
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 134,890円～134,890円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 150,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 250,000円～400,000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00分～17時30分 就業場所

月給

1人 250,000円～400,000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00分～17時30分 就業場所

月給

1人 250,000円～400,000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00分～17時30分 就業場所

年俸（月額換算）

1人 300,000円～600,000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

2人 400,000円～500,000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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 196,000円～286,200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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 200,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 220,000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

不問
110人 秋田県秋田市

平成31年1月11日～平
成31年7月10日 雇用・労災・健康・厚生

05010-24424481

不問

土日祝他 秋田県農業試験場
毎　週

秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

110人 018-881-3330

平成30年12月26日発行（平成30年12月25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

作物部臨時職員（研究
補助）

　○イネサンプリング
  ○サンプル調査・サンプル粉砕
　○分析補助、器具洗浄
　○イネ種子脱穀
　○その他、試験栽培等に係る補助

＊ほ場での作業もあります


製造

○硬さ試験機の組立・調整・出荷検査及び修理・点検校正が
主な業務になります。
・工場内で部品の組立が主な業務ですが、経験によりユー
ザー先での整備点検、校正業務にも従事します。
・その他、業務報告など資料作成はパソコンを使います。

＊未経験者でも社内教育制度があります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝 株式会社　マツザワ
その他

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０－１９

19人 018-882-4580

＊パソコン操作可
能な方
＊出張可能な方

19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24440481

建築技術スタッフ【秋田
市】
（現場管理・ＣＡＤ入力
等）

新築木造住宅建築に関する業務
１．ＣＡＤ入力や建築確認申請
２．お客様との打ち合わせ
３．プラン作成、見積もり
リフォーム及びメンテナンス業務
建売住宅の設計業務、現場管理業務

お客様の要望に沿ったマイホームの実現をお手伝いをする
仕事です。

一級建築士または二
級建築士（取得見込
の方もご相談下さい）
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

水他 株式会社　ハシモトホーム
その他

青森県八戸市類家四丁目５－２

19人 0178-71-1704

エクセル操作可能な
方
住宅設計、施工管理
等経験者であれば尚
可

151人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
02020-19076481

設計職【秋田市】

住宅の設計担当として、提案プラン作成・図面作成等を担当
していただきます。
経験のある業務から担当していただきます。

一級建築士または二
級建築士（取得見込
の方もご相談下さい）
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

水他 株式会社　ハシモトホーム
その他

青森県八戸市類家四丁目５－２

19人 0178-71-1704

エクセル操作可能な
方
住宅設計、施工管理
等経験者であれば尚
可

151人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
02020-19082981

建築施工管理【秋田
市】

木造住宅の着工から引渡しまで現場管理を担当していただき
ます。
現場への移動は社有車（ＡＴ）を使用します。
経験のある業務から担当していただきます。

施工管理業務経験２年以上

水他 株式会社　ハシモトホーム
その他

青森県八戸市類家四丁目５－２

19人 0178-71-1704

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（１級または２級建
築施工管理技士
または　１級または
２級土木施工管理
技士　あれば優遇）

151人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
02020-19087281

建築・リニューアル工事
の工事管理【転勤無】

・新築、マンション等改修工事現場における施工管理、安全
　管理
・パソコンでの事務処理
　（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、Ｍａｉｌ）
・プラント、工場等改修工事現場、施工管理、安全管理

＊現場エリア：宮城県を中心とした東北６県

土日他 ＴＯＨＯ　株式会社　秋田事業所
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町字沖谷
地１７５番１号

6人 018-880-1133

225人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24435281

土木施工管理（青森・
秋田・岩手）

斜面補強工事（当社独自工法）の施工管理を担当していただ
きます。

エリア：北東北エリア（青森・秋田・岩手）

１級又は２級の土
木施工管理技士

土日祝他 矢作建設工業株式会社
毎　週

愛知県名古屋市東区葵３－１９－７

100人 052-935-2393

施工管理経験者
900人 青森県青森市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

23010-48360381

訪問看護師（天王訪問
看護ステーション）

○訪問看護業務を担当していただきます。
・看護及び処置
＊２～３名の看護師が交替で２４時間対応の携帯電話を持ち
　ます（宅直手当あり）。
＊訪問には公用車（ＭＴ車）を使用します。
＊訪問件数は、４～５件／日程度となります。
＊訪問先は、主に潟上地区（一部男鹿市）
　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

看護師・准看護師
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 医療法人　敬徳会
その他

秋田県潟上市天王字上江川４７

6人 018-878-3131

不問
184人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24404681

看護師または准看護師

○高齢者向けショートステイ「夢見草（ゆめみぐさ）」での業務
です。
・日常生活における薬の管理及び経管栄養の対応、その他、
管理面全般となります。

＊入所者２０名（ユニット１０名ずつ）日勤業務となります




正看護師　又は
准看護師

他 株式会社　たいよう

秋田県秋田市旭南３丁目１０－１０

18人 018-827-3027

不問
18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24409881

雇用・労災・健康・厚生
05010-24437081

機能訓練指導員

〇ショートステイにおける機能訓練の計画、評価、報告を主に
担当していただきます。
・その他、レクリエーション等、日常生活動作の補助をおこな
い、得られた情報をもとに、他職種と連携し、利用者様のＱＯ
Ｌ向上を目指します。

理学療法士、作業
療法士、言語聴覚
士、柔道整復師の
いずれか

他

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
一級建築士または
二級建築士（現状
で資格のない方で
も応募可）

30人 018-893-6377

不問
30人 秋田県秋田市

株式会社だんだん　ショートステイだ
んだん毎　週
秋田県秋田市土崎港西５丁目１２－
１７

毎　週

℡ 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 137,300円～157,800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 137,300円～157,800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

時給（月額換算）

1人 148,050円～148,050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00分 就業場所

月給

1人 131,000円～131,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～21時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)17時00分～21時30分

月給

1人 160,000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) 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
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～17時15分 就業場所

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員 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) 9時00分～12時00分

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) 7時30分～16時30分 就業場所

月給

1人 236,240円～440,640円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 375,000円～375,000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

2人 167,000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 18歳～45歳 (1)22時00分～ 7時00分 就業場所

4ページ中 2ページ

平成30年12月26日発行（平成30年12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

保育士（臨時）グリーン
ローズてがた保育園

＊０歳～５歳児の保育業務
（７０名の乳幼児の保育業務となります）


＊就業時間：交替制
　面接時、相談に応じます。
＊契約更新は、園長と面談のうえ決定します。（１年更新）
【平成３１年４月からの採用です】平成31年4月1日～平

成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生
05010-24392581

保育士

日祝他 社会福祉法人　グリーンローズ
毎　週

秋田県秋田市新屋表町８－１９

27人 018-828-3049

27人 018-828-3049

不問

不問
85人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許

他 株式会社　さきがけプラスＡ

保育士（臨時）グリーン
ローズ保育園

＊０歳～２歳児の保育業務
（５０名の乳幼児を２０名の保育士で担当しています）
・日常の清掃等あり

＊保育児、定員増加による募集
＊就業時間：交替制
　面接時、相談に応じます。
＊契約更新は、園長と面談のうえ決定します。
【平成３１年４月からの採用です】

保育士

日祝他 社会福祉法人　グリーンローズ
その他

秋田県秋田市新屋表町８－１９

不問
3人 秋田県秋田市

85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

05010-24393481

一般事務【秋田市】

○事務全般に従事していただきます。
・電話取次ぎ
・Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄを使用してのパソコン操作
・ショールームに来場したお客様の受付・案内
・お茶出し、外出業務（マイカー使用、ガソリン代支給）

一般財団法人　秋田市勤労者福祉
振興協会毎　週
秋田県秋田市御所野地蔵田３丁目１
－１

その他
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

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-24410181

平成31年2月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-24407481

一般事務、受付業務

○受付窓口業務
・利用券の受け取り
・利用案内等
○一般事務業務
・各種文書作成、システム入力
・職員の事務補助
【サンライフ秋田勤務の場合】
・プール監視業務や社用車を使用して銀行への入金等の外出用務
（ＡＴ車）もあります。【契約更新となった場合は１２ヶ月毎の契約とな
ります】

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
（サンライフ秋田で
は業務で使用しま
す）

他

5人 018-869-7890

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

21人 018-826-1800

パソコン操作（ワー
ド、エクセル等）

43人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝 株式会社　マツザワ

一般事務

≪業務拡大につき事務募集≫

・倉庫入出庫受付
・パソコン入力事務
・電話・来客応対
・まれに外出用務あり（社用ＡＴ車使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 秋印　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字一本木８０－
４

パソコン操作可能
な方

19人 秋田県秋田市

134人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24438381

一般事務及び管理事
務

○ワード、エクセルを使った簡単な一般事務及び管理事務を
担当していただきます。
・業務内容は見積書、納品書、請求書の作成、その他書類作
成、電話対応など。

＊銀行等への外出用務の際は社用車使用（ＡＴ車）
＊未経験者でも自社内教育制度があります。


有限会社　成田機電サ－ビス
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字沖谷
地１５５－３

その他
秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０－１９

19人 018-882-4580

雇用・労災・健康・厚生
05010-24397181

雇用・労災・健康・厚生
05010-24439681

経理事務≪急募≫

○経理事務に従事していただきます。
・振替伝票起票
・売掛台帳の記入
・買掛一覧の作成
・電話対応
・お茶出し等
・外出業務あり（マイカー使用、ガソリン代支給）
・その他、経理事務全般

普通自動車運転免
許

日祝他

0人 0120-709-707

＊経理事務の経験
ある方

12人 018-845-3566

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）使用
できること
経理事務経験者

12人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　メイジン

経理事務【秋田市】

○当社派遣先事業所において、経理事務全般に従事してい
ただきます。
・給与計算、伝票処理　など
・ＰＣ入力

不問

土日祝 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

ＰＣ操作（エクセ
ル、ワード）

273人 秋田県秋田市

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

05010-24426881

総合職（電気設備技術
者）［秋田市／横手市
／大仙市］

各建設現場における電気設備施工管理補助業務に従事して
頂きます。

＊未経験の方には丁寧に基本から教育させて頂きます。
＊未経験やブランクのある方も歓迎します。
＊随時、各地域にて面接や会社説明会を行っております。
　予約や今後のスケジュール等はお気軽にご連絡下さい。
＊就業場所は応相談させて頂きます。
【画像情報あり】

株式会社　ハンデックス　東日本統
括毎　週
宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
８　第一日本オフィスビル３Ｆ

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

雇用・労災・健康・厚生
04010-85763981

雇用・労災・健康・厚生
04010-85846781

責任者候補［盛岡市／
秋田市］

人材を必要とする企業への新規開拓を行っていただきます。
企業から依頼を受注し、適切な人材の紹介・提案をして
　いきます。充実した研修制度もあります。
　盛岡支店にて３ヶ月間研修を行っていただき、研修終了後、
秋田市内にて新規出店の立ち上げを行っていただきます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他

毎　週
秋田県秋田市広面字広面１７

11人 018-833-2323

不問

8人 022-212-1811

営業経験がある方
＊出身業界は問い
ません

198人 岩手県盛岡市

150人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24401181

コンビニエンスストア店
員

○コンビニエンスストア「ファミリーマート」店員の募集です。

・コンビニの販売業務と商品管理
・レジ会計、商品の品出し、陳列、店内外の清掃
・その他付随する業務

＊昇給、賞与については業績によります。

不問

他 有限会社　酒の福屋



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 200,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～45歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～ 7時00分

月給

2人 150,000円～190,000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 45歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分

月給

1人 197,000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 64歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

3人 172,000円～198,500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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 6時30分～15時30分
(3)11時00分～20時00分

時給（月額換算）

1人 141,824円～146,960円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～16時00分
(3) 8時30分～14時00分

月給

1人 200,000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)10時00分～19時00分 就業場所
(2)12時00分～21時30分

日給（月額換算）

2人 134,890円～134,890円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

5人 160,000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 59歳以下 (1) 8時00分～17時30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

平成30年12月26日発行（平成30年12月25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

コンビニエンスストア店
員（店長候補）

○コンビニエンスストア「ファミリーマート」店員の募集です。

・コンビニの販売業務と商品管理
・レジ会計、商品の品出し、陳列、店内外の清掃
・その他付随する業務

＊昇給、賞与については業績によります。

不問

他 有限会社　酒の福屋
毎　週

秋田県秋田市広面字広面１７

11人 018-833-2323

不問
150人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24402081

コンビニエンスストア店
員

○コンビニエンスストア「ファミリーマート」店員の募集です。

・コンビニの販売業務と商品管理
・レジ会計、商品の品出し、陳列、店内外の清掃
・その他付随する業務

＊昇給、賞与については業績によります。

不問

他 有限会社　酒の福屋
毎　週

秋田県秋田市広面字広面１７

11人 018-833-2323

不問
150人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24403381

不動産開発スタッフ【秋
田市】

不動産取引に関する以下の業務を担当していただきます。
・不動産の仕入、企画・開発
・土地・中古住宅の販売営業
・土地・中古住宅の売買仲介

※業務には社有車（ＡＴ車）を使用します。
※新規店舗のオープニングスタッフの募集も兼ねています。

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
宅地建物取引士資格
をお持ちの方優遇し
ます。

水他 株式会社　ハシモトホーム
その他

青森県八戸市類家四丁目５－２

19人 0178-71-1704

エクセル操作可能
な方

151人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
02020-19071081

介護福祉士

○介護を必要とする高齢者の生活全般にわたる介護業務　（食事、
入浴、排泄等）
＊日勤帯、早番、遅番合わせて１０～１２人体制で業務を行います。
（施設全体で６０室あります）
＊夜勤は現在３人体制です。
＊レクレーションの企画・実施あり、サークル活動あり。
※未経験の方でも丁寧に指導いたしますので、安心して応募してく
ださい。
【働き方改革関連認定企業】
　【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

介護福祉士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 医療法人　三愛会　アルテンハウゼ
手形住吉町その他
秋田県秋田市手形住吉町１－３

39人 018-874-7553

不問
213人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24394781

介護員（デイサービスセ
ンター）≪急募≫

○デイサービスセンターにおける介護業務全般に従事してい
　ただきます。
・食事、入浴、排泄介助　等
・レクリエーション
・送迎（乗用車）
＊利用者は約２０名に対し職員５～６名で対応。
＊社有車はＡＴ車です。
＊未経験の方は、マンツーマンによる丁寧な指導をいたします。安
心してご応募下さい。※退職者ありの為
送迎車の運転できる方（乗用車）介護経験者優遇

日他 秋田なまはげ農業協同組合　秋田中
央介護福祉センター毎　週
秋田県秋田市外旭川字梶ノ目３５７
番１

27人 018-869-9300

467人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-24414981

看護補助

・患者の誘導
・検査・処置等の準備
・その他、付随する作業

＊パート就労も相談に応じます。


不問

日祝他 医療法人　明翁堂　佐々木医院
その他

秋田県潟上市昭和大久保字堤の上
９１番地

9人 018-877-2355

不問
9人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24400281

調理（中華）

○「中華ダイニング　欣秋」での調理業務に従事していただき
ます。
・仕込み
・調理
・料理の提供　等

＊（１）（２）シフト制

＊賄い付き、制服貸与

不問

他 合名会社　扇屋
その他

秋田県秋田市中通４丁目１６－９　ナ
イスビル２階

4人 018-884-3275

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24395881

研究補助員（生産環境
部）臨時職員

○屋外作業
　・ほ場での作物生育調査補助
　・土壌調査補助（ノートキーパー、用具・資料運搬等）
○屋内作業
　・試料の粉砕、秤量、分析
　・実験器具の洗浄
＊その他実験補助業務
【雇用期間は相談に応じます】

不問

土日祝他 秋田県農業試験場
毎　週

秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

110人 018-881-3330

不問
110人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-24420381

製造工

○工場にて、コンクリート製品の製造業務に従事していただき
ます。

（主な担当作業）
・製品の成型、仕上げ
・型枠の組み上げ

不問

日祝他 株式会社　トーセキプロダクツ

秋田県潟上市天王字追分西２６ー１
０８

27人 018-872-1131

不問
36人 秋田県潟上市

平成31年1月21日～平
成31年2月28日 雇用・労災

05010-24417781

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24387881

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

土日祝

介護職員初任者研
修（ホームヘル
パー２級）以上
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）必須

＊介護福祉士資格
取得者優遇

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県潟上市

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

℡ 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）

2人 126,969円～126,969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30分 就業場所

月給

2人 138,000円～208,000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30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 200,014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 64歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

2人 152,400円～152,400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)20時00分～ 4時00分 就業場所30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24413681

ビルメンテナンス（２０時
～４時）【急募】

○契約している店舗・事業所等の清掃及び空調設備業務
【ビルメンテナンス】
・店舗定期巡回、ハウスクリーニング
・その他、清掃類
【空調設備】
・空調設備洗浄、取り付け
・電気工事　等
＊未経験の方でも覚えられるよう、しっかり指導致します。
＊初めは数名で作業を行い、業務を教えます。
＊業務拡大のため、急募です。

＊自動車普通免許
（ＡＴ限定可）
＊清掃、電気、設備
に係る資格があれば
尚可

祝他 有限会社　ライフ・ワーク
毎　週

秋田県秋田市山王６丁目１０番９号
猿田興業ビル５Ｆ

26人 018-853-6236

不問

19人 0178-71-1704

住宅の施工について
経験、知識がある方
（大工の経験者優遇）

151人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
02020-19091581

平成31年1月21日～平
成31年2月28日 雇用・労災

05010-24430981

メンテナンススタッフ【秋
田市】

・木造住宅の点検及び補修作業を行っていただきます。
（予約済みのお客様を訪問し、アフターサービスを行いま
す。）

＊社有車（ＡＴ）を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ハシモトホーム
その他

青森県八戸市類家四丁目５－２

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

＊フォークリフト経
験のある方

14,000人 秋田県秋田市

85人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24405981

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 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

光学製品の組立工

○高性能光学プリズムの製造工場での業務になります。

・プリズム及びセンサー基板を接合・組立加工し、カメラ
　内部に組み込まれる部品を製作する仕事をしていただきま
す。
・目視または専用検査機による検査業務も含まれます。
・クリーンルーム内での作業が主となります。

不問

日祝他 株式会社三井光機製作所　秋田工
場その他
秋田市河辺戸島字七曲台１２０－２１

68人 018-882-2995

不問

不問
48人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05050- 5215381

不問

日祝他 日南工業　株式会社
その他

秋田県にかほ市院内字此木沢６

17人 0184-36-2111

4ページ中 4ページ

平成30年12月26日発行（平成30年12月25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

製造工（大潟村）

○洋・和菓子の製造作業を行っていただきます。
【主な仕事内容】
＊パイの包餡作業を行います。
＊焼き作業、包装作業等も行います。
＊その他付随する業務あり。
＊立ち作業になります。

※制服（作業服・シューズ）貸与します。

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

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　
　１．　１２月２６日　㈱プレステージ・インターナショナル【受付ｽﾀｯﾌ、ﾘｰﾀﾞｰ・管理職候補、経理担当　他】
　２．　１２月２７日　社会福祉法人　秋田聖徳会【栄養士、介護職員】
　３．　１２月２８日　池田ライフサポート＆システム　株式会社【訪問看護師】
　４．　　１月　４日　社会福祉法人　晃和会【介護職員、看護師又は准看護師、栄養士】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　５．　　１月　７日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ショートステイ介護職員、栄養士】
　６．　　１月　８日　㈱和敬園「ｼｮｰﾄｽﾃｲ御所野の森」「ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ森のﾃﾗｽ」【介護職（ﾌﾙﾀｲﾑ、ﾊﾟｰﾄ】
　７．　　１月　９日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　８．　　１月１０日　㈱へいあん秋田【セレモニープランナー、典礼アシスタント、会員様サポート係　他】
　９．　　１月１１日　池田ライフサポート＆システム　株式会社【訪問看護師】
１０．　　1月１５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
１１．　　１月１６日　社会福祉法人　秋田聖徳会【栄養士、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 220,000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15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
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

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 35歳以下 (1) 8時15分～17時00分 就業場所

月給

1人 280,000円～330,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 230,000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

月給

1人 150,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

4人 143,669円～395,544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 180,000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 61歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 226,750円～259,550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

21人 018-884-1152

不問
390人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24448981

雇用・労災・健康・厚生
05010-24442881

看護職【正社員】

○デイサービスにおける看護業務全般を担当していただき
　ます。
・バイタルチェック
・服薬管理
・急変時対応
・その他、付随する業務
※ユニフォーム貸与あり。
【働き方改革関連認定企業】
　【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度

看護師又は准看護
師

日他 株式会社　虹の街　まごころセンター
毎　週

秋田県秋田市牛島西１丁目１０番１６
号

毎　週
秋田県秋田市山王新町１９－２７

8人 018-883-3388

不問
8人 秋田県秋田市

8人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1642181

看護職員

○乳腺外科、内科を中心とする外来業務をしていただきま
す。
・乳がん患者さんへの診療介助
・乳がん検診介助
・診療に関わる業務など


看護師または准看
護師

木日祝他 はしづめ　クリニック

土木施工管理技術者、
営業

○施工管理に関する業務全般を担当してもらいます。
・現場管理
・書類作成・見積作成
・取引先との打合せ
・工事作業など

※経験、資格が必要です。（２級土木施工管理以上）
※長期勤務の出来る方を希望します。


２級土木施工管理
技士以上
普通自動車免許免
許（ＭＴ）

日他 有限会社　共友建設
その他

秋田県潟上市天王字天塩１０１６－３

8人 018-878-6282

施工管理経験者
パソコンによる書類
作成等現場管理の
出来る方

018-860-2411

3,500人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成33年3月31日 公災・健康・厚生

05010-24462681

１級又は２級土木
施工管理技士の資
格がない場合は、２
級土木施工管理技
術検定試験の受験
資格相当の実務経
験が必要

雇用・労災・健康・厚生
05010-24445081

土木職

○公共土木施設（道路、河川、砂防、海岸など）の設計、
　積算、発注、工事監督及び維持管理に従事していただき
　ます。

・１級又は２級土木施工管理技士の資格を有する
・普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）あれば尚可

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

96人

隔　週
秋田市浜田字滝ノ下２１２

6人 018-846-2682

造園、土木の実務
経験３年以上（必
須）

7人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24481481

現場責任者

○秋田県・秋田市・東北電力の造園工事及び土木工事
○秋田火力発電所構内の緑化維持管理工事
○秋田県・東北電力の林業工事
　などに従事していただきます。
＊社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　相原林業

ニ級建築施工管理技士

○建築工事現場の監理業務に従事していただきます。
・その他、付帯する事項
＊建設現場は、主に秋田市およびその周辺となります。
＊現場管理者の増員求人です。

＊現場へはマイカーを使用します（ガソリン代支給）

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

二級建築施工管理
技士（取得を目指し
ている方も応募可）
普通自動車免許

日他 珍田工業　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋天秤野１－３６

30人 018-862-8241

不問

30人 018-862-8241

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24479381

雇用・労災・健康・厚生
05010-24463981

一級建築施工管理技
士

○建築工事現場の監理業務に従事していただきます。
・その他、付帯する事項
＊建設現場は、主に秋田市及びその周辺となります。
＊現場管理者の増員求人です。

※現場へはマイカーを使用します（ガソリン代支給）。

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

一級建築施工管理
技士
普通自動車免許

日他 珍田工業　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋天秤野１－３６

その他
秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
中羽立２０６

85人 018-875-3861

不問
85人 秋田県南秋田郡八郎潟町

19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24455681

製造・設備保守（現場
リーダー）

○電子部品（コネクタ）の組立製造、設備保守業務の現場
リーダーとして従事していただきます。

・その他付随する業務

　

【経験がなくても指導いたします】

不問

日祝他 横浜電子工業　株式会社

技術者

○新製品の開発、特注機の設計（メカと制御）が主な業務に
なります。
・開発アイデアを社内外でプレゼンすることもあります。
・業務の性質上、２Ｄ、３ＤＣＡＤや、ＶＢ等のＰＧソフトに関する
知識があった方が望ましいです。
・硬さ試験機を用いた付加価値の高い大型特注品等も設計
するため、多様なアイデアを求めています。また、制御設計も
行うため、幅広い要素技術に触れることができます。
＊経験の少ない方でも社内教育制度があります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝 株式会社　マツザワ
その他

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０－１９

19人 018-882-4580

パソコン操作可能
な方

平成30年12月27日発行（平成30年12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

機械設計（３ＤＣＡＤ使
用）

○コネクタ組立部門で使用する設備・治工具等の設計製作お
　よび外販用生産設備の設計製作に従事していただきます。
・組立設備・治工具の設計製作
・外販用生産設備の設計製作
・要求仕様の打合せ、最終調整作業
・その他付随する業務

　＊工場見学可能、随時受け付けております。
　＊Ａターン（Ｕ、Ｉ、Ｊターン）希望者歓迎します。


不問

日祝他 横浜電子工業　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
中羽立２０６

85人 018-875-3861

３ＤＣＡＤによる機
械設計実務経験者
（３年以上）

85人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010-24454381

℡ 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～200,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～16時30分
(3) 9時00分～13時00分

月給

1人 161,400円～195,600円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 162,400円～162,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 176,000円～198,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 150,600円～177,800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 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 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

3人 152,000円～217,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 155,680円～196,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時20分～17時20分 就業場所

月給

1人 150,000円～205,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 216,100円～216,100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 230,000円～370,000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

雇用・労災・健康・厚生
05010-24459781

配車係兼業務係

○電話受注による車両及び作業員の配車業務
・倉庫管理及び安全管理
・その他、付随する業務

＊５年後、役職員への登用制あり

＊運行管理者の資格取得制度あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
運行管理者資格あ
れば尚可

日祝他 サンワ重搬　株式会社
その他

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地２５
９－２

40人 018-816-0790

不問
58人 秋田県秋田市

018-838-4244

4人 秋田県秋田市
平成31年2月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-24475881

学芸員、教員免許な
ど
（同等の職務経験可）

・以下の資格と同等
の職務経験（博物
館、美術館等勤務な
ど・有資格者は経験
なくとも応募可・基本
的なパソコン操作
（ワード、エクセル等）

平成31年2月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-24460081

一般事務（秋田市土崎
みなと歴史伝承館指定
管理業務全般）

○「秋田市土崎みなと歴史伝承館（設置者：秋田市、指定管
理者：土崎みなと街づくり協議会）」における自主事業（企画
展や講座、イベントなど）の企画運営、施設管理（館内案内、
貸館受付など）
○伝承館の主な業務
（１）土崎の歴史文化を通じた人づくり、まちづくり、にぎわい
づくり
（２）曳山行事、空襲体験の継承等
（３）土崎の歴史文化資料の収集、展示等

火他 土崎みなと街づくり協議会
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目１０番
２７号

4人

毎　週
秋田市山王２丁目２－３４　山王グ
リーンビル３Ｆ

6人 018-862-4321

パソコン操作（ワー
ド・エクセルを使っ
て定型フォームの
入力ができること）

6人 秋田県秋田市

53人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24482781

社会保険労務士業務
の補助（産休・育休代
替）

○社会保険労務士事務所にて、社会保険労務士業務の補助
業務を担当していただきます。
・簡単なデータ入力
・労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所への提出書類
作成や提出（社用車、ＡＴ車使用）、給与計算業務など
＊未経験者の方も丁寧に指導いたします。
＊繁忙期（４・６・１２月）は残業１０時間／月程度や、
　土曜日出勤となる場合があります。
＊産休・育休の代替職員の募集です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田綜合労務管理事務所

事務職

【主な仕事の内容】
・電話、ＦＡＸによる受注業務
・メーカーへの発注業務
・金融機関への入金、出金
・来客対応、電話応対
＊パソコン使用（エクセル・ワード）
＊外出の際は自家用車を使用していただきます。
　（ガソリン代支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社マツモト秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市外旭川字梶ノ目３４
６ー１

4人 018-853-0355

事務経験者

1,431人 018-888-9120

パソコンの実務経
験（エクセル、ワー
ド）必須

3,380人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24461381

雇用・労災・健康・厚生
05010-24486081

管理業務

◎業務部内での管理業務のお仕事です。
○人事部労務管理業務
　・社会保険、雇用保険などの加入及び喪失手続き
　・各種人事証明書の発行、人事面談の対応等　
○情報セキュリティ業務
　・ＩＳＭＳ事務局の事務業務
　　活動状況の確認・データ入力・集計作業
　・セキュリティ監視システムの運用等
柔軟性をもって臨機応変に対応できる方を求めております　
【働き方改革関連企業】秋田県男女イキイキ職場宣言事業所

不問

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

毎　週
秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

大学又は公共機関
の図書館で業務経
験が概ね１０年以
上ある者

2,334人 秋田県秋田市

170人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24457581

図書系職員

秋田大学附属図書館の図書系職員として、図書館業務全般
と電子資料・学術情報の流通等についての業務を担当してい
ただきます。



＊働き方改革関連認定企業【くるみん】

基本的なＰＣ操作
（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）が
できる者

土日祝他 国立大学法人　秋田大学

介護支援専門員（てん
のう）


○在宅高齢者の介護計画作成及び管理
〇介護保険等の事務手続き
〇その他高齢者支援相談業務全般

介護支援専門員
社会福祉主事あれ
ば尚可

他 社会福祉法人　敬仁会
その他

秋田県潟上市天王字鶴沼台４３－２
２６

6人 018-878-5533

不問

17人 018-862-3267

介護又は保育の実
務経験２年以上有
する者

200人 秋田県秋田市
平成31年1月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010-24484281

平成31年1月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-24483881

生活支援員（正社員）
川元小川町

〇障害児・者の通所施設で利用者（重症心身障がい児・者）
約２５名に対して、日中の生活支援（食事・入浴等の介護・機
能訓練ほか）や送迎業務（付添い同乗）等に従事します。


※送迎車の運転は運転士が行います。
※熱意をもって勤務される方を歓迎します。


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

日他 社会福祉法人　秋田聖徳会
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目５－６

毎　週
秋田県秋田市旭南１丁目５－６

17人 018-862-3267

不問
200人 秋田県秋田市

40人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-24464581

生活支援員（臨時職
員）川元小川町

〇障害児・者の通所施設で利用者（重症心身障がい児・者）
約２５名に対して、日中の生活支援（食事・入浴等の介護・機
能訓練ほか）や送迎業務（付添い同乗）等に従事します。


※送迎車の運転は運転士が行います。
※未経験者でもサポートしますので、熱意をもって勤務される
方を歓迎します。

不問

日他 社会福祉法人　秋田聖徳会

栄養士

○秋田県健康増進交流センター「ユフォーレ」内健康増進部
において、ご利用者様の栄養面の指導に従事していただきま
す。
・カロリー摂取指導
・食生活改善指導
・料理教室の開催等
＊その他、トレーニングルーム、フロントの受付・案内等もあり
ます。
＊出張での栄養指導もあります（社用ＡＴ車使用）。

栄養士免許
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 河辺地域振興　株式会社
その他

秋田県秋田市河辺三内字丸舞１－１

40人 018-884-2111

不問

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康
05010-24458481

歯科衛生士

水他 安井歯科クリニック
その他

秋田市東通２丁目１０－４５

3人 018-836-4618

3ページ中 2ページ
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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

歯科衛生士

○歯科衛生士業務全般に従事していただきます。
・歯科医師の診療補助業務
・補綴物調整
・保健指導
・予防処置（歯石除去等）
・その他、付随する業務

＊制服貸与いたします。



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 230,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時50分～18時20分 就業場所
(2)10時30分～20時00分
(3)11時30分～21時00分

月給

1人 260,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時50分～18時20分 就業場所
(2)10時30分～20時00分
(3)11時30分～21時00分

月給

1人 130,000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 64歳以下 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)12時30分～21時30分

月給

2人 180,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 210,000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 18歳以上 (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
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～17時15分 就業場所

月給

2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 150,000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30分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05010-24447681

介護職員初任者研
修又はホームヘル
パー２級以上
普通自動車免許
（ＡＴ可）
介護福祉士優遇

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１級又
は、２級保有者優
遇

作業員

○レンタル用ハウスの管理業務に従事していただきます。
・ハウスの洗浄、点検、軽修理
・その他、付随する業務




不問
隔　週

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地２５
９－２

3人 018-816-0790

58人 秋田県潟上市
不問

8人 018-878-2453

8人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24444181

日祝他 サンワ重搬　株式会社

土木作業員及び重機オ
ペレーター

・土木工事現場での作業。
・土木作業、２ｔ、４ｔダンプの運転。
・バックホー及びローダーの運転。
・側溝工事
・下水道工事

＊主に現場は、男鹿、潟上、南秋です。

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

19人 018-882-4580

パソコン操作が可
能な方

19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24456981

雇用・労災・健康・厚生
05010-24478081

電気技術者

○既存製品の電気系配線作業、開発品や特注品の電気系
開発、配線作業など電気関係全般を担当していただきます。
・一般的な電気結線作業（はんだ付けやかしめ等）は全て行
います。
・その他、設計業務や特注機の電気組立作業にも従事してい
ただく場合があります。

＊未経験者でも社内教育制度があります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ可）

日祝 株式会社　マツザワ
その他

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０－１９

その他
秋田県秋田市新屋天秤野１－３６

30人 018-862-8241

不問
30人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13070-23774982

鳶工（見習可）

○主に秋田市内の建設現場で、足場工事に従事していただ
きます。
・建築工事現場での足場工事作業等
・その他、付随する業務

＊２トントラックを運転することもあります。
＊現場によっては、直行・直帰の場合もあります。
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

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 珍田工業　株式会社

美容師・理容師／秋田
市

美容師・理容師としての店舗業務全般のお仕事です。ヘア
カット・シャンプー等のお仕事をしていただきます。パーマや縮
毛矯正業務はありません。
完全週休２日制、転勤なし、独立支援制度が自慢です。売
上、店舗販売のノルマはなく、スピードを要求することはあり
ません。
業務内容の研修が充実しているのでご安心ください。

美容師免許　又は
理容師免許

他 ＡＺ合同会社
毎　週

東京都世田谷区南烏山１－３０－２

0人 03-6379-9711

美容師　又は　理
容師

秋田県秋田市新屋比内町１３番１号

15人 018-828-8170

38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24472581

400人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-62081382

介護職「まめでらハウ
ス」

○小規模多機能型居宅介護（通い、宿泊、訪問）サービスの
　提供でご利用者様の生活全般（食事、排泄、入浴等）にお
　ける介護業務

　＊定員２５名、スタッフ６名体制
　＊施設内での介護業務が主ですが、訪問の場合もあり
　（社用車使用）詳細は面談で説明します
＊原則利用者８名、職員１名で対応

他 有限会社　ｔｏ　ｂｅ
その他

販売・ギフトアドバイ
ザー（秋田店／全国転
勤の正社員）

＊転勤できる方を募集します
＊家具・家電付の社宅をご用意いたします
＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・時計等、幸せなプレゼント
選びのお手伝いをする仕事です
（ブランド品や当社オリジナルブランドの販売・商品管理・ディ
スプレイ等）
＊未経験の方も努力次第で様々なキャリアアップが可能です
＊年間休日１２０日で土日祝も交替でお休みいただけます。
＊安心の東証ＪＡＳＤＡＱ上場企業で働きませんか

不問

他 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
その他

東京都中央区銀座１－１６－１　東貨
ビル４Ｆ

4人 03-3562-7523

不問

不問
400人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-61876182

不問

他 株式会社　ハピネス・アンド・ディ
その他

東京都中央区銀座１－１６－１　東貨
ビル４Ｆ

4人 03-3562-7523

平成30年12月27日発行（平成30年12月26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

販売スタッフ・ギフトアド
バイザー（秋田店・正社
員）

＊ブランドバッグ・小物・ジュエリー・時計等、幸せなプレ
　ゼント選びのお手伝いをする仕事です。
（ブランド品や当社オリジナルブランドの販売・商品管理・ディ
スプレイ等）
＊未経験者の方も努力次第で様々なキャリアアップが可能
　です。
＊年間休日１２０日で土日祝も交替でお休みいただけます。
＊安心の東証ＪＡＳＤＡＱ上場企業で働きませんか。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



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

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　
　１．　１２月２７日　社会福祉法人　秋田聖徳会【栄養士、介護職員】
　２．　１２月２８日　池田ライフサポート＆システム　株式会社【訪問看護師】
　３．　　１月　４日　社会福祉法人　晃和会【介護職員、看護師又は准看護師、栄養士】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　４．　　１月　７日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ショートステイ介護職員、栄養士】
　５．　　１月　８日　㈱和敬園「ｼｮｰﾄｽﾃｲ御所野の森」「ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ森のﾃﾗｽ」【介護職（ﾌﾙﾀｲﾑ、ﾊﾟｰﾄ】
　６．　　１月　９日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　７．　　１月１０日　㈱へいあん秋田【セレモニープランナー、典礼アシスタント、会員様サポート係　他】
　８．　　１月１１日　池田ライフサポート＆システム　株式会社【訪問看護師】
　９．　　1月１５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
１０．　　１月１６日　社会福祉法人　秋田聖徳会【栄養士、介護職員】
１１．　　１月１７日　㈱秋田キャッスルホテル【ホテル内調理補助、食器洗浄　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



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 315,800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 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 196,000円～269,000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30分 就業場所

月給

1人 204,000円～281,000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30分 就業場所

月給

1人 315,800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 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 225,450円～238,050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 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～19時00分 就業場所

月給

1人 193,000円～241,500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 180,000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30分 就業場所

月給

1人 129,500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25分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 133,907円～133,907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～16時30分 就業場所
(2)12時00分～20時00分
(3)19時30分～ 9時00分

施工管理経験３年
以上

52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-86200881

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　オンサイト
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０
－３３　第２日本オフィスビル７階

3人 022-797-7191

平成30年12月28日発行（平成30年12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

建築施工管理技士［秋
田県］

各建設現場に伴う建築施工管理業務に従事して頂きます。
・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行って頂きます
・その他付随する図面業務、書類作成

※配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致しま
す。
※ブランクのある方でも安心して頂ける環境づくりを心がけて
おります。

工事・施工管理、監督
等

○秋田市内を中心に工場内での保温・断熱・保冷・防音の工
事・施工管理、監督業務、顧客との打ち合わせ・提案などを
行っていただきます。
・上記業務が基本ですが、状況により現場作業もお願いしま
す。

＊東北地区へ短期出張あります。
＊現場へは直行直帰で向かうことが多いです。


普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
＊建築施工管理技士
等資格があれば尚可

日祝他 アスク・サンシンエンジニアリング　株
式会社　秋田営業所その他
秋田市卸町４丁目５－９

4人 018-896-0331

不問
198人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24504481

工事・施工管理、監督
等（転勤なし）

○秋田市内を中心に工場内での保温・断熱・保冷・防音の工
事・施工管理、監督業務、顧客との打ち合わせ・提案などを
行っていただきます。
・上記業務が基本ですが、状況により現場作業もお願いしま
す。
＊短期出張あります。
＊現場へは直行直帰で向かうことが多いです。
＊社有車及び自家用車使用（ガソリンカード使用）


普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
＊建築施工管理技士
等資格があれば尚可

日祝他 アスク・サンシンエンジニアリング　株
式会社　秋田営業所その他
秋田市卸町４丁目５－９

4人 018-896-0331

不問
198人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24505781

土木施工管理技士［秋
田県］

各建設現場に伴う土木施工管理業務に従事して頂きます。
・工事現場の写真管理、品質管理
・協力会社に対し、連絡指示、工程の進捗確認
・経験が豊富な方は施主対応、定例会対応も行って頂きます
・その他付随する図面業務、書類作成
＊配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致しま
す。
＊ブランクのある方でも安心して頂ける環境づくりを心がけ
　ております。
　　　　　　　　　　　　　　　【画像情報あり】

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　オンサイト
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０
－３３　第２日本オフィスビル７階

3人 022-797-7191

施工管理経験３年
以上

52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-86199081

看護師または准看護師
（訪問入浴）

○訪問入浴における看護業務に従事していただきます。
・３人チームでの入浴介助
・バイタルチェックを実施し、入浴可否の判断
・入浴前後の更衣介助
・訪問記録や状態変化時の記録作成
・ケアマネージャー、訪問看護部門との連携
※セカンドステップとして
・ケアカンファレンスへの参加・社内研修の講師
・入浴デモンストレーションの実施　　　※【働き方改革関連認定企
業】【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度取得事業所

看護師免許または
准看護師免許

日他 株式会社　虹の街　秋田営業所
その他

秋田県秋田市牛島西１丁目３－８

42人 018-831-5652

不問
314人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24523281

歯科衛生士

○歯科医院での歯科衛生士業務に従事していただきます。
・医師の診療補助業務
・保健指導
・ホワイトニング
・予防管理
・その他付随する業務

歯科衛生士免許

日祝他 こまはし歯科医院
毎　週

秋田県秋田市山王二丁目６－１

3人 018-862-7047

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康
05010-24528981

機能訓練指導員【泉】
（デイサービス）

○機能訓練専門デイサービス（半日型）の機能訓練指導員として次
の業務を担当していただきます。
・機能訓練のメニュー作成
・マッサージ、ストレッチ
・送迎（ＡＴワゴン車使用）
・その他付随する業務
＊利用する方が明るく自立した生活を送れるよう、リハビリやストレッ
チなどを通じて支援していきます。
【詳しくはこちらをご覧ください】ｈｔｔｐ：／／ｋｉｔａｅｒｏｏｍ．ｃｏｍ／ｒｅｃｒｕ
ｉｔ／

日祝他 株式会社　プライムハウス
その他

秋田県秋田市仁井田本町３－１２－
３２

10人 018-893-4466

76人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24529581

柔道整復師・理学
療法士・あん摩マッ
サージ指圧師・鍼
灸師のいずれか
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

居宅介護支援専門員
（ケアマネージャー）

○居宅介護支援専門員として各種業務に従事して頂きます。
・要介護認定を受けた方から相談を受け、パソコン（専用ソフ
ト）を使用してサービス計画書を作成する
・他の介護サービス事業者との連絡調整等
＊活動範囲：秋田市内（主に北部地区）
＊施設や個人宅へ訪問（社用車ＡＴ軽使用）

※未経験者歓迎します。

介護支援専門員
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　福寿の会　シルバーステ
イ福寿毎　週
秋田県秋田市飯島飯田２丁目９－２
８

2人 018-880-5557

不問
48人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24542681

一般事務

・伝票処理、請求書作成、庶務、雑務。
・電話応対、来客対応、お茶出し、清掃等。
・銀行用務（社用車使用：ＡＴ車）
・繁忙期には現場作業もあり（製品の箱詰めなどの単純作
　業。受注の状況によるため時期などは不定期）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 フカイ工業　株式会社　秋田工場
その他

秋田県潟上市天王字上江川４７－１
６１２

116人 018-878-6188

パソコン（ワード、エ
クセルの基本操
作）

190人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24497981

配車業務

○主に電話によるタクシー依頼の配車業務に従事していただ
きます。
・配車手配は専用システムにより行います。（簡単なボタン操
作です）
・その他、付随する業務もあり

＊土・日・祝日働ける方歓迎


不問

他 秋田中央トランスポート　株式会社
毎　週

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－６

67人 018-853-6901

不問
192人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24536981

℡ 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 134,232円～134,232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 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) 8時30分～12時30分

月給

1人 150,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時00分～14時00分

月給

1人 155,000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25分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000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) 8時30分～18時00分 就業場所

月給

1人 212,141円～318,640円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時20分 就業場所

その他

1人 266,638円～347,790円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時45分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,000円～148,000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
(2) 7時00分～16時00分
(3)10時30分～19時30分

月給

1人 170,000円～225,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)10時30分～19時30分

月給

2人 144,810円～145,280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)17時00分～ 9時00分

月給

1人 179,750円～199,750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

4ページ中 2ページ

平成30年12月28日発行（平成30年12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

一般事務補助

○事務補助
○文書受付、整理
○パソコン操作（Ｅｘｃｅｌ，Ｗｏｒｄまたは一太郎等）
○電話対応
○書類発送
○来客対応（給茶等）
＊雇用契約の更新は、最長平成３２年３月末まで
　（１２ヵ月経過時に１カ月の雇用中断あり）
＊平成３２年４月以降、再雇用の可能性あり

不問

土日祝他 秋田県観光文化スポーツ部観光戦
略課毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－１

15人 018-860-1461


パソコン操作（エク
セル、ワードまたは
一太郎）

3,000人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・公災・健康・厚生
05010-24494081

医療事務（旭南いわま
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）
　　　　（ガソリン代含む車両借上手当支給）
＊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

3人 018-884-0911

基本的なパソコン
操作の可能な方

65人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24530881

事務全般（設備管理部
門）

○現場管理スタッフをサポートしていただく業務に従事してい
ただきます。
・設備管理部門スタッフのサポート
・見積書や提案書の作成サポート
・受注や売上のデータ入力、管理など

＊勤務開始日はご相談に応じます。

＊これから設備系の仕事を始めたい方歓迎します。

不問

日祝他 厚生ビル管理　株式会社
その他

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

22人 018-823-4061

基本的なＰＣ操作
（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）

600人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24519681

技術営業

○専門知識を活かして、顧客営業活動を行っていただきま
す。
・技術職・営業職の両方を兼務します。（技術営業が主体）
・企画・設計・商談・提案・製作まで携わっていただきます

＊新規取引先の開拓や飛び込み営業はありません。
＊営業には社有車を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 フカイ工業　株式会社　秋田工場
その他

秋田県潟上市天王字上江川４７－１
６１２

116人 018-878-6188

電気機械関係の知
識を有する方

190人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24496681

営業（幹部候補）

○営業業務に従事していただきます。
・注文住宅販売
・不動産分譲住宅販売
・不動産情報受付、販売、対応
・モデル展示場での接客、対応　　　　　　　　　　
・資金計画、ローン相談業務
＊業務にはマイカーを使用します（別途ガソリン代支給）
＊飛び込み営業はありません。
＊未経験の方にも丁寧に指導します。

普通自動車免許
（ＡＴ可）


水木他 株式会社　秋田ホーム　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市八橋三和町１７－１５

17人 018-862-5995

不問
27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24498581

ルート営業

○担当のハウスメーカー・工務店へ定期営業、プレゼンを実
施していただきます。

＊エクセル・ワード・専門ソフトを使用します。
＊現場にも出向き施工管理も行ってもらう場合もあります。
＊営業範囲は秋田県全域が対象となり、活動は社有車を使
用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社ＬＩＸＩＬトータルサービス　東
北支店　秋田営業所毎　週
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１７－６

24人 018-845-6333

パソコン操作できる
人

2,800人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24544581

営業（現地業務員）【秋
田県近郊】

自社サービス「ＡＳＮＥＴ」（エーエスネット）新規顧客開拓営
業、既存顧客フォロー、代理店管理
　　※お客様は主に法人です。
・基本的には、ご自宅からの直行直帰スタイルです。
・サービスの紹介やメリットの説明、使い方の指導、取引促進
等
・ご利用後のアフターフォロー等
・宿泊を伴う出張あり
※詳細は面接時に説明します。
　　◇ハローワーク紹介状が必要です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　オートサーバー
毎　週

愛知県豊橋市下地町字操穴１８番地
２

2人 0532-56-6657

不問
126人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
23040-22110181

介護職員

○ショートステイ（定員２８名）での介護業務全般を
　担当していただきます。
・食事、入浴、排泄等の介護業務全般
・その他、日常生活上のお世話
・夜勤勤務での介護業務
＊施設内清掃業務、送迎業務は基本的にはありません。
＊就業時間（４）１６：３０～９：３０
（夜勤は２人体制で月６回程度の勤務。休憩１２０分）
　採用日は平成３１年４月１日を予定

不問

他 株式会社　秋田ライフデザイン
ショートステイかたがみその他
秋田県潟上市天王字長沼４０－２

21人 018-874-8020

不問
21人 秋田県潟上市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-24526381

介護職員（介護福祉士
フルタイム）

○ショートステイ（定員２８名）での介護業務全般を
　担当していただきます。
・食事、入浴、排泄等の介護業務全般
・その他、日常生活上のお世話
・夜勤勤務での介護業務
＊施設内清掃業務、送迎業務は基本的にはありません。
＊就業時間（４）１６：３０～９：３０
（夜勤は２人体制で月６回程度の勤務。休憩１２０分）
　採用日は平成３１年４月１日を予定

・介護福祉士
＊夜勤等の勤務の
為、マイカー通勤を
お勧めします

他 株式会社　秋田ライフデザイン
ショートステイかたがみその他
秋田県潟上市天王字長沼４０－２

21人 018-874-8020

不問
21人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24527681

介護職

○入居施設に入居している認知症高齢者の日常生活全般に
関わる介護支援を行います。（２棟１８名）
・食事、入浴、排泄介助等
・健康管理
・レクリエーション、野外活動
・その他付随する業務


不問

他 株式会社　清流会　グループホーム
野崎その他
秋田県秋田市河辺三内字野崎３５－
４

不問
16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24532181

その他
秋田県秋田市牛島西１丁目３－８

42人 018-831-5652

16人 018-881-2131

介護職員初任者研
修（旧ホームヘル
パー２級）以上必須
介護福祉士あれば
尚可　
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

390人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24525081

訪問介護（ホームヘル
パー）

○訪問介護のホームヘルパーとして、利用者の生活援助・
　身体介護の業務に従事していただきます。
・掃除、調理、買い物、入浴、排せつ等
・訪問介護記録の記入（手書き）
＊お客様の生活に寄り添ったサービスを目指し、研修もあり
　ます。
＊未経験の方でも丁寧に指導いたします。
【働き方改革関連認定企業】【秋田県】介護サービス事業所認
証評価制度取得事業所

日他 株式会社　虹の街　秋田営業所



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 130,000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) 9時30分～19時00分 就業場所

月給

1人 145,000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)10時30分～20時00分 就業場所
(2) 9時30分～18時00分

年俸（月額換算）

1人 170,000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 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ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時30分～15時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分
(3)11時00分～19時30分

時給（月額換算）

3人 133,402円～138,600円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 4時00分～12時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分
(3)10時00分～18時45分

年俸（月額換算）

2人 170,000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 18歳以上 (1) 6時00分～14時30分 就業場所
(2)13時00分～21時30分
(3)12時00分～11時59分

年俸（月額換算）

1人 208,333円～583,333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

時給（月額換算）

2人 129,236円～129,236円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 0時00分～ 9時00分 就業場所

月給

1人 150,000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 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 147,720円～147,720円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～59歳 就業場所

平成30年12月28日発行（平成30年12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

歯科助手

○歯科医院での歯科助手業務に従事していただきます。
・医師の補助業務
・その他付随する業務 不問

日祝他 こまはし歯科医院
毎　週

秋田県秋田市山王二丁目６－１

3人 018-862-7047

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康
05010-24531281

エステティシャン

○美容機械を使ってのエステティック業務全般を担当して
　いただきます。
・脱毛
・痩身
・美顔の技術

＊ハンドマッサージによる施術もしていただきます。　　　　
＊技術は社内研修（１ヶ月）にて指導いたします。

不問

他 株式会社　ＭＡＲＫ　ＳＡＭＹ
その他

秋田県秋田市保戸野すわ町８‐１２
千秋モール２Ｆ

2人 018-896-1222

不問
2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24508181

調理業務（日本料理）

○日本料理の調理
　・食材の下ごしらえ
　・調理、盛り付け
○食器の片付け、洗浄（食器洗浄機使用）

＊和食は７名スタッフで対応
＊就業時間は表示時間内での実働７．５時間勤務（複数のシ
　フト制）

不問

他 株式会社　アキタパークホテル・マ
ネージメントその他
秋田県秋田市山王４丁目５－１０

157人 018-862-1515
調理業務経験１年
以上の方（採用後
すぐに下準備作業
ができる程度は必
要）

157人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24518381

調理師

○有料老人ホーム（８６床）およびグループ法人運営施設に
おける利用者様への食事提供・調理作業に従事していただ
きます。

＊有料老人ホーム（８６床分）：朝・昼・夕
　グループ法人運営施設分　　：１日４０～５０食
＊栄養士２名、調理師４名在籍しており、シフト勤務にて作
　業に入ります。

※配達業務あります。（秋田市内　軽バン使用）

調理師免許
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　総合医療福祉サービス
その他

秋田県秋田市千秋矢留町６－２５

31人 018-884-0760

不問
45人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24516181

給食業務（玉葉荘）

○救護施設における厨房業務一般。
・皿洗い、調理、料理盛り付け、配膳、厨房内清掃　等

＊決められた献立に基づいて、利用者の健康状態に応じた
　調理を行います
＊１８０人分くらいを８名体制で行います。

不問

他 株式会社　アキタパークホテル・マ
ネージメントその他
秋田県秋田市山王４丁目５－１０

12人 018-862-1515

不問
157人 秋田県潟上市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-24517081

フロント

○フロント全般の業務に従事していただきます。
・チェックイン、チェックアウトの対応
・宿泊の受付、手配などの営業事務
・費用精算業務
・電話の交換業務
・その他付随する業務

＊就業時間は（１）～（３）のシフト制となります。

不問

他 株式会社　アキタパークホテル・マ
ネージメントその他
秋田県秋田市山王４丁目５－１０

157人 018-862-1515

不問
157人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24521781

農場管理業務、及び教
育研究支援業務

○県立大学付属フィールド教育研究センターにおいて農場
　管理業務に従事します。
＊主な業務内容
・水稲、畑作物の生産等に係る業務の計画と実施
・教育研究の支援、など
※公立大学法人秋田県立大学職員（技能職員）として採用
　されます。
※資格、学歴、応募要項などの詳細は「秋田県立大学ホーム
ページ」に掲載しています。

秋田県立大学ホーム
ページに掲載してい
る受験案内の
「３．受験資格（２）」を
参照

土日祝他 秋田県立大学　大潟キャンパス
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字南２－２

74人 0185-45-2026

秋田県立大学ホーム
ページに掲載してい
る受験案内の
「３．受験資格（１）
（２）」を参照

457人 秋田県南秋田郡大潟村
平成31年4月1日～

雇用・公災・健康・厚生
05011- 1643081

食パン製造補助（トース
トライン）

○スライスした食パンをジャムやマーガリンを注入する機械に
並べたり、原料を投入するお仕事です。
＜付随する作業＞
・機械の洗浄や組立作業
・出来上がった製品のケース入れ作業　など

＊立ち仕事になります。

不問

他 株式会社　たけや製パン
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－６０

564人 018-864-3117

不問
768人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24533081

メンテナンス業務（秋田
営業所）

◇マンションや商業施設の立体駐車場の保守点検及び部品
交換等
・保守点検は２～３人一組で行います
・立体駐車場の稼働点検

＊現場エリア：主に秋田市内
＊未経験者歓迎
＊資格取得費用の支援あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ティーエスピー東北
その他

岩手県滝沢市大釜外館１１６－１

4人 019-699-3434

不問
19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010-31041981

貸切バス運転手

○貸切バスの運転業務に従事していただきます。
・貸切観光バスの運転と契約輸送業務
・当社が契約している企業の方々を送迎する業務
＊東北６県および関東方面への運行もあり
＊未経験でも丁寧にお教えいたします。
＊退職金制度は、正社員採用から勤続３年以上で該当となり
ます。
※貸切バス事業者安全性評価認定制度二ッ星獲得
※安定高収入

大型自動車免許二
種（ＡＴ限定不可）

他 秋田中央トランスポート　株式会社
その他

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－６

63人 018-853-6901

不問
192人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24534381

℡ 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 130,600円～130,600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) 6時50分～ 9時00分 就業場所
(2)13時00分～14時30分
(3)15時00分～16時20分

月給

2人 160,000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 39歳以下 (1) 8時30分～18時00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

日給（月額換算）

2人 151,200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 不問 (1) 8時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 195,500円～276,000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）

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
平成31年1月21日～平
成31年7月20日 雇用・公災・健康・厚生

05010-24490781

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

33人 秋田県男鹿市

雇用・労災・健康・厚生
05011- 1644381

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

土工作業員

○コンクリート製品の敷設工事、道路工事等の土木作業

※現場は主に男鹿市～秋田市です。（現場へは原則会社の
車　で移動します）





普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
以上


日他 天喜建設　株式会社
隔　週

秋田県男鹿市脇本脇本字大石館６９
－１

33人 0185-25-2969

不問

14人 018-893-6513

不問
14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24510981

雇用・労災・健康・厚生
05010-24522881

軽鉄内装工事【トライア
ル雇用併用求人】

・鉄骨建物の内装工事
・新築、リフォーム等の建築工事
・建具、扉等の造作工事

＊現場への移動は社有車（ＭＴ、ＡＴ）
＊短期出張、夜間作業あり
＊秋田県内全域
＊未経験者歓迎

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 日東
その他

秋田県秋田市仁井田本町３丁目９－
２５

その他
秋田県秋田市新屋栗田町２－１５

4人 018-888-8880

不問
4人 秋田県秋田市

27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24499481

配管施工者（見習い可）

○一般住宅の設備配管工事施工者としてお仕事していただ
きます。（新築、リフォーム等）
＊現場は主に秋田市内
＊社用車使用（ＭＴ・ＡＴあり）
＊経験者優遇
＊未経験でもやる気のある方、大歓迎です。



普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ウォーター・エアライフ

大工（見習い可）

○大工として下記の業務に従事していただきます。
・注文住宅建築、建売住宅建築
・リフォーム工事　など

＊現場は秋田市内が中心です。



不問

水日他 株式会社　秋田ホーム　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市八橋三和町１７－１５

17人 018-862-5995

不問

不問
192人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-24540081

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
＊大型二種自動車運
転免許あれば尚可

土日祝他 秋田中央トランスポート　株式会社
毎　週

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－６

7人 018-853-6901

4ページ中 4ページ

平成30年12月28日発行（平成30年12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

特別支援学校スクール
バス運転手【嘱託社員】

○スクールバス登下校便における運転業務に従事していただきま
す。
・１運行１時間３０分程度
・登下校合わせて１日２～３便程度となります。
・その他付随する業務（校外学習）
＊児童生徒は１４～１５名
＊大型二種自動車運転免許のない方には、免許取得制度により当
社が取得費用の全額を負担します。
＊未経験でも丁寧にお教えいたします。
※雇用期間終了後は、原則１年更新です。

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

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　
　１．　１２月２８日　池田ライフサポート＆システム　株式会社【訪問看護師】
　２．　　１月　４日　社会福祉法人　晃和会【介護職員、看護師又は准看護師、栄養士】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　３．　　１月　７日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ショートステイ介護職員、栄養士】
　４．　　１月　８日　㈱和敬園「ｼｮｰﾄｽﾃｲ御所野の森」「ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ森のﾃﾗｽ」【介護職（ﾌﾙﾀｲﾑ、ﾊﾟｰﾄ】
　５．　　１月　９日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　６．　　１月１０日　㈱へいあん秋田【セレモニープランナー、典礼アシスタント、会員様サポート係　他】
　７．　　１月１１日　池田ライフサポート＆システム　株式会社【訪問看護師】
　８．　　1月１５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　９．　　１月１６日　社会福祉法人　秋田聖徳会【正看護師又は准看護師、保育士、介護職員　他】
１０．　　１月１７日　㈱秋田キャッスルホテル【ホテル内調理補助、食器洗浄　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
１１．　　１月１８日　社会福祉法人　幸楽会【介護員、訪問介護員】

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 200,000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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

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

時給（月額換算）

1人 133,190円～156,425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

月給

1人 200,000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) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

1人 175,000円～212,000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 175,000円～212,000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 210,000円～240,000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

年俸（月額換算）

1人 170,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所

月給

1人 197,500円～197,500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)11時15分～20時00分

月給

1人 144,000円～175,500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 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

建設業、設計業務
など

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24580281

不問

日祝他 株式会社　アルファプランウェーブ
その他

秋田県秋田市外旭川八柳３－１５－
１３

4人 018-869-7772

1月4日発行（平成30年12月28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

建築設計

○建築設計業務
・設計図の作成、積算

＊Ａターン（Ｕ・Ｉ・Ｊターン）歓迎

理学療法士又は作業
療法士（外旭川病院）

○入院患者様への理学療法と作業療法
・基本動作練習
・日常生活活動の練習
・ベット上での関節可動域練習など

理学療法士又は作
業療法士

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

210人 018-868-5511

不問
278人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24545481

生活相談員

○デイサービス利用者に対する生活相談業務を行っていた
だきます。
・デイサービス利用者に対する介護業務も含まれます


＊平成３１年１月に開始するデイサービスです。


社会福祉主事また
は社会福祉士等
普通自動車免許
ＡＴ限定可

火他 企業組合　やまびこケアセンター
その他

秋田県秋田市広面字樋ノ下２５－２
コーポ伊藤　５号

6人 018-893-6881

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24601781

サービス管理責任者
【正社員】（障がい者グ
ループホーム）

★秋田初！保護犬・猫と暮らす障がい者グループホーム
　オープニングスタッフ募集
・入居者様の将来的自立を目指し、一人ひとりの課題解決、
目標達成に向け、支援計画を作成し、サポートの実行、マネ
ジメント等を行って頂きます。
・社用車（ＡＴ）を使用して外出業務あり。

＊犬や猫と暮らし、楽しい居場所づくりをスタッフみんなで目
指しましょう！

サービス管理責任
者研修修了者
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ＳＢ２企画
毎　週

秋田県秋田市茨島４丁目８－３０

0人 080-6019-5964

不問
24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24561481

介護支援専門員「桜の
園居宅介護支援事業
所」

○桜の園居宅介護支援事業所にて、介護支援専門員として
の業務を担当していただきます。
・ケアプランの作成、認定調査
・相談業務
・関係機関等の連絡調整など



介護支援専門員

他 社会福祉法人　桜丘会
その他

秋田県秋田市下北手梨平字登館８
番地

5人 018-839-5977

不問
179人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24590181

介護支援専門員「幸の
家」

○「幸の家」小規模多機能型居宅介護にて、介護支援専門員
としての業務を担当していただきます。
・ケアプランの作成、認定調査
・相談業務
・関係機関等の連絡調整など



介護支援専門員

他 社会福祉法人　桜丘会
その他

秋田県秋田市下北手梨平字登館８
番地

15人 018-839-5977

不問
179人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24591081

精神保健福祉士

○医療相談員業務及びそれに付随する業務
【主な仕事内容】
・外来患者・入院患者及び家族様への相談業務
・入退院相談対応等

精神保健福祉士

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

283人 018-832-3203

不問
299人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24589881

幼稚園教諭（秋田東幼
稚園）

○秋田東幼稚園において、幼稚園教諭としての業務全般に
従事していただきます。
・保護者への連絡文書作成等
・パソコンを使用しての各種文書作成
・幼児教育・遊びの見守り　など





幼稚園教諭免許

土日祝他 学校法人　伊藤学園
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目３－１１

23人 018-832-6548

＊幼稚園教諭経験
のある方
＊パソコン操作可
能な方

77人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24595581

嘱託職員（司書）

図書館業務全般
図書館カウンターでの書籍等の貸出、返却に係る手続き
貸出状況のパソコンでの管理ほか

・パソコン操作（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ等）による事務ができること　・
基本的な英語読解能力があること。

・大学図書館での実務経験があることが望ましい。

司書

土日祝他 公立大学法人　秋田公立美術大学
毎　週

秋田県秋田市新屋大川町１２－３

116人 018-888-8100

116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

05010-24603281

一般事務（営業事務）

○事務所内にて以下の内容の業務を行っていただきます。
・電話対応、来客対応
・電話・ＦＡＸ等の受注による伝票起票業務と、それに伴う伝
票仕訳業務
・一部、経費管理（エクセルへの打ち込み）

不問

日他 株式会社　アキレイ　秋田営業所
その他

秋田県秋田市外旭川字四百刈２７

2人 0183-73-2180

パソコン操作（エク
セル・ワードなど）

16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24581181

℡ 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～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30分 就業場所

月給

1人 145,000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00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 138,180円～138,180円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 174,400円～218,000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 就業場所

月給

1人 195,000円～215,000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 160,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 162,000円～212,000円
就業場所

正社員 TEL
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

1人 155,000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00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

2人 190,000円～280,000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 就業場所

月給

2人 190,000円～280,000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 就業場所

月給

2人 190,000円～280,000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 就業場所

3ページ中 2ページ

1月4日発行（平成30年12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

事務員

○リサイクルに関わる事務全般
・顧客管理
・マニュフェスト売掛管理
・パソコン操作
・電話応対、来客応対
・飯島工場との連絡（毎日、本社出勤前に立ち寄る）

雇用・労災・健康・厚生
05010-24594981

普通自動車免許
（ＡＴ可）

土日祝 株式会杜　東北エコシステムズ
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１番７号
東カンビル　４Ｆ

3人 018-866-6236

17人 018-863-3831

パソコン操作可能
な方（ワード、エク
セル等）

・パソコン操作
（ワード、エクセル）
・自家用車持ち込
み可能な方

7人 秋田県秋田市

不問

土日祝 秋田地域振興局　福祉環境部

一般事務

○一般事務業務に従事していただきます。
【主な業務内容】
・パソコン操作による資料作りや発注業務
・日報他書類整理
・納品書、請求書確認
・経理補助
・電話対応、来客対応
・社用車（ＡＴ車）を使用して銀行への入金等の外出用務
・事務所の清掃

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 新興工業　株式会社
その他

秋田県秋田市向浜１丁目５－１４

パソコン操作（初級
程度）

309人 秋田県潟上市

17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24602881

一般事務補助（潟上市
昭和）

・福祉環境部においての一般事務補助業務に従事していた
だきます。
・書類整理、来客応対

＊パソコン操作（初級程度）可能な方
　（一太郎、エクセル、ワード等）


株式会社　レナウン
その他

東京都江東区有明三丁目６－１１　Ｔ
ＦＴビル東館６Ｆ

毎　週
秋田県潟上市昭和乱橋字古開１７２
－１

51人 018-855-5173

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13130-41128481

平成31年2月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災

05010-24548281

レナウンのメンズカジュ
アルブランドの接客販
売（秋田市）

レナウンのメンズカジュアルブランド”ＳＩＭＰＬＥ　ＬＩＦＥ（シンプ
ルライフ）”の接客販売。自分らしく、自然体なライフスタイル
を楽しむ大人たちにむけた、ナチュラルで着心地の良いスタ
イリングを提案するブランドです。お客様へのコーディネート
提案や商品管理、ディスプレイなどお願いします。
メンズブランドですが、男性スタッフ・女性スタッフ共活躍して
います。また、経験豊富なスタッフがサポートするので安心し
てお仕事をスタートしていただける環境です。

不問

他

6人 018-853-9800

基本的なパソコン
操作
経験者優遇

2,123人 03-4521-8116

不問
3,662人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 ＡＧＣ硝子建材　株式会社　北東北支
店

住宅営業

・注文住宅の販売、営業
・モデルハウスや見学会での接客
・お客様との打合せ提案
・その他付随する業務

・自家用車を使用します（会社借上げ制度あり）

＊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
その他

秋田県秋田市仁井田緑町８６－１

不問
670人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24575381

営業職

＊ガラス・サッシの販売店及び工務店に対する、当社が取り
扱う「ガラス・サッシ・その他建材」等の提案や販売

＊固定得意先への訪問、新規クライアントの開拓
（秋田県内）

＊建設業者に対する工事営業

＊パソコンを使用した報告書等の作成

株式会社　境田商事
その他

秋田県秋田市中通２丁目１－２１　サ
カイダビル３Ｆ

その他
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
３９

17人 018-845-7501

雇用・労災・健康・厚生
05010-24597781

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-24547881

ルート営業及び納品

○主にホテル、レストラン、飲食店への営業及び納品を担当
・受注商品のお届け
・得意先への新商品（厨房機器や食器等）説明、ＰＲ等
・見積書、請求書、契約書等作成
・法人ギフト、個人ギフト商品提案

＊１日最大１０件程度の営業及び納品です。
　慣れるまで２人体制で行います。
（ＡＴ・社用車使用）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他

6人 018-893-6881

不問

8人 018-834-3604

不問
12人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　マグネティック

サービス提供責任者

○訪問介護サービスのコーディネート業務
・訪問介護計画の作成
・利用者の申し込みに係る調整
・利用者やご家族等および担当ヘルパーとの連絡調整
・担当者会議への出席
・訪問介護員としてのサービス提供業務

＊サービス提供責任者としての経験のない方でも、親切に指
導します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護福祉士（介護
実務者研修修了者
可）

土日 企業組合　やまびこケアセンター
毎　週

秋田県秋田市広面字樋ノ下２５－２
コーポ伊藤　５号

不問
100人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24604181

調理（川反軒）

　○居酒屋での調理全般に従事していただきます。
　・仕込み、調理、盛り付け
　・その他付随する業務

　＊就業時間等は応相談
　　９時間拘束（実働８時間）の早番、遅番のシフト制になりま
す。就業時間は日によって変わることがあります。

　※未経験者でも仕事手順は指導いたします。

株式会社　マグネティック
その他

秋田県秋田市大町５丁目３－３８

その他
秋田県秋田市大町５丁目３－３８

9人 018-862-4432

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-24550681

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-24549181

調理（火乃座）

　○居酒屋での調理全般に従事していただきます。
　・仕込み、調理、盛り付け
　・その他付随する業務

　＊就業時間等は応相談
　　９時間拘束（実働８時間）の早番、遅番のシフト制になりま
す。就業時間は日によって変わることがあります。

　※未経験者でも仕事手順は指導いたします。

不問

他

その他
秋田県秋田市大町５丁目３－３８

9人 018-862-4432

不問

9人 018-862-4432

不問
100人 秋田県秋田市

100人 秋田県秋田市
2ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-24551981

調理（紅がら屋）

　○居酒屋での調理全般に従事していただきます。
　・仕込み、調理、盛り付け
　・その他付随する業務

　＊就業時間等は応相談
　　９時間拘束（実働８時間）の早番、遅番のシフト制になりま
す。就業時間は日によって変わることがあります。

　※未経験者でも仕事手順は指導いたします。

不問

他 株式会社　マグネティック



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 190,000円～280,000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 就業場所

月給

2人 190,000円～280,000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 就業場所

月給

2人 190,000円～280,000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 就業場所

月給

2人 190,000円～280,000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 就業場所

月給

2人 190,000円～280,000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 就業場所

月給

1人 190,000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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分
(3)15時00分～ 8時00分

日給（月額換算）

2人 134,400円～154,560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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 160,000円～180,000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 59歳以下 (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）

1人 149,296円～149,296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30分 就業場所

月給

2人 160,000円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～17時00分 就業場所

1月4日発行（平成30年12月28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

調理（バイロカフェ）

　○カフェダイニングでの調理全般に従事していただきます。
　・仕込み、調理、盛り付け
　・その他付随する業務

　＊就業時間等は応相談
　　９時間拘束（実働８時間）の早番、遅番のシフト制になりま
す。就業時間は日によって変わることがあります。

　※未経験者でも仕事手順は指導いたします。

不問

他 株式会社　マグネティック
その他

秋田県秋田市大町５丁目３－３８

9人 018-862-4432

不問
100人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-24552581

ホール接客係（川反軒）

○飲食店（和食全般）でのホール接客業務全般を担当してい
ただきます。

　・座席案内、オーダー取り
　・料理の提供、後片付け
　・レジ業務
　・その他付随する業務


不問

他 株式会社　マグネティック
その他

秋田県秋田市大町５丁目３－３８

9人 018-862-4432

不問
100人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-24553481

ホール接客係（火乃座）

○飲食店（和食全般）でのホール接客業務全般を担当してい
ただきます。

　・座席案内、オーダー取り
　・料理の提供、後片付け
　・レジ業務
　・その他付随する業務

不問

他 株式会社　マグネティック
その他

秋田県秋田市大町５丁目３－３８

9人 018-862-4432

不問
100人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-24554781

ホール接客係（紅がら
屋）

○飲食店（和食全般）でのホール接客業務全般を担当してい
ただきます。

　・座席案内、オーダー取り
　・料理の提供、後片付け
　・レジ業務
　・その他付随する業務

不問

他 株式会社　マグネティック
その他

秋田県秋田市大町５丁目３－３８

9人 018-862-4432

不問
100人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-24555881

ホール接客係（バイロカ
フェ）

○飲食店（和食全般）でのホール接客業務全般を担当してい
ただきます。

　・座席案内、オーダー取り
　・料理の提供、後片付け
　・レジ業務
　・その他付随する業務。


不問

他 株式会社　マグネティック
その他

秋田県秋田市大町５丁目３－３８

9人 018-862-4432

不問
100人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-24556281

ホテル総合職（フロン
ト、レストラン等）

○フロント業務
・チェックイン、チェックアウト対応
・電話およびインターネットによる予約受付、管理
・お客様案内、電話対応　　・駐車場管理
・その他付随する業務
○ホテル内レストラン業務
・オーダー　　・料理の提供
・下膳、後片づけ　　・その他付随する業務

不問

他 株式会社　アルバートホテル
その他

秋田県秋田市大町４丁目３－２２

38人 018-888-3333

不問
38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-24588781

葬祭ホールスタッフ

○葬祭スタッフとして葬儀のお手伝いを行います。
　参列者の方のご案内や会場内のホールスタッフとして仕事
　をしていただきます。
＊未経験者の方でも応募可能です。
　入社後、丁寧に指導いたします。
＊就業場所は、シフトにより当社各会場となります。
（日によって異なります）
＊社用車使用（ＡＴ車、車種様々）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ジェイエイ秋田葬祭セン
ターその他
秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
２８

64人 018-846-5731

不問
64人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-24592381

モーター部品の製造
（交替制）

＊電気機器製造工場にて専用加工機の操作や手作業で電
装品やモーターの組立を行っていただきます。
　また、検品や品質確認に関する作業を行っていただきま
す。

普通自動車免許
（ＡＴ可）

土日他 株式会社　ＫＡＣテクノ　能代事業所
毎　週

秋田県能代市万町２－２０　ＴＫビル
２階

0人 0185-52-0007

不問
95人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05020- 5759781

配送、倉庫作業

○ルート配送及び倉庫作業に従事していただきます。
・当社取引先のルート配送（固定客です）
・倉庫内での荷物準備から積み込み（手積み）
・冷凍庫内での作業あり（防寒着貸与します）
・１．５ｔトラックを運転していただきます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日他 株式会社　アキレイ　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市外旭川字四百刈２７

2人 0183-73-2180

不問
16人 秋田県秋田市

～平成31年3月15日
雇用・労災・健康・厚生

05010-24582081

（請）清掃業務［秋田
市］

【急募】新規立ち上げとなります！
秋田大学附属病院の清掃業務

病院清掃受託責任
者

祝他 株式会社　東武
毎　週

宮城県仙台市青葉区立町１－２　広
瀬通東武ビル　８階

0人 022-217-2636

不問
2,000人 秋田県秋田市

平成31年1月1日～平
成31年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

04010-86300081

℡ 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．　１月１５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】＞

『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．　　１月　４日　社会福祉法人　晃和会【介護職員、看護師又は准看護師、栄養士】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　２．　　１月　７日　㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」【ショートステイ介護職員、栄養士】
　３．　　１月　８日　㈱和敬園「ｼｮｰﾄｽﾃｲ御所野の森」「ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ森のﾃﾗｽ」【介護職（ﾌﾙﾀｲﾑ、ﾊﾟｰﾄ】
　４．　　１月　９日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　５．　　１月１０日　㈱へいあん秋田【セレモニープランナー、典礼アシスタント、会員様サポート係　他】
　６．　　１月１１日　池田ライフサポート＆システム　株式会社【訪問看護師】
　７．　　1月１５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員、ホームヘルパー】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　８．　　１月１６日　社会福祉法人　秋田聖徳会【正看護師又は准看護師、保育士、介護職員　他】
　９．　　１月１７日　㈱秋田キャッスルホテル【ホテル内調理補助、食器洗浄　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
１０．　　１月１８日　社会福祉法人　幸楽会【介護員、訪問介護員】
１１．　　１月２１日　㈱へいあん秋田【セレモニープランナー、典礼アシスタント、会員様サポート係　他】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!


