000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30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 143,115円～148,050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)11時30分～19時30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 40歳以下 (1) 8時30分～17時10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

介護職

○入所者の生活援助
・健康管理、食事援助、介助、入浴介助、話し相手、送迎、介
護日誌記入等をします。（社用車使用）

＊１日２８人定員で月～土の営業
午前は入浴・ストレッチ体操、午後はレクリエーション、戸外ド
ライブ等を行っています。　

11人 018-824-3341

2ページ中 2ページ

平成30年11月30日発行（平成30年11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

40人 秋田県秋田市

介護職員初任者研
修修了またはヘル
パー２級、介護福
祉士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）平成31年4月1日～平

成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生
05010-22905981

日他 社会福祉法人　みその　みそのホー
ム毎　週
秋田県秋田市寺内蛭根２丁目６番３
４号

介護職

〇平成３１年３月開業予定のリハビリ特化型デイサービス「元
氣ジム」に勤務となります。運動による機能改善を目的とした
集団エクササイズの指導及び理学療法士のサポートを担当
していただきます。また、運動指導員のリーダー的な役割を
担っていただきます。
・また、利用者様の送迎業務もあります。
・送迎車両はミニバン、軽ワンボックス（ＡＴ車）
＊入浴・食事の介助はありません。
＊リハビリと運動に特化したデイサービスなので、介護職未
経験者も大歓迎！！

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日他 株式会社サンウェイ　元氣ジム秋田
山王毎　週
秋田県秋田市旭北栄町３－１１

1人 0184-24-0943

不問
34人 秋田県秋田市

平成31年1月7日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-22907481

看護補助者

○病棟の看護補助業務全般を担当していただきます。
（現在、３５人の入院患者さんがいます）
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助

＊当直（２人）が月３～４回有ります。
＊就業時間（１）は平日、（２）は当直、（３）は遅番

不問

他 医療法人　飯川病院
その他

秋田県秋田市中通６丁目１－２１

27人 018-833-2535

不問
27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22891981

歯科助手

○歯科助手業務全般を担当していただきます。
・診療準備、診療補助、器具管理
・その他、付随する業務（清掃など）
○デンタルエステ
・近赤外線療法、酸素カプセル、水素バーなど

＊デンタルエステについては当院ホームページをご参照くだ
さい。【ｈｔｔｐ：／／ｔａｍａｋｉ－ｄ．ｃｏｍ】

不問

日祝他 玉木デンタルクリニック
な　し

秋田県秋田市旭南３丁目２－７３

11人 018-827-5427

歯科助手業務経験
者

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22910181

農業用水及び土地改
良施設管理業務

・大潟村の灌漑用水の配水調整管理作業を主とし、用水路施
設敷地の草刈りも行います。
・草刈機（肩掛式刈払機・自走式草刈機）による草刈作業。
・担当するエリアへの直行直帰での勤務が多く、職務実績は
作業日報に記録します。
・天候や季節によって休日出勤が多く、実質的な休日数は、４
月が月１日、５月が月２日程度、６月～９月が週１日程度とな
ります。休日出勤に対しては割増賃金が支給されます。休日
出勤に対応できる方を希望します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日 大潟土地改良区
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字中央３番
地の９

11人 0185-45-2118

不問
11人 秋田県南秋田郡大潟村

平成31年4月15日～平
成31年9月20日 雇用・労災・健康・厚生

05010-22875681

タクシー乗務員

○乗客の搬送業務を担当します。

＊第２種普通自動車運転免許を取得されていない方は、採
用後取得していただきます（会社負担）。２種免許取得までの
期間中は９時～１６時（６０分休憩）　までの勤務で、日額４，６
００円を支給（６時間分）。取得後３ヶ月間は月額１６万円を保
障。
（家族手当は別途支給）

＊無線注文が多くあります。

第１種普通自動車
免許（取得３年以
上）
第２種普通自動車
免許あれば尚可

他 国際タクシー　株式会社
その他

秋田県秋田市楢山本町３－３

110人 018-832-2515

不問
110人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22886781

７ｔユニック車運転手

○主に県内及び東北各県への石膏ボードの配送業務です。
・積み込みはフォークリフト、荷卸しは手卸しあるいはユニック
使用。
＊その他、ユニック使用してのフレコンや建材等の一般貨物
の配送もあります。

大型自動車運転免
許及び移動式ク
レーン、玉掛け免
許

日祝他 秋田運送　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字水口１５５－
１

42人 018-824-1081

運転経験のある方
130人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22903381

庫内商品仕分け作業

○牛乳、ヨーグルト、チーズ、バターの乳製品をスーパー、量
販店に納品するための商品仕分け作業です。
（主に、冷蔵庫内の作業です）


＊半年ごとの契約更新となります。

不問

他 明治フレッシュネットワーク　株式会
社　秋田支店その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１３４

15人 018-888-8180

不問
860人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22895881

製品及び業務管理（正
社員）

○各ブランド製品の荷受、出荷作業、他　○原反（～２０Ｋｇ）・
資材の荷受、整理、検品　　○社内、外注先の納期管理と資
材発注管理　○各メーカー、取引先（２５社以上）との納期交
渉　○内職、加工製品の出荷、受取及び管理　○メール、
データ入力等のＰＣ操作
・取扱いブランド名…ユナイテッドアローズ、プランテーシ　ョ
ン、パパス、アタッチメント、クラシコ、ミナ他多数※力仕事も
あります。
　働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 秋田ファイブワン工業　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
２９

92人 018-862-5141

基本的なパソコン
操作が出来る方

92人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22884581

雑役（臨時）

○雑役業務に従事していただきます。
（主な仕事内容）
・車庫、事務所内外の清掃
・洗濯作業
・給茶等の雑務
・電話、来客応対等
＊雇用期間：勤務状況により更新の可能性あり
　　　　　（６ヶ月毎の更新。雇用期間は面接時に説明）

不問

土日祝 秋田県秋田地域振興局建設部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－２

6人 018-860-3312

不問
314人 秋田県秋田市

平成31年1月4日～平
成31年7月3日 雇用・公災・健康・厚生

05010-22882681



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 163,750円～198,150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 250,000円～400,000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

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 64歳以下 就業場所

月給

1人 140,000円～180,000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) 9時30分～18時30分 就業場所
(2) 9時30分～18時00分

月給

1人 130,000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) 9時30分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時30分

時給

1人 147,600円～147,600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30分～17時30分 就業場所

日給

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 140,000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) 8時30分～18時15分 就業場所
(2) 8時30分～16時00分

月給

3人 150,000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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時15分～17時15分
(3) 8時45分～17時45分

時給

2人 154,800円～154,800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)20時00分～ 5時00分 就業場所

不問
106人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22927281

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社渡敬　秋田支店
その他

秋田県秋田市卸町３－５－１

19人 018-824-5566

平成30年12月3日発行（平成30年11月30日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

システムサポート

・ＯＡ機器（パソコン・サーバーなど）の設置事業所へのサ
　ポート
・取扱状況の点検と活用状況の調査・指導
・その他、付随するサービス
・社用車使用

＊未経験の方にも丁寧に指導いたします。入社後、半年～
　１年程度先輩社員が同行します。
＊スキル習得のための社内やメーカーでの研修、勉強会等
が

ＳＥ・プログラマ

・Ｊａｖａ、Ｐｅｒｌ、ＰＨＰ、ＡＳＰ、Ｃ、Ｃ＋＋、
Ｃ♯、ＶＢ、ＮＥＴのいずれかの言語を使用したソフトウェアの
開発
・ＬｉｎｕｘまたはＷｉｎｄｏｗｓでのプログラム作成
・データベース開発

＊Ａターン（Ｕ・Ｉ・Ｊターン）歓迎

不問

土日祝他 株式会社　グリュックス
毎　週

秋田県秋田市川尻大川町１－２５
　アップヒル２１

6人 018-863-3120
仕事の内容欄に記
載した業務の実務
経験
（情報工学を専攻し
た方は経験不問）

6人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-22936181

保育士

○キッズステーションでの保育業務全般に従事していただき
きます。
・０才～２才児の保育。

＊平日：０７：００～１９：００時間内８時間（シフト制）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「保育」

保育士免許
　
「保育」

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

16人 018-845-6724
保育士経験のある
方

　
「保育」

68人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22918881

広報担当（自社広報）
【秋田本店】

〇ホームページの更新やデザイニング、フリーペーパー・チ
ラシの紙面作成、ＳＮＳを使用した広報活動（写真アッ　　プ・
コメントアップ等）。
〇お客様と一緒に楽しめるイベントの企画・運営
　楽しさをＰＲする業務です。

※パソコンを使用します（フォトショップを使用）。

※求める人材：何事にも興味をもって取り組む事ができる
方。明るく、好奇心旺盛で人と話すことが好きな方。

普通自動車免許
（業務用：ＡＴ限定
可）

水他 有限会社カントリーガーデン
その他

秋田県仙北郡美郷町本堂城回字新
谷尻２０２－３

9人 0187-85-3959

不問
17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05040- 6470681

事務スタッフ

○ワード、エクセル、パワーポイントを使用したデータや資料
作成
○パソコン、スマートホンを使用したＷｅｂページ表示テストな
どの開発アシスタント
〇プログラミングスクールの受付・準備などの講師アシスタン
ト業務

＊ＴＥＬ対応、来客対応、事務所内清掃

不問

日祝他 株式会社　グリュックス
毎　週

秋田県秋田市川尻大川町１－２５
　アップヒル２１

6人 018-863-3120

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

6人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-22935281

一般事務【秋田市】

＊派遣先事業所において、下記の業務に従事していただきま
す。
・パソコンでの資料作成、ファイリング
・コピー、ＦＡＸなどの雑務

不問

土日祝 株式会社　さきがけプラスＡ
毎　週

秋田県秋田市山王臨海町１－１
秋田魁新報社ビル　２Ｆ

0人 018-838-0350

事務経験のある方
3人 秋田県秋田市

平成30年12月10日～
平成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-22946381

一般事務補助（臨時）

○事務補助業務に従事していただきます。
・事務補助、書類整理、来客応対
・その他付随する業務

＊パソコンを使用して表計算が可能な方

＊雇用期間：勤務状況により更新の可能性あり
（６ヶ月毎の更新。更新期間は面接時に説明。）

不問

土日祝 秋田県秋田地域振興局農林部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番２号

7人 018-860-3312

不問
283人 秋田県南秋田郡大潟村

平成31年1月7日～平
成31年7月6日 雇用・公災・健康・厚生

05010-22932481

事務員「なでしこ薬局」

○薬局内での事務職に従事していただきます。
・窓口業務
・会計業務
・レセプトコンピューター業務
・薬局内清掃業務　　他
・Ａｄｏｂｅイラストレータを使用した印刷物作成

＊就業時間は
・月３１日の場合１７７時間、月３０日の場合１７１時間等
　月平均で週４０時間以内（短時間勤務もあり）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

木日祝他 株式会社　ピー・アンド・エス
その他

秋田県秋田市仁井田新田１丁目１－
４０

9人 018-874-7670

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22949581

事務員（介護事務）

○介護事務業務全般に従事していただきます。
・レセプトコンピュータによる介護保険請求業務
・受付、電話応対、来客応対
・その他付随する一般事務業務

＊外出業務がある場合は、社用車を使用します。
＊レセプトコンピュータ業務については、入社後指導しま
す。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 医療法人　三愛会　介護老人保健施
設　悠久荘その他
秋田県秋田市御所野堤台３丁目３－
１

55人 018-892-7800
＊パソコンによる文
書作成、データ活
用の出来る方
　（ワード・エクセ
ル）

220人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-22923581

包装検品作業（２ヶ月
更新）


○コンベアで流れてくるあられの小袋を手に取って、破れや
傷がないか、目で確認するお仕事です。


＊雇用期間については１～２ヶ月の範囲で相談のうえ決定し
ます。


　働き方改革関連認定企業

不問

金土 秋田いなふく米菓　株式会社
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０

180人 018-863-1729

不問
180人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災

05010-22937081

℡ 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 149,760円～149,760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) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

1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 64歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2) 9時30分～18時00分

月給

1人 232,600円～281,600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45分～17時30分 就業場所

月給

1人 163,750円～198,150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

時給

3人 139,680円～155,200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15分 就業場所

時給

3人 121,056円～121,056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15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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 170,000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30分～17時30分 就業場所

時給

2人 132,064円～155,800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) 4時00分～13時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時15分

時給

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

2ページ中 2ページ

平成30年12月3日発行（平成30年11月30日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

販売員（準社員）【サ
コーシュ秋田オーパ店】

○バッグ・財布等を中心とした小売専門店での接客販売。
○品出し、ディスプレイ、ＰＯＰ作成等売場と商品の管理。
○オープニングスタッフとして採用。
○長く続けられる方を募集致します。正社員登用制度あり。

・人の喜ぶ顔を見るのが好き
・コミュニケーションを取る事が好き
・ファッションに興味がある
　どれか１つでも当てはまる方大歓迎。

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-22930981

不問

他 株式会社　モリタ
その他

秋田県秋田市山王３丁目３－９

4人 018-864-0701

9人 0187-85-3959

不問

不問
200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　そうごう　秋田支店

不動産エージェント【秋
田本店】

★これから家を建てる人の土地選びや住宅の設計、住宅
ロー
　ンの借り方、資金計画までを考え、お客様のライフスタイ
　ル提案まで行います。

＊非常に喜ばれる仕事です。
　できるか不安だと思いますが、徹底的に教えます。
　楽しい仕事です。

＊宅地建物取引士の資格はなくてもよいです。

普通自動車免許
（業務用・ＡＴ限定
可）
※宅地建物取引士
資格あれば尚可

水他 有限会社カントリーガーデン
その他

秋田県仙北郡美郷町本堂城回字新
谷尻２０２－３

パソコン入力あり
営業の経験があれ
ば尚可

80人 秋田県秋田市

17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05040- 6469181

営業スタッフ（秋田支
店）

＊広告取材営業や企画の立案など幅広い仕事をお任せいた
します。
＊医療・観光レジャー・生活情報を紙面＆ネットで展開。営業
活動は、得意先（ルート）と新規顧客獲得です。
＊スポンサーは８０％固定取引顧客です
＊営業には社用車（ＡＴ車）を使用します。
＊エリアは秋田県内

※話好きで色々な事に興味のある方歓迎します。
※ヤル気がある方を希望します。

株式会社渡敬　秋田支店
その他

秋田県秋田市卸町３－５－１

その他
秋田県秋田市旭南２丁目６－２０　Ｇ
Ｎオフィスビル２０３

6人 018-862-8407

雇用・労災・健康・厚生
05010-22926881

雇用・労災・健康・厚生
05010-22948981

営業職

○営業のお仕事を行っていただきます
・ＯＡ機器、オフィス家具、事務用品等のルートセールス
・官公庁、病院、民間企業への訪問
・オフィス改装、移転相談、提案など
・業務での使用車はＡＤバンが多いです

＊未経験の方にも丁寧に指導いたします。入社後、半年～１
　年程度先輩社員が同行します。
＊スキル習得のための社内やメーカーでの研修、勉強会等
が

　普通自動車運転
免許（ＡＴ限定不
可）

日祝他

0人 03-3829-3401

不問

19人 018-824-5566

　パソコン操作
【ワード、エクセル
など】

106人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 株式会社　ジェイ・ティ・エス

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！

不問

他 株式会社　ペッパーフードサービス
その他

東京都墨田区太平４－１－３　オリナ
スタワー１７階

経験者
＊未経験者相談

123人 秋田県潟上市

7,700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13120-22142381

電子機器のハンダ付け
及び付随業務

○電子部品のハンダ付け及び修正の業務に従事していただ
きます。
　

株式会社　ジェイ・ティ・エス
毎　週

秋田県潟上市天王字大長根７１番地
７

毎　週
秋田県潟上市天王字大長根７１番地
７

110人 018-827-3170

雇用・労災・健康・厚生
05010-22913681

雇用・労災・健康・厚生
05010-22912381

電子機器の組立及び
管理業務

・電子機器を手順書通り組立
・電子機器の数量管理等

不問

土日祝他

6人 018-865-0104

パソコン操作できる
方（エクセル・ワー
ド）

110人 018-827-3170

不問
123人 秋田県潟上市

普通自動車免許

日祝他 テレメディア　株式会社

建築設計

○建築（意匠）設計コンピューター（ＣＡＤ）による製図
＊ＣＡＤで一般的な建築図面の作成
○パソコンによる作業（書類作成）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「建設」

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　松橋設計
毎　週

秋田県秋田市山王中園町１０番３３
号

不問
27人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-22938381

通信工事（秋田市）

＊　現場における調査、工事、メンテナンス、
　　緊急時の障害対応等といった通信設備の管理

＊　具体的には、携帯電話基地局で不具合があった際に情
報
　　センターに報告したり、ブレーカーを上げたり、部品を
　　交換する作業です。
　　専門的な工事ではなく、研修制度もあるので初心者でも
　　安心です。


株式会社　サンアメニティ　秋田支社
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１９
４－１

隔　週
山形県山形市西田２丁目２４－５５

6人 023-646-2237

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-22944181

雇用・労災・健康・厚生
06010-25362881

調理師（陸上自衛隊秋
田駐屯地食堂）

○調理業務に従事していただきます。

・陸上自衛隊側が作成する献立に基づいて、仕込み、調理を
行います。
・隊員への配食業務を行います。
・他、調理業務、衛生管理に関するすべての事項
　（食器洗浄、清掃など）

＊約３５０食を１５名程度で調理します。
＊契約更新は勤務状況及び入札によって決定します。

調理師免許

他

その他
秋田県秋田市東通仲町１２番１７号

144人 018-833-4529

不問

32人 018-881-3171

調理経験者
530人 秋田県秋田市

524人 秋田県秋田市
～平成31年2月28日

労災
05010-22919281

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

不問

他 ＪＲ秋田鉄道サービス　株式会社


