
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 185,500円～244,700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 141,530円～152,250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

時給（月額換算）

2人 121,520円～136,710円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 125,000円～165,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 140,000円～175,000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15分 就業場所

年俸（月額換算）

1人 250,000円～300,000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 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

時給（月額換算）

1人 135,000円～151,875円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

時給（月額換算）

1人 137,064円～137,064円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17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ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

不問
39人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1535491

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
介護支援専門員資
格　

土日祝 有限会社　コリウス
毎　週

秋田県秋田市仁井田字大野１７４－
３

28人 018-839-4600

平成31年1月22日発行（平成31年1月21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

介護支援専門員（コリ
ウス居宅介護支援事業
所）

○居宅介護支援事業所での利用者様のケアマネジメント業務を担
当していただきます。
・サービス計画（ケアプラン）の作成
・利用者様およびご家族との相談業務
・サービス事業所との連絡調整
・介護認定の申請代行など
○事業所全体で積極的に研修に取り組み、レベルアップを図ってお
ります。
○未経験の方でも主任介護支援専門員がマンツーマンで指導しま
す。
○訪問は社用車を使用します（軽ＡＴ車）。

経理・総務事務

○総務・経理等事務全般に従事していただきます。
・経理ソフト入力
・請求書、書類作成（ワード、エクセル）
・電話及び来客対応
・銀行用務、役所への申請　など

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
簿記３級以上（主催
不問）

日祝他 株式会社　スペースプロジェクト
その他

秋田県秋田市泉北一丁目６－５１

41人 018-866-6881

パソコンの操作出来
る方（ワード・エクセ
ル）
【経理経験者優遇し
ます】

50人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1530191

宅急便の受付（７Ｈ）

○宅急便の受付作業に従事していただきます。
・お客様が持ち込まれた荷物の受付、発送対応
・レジ業務、端末への入力など
＊２～３名程度で作業します。
＊休日は相談に応じます。
＊未経験者でも作業内容は教えます。
＊雇用期間：本人の勤務状況等により、６ケ月毎の更新。
＊制服貸与します。
【６０歳以上の方の応募も歓迎します】

不問

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

40人 080-5068-0080

不問
130,676人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1565191

一般事務兼配車係

○運送業務に係る事務全般
・伝票、日報の管理
・売上、請求書のパソコン入力
・電話受注、配車業務
・外出用務の為、社用車使用の場合あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ホクト産業
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－７７

17人 018-888-8828

一般事務の経験
17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1533691

一般事務（秋田営業
所）

○一般事務業務に従事していただきます。
・電話対応
・各種伝票処理及び整理
・簡単なパソコン入力業務（ワード、エクセル）
・文章や表を作成できる方を希望
・文書の収受、整理、保管
・社用車使用（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 イワタニ東北株式会社　秋田支店
隔　週

秋田市寺内字後城３２２－２

11人 018-847-4170

不問
250人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1547591

事務職

○事務全般を行っていただきます。
・パソコンによる専用システムへの入力（請求書、発注書の発行等）
・各種伝票の作成や管理
・電話対応
・来客対応
＊業務エリアは基本的に秋田市内（出張あり）
　外出時は社有車（ＡＴ車）使用
＊ワード、エクセル、パワーポイントを使用します
＊経験者優遇。未経験者でも可。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　東北博報堂　秋田支社
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目－４－１５
秋田朝日生命丸島ビル５Ｆ

6人 018-827-3711

不問
6人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1576691

事務補助（臨時的任用
職員）

○事務補助業務を担当していただきます。
【主な仕事の内容】
・事務補助
・文書作成、文書整理
・パソコン操作（エクセル、ワード　等）
・電話応対
・接客（お茶出し等）
＊雇用期間の更新あり
（更新期間は面接時説明）

不問

土日祝他 秋田県産業労働部地域産業振興課
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－１

33人 018-860-2241

パソコン操作できる
方（エクセル、ワー
ド）

3,000人 秋田県秋田市
平成31年2月18日～平
成31年8月17日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 1561791

医療事務員（外来）

〇外来医療事務業務「受付会計窓口業務」又は「会計入力業務」に
従事していただきます。
・受付会計窓口業務として、外来患者の受付、会計レジ、電話対応
他（早番あり・特記事項参照）
・会計入力業務として、レセコン入力、保険請求業務　他
（遅番あり・特記事項参照）
＊未経験の方は、受付会計窓口業務から始めて、仕事を覚えてい
ただきます。いずれは会計入力業務にも従事していただく可能性が
あります。
＊産休・育休の代替募集です。雇用期間は状況により延長の可能
性があります。

不問

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

896人 018-833-1122

不問
1,594人 秋田県秋田市

～平成32年1月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1551491

事務及び相談業務「介
護老人保健施設ほの
ぼの苑」

○事務員及び相談員として従事していただきます。
・電話応対、来苑者の窓口応対
・介護保険利用に関する相談業務
・利用料金の窓口処理
・振込利用料金の介護ソフトへの入力
・レセプト請求   ・備品管理
・会議資料作成・書類整理　等
＊働き方改革関連認定企業【くるみん】
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所
　【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

不問

他 医療法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

72人 018-877-7110

不問
354人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1529891

営業事務（食品／主に
秋田の特産品販売）

・取引先（百貨店、スーパー、御土産店、ホテルなど）、または
個人顧客（電話、Ｆａｘ、ネットショップなど）の受注処理。主に、
御土産品、ギフト商品の手配。

＊適性を見て先輩２名と業務を割り振りします。業務の配分
によっては、経理・総務部門の業務サポートも行っていただく
場合も有ります。

日祝他 有限会社　秋田味商
その他

秋田県潟上市天王字江川２１－２

18人 018-870-6200

18人 秋田県潟上市
平成31年2月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1546291

営業事務経験また
は、一般事務経験
（業種問わず）
パソコン操作（ワー
ド、エクセル、Ｅメー
ル）

℡ 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 160,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 170,000円～250,000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) 7時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～19時00分
(3)10時00分～20時00分

月給

3人 170,000円～250,000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) 7時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～19時00分
(3)10時00分～20時00分

月給

3人 170,000円～250,000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) 7時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～19時00分
(3)10時00分～20時00分

月給

2人 190,000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 35歳以下 (1)10時15分～19時15分 就業場所

月給

2人 200,000円～270,000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) 9時15分～19時15分 就業場所

月給

1人 163,500円～173,500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) 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 146,600円～150,600円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

2人 160,000円～204,500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)11時00分～20時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 136,960円～154,080円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時30分～14時30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 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) 7時30分～16時30分 就業場所
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平成31年1月22日発行（平成31年1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

配車兼運行管理者

○一般貨物運送の配車及び運行管理業務全般に従事してい
ただきます。
・中距離運送の配車及び乗務員の教育、労務時間の管理

・外出用務の為、社用車使用の場合あり

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1536791

＊普通自動車運転
免許（ＡＴ限定不
可）
＊運行管理者資格

日祝他 株式会社　ホクト産業
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－７７

17人 018-888-8828

4人 018-823-2171

不問

配車業務
17人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（危険物乙種４類あ
れば尚可）

他 カメイ　株式会社　秋田支店

ガソリンスタンド販売員
（秋田天徳店）

○ガソリンスタンド業務に従事していただきます。
・給油作業、洗車作業（車内清掃含む）
・タイヤ交換作業、オイル交換作業
・空気圧のチェック及び洗車の案内
・レジ会計業務
・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（危険物乙種４類あ
れば尚可）

他 カメイ　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市山王中園町３－１１

不問
49人 秋田県秋田市

49人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1517691

ガソリンスタンド販売員
（秋田広面店）

○ガソリンスタンド業務に従事していただきます。
・給油作業、洗車作業（車内清掃含む）
・タイヤ交換作業、オイル交換作業
・空気圧のチェック及び洗車の案内
・レジ会計業務
・その他、付随する業務

カメイ　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市山王中園町３－１１

その他
秋田県秋田市山王中園町３－１１

9人 018-823-2171

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1521591

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1519491

ガソリンスタンド販売員
（秋田インター店）

○ガソリンスタンド業務に従事していただきます。
・給油作業、洗車作業（車内清掃含む）
・タイヤ交換作業、オイル交換作業
・空気圧のチェック及び洗車の案内
・レジ会計業務
・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（危険物乙種４類あ
れば尚可）

他

3人 03-6226-6262

不問

11人 018-823-2171

不問
49人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

火他 株式会社　イデアル

【急募】ブライダルジュ
エリーコーディネーター
（秋田市）

＊ブライダルジュエリーのコンサルティング販売＊
　ご来店されたお客様のご希望を伺い、セレクトオーダース
　タイルで『世界にたった一つ』の婚約・結婚指輪をご提案
　、販売していただきます。
＊ルート営業＊
　提携している結婚式場等に定期的に訪問します。
＊店舗管理業務＊
　店舗運営のための簡単な事務作業をします。

不問

火水他 プリモ・ジャパン　株式会社
毎　週

東京都中央区銀座３丁目１５番地１０
号　菱進銀座イーストミラービル６階

不問
140人 秋田県秋田市

762人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010- 8741891

営業［秋田市］

◎輸入車新車販売、輸入車・国産車の中古車の販売・買取、
アフターフォロー、など

エリア：秋田市内及び近郊

＊営業先へは自家用車を使用します（ガソリン代は会社負担
となります）。

社会福祉法人　晃和会
その他

秋田県秋田市太平八田字藤の崎２３
１－３

その他
宮城県仙台市若林区六丁の目西町
８－６１

17人 022-287-1259

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1515091

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010- 5481691

介護職員（正職員）

○利用者の介護業務全般に従事していただきます。
・身体、入浴、食事の介助　等
・その他、付随業務（まれに外出用務もあり）

＊夜勤（３～４回／月程度）は利用者６０名を２名体制で
　担当となります。
＊入社後はＯＪＴにより日勤・早遅番を経験後、習熟度によっ
て夜勤勤務となります。
※充実した教育システムを完備しています。

介護福祉士（必須）
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他

62人 018-838-2338

不問

62人 018-838-2338

不問
154人 秋田県秋田市

美容師免許（必須）

他 株式会社　マークス

介護職員（準職員）

○利用者の介護業務全般に従事していただきます。
・身体、入浴、食事の介助　等
・まれに外出用務もあり
＊夜勤（３～４回／月程度）は利用者６０名を２名体制で
　担当となります。
＊入社後はＯＪＴにより日勤・早遅番を経験後、習熟度によって夜勤
勤務となります。
※充実した教育システムを完備しています。
※１年毎の更新あり
※正社員への登用あり

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

他 社会福祉法人　晃和会
その他

秋田県秋田市太平八田字藤の崎２３
１－３

不問
5人 秋田県秋田市

154人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1516391

アイリスト

○まつげエクステ、パーマの施術
・まつげ関連アイテムの販売
・その他付随するお仕事

＊予約制で、時間に余裕を持ってできる仕事です。
＊ノルマ、残業ありません。

＊未経験者の方にも丁寧に指導いたします。

医療法人　正和会　五十嵐記念病院
その他

秋田県秋田市土崎港中央１丁目１７
－２３

その他
秋田県秋田市中通２丁目１番２２号
シュシュ

5人 018-825-0515

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1532391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1540391

調理員

○入院・入所者約１２０名に対する給食の調理等を担当して
　いただきます。（職員９名で調理します）
・施設内に給食設備があります。
・配膳や後片付けもあります。
・朝食、昼食、夕食もそれぞれのシフトで担当します。
＊初めての方にもご指導致します。
働き方改革関連認定企業【くるみん】
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所
【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

不問

他

毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

6人 018-862-3251

不問

99人 018-845-0251

不問
354人 秋田県秋田市

476人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1591391

食事提供及び管理業
務、社食チーフコック業
務（秋銀本店）

○秋田銀行本店社員食堂にて、チーフコックとしての業務に
　従事していただきます。
・昼食時のメニューや定食の献立作成
　　　　　　　　　　　（朝・夕の食事提供はありません）
・調理員への調理指導、指示
・調理、洗い物
・食材の発注（原価計算含む）
・厨房の清掃　等
＊勤務中、禁煙に対応できる方を希望します。　

調理師免許

土日祝 株式会社　東北ビルカンリ・システム
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 135,000円～140,000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) 9時00分～17時00分
(3)10時00分～18時00分

月給

1人 135,000円～135,000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) 9時00分～17時00分
(3)10時00分～18時00分

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

時給（月額換算）

1人 137,600円～137,600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) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

2人 240,500円～286,100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15分～18時15分 就業場所

月給

2人 163,000円～165,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 160,000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30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～14時00分

月給

1人 175,000円～209,118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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分

月給

1人 160,000円～160,000円
就業場所

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～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～ 8時59分

月給

2人 250,000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 18歳～40歳 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

平成31年1月22日発行（平成31年1月21日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

フロント及びレストラン
ホール係

○フロント及びレストランホール係を担当していただきます
・ゴルフ場でのお客様の受付
・お客様の各種精算業務
・電話対応（問合せへの応対、プレー時間の予約受付及び
　確認等）
・ゴルフ場レストランでの配膳　等
＊雇用期間：ゴルフ場オープンから３ヶ月、その後、本人の
勤務状況等により３ヶ月毎にゴルフ場のクローズを限度に更
新の可能性あり

不問

他 ノースハンプトン　ゴルフ倶楽部　株
式会社その他
秋田市河辺神内字沼ノ沢１番地１

30人 018-882-5071

ＰＣスキルのある方
（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）

30人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1569991

ゴルフ場マスター室業
務

○チェックインしたお客様をプレーにお出ししたり、スコア
　集計・キャディの管理・ハンディキャップの管理等をＰＣ
　のゴルフシステムを使用して行う。また、バック積み込み
　の手伝い等サービス業務も行います。

＊カート運転業務あり（ＡＴ限定可）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 ノースハンプトン　ゴルフ倶楽部　株
式会社その他
秋田市河辺神内字沼ノ沢１番地１

30人 018-882-5071

不問
30人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1571291

ＤＴＰデザイナー

○当社が発行する月刊情報誌のデザイン、制作に従事して
いただきます。
・主にＩｌｌｕｓｔｒａｔｏｒとＰｈｏｔｏｓｈｏｐを使用
　し、誌面掲載のデザイン、制作を行います。

＊未経験者の応募歓迎です。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

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1558391

新車用品取付・仕上げ
（秋田市）

主にメーカーから運ばれてきた納車前の新車に自動車用品
の取付及び洗車業務を行っていただきます。　　　
・フロアーマット、オーディオ、ＥＴＣ等の取り付けを行います。
・軽自動車からワゴン車までの、屋根、ボディ、足回り等につ
いて運搬中に付着したホコリ等の洗浄を行います。
・習熟状況により専門の洗車用具、コーティング用具を操作し
ていただます。　　　　　　　　　　　　　　　　
・他に清掃等単純作業を行っていただく場合があります。

＊経験者大歓迎　　　　　　　　　≪　急　募　≫

不問

月日他 株式会社　ホンダ四輪販売北・東北
毎　週

岩手県盛岡市北山二丁目２７番１１
号

16人 019-663-3333

不問
428人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010- 2012291

自動車整備士［秋田
市］

輸入車・国産車の整備を行っていただきます。
・取扱車種：主に普通車
・予防整備（定期点検、車検）、故障整備
・引取り、納車業務もあります。
＊エリア：秋田市内及び近郊
＊未経験の方は仕事をしながら一から指導育成いたします。
＊輸入車の知識がない方でも丁寧に指導いたします。
　　　　　　　　＊＊＊急　募＊＊＊

整備士２級以上
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

火他 株式会社　イデアル
その他

宮城県仙台市若林区六丁の目西町
８－６１

17人 022-287-1259

不問
140人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010- 5480391

タイヤの交換作業

○大型トラックや商業車などのタイヤ交換を主に行っていただきま
す。
・大型車等のタイヤの定期的な交換やローテーション等を行います。
・県内の事業所様等から年間を通じて安定した受注があります。
【主な仕事】
・タイヤ交換、ローテーション
・パンク修理
・タイヤの販売
＊当社はダンロップの特約店となっております。

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
準中型または中型自
動車免許あれば尚可

日他 有限会社　千秋タイヤ興業
その他

秋田県秋田市飯島川端１丁目１番２
５号

14人 018-845-8096

不問
14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1531091

貸し布団の搬入・搬出

・２ｔトラック等を使用し、布団の搬入、搬出を行います。
・定期的に顧客先への訪問営業
・その他雑務


＊２ｔトラックの他に、軽ワンボックスバン・キャラバンを使用し
ています。
＊ご依頼があった場合のみ、県外（富山方面）への配達も　
　行います。（年２～３回程度です）

普通自動車運転免
許（ＡＴ不可）

日祝他 株式会社　柳原
その他

秋田県南秋田郡五城目町字上町１
－１

3人 018-852-2145

２ｔトラックの運転経
験

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1556191

施設管理（秋田市）

「天然温泉ホテルこまち」において下記の業務を行っていただ
きます。お客様がいない時間帯での業務になります。
・ボイラーの日常点検
・設備の軽微なトラブル対応
・サウナ、足ふきマット交換
＊ボイラー経験、施設管理、資格のある方優遇
＊未経験者可能、丁寧に指導します。
　　　　　　　　　　≪　急　募　≫

不問

他 みちのくキヤンテイーン　株式会社
毎　週

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南
２－４－２１

0人 019-611-2412

不問
400人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010- 1973591

設備管理者

○設備管理業務を担当していただきます。
・建物内の設備点検
・空調運転管理
・ホテル客室修繕
・その他、付随する業務

＊就業時間（１）（２）シフト制
　　　　　（２）夜勤は月１０回程度です

不問

他 株式会社　イーホテル秋田
その他

秋田県秋田市大町２丁目２－１２

65人 018-865-7111

不問
65人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1550991

電気工事士（見習い可）

○新築住宅の内線工事、エアコン取付、アンテナ取付、引込
工事の仕事に従事していただきます。

＊現場は主に秋田市、潟上市、男鹿市、南秋田郡内です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 天王　工藤電気
その他

秋田県潟上市天王字羽立北野１－１
０８

0人 018-878-2402

不問
0人 秋田県潟上市

05010- 1548191

℡ 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 198,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 198,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 151,920円～151,920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) 0時00分～ 9時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 137,600円～137,600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) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 135,000円～135,000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

月給

3人 140,000円～150,000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) 6時00分～14時00分 就業場所
(2) 6時30分～14時30分
(3) 7時00分～15時00分

30人 018-882-5071

不問
30人 秋田県秋田市

コース管理作業員

○ゴルフ場内の芝刈り等のコース管理業務に従事して頂き
　ます。
・軽トラでの場内移動あり
・その他、付随する業務あり


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 ノースハンプトン　ゴルフ倶楽部　株
式会社

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1573191

その他
秋田市河辺神内字沼ノ沢１番地１

36人 018-835-3673

不問
47人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1512291

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

03010- 2011891

きりたんぽの加工作業
員

・きりたんぽの箱詰め
・野菜カット、袋詰め、包装作業
・製品の運搬
・箱の組立や運ぶ作業
・出荷ごとに仕分ける作業
・その他、付随する業務

不問

他 有限会社　斎藤昭一商店　本社工場
その他

秋田県秋田市楢山城南新町３４－１
３

毎　週
岩手県盛岡市北山二丁目２７番１１
号

14人 019-663-3333

不問
434人 秋田県秋田市

3,100人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1526991

洗車・バックヤード清掃
員（広面店）

洗車、仕上げ業務を行っていただきます。　　　
・軽自動車からワゴン車までの、屋根、ボディ、足回り等　
　について運搬中に付着したホコリ等の洗浄
・洗車後の拭き上げ　　　　　　　　　　　　　　　
・他に車内清掃等単純作業を行っていただきます。

＊経験者大歓迎

不問

水他 株式会社　ホンダ四輪販売北・東北

夜勤業務員

○秋田支店での商品（雑貨等）の仕分け作業
・１個１０～２０ｋｇ程度の段ボール
・フォークリフト免許のある方はフォークリフトを操作しての移
動作業あり

不問

日祝他 近物レックス　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市向浜１丁目３番９号

35人 018-823-8231

不問

8人 018-878-2453

8人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1549091

秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1545891

土木作業員

・土木工事現場での作業。
・土木作業全般及びダンプトラック（２ｔ、４ｔ）の運転。
・主に現場は、男鹿、潟上、南秋です。

＊車両系及び土木施工管理技士保有者優遇します。
＊経験がなくても可、親切丁寧に指導します。
＊各種資格取得費用負担します。


日他 株式会社　瀬下土建
その他

秋田県潟上市天王大崎字野沢１８１

・土木工事現場での重機運転及び土木作業。
・バックホー及びローダーの運転。
・主に現場は、男鹿、潟上、南秋です。

＊車両系の資格がない方は見習いとして補助的業務に従事
していただきます。
＊経験者及び土木施工管理技士保有者優遇します。
＊各種資格取得費用負担します。

車両系建設機械等、
中型自動車免許（必
須）
　＊土木施工１級又
は、２級保有者優遇

日他 株式会社　瀬下土建
その他

秋田県潟上市天王大崎字野沢１８１

8人 018-878-2453

不問
8人

中型自動車免許
（必須）
＊車両系建設機械
等あれば尚可
＊土木施工管理技
士２級以上あれば
尚可

4ページ中 4ページ

平成31年1月22日発行（平成31年1月21日受付分)　Ｎｏ．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

重機オペレーター（見習
い可）

　　　　●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．　　１月２２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】
　２．　　１月２３日　西武　秋田店　【化粧品販売】
　３．　　１月２４日　㈱無限堂【調理、調理補助・洗い場係、フロア係、ホール係　他】
　４．　　１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．　　１月２８日　社会福祉法人　幸楽会【介護員、訪問介護員】
　６．　　１月２９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、管理者候補　他】
　７．　　１月３０日　㈱虹の街【訪問介護員、施設介護員、機能訓練指導員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　８．　　１月３１日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員、平ボデー乗務員　他】
　９．　　２月　１日　㈱りんどうの里・湯の越の里㈱【介護職員】
１０．　　２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】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
１１．　　２月　５日　西武　秋田店　【化粧品販売】

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 188,600円～236,600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 184,000円～348,800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) 9時00分～17時30分 就業場所
(2)23時00分～ 5時00分

月給

1人 180,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 185,450円～345,000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30分～18時30分

月給

1人 171,000円～211,000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) 8時30分～12時30分

月給

1人 179,400円～187,500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 35歳以下 就業場所

月給

2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00分 就業場所

月給

1人 180,700円～247,600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30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 128,000円～128,000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（月額換算）

1人 131,673円～131,673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 143,220円～143,220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15分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時30分

200人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1618791

配送業務

○２ｔトラックでの配送業務を担当していただきます。
・自動車部品の配送（ルート配送：１日１０件程度）
・伝票と現品のつき合わせ
・倉庫での軽作業、積込みの作業　等
　（トラック運転者教育終了まで倉庫の軽作業となります）

＊配送範囲：主に由利本荘市（出発は秋田市）
＊契約は年度毎の更新となります。
＊就業日数・時間の増減のご希望は相談に応じます。

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）

他 ホンダ部品販売株式会社　秋田営業
所その他
秋田県秋田市泉菅野１－２０－１４

17人 018-823-4151

不問

10人 018-877-3270

ＰＣを使用した事
務・経理経験者

10人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1623691

雇用・労災
05010- 1597291

事務経理・雑務

・電話、来客対応、書類作成、書類整理・管理
・電話、ＦＡＸ、ネットによる受発注業務
・業務ソフトへの売上仕入、入出金入力、請求書発行
・会計ソフト、出荷業務ソフトへの入力と出力印刷
・ネットバンキングの入出金業務と銀行往訪（自家用車使用。
ガソリン代を別途加算）
・繁忙期の梱包等の生産応援、ラベル貼等

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　淡路製粉
その他

秋田県潟上市昭和乱橋字開上関田１
２２番地

毎　週
秋田県秋田市新屋北浜町１８４－２

0人 018-827-4343

不問
0人 秋田県秋田市

2,334人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1634791

事務

・買取の際の計算や伝票の発行
・帳簿の記入（日毎の買取集計等）
・電話応対や清掃等雑務
・パソコン（エクセル）使用し伝票作成

＊金属のリサイクル品、計量担当が作成した計量伝票に基づ
　き、買取票と金銭をお客様に渡すのがメインの業務
＊銀行用務等で外出あり。社用車（ＡＴ）使用。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 佐々木リサイクル

事務系職員

大学本部の課又は各部局の事務部において、総務、人事、広
報、評価、学術研究、情報推進、教育・学生支援、社会貢献、
国際交流、財務会計、医療支援等の業務に従事します。

＊着任時期は平成３１年４月１日以降できるだけ早い次期（※
希望を考慮して決定いたします。）


＊働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

基本的なＰＣ操作
（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）が
できる者

7人 018-833-2023

美容師免許取得
後、実務経験４年以
上ある方
パソコン入力程度

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1619891

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1640991

専任美容教員

○美容師養成専門学校で主に基礎的技術理論及び技術指導
に従事していただきます。
・美容の基礎的技術理論（教科書）及び技術指導
・国家試験課題の技術指導
・生徒の出席管理等事務作業（パソコン使用）

美容師免許

土日祝他 学校法人　秋田ヘアビューティカレッ
ジ毎　週
秋田県秋田市中通６丁目１８－１３

その他
秋田市手形休下町３－４

22人 018-832-6812

不問
1,000人 秋田県秋田市

154人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1613091

保育士

○０歳～５歳児、約８０名の保育士業務及び保育教諭業務を
担当していただきます。


＊当園は公益財団法人鉄道弘済会の運営する保育所・認定
こども園の一つです。経験豊かな保育士を中心として、看護師
を配置し健康と安全に万全を期しております。

＊４月１日～保育所型認定こども園に移行予定
　


保育士及び幼稚園
教諭

日祝他 公益財団法人鉄道弘済会秋田保育
所

相談支援専門員

・障害福祉サービス利用に伴う計画作成
・市役所や各関係機関との連絡や調整
・福祉に伴う情報提供
・月々の請求件数は２０件程度になります。

相談支援従事者初任
者研修修了者
精神保健福祉士、社
会福祉士の資格があ
ればなお可

他 社会福祉法人　友遊会
隔　週

秋田県秋田市飯島道東１丁目５－１

2人 018-887-7222

不問

21人 018-877-7110

不問
179人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1614391

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1607691

准看護師「ケアコンプ
レックス寺内」

○看護師業務全般に従事していただきます。
・服薬準備、服薬管理
・日常生活に必要な医療行為のお手伝い
・医療機関との連携
・施設内の衛生管理
・その他、付随する業務
・定員２９名に看護師２名
【働き方改革関連認定企業】
＊秋田県介護サービス事業所認証評価制度の認証事業所です。

准看護師

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９
２－１

毎　週
秋田県秋田市新屋扇町１３番１号

5人 090-9037-4955

実務経験者
5人 秋田県秋田市

201人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1653291

看護師又は准看護師

○耳鼻咽喉科における看護業務又は准看護業務に従事して
いただきます。
・来院患者に対する予診
・レントゲン補助
・ネプライザー
・医師の診察補助
・器具の洗浄　等
・その他、付随する業務
＊制服貸与

看護師または准看
護師免許

水日祝他 新屋駅前耳鼻咽喉科

建設コンサルタント業
（点検・調査）

〇秋田エリアの鉄道関連設備の点検・調査業務

・主に秋田県内のこ線橋定期点検の補助作業をしていただき
　ます。
※夜間の点検、調査作業があります。
※点検機材の運搬や写真撮影
※現場作業の無い時は書類・写真整理等の事務補助
※重要なインフラを支えるやりがいのある仕事です。
※社用車使用

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）を必須と
します。
土木関連資格があれ
ば尚可

土日祝他 明治コンサルタント　株式会社　秋田
支店毎　週
秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－１
１

12人 018-865-3855

不問

平成31年1月23日発行（平成31年1月22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

施工管理

○ビル及び建造物における施工管理業務に従事していただき
ます。
・防水工事の施工管理
・内外装仕上げ工事の施工管理
＊作業現場は県内全域です。
＊現場へは社用車を使用します。
＊未経験の方にも丁寧に指導します。
　　※ホームページもご覧ください。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 開發　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－１９１

17人 018-824-2233

不問
22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1672091

℡ 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 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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 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 130,000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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～12時00分

月給

1人 180,000円～219,000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00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
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45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
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00分～18時00分 就業場所

月給

1人 130,000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) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

2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00分 就業場所

月給

1人 160,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 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

時給（月額換算）

1人 133,470円～167,260円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 145,000円～186,000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
(2) 8時00分～16時30分

アイスクリームの配送・
陳列・自販機への納品
等

○ルート配送　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・２ｔトラックを使用して、アイスクリーム等の配送業務
　・スーパー、コンビニ等の得意先回り、アイスクリーム　
　　冷凍食品を配送・陳列業務　　　　　　　　　　　　　
　・自販機への納品　等　
○営業業務（新製品案内等）　　　　　　　　　　　　　　
　・新製品のパンフ配布　他
＊冷蔵庫（マイナス２５℃）の作業あり。　作業着、防寒着貸与
＊営業管轄エリアは能代市～湯沢市。１日の配送距離と店舗
　数は３０～２００ｋｍ内（往復）で、３～１０店程度。

準中型自動車運転
免許以上

水日他 東北フローズン　株式会社　秋田支
店その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－９１

13人 018-888-8707

不問
140人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1685791

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊日商簿記２級以
上、税務会計能力
検定２級以上尚可

590人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生

販売（パティズ秋田店）

＜業務内容＞（個人ノルマは無し）
＊雑貨の販売　＊商品の仕入れ　＊商品ディスプレイ
＊商品管理　　＊レジ打ち　　　＊ラッピング
＊店内レイアウトなど店舗運営に係る業務全般
若者向けのアクセサリー・ファンシーグッズ等の小物を扱っており、
接客や販売のお仕事が未経験の方でも、自信を持ってお店に立て
るよう、商品知識やレジの打ち方など、先輩スタッフが丁寧に指導
いたします。
お店のレイアウトやディスプレイ等スタッフみんなで考えるので、自
分たちのイメージに合ったお店作りができます。

不問

他 株式会社パティズ
その他

福島県会津若松市インター西３１番
地

4人 0242-32-0101

不問

55人 018-880-5880

不問
260人 秋田県秋田市

07030-  578791

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1635891

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1665391

トラック手配事務（配車
担当）

・トラックの手配、協力会社への連絡
・自社システムに手配内容を入力
・トラック自体の管理

＊中途採用者の大活躍している職場です。
＊配車スタッフは平均年齢３０代で若い職場です。
＊異業種からのＡターン中途採用者多数活躍中
＊当社は経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定されて
おります。

不問

日祝他 能代運輸　株式会社　秋田港運事業
所その他
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１２４－５

毎　週
秋田県秋田市卸町４丁目６－１４

5人 018-883-4380

5人 秋田県秋田市

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1622391

会計処理業務

○会計処理業務に従事していただきます。
・帳簿と領収書等のチェックの後、パソコンへの入力作業
・お客様へ訪問し、経理状況等の確認及びチェック
・外出は自家用車を使用（ガソリン代支給）
＊簿記や経理の知識のある方
＊決算の時期や申告の時期は残業があります。
＊仕事の内容は慣れるまで指導いたします。
＊簿記や経理の知識を有する方
＊パソコン操作のできる方（会計ソフト、ワード、エクセル）
　・入力がスムーズにできる程度

土日祝他 有限会社　和幸会計マネジメント

経理事務員

美容師養成専門学校の事務全般に従事していただきます。

・文書管理、保管
・給与計算
・伝票処理
・その他付随する業務

不問

土日祝他 学校法人　秋田ヘアビューティカレッ
ジ毎　週
秋田県秋田市中通６丁目１８－１３

7人 018-833-2023


パソコン（文書作成
程度）

3人 018-831-8880

パソコン操作（簡単
な文書作成等）

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1610291

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- 1631691

一般事務、営業事務

＊アパート、マンションの賃貸借の仲介に伴う事務をしていた
だきます。

　・来客者に物件の紹介、案内業務
　（外出時は社用車を使用）
　・契約書等の作成等

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 秋田第一不動産セン夕－株式会社
隔　週

秋田市南通亀の町　６ー８　シティガ
－デン南通２

その他
秋田県秋田市中通６丁目１－５５

16人 018-834-7355

パソコン基本操作
（ワード・エクセル）

82人 秋田県秋田市

82人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1630391

事務・日常業務補助員
（薬局エール大学病院
前店）

○「薬局エール大学病院前店」において以下の業務に従事し
ていただきます。
・受付、会計
・患者様の応対
・薬品ピッキング
・コンピューター操作等
・薬の購入等で社有車（軽自動車）運転あります。

【入社時期は相談可】

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　アミック

事務・日常業務補助員
（中通調剤薬局）

○「中通調剤薬局」において以下の業務に従事していただき
ます。
・受付、会計
・患者様の応対
・薬品ピッキング
・コンピューター操作等
・薬の購入等で社有車（軽自動車）運転あります。

＊月２回程度、遅番勤務があります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　アミック
その他

秋田県秋田市中通６丁目１－５５

31人 018-834-7355

パソコンの基本操
作（ワード・エクセ
ル）

10人 018-863-8701

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

31人 秋田県秋田市
平成31年3月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 1671191

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1661291

管理事務

○ものづくり補助金（国の事業）秋田県地域事務局のスタッフ
として、補助金申請の受付、交付事務、現地監査等に従事し
て頂きます。
・申請書類のチェック、ファイリング
・集計表等の作成
・企業を訪問しての確認（外出はレンタカー又はバス）
・その他付随する業務



普通自動車運転免
許（ＡＴ可）

土日祝他 秋田県中小企業団体中央会
毎　週

秋田県秋田市旭北錦町１－４７　秋
田県商工会館５階

その他
秋田市川尻町字大川反１７０番地２０
２

2人 018-864-0286

パソコン操作可能
な方（ワード・エクセ
ル）

2人 秋田県秋田市

260人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1638191

総合事務

○総合事務員として従事していただきます。
【一般事務業務】
・各種伝票入力
・銀行振り込みデータの作成
・書類の整理
・出荷データ管理　等

【営業事務業務】
・請求業務（請求書の発送　等）


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
簿記３級以上優遇
（種類不問）

日祝他 秋田県生コンクリート　協同組合

事務職（貿易関連事
務）

◯秋田港での輸出入貨物手続きに関する事務業務
※英語力は特に必要ありません。未経験者歓迎！
・顧客との、電話・メール等による調整業務
・自社専用システムへの入力業務
・税関に対する輸出入手続き
＊異業種からのＡターン・中途採用者多数活躍中
＊当社は経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定されて
おります。

不問

日祝他 能代運輸　株式会社　秋田港運事業
所その他
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１２４－５

55人 018-880-5880

不問

不問
260人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1636291

不問

日祝他 能代運輸　株式会社　秋田港運事業
所その他
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１２４－５

55人 018-880-5880

4ページ中 2ページ

平成31年1月23日発行（平成31年1月22日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

一般事務（総合職・秋
田市）

◯総合物流企業における
　トラック、船荷役、倉庫作業、貿易事務などの事務業務を
担当していただきます。
・システム入力
・受注貨物の納品日程管理
＊幅広い知識経験をすることが可能です。
＊Ａターン・中途採用者多数活躍中
＊当社は経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定されて
おります。



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 155,000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 40歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 140,000円～140,000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 177,000円～225,000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～12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 40歳以下 (1) 8時30分～17時20分 就業場所

月給

1人 188,600円～236,600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

2人 150,000円～165,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

時給（月額換算）

2人 237,405円～252,840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)19時00分～10時00分 就業場所
(2)11時30分～19時00分

月給

1人 233,009円～237,121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～45歳 就業場所

月給

1人 233,009円～237,121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～45歳 就業場所

月給

1人 233,009円～237,121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～45歳 就業場所

時給（月額換算）

1人 136,080円～136,080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8人 秋田県潟上市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1605091

作業員

・粗大ゴミ、不燃ごみの処理
・その他、付随する業務

＊契約更新は、原則１２ヶ月毎になります。

＊雇用開始は、平成３１年２月１日から

不問

土日他 湖南環境サービス
毎　週

秋田県潟上市天王字江川８０－１０

8人 018-877-2542

不問

17,365人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 14010- 4411891

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
＊小型移動式ク
レーン、フォークリフ
ト、車両系建設機械
あれば尚可

総合職

かっぱ寿司の仕事を知って頂くために、店舗へ配属、ＯＪＴを中
心として店舗運営ノウハウを学びます。
店舗運営スキルを習得後、１つの店舗の経営を担当します。
（副店長、店長）
その後は、エリアマネージャー、営業部長へとキャリアアップで
きます。

不問

他 カッパ・クリエイト　株式会社
その他

横浜市西区みなとみらい２－２－１
ランドマークタワー１２Ｆ

33人 045-224-7095

不問

42人 045-224-7095

不問
17,365人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 14010- 4404891

雇用・労災・健康・厚生・財
形 14010- 4402491

総合職

かっぱ寿司の仕事を知って頂くために、店舗へ配属、ＯＪＴを中
心として店舗運営ノウハウを学びます。
店舗運営スキルを習得後、１つの店舗の経営を担当します。
（副店長、店長）
その後は、エリアマネージャー、営業部長へとキャリアアップで
きます。

不問

他 カッパ・クリエイト　株式会社
その他

横浜市西区みなとみらい２－２－１
ランドマークタワー１２Ｆ

その他
横浜市西区みなとみらい２－２－１
ランドマークタワー１２Ｆ

40人 045-224-7095

不問
17,365人 秋田県秋田市

200人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1608991

総合職

かっぱ寿司の仕事を知って頂くために、店舗へ配属、ＯＪＴを中
心として店舗運営ノウハウを学びます。
店舗運営スキルを習得後、１つの店舗の経営を担当します。
（副店長、店長）
その後は、エリアマネージャー、営業部長へとキャリアアップで
きます。

不問

他 カッパ・クリエイト　株式会社

日常生活アシスタント
（介助）「井川町」

○介助サービス利用者の日常生活全般の介助を行います。
・無資格、未経験でもできるようになるまで、一からじっくり教え
ていきます。
・利用者様からの指示が出るまでは、椅子に座って待っている
ため、実働は拘束時間より短くなります。（椅子に座って待機し
ている時間や休憩時間も賃金が支払われます。）
・就業場所まで直行直帰になります。
・就業時間（１）１５Ｈ（実働８Ｈ＋待機仮眠６Ｈ＋休憩１Ｈ）・就
業時間（２）７．５Ｈ（実働５Ｈ、待機１．５Ｈ、休憩１Ｈ）

不問

他 一般社団法人ＨＫ　介護支援おおが
たその他
秋田県秋田市飯島川端１丁目６－３０

49人 050-5897-1963

不問

18人 018-878-7102

不問
46人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1652891

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1668491

介護員

○認知対応型共同生活介護（グループホーム）での介護業務

・食事、排泄、入浴等の介助（入所者数は１８名です）

＊社用車（ＡＴ車）による病院への送迎等外出用務もあり

＊就業時間（１）～（４）交替制＜月４～５回の夜勤あり＞
＊介護資格不問
（無資格者の方には親切に指導致します。）


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 有限会社　恵の里
その他

秋田県潟上市天王字棒沼台２８７－１
１

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－１９１

17人 018-824-2233

不問
22人 秋田県秋田市

48人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1599191

ルート営業（防水、塗装
工事）

○主に官公庁、設計事務所、建設業者への工事受注営業で
す。（防水工事、塗装工事等）

＊新規開拓営業ではなく、従来からの取引先を社用車を使用
　して営業します。
＊営業範囲は秋田市内を中心に県内全域です。
＊未経験の方には、試用期間中同行営業します。
　　※ホームページもご覧ください。

　普通自動車運転
免許（ＡＴ限定不可）

日祝他 開發　株式会社

営業員

○建設機械レンタルの営業業務に従事していただきます。
・建設会社や建設現場等を訪問し、レンタルの受注活動を行い
ます。

＊主に秋田地区及びその周辺地区を担当します。
＊社用車使用（ＡＴ限定不可）

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可　必須）

日祝他 秋田総合リース　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－１８９

6人 018-865-0069

不問

11人 018-886-8880

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1662591

雇用・労災
05010- 1596891

ルートサービス業務

○小型農林機械（チェンソー、刈払機、芝刈り機等）、木質系暖
房器（薪ストーブ、ペレットストーブ）の構造知識の習得とメンテ
ナンス技術の習得後に各ユーザー様への訪問サービス（営
業、販売、納品指導等）業務を行っていただきます

＊営業範囲は秋田県内となります。
＊活動は社用車使用

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）

日祝他 秋田マッカラー　株式会社
隔　週

秋田市雄和田草川字本田２４１－４４

買取業務全般

○再生資源（金属類・古紙）の計量、買取、分別、出荷、
　収集、運搬業務
・出張買取、出荷あり。
（買取は主に秋田市内、出荷は秋田市内および宮城県）
・秋田市内の電気屋、解体屋、土建、設備業、車屋等への営
　業も行って頂きます。
＊軽トラック、２ｔトラック、４ｔトラック、フォーク
　リフト、バックホーを使用します。
＊日、祝日は必ず勤務となります。

他 佐々木リサイクル
毎　週

秋田県秋田市新屋北浜町１８４－２

0人 018-827-4343

0人 秋田県秋田市

不問
236人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 06010- 2054791


普通自動車免許
（大型免許所持尚
可）

日祝他 西東北日野自動車　株式会社
その他

山形県山形市立谷川三丁目３５５３番
地１

22人 023-686-3011

平成31年1月23日発行（平成31年1月22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

部品販売職（秋田支店）

＊　車輌（トラック）部品販売職
　　お客様や整備工場へ補修部品やトラック用品・物流用品
　　を販売するお仕事です。


※応募の際はハローワークから紹介状の交付を受けて下さい

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 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 18歳以上 (1)16時00分～ 0時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 134,540円～137,600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)12時00分～22時00分
(3)14時00分～22時00分

月給

1人 200,000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 18歳以上 就業場所

月給

1人 157,000円～183,500円
就業場所

無期雇用派遣 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45分 就業場所

時給（月額換算）

1人 155,520円～190,080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

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 40歳以下 (1) 8時15分～17時30分 就業場所

月給

1人 180,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 159,500円～209,500円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 170,000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 18歳～59歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 230,000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 18歳～59歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 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 145,000円～186,000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
(2) 8時00分～16時30分

05010- 1681391

倉庫の入庫・ピッキング
（正社員）

○冷凍庫内での商品の入庫と、店舗ごとのピッキング作業に
　従事していただきます。

＊冷蔵庫（マイナス２５℃）の作業あり。
　　　作業着、防寒具貸与。
＊車両への積み込みもあります。

不問

水日他 東北フローズン　株式会社　秋田支
店その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－９１

13人 018-888-8707

不問

4ページ中 4ページ

140人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生

平成31年1月23日発行（平成31年1月22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

ホール係

○居酒屋のホール業務を担当していただきます。
・注文受付
・料理、飲み物の配膳
・レジ
・片付け、掃除
・グラスの洗浄　等

＊フロアは１階のみ。５０席程度のお店です。

雇用・労災
05010- 1669791

不問

日他 居酒屋　こんの
な　し

秋田県秋田市大町５丁目４－３７

5人 018-853-8177

34人 018-878-9877

不問

不問
5人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　ファンキー

受付・サービス係

○日帰り入浴施設「天王温泉くらら」で受付・フロント業務、レ
ストランホール業務全般に従事していただきます。
・温泉来館者（券売機で入浴券を購入した来館者）受付
・売店・宴会の会計（レジ操作含む）
・岩盤浴、カラオケボックス予約状況確認後に受付
・レストランで注文受付、料理や飲み物の配膳、下膳
・レストランレジ業務（会計）
・開店の準備、閉店の片付け業務
・多少の宴会業務（配膳、下膳）

不問

他 天王グリーンランド　株式会社
毎　週

秋田県潟上市天王字江川上谷地１０
９－２

不問
30人 秋田県秋田市

62人 秋田県潟上市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1628291

ボウリング場・カラオ
ケ・ゲームコーナー　ス
タッフ

○ボウリング場、カラオケボックス、ゲームコーナーのフロン
ト・ホール・キッチン業務全般を担当していただきます。

＊配膳時の階段の昇り降りあり（体力のある方歓迎）

※ラグジュアリーな雰囲気の中で、お酒やお食事と共にボウ
リング・カラオケをお楽しみいただけるお店です。
　ボウリング×ダイニングという新しい空間を一緒に作りま
しょう！

コープ朝日興産　株式会社
その他

秋田県秋田市茨島３丁目１－６

毎　週
秋田県秋田市大町５丁目２－４３

9人 018-862-2367

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1648391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1649691

環境整備全般作業

○廃液中和処理を含む環境整備全般作業を担当していただ
きます。

＊作業の手順と安全は研修教育します。
＊当社の正社員として採用し、株式会社ＳＵＭＣＯ　ＪＳＱ事
業部へ派遣となります。
＊また、派遣先の就業が終了した場合は、当社の正社員とし
て、他社での派遣や請負での就業となります。

不問

他

30人 018-823-6407

不問

16人 018-864-6411

不問
129人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 渡仲自動車工業　株式会社

清酒醸造スタッフ

・お米の精米作業の補助等
・３０ｋｇの米袋を持つこともあります。

不問

他 新政酒造　株式会社
その他

秋田県秋田市大町６丁目２－３５

不問
8人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市
～平成31年6月30日

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1621091

自動車整備

○自動車整備の業務に従事していただきます。
・自動車整備、運輸支局等への持込検査
・その他付随する業務

＊未経験者でも、これから自動車整備を勉強していきたい方
や興味のある方をお待ちしています。

能代運輸　株式会社　秋田港運事業
所その他
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１２４－５

その他
秋田県秋田市土崎港西２丁目２－７

8人 018-845-2636

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1637591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1641491

トラック運転手

○大型平ボディ車で、長距離又は地場輸送を行っていただき
ます。◆長距離は、主に関東方面への輸送。積荷は巻取紙
等。帰りは雑貨貨物。月６回程度の運行。◆地場は、主に県
内、青森弘前、北上方面への輸送。積荷は製材、雑貨　等。
※長距離及び地場、両方ともに手積み、手降しはほとんどあ
りません。
※初心者には業務に慣れるまでツーマン運行にて安心でき
る段階まで添乗指導いたします。
※長距離・地場の選択は、本人の希望に沿うようにします。

大型自動車免許
（必須）

日祝他

018-823-1251

55人 018-880-5880

不問
260人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
エネルギー管理
士、第３種電気主
任技術者、第２種
電気工事士資格
（必須）
（関連資格所有者
優遇）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　川久保工業

設備管理スタッフ

○秋田県内の当社管理物件の設備機器の保守点検、営繕
等に従事していただきます。

※制服貸与あり。

※経験者優遇します。

※移動には社有車を使用します。

日祝他 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

13人

不問
15人 秋田県秋田市

725人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1650491

配管工・鍛冶工・溶接
工
【見習い】

○各種プラント配管工事の配管工・鍛冶工・溶接工の見習い
として業務に従事していただきます。

＊高所作業もあります。
＊未経験者も応募可。
＊現場は主に秋田市内及び能代市内です。
＊宿泊を伴う県外出張の場合もあります。


有限会社　川久保工業
隔　週

秋田県秋田市桜４丁目２３－１６

隔　週
秋田県秋田市桜４丁目２３－１６

15人 018-827-6020

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1604191

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1603591

配管工・鍛冶工・溶接
工

○各種プラント配管工事の配管工・鍛冶工・溶接工としての
業務に従事していただきます。

＊高所作業もあります。
＊現場は主に秋田市内及び能代市内です。
＊宿泊を伴う県外出張の場合もあります。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他

その他
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１２４－５

55人 018-880-5880

不問

15人 018-827-6020

不問
15人 秋田県秋田市

260人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1639091

倉庫作業員

・貿易用貨物の大型トラックへの積卸し、倉庫への入出庫、
海上コンテナへの貨物出し入れ作業が主な業務です。
・製材品、合板、米・穀物など比較的重量物が多く、主に
フォークリフトを使っての作業です。
・大型自動車免許，けん引免許のある方、優遇。
　先々、大型トラック、トレーラー乗務員への職種変更も可
能。

※フォークリフトの資格のない方には、入社後、会社費用にて
講習受講を用意できます。

不問

日祝他 能代運輸　株式会社　秋田港運事業
所



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

3人 194,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 200,000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 59歳以下 (1) 7時45分～16時45分 就業場所

年俸（月額換算）

1人 300,000円～300,000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 200,000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 40歳以下 (1) 8時30分～18時30分 就業場所
(2) 8時30分～13時30分
(3) 8時15分～11時30分

月給

1人 203,120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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 7時30分～16時30分

月給

1人 220,000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) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分

月給

1人 169,300円～169,300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 140,800円～193,600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 64歳以下 (1) 5時30分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～19時30分

月給

1人 240,000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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 181,532円～239,032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)10時30分～19時30分
(3) 6時50分～15時50分

日給（月額換算）

2人 194,400円～237,600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) 7時45分～16時45分 就業場所

不問
67人 岩手県盛岡市

雇用・労災・健康・厚生
03010- 2157391

求人番号

土木技術者「建設」

　土木工事における施工管理を行っていただきます　
１．施工測量
２．写真管理
３．出来形管理
４．施工図作成
５．その他、上記に付随する業務および指示された業務を行っ
ていただきます。
＊就業地域は東北６県です。

不問

日祝他 株式会社　北興建設
その他

岩手県盛岡市みたけ６丁目１番１５号

10人 019-641-0348

23人 018-828-4611

パソコンの基本操
作

平成31年1月24日発行（平成31年1月23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

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

土日祝他 秋田県土地改良事業団体連合会

現場管理

○土木作業全般を管理していただきます。
・下水道管の補修工事管理等
・側溝の改良工事管理等
・その他付随する業務


普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）
土木施工管理技士
（２級以上）あれば優
遇

日祝他 豊興産　株式会社
隔　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１番８２－２
号

パソコン操作（ワー
ド・エクセル・ＣＡＤ）
の実務経験者

129人 秋田県秋田市

23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1740891

専門員（技術補助）

○技術補助業務を担当していただきます。
（仕事内容詳細）
・現場調査測量設計積算技術業務全般
・その他付随する業務
・会有車を使用
　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

さんのへ耳鼻咽喉科クリニック
その他

秋田県秋田市泉東町８－５７

毎　週
秋田県秋田市高陽幸町３－３７

102人 018-888-2714

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1709591

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- 1741291

看護師または准看護師

○耳鼻咽喉科外来看護業務（患者さんの誘導、採血、注射）

＊就業時間（２）は水曜日勤務（休憩時間なし）
　就業時間（３）は土曜日勤務（休憩時間なし）
＊試用期間３ヶ月あり。（同条件）

※耳鼻科の知識がなくても勤務可能です。



看護師免許又は准
看護師免許

日祝他

21人 018-877-7110

不問

9人 018-869-9587

不問
9人 秋田県秋田市

看護師または准看
護師

日祝他 ミチヒロ胃腸内科クリニック

看護師「ケアコンプレッ
クス寺内」

○看護師業務全般に従事していただきます。
・服薬準備、服薬管理
・日常生活に必要な医療行為のお手伝い
・医療機関との連携
・施設内の衛生管理
・その他、付随する業務
・定員２９名に看護師２名
【働き方改革関連認定企業】
＊秋田県介護サービス事業所認証評価制度の認証事業所です。

看護師

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９
２－１

不問
8人 秋田県秋田市

179人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1712991

看護師または准看護師

○クリニックでの看護業務に従事していただきます。
・内視鏡検査等の介助
・採血・診療の補助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


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２８０－２
９

その他
秋田県秋田市広面字鍋沼９３－１

8人 018-893-6655

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1706791

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1713491

栄養士

○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。

栄養士免許必須

他

6人 03-3544-0405

不問

67人 018-828-1100

不問
130人 秋田県秋田市

管理栄養士

他 医療法人　三愛会　介護老人保健施
設　悠久荘

栄養士／秋田市

ショートステイでの栄養事務及び厨房内作業
（発注、事務など。ＰＣ操作あります。）

※朝６０食、昼７０食、夕６０食程度の提供規模を
　１日４～５人体制で行っています。

栄養士

他 日本給食サービス　株式会社
その他

東京都中央区築地５－５－１２　浜離
宮建設プラザ４階・５階

不問
220人 秋田県秋田市

1,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-10438991

管理栄養士

○管理栄養士業務に従事していただきます。
・栄養管理計画（食生活指導、栄養調査ほか）の作成、評
　価、実施等
・病院管理栄養士業務全般

＊食事メニューの調理、厨房は委託業者が行います。

社会福祉法人　秋田県母子寡婦福祉
連合会毎　週
秋田市手形住吉町４－２６

その他
秋田県秋田市御所野堤台３丁目３－
１

55人 018-892-7800

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1736091

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1751191

保育士

○保育士業務を担当していただきます。
・指導計画、保育、記録に関すること
・遊具の点検整備に関すること
・乳児、幼児の保健衛生及び消毒衛生
・屋内外の環境整備

＜０歳～５歳児が現在約１０９名在籍＞
・０歳児２０名を７名で担当
・１歳児１８名を３名で担当
・３歳～５歳児各２０名前後を各１名で担当

保育士、幼稚園教
諭２種

日祝他

隔　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１番８２－２
号

23人 018-828-4611

不問

28人 018-833-4249

不問
119人 秋田県秋田市

23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1743191

土木作業及び関連工事
作業（アルバイト）

○土木作業全般を担当していただきます。
・下水道管の補修工事等
・側溝の改良工事等
・冬季は除雪作業
・その他付随する業務


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 豊興産　株式会社

℡ 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 150,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時45分～16時45分 就業場所

時給（月額換算）

2人 146,200円～146,200円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

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 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 144,170円～144,170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 就業場所

月給

1人 150,000円～250,000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) 9時30分～18時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

1人 140,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分

月給

1人 165,000円～235,000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

月給

1人 190,000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 59歳以下 (1) 7時45分～16時45分 就業場所

月給

1人 205,000円～205,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 29歳以下 (1) 8時45分～17時45分 就業場所

時給（月額換算）

1人 149,472円～149,472円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時50分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 162,750円～184,450円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

4ページ中 2ページ

平成31年1月24日発行（平成31年1月23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

○一般事務に従事していただきます。
・契約関係書類の作成
・伝票作成、整理等
・電話応対
・来客応対
・その他、付随する業務

＊会社の事業については当社ＨＰをご覧ください。

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1739991

不問

日祝他 豊興産　株式会社
隔　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１番８２－
２号

23人 018-828-4611

133人 0120-789-635

不問

パソコンの基本操
作

23人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 長谷部光重税理士事務所

カスタマーサービス職
（秋田営業所）秋田市
（長期）

＊お客様からのお問い合わせや集荷依頼などの受付
　その他パソコンの簡単な入出力


＊Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌできる方、歓迎致します


不問

他 佐川急便株式会社
その他

東京都江東区新砂２－１－１７

経理経験者
11人 秋田県秋田市

51,339人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
13130- 3191191

税理士補助

○税理士補助業務として、取引先を訪問し、税務会計監査、
　経理指導を行っていただきます。
・月次決算のチェック
・決算報告書の作成
・税務確定申告書の作成
・その他、付随する業務

＊取引先への訪問等外出用務には、自家用車使用（ガソリン
　代別途支給）。

有限会社　加賀谷建築事務所
その他

秋田県潟上市天王字江川上谷地１０
５－１０

毎　週
秋田県秋田市大町４丁目４－２１

11人 018-865-2441

雇用・労災・健康・厚生
05011-  128291

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1703691

不動産事務

○不動産事務に関わる業務全般です。
・接客対応
・不動産に関する事務手続き
・現地確認など（社有車運転）
・その他、関連する業務

※新規事業に関わる求人です。
　不動産業での経験、資格が必要です。

宅地建物取引士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他

3人 0185-47-8070

販売経験者優遇

15人 018-872-2223

不動産業経験者
15人 秋田県潟上市

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
＊中型自動車免許
（限定不可）あれば尚
可

他 株式会社　ブーブー

販売員（アクセサリー）
【契約社員】

○店舗においてアクセサリーの販売に従事していただきま
す。
・接客業務
・レジ回り業務
・商品管理業務
・その他、付随する業務

不問

他 もみがらエネルギー　株式会社
その他

秋田県秋田市御所野元町５丁目４番
地８号

営業経験者（職種
は問いません）

7人 秋田県秋田市

20人 秋田県秋田市
～平成31年8月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1726191

中古車販売・整備車検
に関わる営業

○中古車販売に関わる営業業務に従事していただきます。
（全メーカー車を取り扱っています。）
・見積書作成、請求書作成（パソコン使用）
・顧客営業、新規営業
・その他付随する業務

株式会社　アスカ
その他

秋田県秋田市山王５丁目２番２７号

毎　週
秋田県秋田市土崎港西３丁目５－１
９

7人 018-857-5300

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1702391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1732891

販売員

○眼鏡、サングラス、補聴器などの接客・販売業務を担当し
ます。
・顧客データの管理、棚卸などの付随する業務があります。

＊未経験者・接客が好きな方大歓迎です。
＊眼鏡の調整・加工など難しい作業は、業務の中で少しずつ
教えていきますので安心してください。

不問

他

3人 018-893-3853

簡単なパソコン操
作

4人 018-862-5921

パソコン操作（簡単
な打ち込み作業が
できる方）

4人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 豊興産　株式会社

中古ブランド品の販売・
ＷＥＢ販売業務

○中古ブランド品販売・ＷＥＢ販売業務に従事していただきま
す。
・店頭での接客販売
・ＷＥＢ（楽天市場店）への商品ＵＰ作業
・商品の着用画像の撮影
・清掃、給湯

＊商品の知識やパソコンの使用方法は指導します。
＊正規雇用転換あり

不問

日祝他 合資会社　村山（アクトワン）
毎　週

秋田県秋田市南通みその町１－１４

パソコンの基本操
作

23人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1714791

営業

○次のような営業活動を行っていただきます。営業先は官公庁や
建設業者が主でルート営業になります。
・土木工事関係
・産業廃棄物関係
・環境整備事業関係
＊社有車を使い、範囲は県内全域です。最初は複数名で訪問しま
す。
＊入社後３～６か月は作業内容を覚えるために作業員として勤務
する場合があります。
＊会社の事業については当社ＨＰをご覧ください。

株式会社　パルックス
毎　週

宮城県仙台市若林区蒲町東１６－３

隔　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１番８２－
２号

23人 018-828-4611

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010- 5840891

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1738691

法人営業（照明設備）
［秋田市］

・テナント、ビル、ホテル、百貨店、アミューズメント等
　商業施設向けの照明コンサルティング営業。
・秋田県内の顧客フォロー及び新規開拓。
・国内外の様々なメーカーのランプ、照明をお客様のニーズ
　に合わせてご提案、提供する仕事です。
［取扱商品］
　ＬＥＤ、蛍光灯、照明器具、淡色照明等
＊ＰＣ操作（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、Ｐ・Ｐ）基本操作
＊入社後、商品研修及びＯＪＴ研修あり
＊業界未経験の方も活躍しています

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他

10人 018-877-3270

パソコン操作

3人 022-288-3381

不問
103人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1728391

営業

○北海道から大阪までの取引先への訪問営業及び新規開拓営
業。
※入社２、３年は上司と同行営業・出張（県内）と商品知識習得、調
理試作、ＰＣによる書類作成とデータ参照及び分析、入出荷業務、
繁忙期には生産業務応援等経験を積んだ後に県外出張となりま
す。
※業務全般を経験し職責を全うできる場合は、管理職、役員として
の昇進ができます。
※当社は昭和男鹿半島ＩＣより車で３分です。
※営業にはレンタカー（ＭＴもあり）使用

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　淡路製粉
その他

秋田県潟上市昭和乱橋字開上関田
１２２番地

その他
秋田県秋田市御所野堤台１丁目５番
１－８号

8人 018-838-1781

不問

10人 秋田県潟上市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1700191

舗装作業員

○舗装工事全般に従事します。
・初めのうちはスコップで砕石をならし路盤作りをします。
舗装では合材をならしたり、スコップの仕事がほとんどです。
誰でもできる簡単な仕事から覚えていただきます。
○慣れてきたらコテ、バーナーの使い方など教えます。
○前向きに仕事に取り組める方大歓迎です。

※プレート、ローラーなど必要な資格があれば講習会に参加しても
らい、免許を取得していただきます。
※住込可

中型自動車運転免
許

日他 有限会社　宝田工業



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 136,960円～145,520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～15時30分 就業場所
(2)10時00分～19時30分

月給

1人 140,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～59歳 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3) 3時00分～12時00分

時給（月額換算）

1人 134,784円～134,784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) 3時00分～10時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3) 6時00分～15時00分

月給

1人 140,000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 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
(3)11時30分～20時30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 18歳以上 就業場所

日給（月額換算）

1人 131,440円～131,440円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～15時45分 就業場所
(2)14時00分～22時00分

日給（月額換算）

1人 131,440円～131,440円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～15時45分 就業場所
(2)14時00分～22時00分

日給（月額換算）

2人 164,800円～164,800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)22時00分～ 6時00分 就業場所

月給

1人 150,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 154,284円～223,514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

日給（月額換算）

1人 197,125円～238,625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
(2) 8時00分～12時00分

平成31年1月24日発行（平成31年1月23日受付分)　Ｎｏ．３
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

調理補助／秋田市

ショートステイでの調理業務全般です。

・仕込み
・調理
・衛生管理　など

※朝６０食、昼７０食、夕６０食程度の提供規模を
　１日４～５名体制で行っています。

不問

他 日本給食サービス　株式会社
その他

東京都中央区築地５－５－１２　浜離
宮建設プラザ４階・５階

6人 03-3544-0405

不問
1,200人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13010-10443091

製造管理及び調理（現
場責任者）

○仕出し料理、駅弁の製造管理及び調理業務に従事していた
だきます。
・商品開発
・製造数量管理
・調理作業（調理見習いも可）
・食材の在庫管理、発注業務　ほか
＊就業時間は（１）～（３）のシフト制です。
（１）は１週間に１回程度
（３）は２週間に１回程度

不問

他 株式会社　関根屋
毎　週

秋田市東通一丁目１番２６号

40人 018-833-6461

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1691991

駅弁の調理補助・洗い
場

○駅弁の調理補助・洗い場の業務です
・調理補助（簡単な調理です）、盛り付け
・調理器具の洗浄、洗い物等
・商品開発の手伝い
＊就業日数は週５日程度です。
＊経験のない方の応募も歓迎します。
＊正社員への登用制度あります。

不問

他 株式会社　関根屋
毎　週

秋田市東通一丁目１番２６号

40人 018-833-6461

不問
50人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1692491

調理員（ポルダー潟の
湯）

○「ポルダー潟の湯」レストランにおいて、調理に関する
　業務全般を担当します。
・調理全般
・食材の仕入れ、管理

＊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。

「働き方改革関連認定企業」

調理師免許（あれ
ば尚可）
普通自動車運転免
許（通勤用）

他 株式会社　ルーラル大潟
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字北一丁目３
番地

73人 0185-45-3311

調理の実務経験者
（調理種別不問で１
年以上）

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-  127891

ホール係（我楽）正社員

○和食店『我楽』でのホール業務全般に従事していただきま
す。
・お客様のご案内、オーダー取り、料理配膳、片付け、レジ会
計、その他付随する業務

＊土日祝は必ず勤務になります。

＊接客の好きな方で未経験の方歓迎いたします。

不問

月他 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

9人 018-874-8208

不問
32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1745391

警備「文化会館」（臨時
職員）【３月１日～】

○館内の戸締り、巡回など警備全般。

＊３月１日採用　１名
　
＊更新予定あり。
　勤務が１年を超える場合、１ヶ月の雇用中断あり。

不問

他 秋田市役所
その他

秋田県秋田市山王１丁目１－１

24人 018-888-5429

不問
秋田県秋田市

平成31年3月1日～平成
31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 1716291

警備「文化会館」（臨時
職員）【４月１日～】

○館内の戸締り、巡回など警備全般。

＊４月１日採用　１名
　
＊更新予定あり。
　勤務が１年を超える場合、１ヶ月の雇用中断あり。

不問

他 秋田市役所
その他

秋田県秋田市山王１丁目１－１

24人 018-888-5429

不問
秋田県秋田市

平成31年4月1日～平成
31年9月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 1744091

道路情報連絡業務（秋
田河川国道事務所）

秋田河川国道事務所道路情報室において、道路情報連絡業
務を担当して頂きます。
　〔主な担当業務〕
　・道路情報、気象情報の収集、道路情報板操作
　・道路情報モニター監視操作及び記録
　・一般電話、警察等関係機関からの緊急通報等に関する
　　対応

不問

他 株式会社　岩手パブリック
毎　週

岩手県盛岡市高松２丁目１４番２８号

5人 019-601-7305

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）
　（高度な技術を要
しない）

119人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010- 2245391

車の鈑金・塗装

○当社店舗において、車の鈑金・塗装業務に従事していただ
きます。（全メーカー車を取り扱っています。）
・その他付随する業務


普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）

土日祝他 株式会社　ブーブー
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目５－１９

4人 018-857-5300

車の鈑金・塗装経
験者

7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1735191

食品加工

○食品加工業務を担当していただきます。
・大型の魚（銀たら、鮭等）を三枚おろしや切り身などに
　し、漬け魚を主に製造
・惣菜（煮魚・天ぷら・フライ）の調理、冷凍

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

日他 東北冷凍販売　有限会社（東冷フー
ズ）毎　週
秋田県秋田市外旭川字堂ノ前４の４

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1698091

その他
南秋田郡井川町浜井川字喜兵衛堰１
９

2人 018-874-2515

30人 018-865-5011

2人 秋田県南秋田郡井川町
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1697191

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
フォークリフト（必
須）
玉掛、チェーンソー
あれば優遇

配達・木材加工

・地元工務店、建設会社の作業場・現場への木材・建材の配
達
・２ｔダンプ（社有車）使用
・積込みはフォークリフトまたは手積み
・荷降ろしは基本的に手降ろしですが、重い物は２人一組
・木工のまるのこ、スライドまるのこ、チェーンソーによる加工
・配達地域は南秋田、潟上市、秋田市
・秋田市内の土地勘がある人が望ましい
・取引き先への営業訪問もあり

日祝他 湊木材　株式会社

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 165,000円～175,000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～17時20分 就業場所

月給

1人 180,000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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 152,000円～152,000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10分～17時10分 就業場所

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 217,000円～238,700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 172,800円～324,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 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 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

5人 172,800円～216,000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～18時00分 就業場所

月給

3人 200,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 190,000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 59歳以下 (1) 7時45分～16時45分 就業場所

月給

1人 190,000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

23人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1742591

土木作業及び関連工
事作業（正社員）

○土木作業全般を担当していただきます。
・下水道管の補修工事等
・側溝の改良工事等
・冬季は除雪作業
・その他付随する業務


普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）必須
＊大型免許あれば優
遇

日祝他 豊興産　株式会社
隔　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１番８２－
２号

23人 018-828-4611

不問

11人 018-853-7987

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1725591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1701091

橋梁補修作業員

＊斫り工・左官工・塗装工・鉄筋（鍛冶）工・型枠工
　アンカー工として次の業務に従事します。
　≪傷んだ橋の補修工事≫
　　・断面修復（コンクリートの打替え）
　　・伸縮装置交換・高欄取り替え　
　≪耐震補強工事≫
　　・アンカー工事・モルタル注入　
★現場には会社に集合し、社有車にて向かいます。
＊経験のない方も大歓迎です。丁寧に指導いたします。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　東北特殊工事
その他

秋田市河辺豊成字祖神台１０３－１

その他
秋田県潟上市天王字北野３１０－５４

2人 080-1820-4135

2人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1704991

現場作業員　　　　　．

○機械（火力発電所用）の据え付け、メンテナンス
○足場組立・解体
○各建設現場における一般作業
○その他付随する作業

日他 株式会社　太翔建設工業

設備工（水道衛生工
事）

・管工事
・給排水工事
・衛生設備工事（トイレ、洗面）
・水道工事（給水給湯配管）
・冷暖房工事
・社用車使用（ＭＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　秋南水道施設工業
その他

秋田県秋田市仁井田本町一丁目１９
－１８

4人 018-829-0511

不問

6人 018-889-9056

不問
42人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1711691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1699391

現場作業員

○建設現場や一般住宅等の足場設置および解体等に従事し
ていただきます。
・足場の組立および解体作業（高所作業あり）
・資材の積み降ろしおよび運搬
・その他、解体工事等に付随する業務


＊現場は主に秋田市内およびその近郊です。
＊２ｔトラックの運転業務あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　イワテック　秋田支店
その他

秋田県秋田市御所野堤台１丁目５番
１－４号

その他
秋田県秋田市御所野堤台１丁目５番
１－８号

8人 018-838-1781

経験者に限る
8人 秋田県秋田市

17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1748491

重機オペレーター

・アスファルトフィニッシャーのアジャスター
・ローラーの運転、転圧
・グレーダーで路盤整正が出来る方

＊現場は秋田市を中心として秋田県内各地です。１月２月は
宮城県へ出張することがあります。

＊住込可

・中型自動車運転免
許　以上
・大型特殊
・車両系建設機械運
転技能講習（各種）

日他 有限会社　宝田工業

中型トラック運転手


・中型トラック運転業務に従事していただきます。
・運転エリアは主に秋田県内です。

＊配送先により就業時間は変更となります。

＊時間外・通勤手当等を含む総支給額は、平均で
１９０，０００円～２１０，０００円程度になります。

＊中型自動車運転
免許
＊フォークリフト資
格

日祝他 株式会社　ホクト産業
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－７７

17人 018-888-8828

ＭＴ車両の運転経
験

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- 2238691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1734591

車両運行管理員（株式
会社日本政策金融公
庫）（秋田市）

請負先事業所である株式会社日本政策金融公庫において、
下記の業務を行っていただきます。
・役員等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１０年以上
・秋田県内における運転従事職歴が専任で５年以上
・幹部等送迎車両運行業務歴２年以上

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

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

その他
秋田県秋田市土崎港西３丁目５－１
９

7人 018-857-5300

自動車整備士２級
以上

7人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1710391

自動車整備工

○当社店舗において、自動車整備工として従事していただき
ます。
（全メーカー車を取り扱っています。）
・中古車の車検・整備
・新車の納車・整備
・車の引取り、納車　など

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
＊中型自動車免許
（限定不可）あれば尚
可

他 株式会社　ブーブー

自動車整備士

○自動車の一般整備および車検整備、電装修理等自動車修
理全般（軽自動車～４ｔトラック）に従事していただきます。
・陸運支局持ち込み検査　業務
・車両の引き取りおよび納車に関する業務など

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
（自動車整備士免許
３級以上あれば尚
可）

日祝他 株式会社　カーエレック秋田
その他

秋田県秋田市土崎港西３丁目１２－
２７

3人 018-845-7222
当該業務に従事し
たことがある経験
者
（トラック整備経験
あれば尚可）

不問
100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010- 2145591

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　アイヴィック
その他

岩手県盛岡市永井１－１３－１

7人 019-638-5190

4ページ中 4ページ

平成31年1月24日発行（平成31年1月23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

家電製品の修理技術
者（秋田市）

・東芝コンシューママーケティングのサービス代行（テレビ、冷
蔵庫、洗濯機、エアコン等の修理）業務です。
・顧客宅を訪問しての修理業務が中心となります。
・エリアは秋田県内となります。

＊訪問先は主に一般家庭ユーザーとなります。

＊ＯＪＴで２ヶ月間の研修がありますので、未経験者の方も
　安心してご応募下さい。

東液サービス株式会社　水戸支店
その他

茨城県小美玉市中野谷１２８番地１５

0人 0299-36-8025

不問
75人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
08080-  436891

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
玉掛け、足場資格
あれば尚可
溶接資格あればな
お可

プロパンガスの配送業
務　　　／秋田市

◇プロパンガス配送に関わる業務を行います。

　・トラックにガスボンベを積み、
　　お客様宅へプロパンガスを配送し、
　　取付け交換等を行う。
　
＊「３ｔトラック」を使用します。

＊配送エリア　秋田市
　　　　　　　　

中型自動車免許
（８ｔ限定可）
＊ＡＴ限定不可

日祝他



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 205,000円～225,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 190,000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) 9時30分～19時20分 就業場所
(2) 9時30分～15時20分
(3) 9時30分～13時20分

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) 9時00分～17時15分 就業場所
(2) 8時30分～16時45分

月給

1人 141,000円～161,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 就業場所

月給

1人 180,000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30分～17時30分 就業場所

月給

10人 155,000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 18歳以上 就業場所

月給

1人 160,000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～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 159,000円～159,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 131,600円～131,600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15分 就業場所

月給

1人 149,120円～262,484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) 9時00分～18時00分 就業場所

252人 018-832-0038

不問
1,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1766891

平成31年3月1日～平
成31年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 1824091

経理スタッフ

・請求書チェック及び作成
・システムへの入力
・月次、年次決算業務
・入金・消込
・電話応対
・その他付随する業務
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 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

毎　週
秋田県秋田市中通二丁目１番５１号
明徳館ビル１Ｆ

24人 018-831-2301

パソコン操作経験
者（一太郎または
ワード及びエクセ
ル）

3,600人 秋田県秋田市

50人 秋田県秋田市
平成31年3月1日～平
成32年5月31日 雇用・労災・健康・厚生

05080-  230391

一般事務補助

○一般事務補助業務に従事していただきます。
・窓口応対及び電話応対
・文書受付・発送、身障手帳・療育手帳発行に関する業務補
助
・給茶等雑務

＊雇用期間の更新の可能性あります。

不問

土日祝 秋田県福祉相談センター

一般事務員【秋田営業
所】

●当社秋田営業所において下記の事務業務に従事していた
だきます
　・工事図面等の整理、保管
　・郵送文書等受付整理
　・文書作成等（パソコンを使用します）
　・電話応対、来客応対
　・小口現金管理
　・営業所内の清掃等雑務
　・その他、附随する業務　【産休・育休代替求人】

普通自動車運転免
許（ＡＴ車限定可）

日祝他 株式会社　かなでん
その他

秋田県鹿角市八幡平字高見田４５－
１

13人 0186-32-2496

パソコン操作（文
字、数字入力程度）

52人 018-887-7222

不問
154人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1799891

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1811791

事務職
（特別養護老人ホーム
飯島）

○特別養護老人ホームでの事務作業及び付随業務に従事し
ていただきます。
・書類作成、法人本部との連絡調整
・電話応対、面会者対応、ホールの見回り
・社有車での外出業務（利用者様受診時の運転など）

＊１ユニット１０名の８ユニット（８０床）の施設です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　友遊会
その他

秋田県秋田市飯島道東１丁目５－１

業務拡大による「地域
限定正社員」受付スタッ
フ募集

○おかげさまで業務拡大につき一緒に働くスタッフ１０名を大
募集いたします！！
・大手損害保険会社のお仕事となります。
・損害保険に付帯するロードサービスのお手配や、事故受付
業務を行うコールワーク、及びバックヤード業務となります。
研修期間を経て業務に入って頂きますので安心してお仕事を
はじめられます。お客様の困ったを一緒に助けませんか？？
※ノルマ、営業行為は一切ありません。
※働き方改革関連認定企業（男女イキイキ職場宣言事業所）

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

3,380人 秋田県秋田市

11人 018-827-6416

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1774891

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1773791

介護支援専門員【ケア
マネージャー】

○利用者の日常生活状況及び家族との相談を踏まえてケア
プランを作成いたします。（ＰＣ使用）
○関係機関との連絡調整を行います。
○介護保険の給付管理や請求を行います。
○その他付随する業務を行います。

＊外出には自家用車を使用します。
＊定員：７０名
＊未経験者の方にも丁寧に指導しますのでご相談ください。

介護支援専門員
普通自動車免許
（自家用車運転）

土日祝他 株式会社　サクラ・ケアサービス
毎　週

秋田県秋田市川尻上野町１－５６

毎　週
秋田県秋田市土崎港南３丁目１３－
３５

32人 018-845-1786

不問
32人 秋田県秋田市

3,600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- 1825391

保育士及び幼稚園教
諭

○園児の保育と教育を担当していただきます。
・０歳～５歳の保育・教育業務
・その他、付随する業務

＊７：２０～１９：００の間の実働８時間のシフト制です。

幼稚園教諭・保育
士（いずれも必須）

日祝他 学校法人　秋田カトリック学園　土崎
カトリックこども園

補聴器相談補助員

○補聴器診療車（中型・７ｔトラック）を運転し、県内各病院等
へ出向き、補聴器利用希望者に対して相談員が行う補　聴器
選定援助、聴力検査等への補助を行います。
・診療車の運転、維持管理等、検査準備
・相談員の補助

＊週４日勤務、週の労働時間は２９時間です。

・中型免許（８ｔ限定
可）以上
（大型免許あれば
尚可）

土日祝他 秋田県福祉相談センター
毎　週

秋田県秋田市中通二丁目１番５１号
明徳館ビル１Ｆ

24人 018-831-2301

・パソコン操作
（ワードまたは一太
郎・エクセル）

不問
2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1806191

木祝他 たかはし歯科クリニック
その他

秋田県秋田市外旭川字三後田２２番
地１

2人 018-853-6253

平成31年1月25日発行（平成31年1月24日受付分)　Ｎｏ．１

3ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護職員（拓稜ハウス
割山）

　○有料老人ホームにおいて看護業務に従事していただきま
す。
　・入所者の健康管理
　・医師の指示による医療処置
　・入所者の機能訓練
　・通院補助　等

＊制服は貸与します。
＊看護職員３名在籍

看護師または准看
護師

他 株式会社　シンワ
毎　週

秋田県秋田市新屋朝日町１３－２５

21人 018-893-4137

基本的なパソコン
操作できる方（専門
のシステムに入力
して頂きます）

不問
54人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1814591

歯科衛生士《急募》

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

＊退職者補充のための《急募》です！！
＊完全予約制で診療しております。
＊衛生士の仕事をしばらく休んでいた方でも、ブランクを埋め
られるよう指導しますので安心して応募ください。

歯科衛生士

℡ 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 169,360円～262,484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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

2人 158,000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 就業場所

時給（月額換算）

1人 145,800円～145,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 135,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

時給（月額換算）

1人 138,240円～141,696円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)10時30分～19時30分
(3)11時00分～20時00分

月給

2人 202,000円～214,000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)10時00分～19時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

1人 160,000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30分～18時00分 就業場所
(2)16時00分～10時00分

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 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 140,000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) 9時30分～19時20分 就業場所
(2) 9時30分～15時20分
(3) 9時30分～13時20分

月給

1人 140,000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) 9時00分～19時00分 就業場所
(2)10時00分～20時00分

時給（月額換算）

1人 152,640円～152,640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22人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1788991

調理（９時～１８時）

○宴会料理や館内飲食店での調理業務に従事していただき
ます。
・調理全般
・盛り付け、仕込み、片付け等
・調理補助
・その他、付随する業務

＊土、日、祝日も勤務できる方を希望

不問

他 警察共済組合　秋田県宿泊所　ふき
み会館その他
秋田県秋田市山王５丁目９－６

22人 018-863-8880

洋食、和食、中華
いずれかの調理経
験者

4人 018-853-1059

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1770691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1810491

動物看護師もしくはトリ
マー

○動物病院内での犬、猫などの看護師業務もしくはトリミング
に従事していただきます。
・動物看護・診察の助手
・ペットホテルとしてのごはん、散歩の管理
・受付、電話応対、会計、動物保定等動物看護師業務全般
・動物のトリミング業務
＊教育研修期間あり（試用期間）
※雇用開始日・就業時間は面接時に相談のうえ決定します。
※制服貸与

不問

水他 手形山すずき動物病院
毎　週

秋田県秋田市手形山中町１－１７

その他
秋田県秋田市外旭川字三後田２２番
地１

2人 018-853-6253

不問
2人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1785091

歯科助手

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

＊院長の指示に従って院長の診療のサポートをしていただき
ます。

＊完全予約制で診療しております。

不問

木祝他 たかはし歯科クリニック

看護助手

・先生の助手
・患者様のお世話
・その他、付随する業務 不問

日祝他 医療法人晨整会　工藤整形外科医
院その他
秋田県秋田市広面字谷地田８－１

10人 018-833-7444

不問

29人 018-832-0023

不問
115人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1784191

雇用・労災・健康・厚生
26010- 3139591

看護助手（病棟介助
職）

・病棟入院患者の看護補助業務全般
・院内検査移送介助など付随する業務
・ベッドメーキング・サプライ業務
・月３～５回程度夜勤あり
・採用後、マンツーマン指導いたします。

介護職員初任者研
修

日祝他 医療法人　城東整形外科
その他

秋田県秋田市東通６丁目７－６

その他
京都市中京区烏丸通四条上る笋町６
８９番地　京都御幸ビル６階

5人 075-212-6556

不問
2,069人 秋田県秋田市

60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1791591

携帯電話（ワイモバイ
ル）の販売・サービス

ワイモバイルショップ内での
＊携帯電話の販売
＊各種契約手続き
＊機能説明などのサービス業務

※未経験ＯＫ（研修が整っているので安心です）
　まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

不問

他 株式会社　コスモネット

生花等の加工及び陳
列

○秋田西武地下１階『花のブルーパレット』にて生花等の加
工、陳列を担当していただきます。
・切り花の水あげ、水替え
・花束作り
・接客、販売　など

＊就業時間、休日等は相談に応じます。
＊長期勤務できる方大歓迎。

不問

他 株式会社　みづき
毎　週

秋田県秋田市外旭川字待合２８　秋
田市中央卸売市場内　花き棟２Ｆ

3人 018-869-5780

不問

9人 0186-62-2334

不問
21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05031-  186491

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

32010- 1602891

販売及びホール係【フ
レスポ御所野　秋田店】

◆ケーキや焼菓子等の接客販売や提供のお仕事です
＊店頭での販売や、店内で飲食されるお客様へ注文の商品
を提供していただきます
＊店内外の清掃業務をしていただきます
＊接客を伴いますので、明るく元気な挨拶で対応していただ
きます

不問

他 有限会社　ワールボンボン
その他

秋田県北秋田市花園町１－３

その他
島根県松江市嫁島町１４－１３

4人 0852-61-3141

不問
470人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1786391

店舗販売スタッフ（イオ
ンモール秋田店）

・２、３ｍｍのビーズを扱いお客様のご要望に応じてストラッ
プ、ブレスレットを作成・販売していただくお仕事です。立ち仕
事になります。

※販売ノルマなし
※社員登用制度あり
※雇用期間：採用日～２ヶ月（更新の可能性あり）
※フルタイム、長期、土日祝できる方

不問

他 株式会社　めのや＜アナヒータストー
ンズ＞

婦人服販売「２３区」

【２月２３日新規オープン　オープニングスタッフ募集】

・店舗での接客、商品陳列、レジ業務など、販売業務全般を
担当していただきます。

・販売の仕事を初めて経験する方でも大丈夫です。
　（個人ノルマはありません）


不問

他 有限会社　オウスクール
その他

秋田県秋田市中通２丁目６－１
西武秋田店　２Ｆ

0人 018-836-0220

不問

不問
1,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1805591

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

252人 018-832-0038
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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

ブライダルコーディネー
ター

○お客様が理想とする結婚式を実現するため、総合的なサ
ポートをします。
・打ち合わせ、ご提案
・契約、準備、中間打ち合わせ
・最終打ち合わせ、総チェック等

働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所



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～175,000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～17時00分 就業場所

月給

1人 151,000円～151,000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～18時00分 就業場所

その他（月最低保障額）

3人 223,600円～336,000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～17時00分 就業場所

月給

3人 150,000円～350,000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30分～17時30分 就業場所

月給

5人 200,350円～293,350円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 213,510円～219,690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～21時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 132,192円～138,720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

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) 6時00分～15時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 138,672円～138,672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
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1778091

毎　週
秋田県秋田市東通８丁目２－１

60人 018-884-3755

不問
800人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1767291

日配作業員

○日配部門における作業全般を担当して頂きます。
・商品の品出し、片付け
・発注作業（専用端末に入力）
　※簡単な打ち込みです。入社後、指導します。
＊倉庫内での簡単な作業です。
＊重い物で１０Ｋｇ程度の品出し作業があります。
＊明るい接客態度が求められる仕事です。
＊未経験の方でも丁寧に指導致します。
＊６ヶ月毎の契約更新あり

不問

他 ビフレ東通店

トイレの汲み取り作業
員

○次のような一般家庭のトイレの汲み取り作業に従事してい
ただきます。
・２名体制で作業を行い、バキュームカー運転の場合もありま
す。
・定期的な訪問の他に、電話による依頼にも対応し、秋田市
内を中心に１日３０～４０件の汲み取りを行います。
・バキュームカーのタンクが一杯になる都度、処理場に（向
浜）搬入も行います。

中型自動車免許（８
ｔ限定可・ＡＴ限定不
可）

土日祝他 有限会社　秋田衛生社
毎　週

秋田県秋田市楢山川口境１８－１１

14人 018-833-3125

不問

49人 024-959-6611

不問
1,036人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

07040- 1770691

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1783591

配送業務（秋田県秋田
市）

配送業務について、下記の内容等を担当していただきます。
・病院・医院・調剤薬局への医薬品の納品

＊範囲：秋田市及び周辺
＊社有車使用：ワンボックス（軽自動車）
＊未経験の方でも丁寧に指導いたしますので、安心してご応
募ください。

　　　　　　≪　急　　募　≫

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 東北アルフレッサ株式会社
毎　週

福島県郡山市喜久田町卸１－４６－
１

毎　週
秋田県秋田市寺内イサノ３０－１

77人 080-5068-0070

不問
150,000人 秋田県秋田市

150,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1779391

アンカーキャスト
【配達専門契約社員】

○担当エリアにおいて荷物の配達を中心に行っていただきま
す。
・使用車両（社有車：ＡＴ車）は２ｔトラック、バン、軽車両を使用
します。
・専用端末を使用しての入力作業があります。
・その他、付随する作業

＊ノルマ、営業活動はありません

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 ヤマト運輸株式会社　秋田中央支店

セールスドライバー

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


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可・取
得後１年以上必須）

他 ヤマト運輸株式会社　秋田中央支店
その他

秋田県秋田市寺内イサノ３０－１

77人 080-5068-0070

不問

1人 022-301-8620

不問
16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010- 6089891

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1793091

電気工事作業員［秋田
市］

・鉄道電気設備の設計・施工・保守業務
・現場代理人業務
・一般電気設備工事の設計・施工

＊現場：主に秋田県内
＊社有車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
２種電気工事士以
上あれば尚可

土日祝他 株式会社　ＳＤＳ
毎　週

宮城県仙台市泉区向陽台５丁目２－
１１

その他
秋田県秋田市雄和田草川字太田２２
－１

16人 018-886-4407

不問
16人 秋田県秋田市

21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1790291

大型長距離運転手

・関東、関西及び東北への大型トラックでの輸送。
　平均月６回運行で、関西方面の場合１回５日運行です。

＊月６回運行で総支給額２５万～３５万円程度になります。
　（運行地域により変動します）
＊大型未経験者も可。
＊大型免許のない方は、会社で取得させます。

大型自動車免許ま
たは中型自動車免
許

他 有限会社　東伸産業

大型運転手（長距離）

・秋田プライウッド（株）製造の合板輸送
・（往路）移送先は主に関東方面（合板）
・（復路）接着剤原料

大型自動車免許
フォークリフト資格
あれば尚可

他 エー・ピー物流　株式会社
その他

秋田市川尻町字大川反２３２－１

21人 018-863-8668

大型自動車運転経
験者

不問
2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1782291

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
自動車整備士３級
以上

日祝他 秋田西部車輛　有限会社
隔　週

秋田県秋田市新屋豊町９－２７

2人 018-823-5174

平成31年1月25日発行（平成31年1月24日受付分)　Ｎｏ．３
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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

自動車整備エ

○自動車の整備業務に従事していただきます。
・車検整備、一般整備
・定期点検
・部品交換、タイヤ交換
・その他付随する業務

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



　　　　●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．　　１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．　　１月２８日　社会福祉法人　幸楽会【介護員、訪問介護員】
　３．　　１月２９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、管理者候補　他】
　４．　　１月３０日　㈱虹の街【訪問介護員、施設介護員、機能訓練指導員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　５．　　１月３１日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員、平ボデー乗務員　他】
　６．　　２月　１日　㈱りんどうの里・湯の越の里㈱【介護職員】
　７．　　２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】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　８．　　２月　５日　西武　秋田店　【化粧品販売】
　９．　　２月　６日　あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱秋田支店【ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ・ﾌﾟﾛ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ社員（営業）】
１０．　　２月　７日　大東建託㈱秋田支店【建築営業課員、技術職（設計、工事）】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!

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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                　　　　　　ハローワーク秋田２階大会議室において、下記日程で開催します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加希望者は直接会場へお入りください。
　
　　１．　２月　１日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：北日本運輸㈱　【大型運転手、中型運転手、運行管理補助者】＞

　　２．　２月　４日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：㈱全建　【大型ウイング・トレーラー乗務員、平ボデー乗務員　他】＞

　　３．　２月１４日　トラックドライバー募集　合同面接会　１４：００～１６：００　（受付１３：５０まで）
　　　　　　　　　　　　※この合同面接会の開催場所は、（公社）秋田県トラック協会３階となりますので、
　　　　　　　　　　　　　 ご注意願います。
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：北日本運輸㈱、東北運輸㈱、秋印㈱、㈱秋田市場運送、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武蔵貨物自動車㈱、㈲北光運輸、アイビーデリバリー㈱＞

『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

1人 220,000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 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

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) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 189,000円～225,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 就業場所

時給（月額換算）

1人 152,760円～152,760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 200,000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 64歳以下 (1) 6時10分～16時10分 就業場所
(2)12時00分～22時00分
(3) 8時30分～17時15分

月給

2人 135,000円～135,000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

日給（月額換算）

2人 133,574円～133,574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 170,000円～170,000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45分～17時30分 就業場所

月給

1人 161,600円～161,600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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

2人 220,000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) 9時00分～17時30分 就業場所

不問
278人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1846891

言語聴覚士

日祝他 医療法人　惇慧会
その他

秋田県秋田市外旭川字三後田１４２

211人 018-868-5511

平成31年1月28日発行（平成31年1月25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

言語聴覚士（外旭川病
院）
≪フルタイム≫

○外旭川病院にて、言語聴覚士業務に従事していただきま
す
・コミュニケーションや嚥下訓練を主体としたリハビリ
・その他、付随する業務

＊経験のある方を優遇します。

職業指導員　≪急募≫

・就労継続支援Ｂ型施設で職業指導を担当していただきま
す。
・パソコン操作に関する指導及び、洗濯・アイロンがけなどの
指導になります。


介護や医療の現場などで３年以上の職務経験のある方



土日祝 一般社団法人　秋田スプリング
毎　週

秋田県秋田市東通１丁目２３番１号
（田代クリニック内）

5人 018-884-1500

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1834691

保育士／正社員（秋田
市）

ショッピングモール内にある小規模認可保育園での
　　　　　保育業務を行っていただきます。
　＊保育全般
　＊保護者への対応
　＊行事の企画
　＊書類の作成
　＊子育て支援　他
※未経験者は一から指導します。

保育士

日祝他 株式会社　Ｔｈｉｎｋ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ
その他

千葉県千葉市花見川区幕張町５－４
９８－２

9人 043-306-9369

不問
43人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
12010- 3925191

報道デスク補助

○報道デスク補助として業務を担当していただきます。
【主な仕事の内容】
・ニュース原稿作成補助
・天気資料作成
・電話対応
・文房具、備品管理
・郵便物管理　など庶務的業務

＊雇用開始は３月中旬～３月下旬を予定しています。

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（ワー
ド・エクセル）

10,292人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1844491

航空気象観測・通報及
び測器保守・点検業務
（秋田空港）

航空気象観測・測器保守

早期・夜間勤務遂行のため、公共交通機関は利用できない
自力通勤が必要
※Ｈ３１．３月１日採用予定

普通自動車免許
（ＡＴ不可）
三級陸上特殊無線
技士

他 一般財団法人　航空機安全運航支
援センターその他
東京都港区西新橋１－１７－１６　宮
田ビル３階

4人 03-3519-5191

気象又は航空関係
業務

190人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13040-12742691

総務・経理事務

○事務所内で主に総務・経理事務業務全般に従事していただきま
す。
・電話受付　
・給与計算
・備品管理、発注
・銀行用務、社会保険関係、求人関係　
・その他、総務関係に付随する業務
＊土・日・祝日勤務可能な方
＊雇用期間：本人の勤務状況等により６ヶ月毎の更新あり
＊運転免許ある場合は外出用務あり、社用ＡＴ車使用

不問

他 株式会社　二十二　天然温泉　ホテ
ルこまちその他
秋田県秋田市卸町１－２－３

50人 018-865-0001

不問
172人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1838891

一般事務補助

○一般事務補助業務に従事していただきます。
・パソコン操作、入力、資料作成
・電話応対、来客の取り次ぎ、湯茶準備
・各種システム入力
・その他、行政事務の補助

＊専用システム等の操作方法は指導します。

不問

土日祝他 秋田県建設部　建設政策課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番１号

50人 018-860-2411

パソコンの一般的
な操作

3,500人 秋田県秋田市
平成31年3月1日～平
成31年8月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 1839291

営業事務［秋田市］

・電話応対
・庶務業務
・受発注業務
・経理補助業務

不問

日祝他 ダイキンＨＶＡＣソリューション東北
株式会社その他
宮城県仙台市若林区卸町東３丁目１
－３３

5人 022-288-0227

不問
107人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010- 6488591

（地域社員）メガネ・サン
グラス等の店頭販売
（秋田市）

店内での接客販売や商品管理などの仕事です。
慣れてきたら売上登録や視力測定（コンピューターでの測
定）もお任せします。
＊事前の研修があるので特別な知識や技術は必要ありませ
ん
＊販売ノルマはありません
＊メガネ屋ならではの落ち着いた雰囲気と様々なメガネに囲
　まれてお仕事できます。

＊雇用期間満了後、６ヶ月毎更新

不問

他 株式会社　ドクターアイズ

札幌市中央区南３条東４丁目１－２０
ＥＦビル４階

3人 011-200-1250

不問
550人 秋田県秋田市

平成31年2月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1850691

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

01010- 3825191

商品企画・営業（食品
／主に秋田の特産品販
売）

　取引先（百貨店、スーパー、御土産店、ホテルなど）への企
画・営業全般を担当していただきます。
　主に県内の取引先への企画・営業、新規開拓となります。
県外への営業や出張もあります。（展示会への出展、販売
業務含む）

＊社用車での商品の納品業務もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他

ワード、エクセルの
資格（マイクロソフト
オフィススペシャリ
スト等）
（介護福祉士・ホー
ムヘルパー２級の
場合優遇いたしま
す）

18人 018-870-6200

営業経験又は、接客
業経験（業種問わず）
パソコン操作（ワー
ド、エクセル、Ｅメー
ル）

18人 秋田県潟上市

有限会社　秋田味商
その他

秋田県潟上市天王字江川２１－２

その他

℡ 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 172,000円～209,000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)10時30分～19時30分

月給

1人 158,000円～179,500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00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)11時00分～20時00分

時給（月額換算）

1人 128,000円～132,000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
(2) 8時30分～ 8時29分
(3) 8時30分～17時30分

月給

1人 170,000円～187,000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00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00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 157,878円～157,878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）

2人 211,200円～211,200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30分 就業場所

月給

3人 160,000円～165,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 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

月給

2人 133,000円～133,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 168,000円～168,000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) 8時45分～17時45分 就業場所

月給

1人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

3ページ中 2ページ

平成31年1月28日発行（平成31年1月25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

介護職員（正社員）

○平成２９年４月新規開設の認知症高齢者グループホーム
での介護業務に従事していただきます。（１ユニット９名）
・食事、入浴、排泄の介助
・認知症の症状に合わせた介助
・家庭的な雰囲気の中で、利用者が安心して生活ができる環
境作り
・外出時の付き添いと社有車の運転（軽ＡＴ車）


雇用・労災・健康・厚生
05010- 1865091

介護福祉士以上
（必須）
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　グループホームつばき苑
その他

秋田県秋田市雄和椿川字小鹿野戸
３９－２

8人 018-886-5505

8人 018-886-5505

不問

不問
25人 秋田県秋田市

不問

他 大洋ビル管理　株式会社

介護職員（契約社員）

○平成２９年４月新規開設の認知症高齢者グループホーム
での介護業務に従事していただきます。（１ユニット９名）
・食事、入浴、排泄の介助
・認知症の症状に合わせた介助
・家庭的な雰囲気の中で、利用者が安心して生活ができる
　環境作り
・外出時の付き添いと社有車の運転（軽ＡＴ車）
・制服支給
・正社員登用あり

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

他 有限会社　グループホームつばき苑
その他

秋田県秋田市雄和椿川字小鹿野戸
３９－２

不問
320人 秋田県秋田市

25人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1866391

ガードマン（秋田市役
所）

○秋田市役所建物内外の巡回および警備業務を担当してい
ただきます。
・受付、電話対応及び構内巡回業務
・各種届出用紙についての対応
・緊急時の対応および連絡

※制服貸与

有限会社　千蒲
その他

秋田県秋田市外旭川字八幡田１丁
目１－７－１

その他
秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

6人 018-865-0601

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1828491

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1854891

建築屋根板金工

○屋根工事等建築板金の仕事（見習い業務）
・新築物件の屋根工事


＊現場は秋田市内とその近郊が中心、社用車を利用します。




普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他

3人 018-882-3703

不問

6人 018-873-7866

不問
6人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

建築板金工

・屋根板金工事一式（屋根葺き工事、修繕工事）
・とい工事
・屋根材の加工作業
・雪止め据付工事

＊現場は秋田市中心となります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社　小野板金
その他

秋田県秋田市河辺戸島字川苗代３１
－３

不問
14,000人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市
平成31年3月1日～平
成32年1月20日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 1833391

製造オペレーター（手作
業）　　【秋田市】

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

＊重量物はありませんが、体を大きく動かす作業です。

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

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

1人 0120-709-707

平成31年2月12日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 1862291

平成31年2月12日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 1857191

コンクリート二次製品の
製造　【潟上市】

○コンクリート型枠の脱型・組立作業に従事していただきま
す。

＊体力を要するお仕事です。

不問

日祝

9人 018-827-3811

不問

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県潟上市

中型自動車免許（８
トン限定可）
準中型免許

他 三協運輸　株式会社　秋田営業所

工場作業員

○石膏ボードの裁断加工業務に従事していただきます。
・裁断加工（人力）
・パレット積み作業（人力）
・パレット運搬（フォークリフト使用）
・その他、付随する業務
・やる気さえあれば誰でもできる仕事です。
＊まれに社用車運転の場合あり

＊作業着、ヘルメット貸与

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
フォークリフト資格
があれば尚可

土日他 三國開事　株式会社
毎　週

秋田県秋田市豊岩石田坂字上野１４
５

不問
260人 秋田県秋田市

18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1831191

４ｔトラックドライバー【急
募】

〇秋田県内のコンビニエンスストアに食品（冷凍・チルド品）を
配送します。
・一日の配送店舗数は、６店舗～７店舗です。
・当日の朝、積み込み作業一回で、その荷物を各店舗に配送
して作業が終了です。

・配送エリアは、秋田県内となります。
＊本社は、青森県青森市です。
＊定年退職した者がいるための欠員による募集です。

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
秋田県秋田市河辺和田字下石川１７
７番地３

13人 018-827-3522

平成31年2月12日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 1859391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1871591

フォークリフト作業、レ
ンタル品の入出庫作業
【秋田市】

○当社派遣先事業所において、フォークリフトを使用してのレ
ンタル品の入出庫作業に従事していただきます。
・返却されたレンタル品の洗浄、整理など。

＊フォークリフト免
許

土日祝

その他
東京都千代田区神田東松下町１７
フリージアグループ本社ビル５Ｆ

5人 03-6635-1833

不問

0人 0120-709-707

＊フォークリフト経
験のある方

14,000人 秋田県秋田市

307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-11298391

住宅湿気対策工事等
／秋田支店

●防水シート、床下換気扇の設置
●テクノガード（硬化樹脂被膜工法）の施工
●シロアリ等害虫駆除工事、断熱工事　など
業界Ｎｏ．１の給与を目指しており、努力すればするほど昇給
することができます。上記の業務以外にも、ハウスメーカー・
工務店を通じての敷地調達、地盤調査、地盤改良・床暖房・
瑕疵担保取次、防水・断熱・シロアリ駆除・リフォーム工事等
を行っております。これら業務全般を手伝っていただくことも
あります。
　※経験のない業務でも、丁寧に指導・教育いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ピコイ



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 175,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 137,600円～137,600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)22時00分～ 7時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 133,056円～138,240円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 200,350円～293,350円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 175,000円～175,000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

平成31年1月28日発行（平成31年1月25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

区画線設置作業（正社
員）

・道路の横断歩道、センターラインなどを専用機械を使って区
画線を設置する作業　　　　　　　　　　　　　　　
・道路の標識やカーブミラー等の設置作業
・作業場所は秋田県内

＊通常６～７人で作業を行います。

＊社有車使用（ＭＴ車）

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1873091

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
２級土木施工管理
技士は尚可

日祝他 株式会社　三亀産業
その他

秋田県秋田市土崎港西三丁目２番１
３号

10人 018-845-7065

62人 018-874-7775

不問

不問
10人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　ライフサポート・エガワ東
北　秋田支店

出荷作業、荷受出荷、
倉庫内作業【御所野】
（正社員）

○食品（菓子食品、飲料が主）の仕分け（入荷、出荷、整理）
を担当していただきます。
・小売店からの受注で商品をピッキングします。
・重い物で２リットルのペットボトル×６本入りの箱がありま
す。

＊月末・月初残業あり（１０時間程度）

不問

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

不問
93人 秋田県秋田市

93人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1867691

出荷作業、荷受出荷、
倉庫内作業【寺内】（フ
ルタイム）

○食料品問屋内での商品出荷作業を担当していただきます。
・小売店からの受注で商品をピッキングし、砂糖、塩など
　２０ｋｇ以上の運搬あり
・荷造りをしてドライバーに渡すまでの作業

＊体力勝負の仕事です

＊日、祝日出勤可能な方（休日は相談に応じます）


ヤマト運輸　株式会社　秋田男鹿支
店その他
秋田県男鹿市脇本脇本字石館４６－
１

その他
秋田県秋田市御所野湯本６丁目２－
３７

34人 018-874-7775

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05011-  131691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1869491

セールスドライバー（正
社員）【秋田男鹿セン
ター】

○宅急便荷物の集荷、配送作業
・２ｔトラックでの荷物の集配
・集配エリアは、男鹿市、大潟村、潟上市天王

○仕分けされた荷物の積み込み作業など
・携帯端末機器を使用します。


※男女問わず活躍できる職種・職場です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
※免許取得後１年
以上の方

他

毎　週
宮城県仙台市宮城野区扇町７丁目４
－２０

27人 022-259-1611

不問

48人 080-5068-0071

不問
150,000人 秋田県男鹿市

1,334人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
04010- 6398591

商品管理［秋田市］

◎食品パッケージを中心とする包装資材（トレー、ラップ、ラベ
ル等）の梱包作業
・スーパーでよく手に取られる肉や魚、寿司、弁当のトレー等
を、納品伝票に基づき箱詰めする作業です。

※６か月毎契約更新（基準日：４／１、１０／１）

不問

土日 株式会社　高速

℡ 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。

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



　　　　●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．　　１月２８日　社会福祉法人　幸楽会【介護員、訪問介護員】
　２．　　１月２９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、管理者候補　他】
　３．　　１月３０日　㈱虹の街【訪問介護員、施設介護員、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．　　１月３１日　㈱全建【大型ウイング乗務員、海上コンテナー配送乗務員、平ボデー乗務員　他】
　５．　　２月　１日　㈱りんどうの里・湯の越の里㈱【介護職員】
　６．　　２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】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　７．　　２月　５日　西武　秋田店　【化粧品販売】
　８．　　２月　６日　あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱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）】
　９．　　２月　７日　大東建託㈱秋田支店【建築営業課員、技術職（設計、工事）】
１０．　　２月　８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!!

●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．　２月　１日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：北日本運輸㈱　【大型運転手、中型運転手、運行管理補助者】＞

　　２．　２月　４日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：㈱全建　【大型ウイング・トレーラー乗務員、平ボデー乗務員　他】＞

　　３．　２月１４日　トラックドライバー募集　合同面接会　１４：００～１６：００　（受付１３：５０まで）
　　　　　　　　　　　　※この合同面接会の開催場所は、（公社）秋田県トラック協会３階となりますので、
　　　　　　　　　　　　　 ご注意願います。
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：北日本運輸㈱、東北運輸㈱、秋印㈱、㈱秋田市場運送、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武蔵貨物自動車㈱、㈲北光運輸、アイビーデリバリー㈱＞

『会社説明会』のご案内


