
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 301,060円～528,780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 180,000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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 177,000円～317,200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45分～17時15分 就業場所
(2)16時45分～ 9時15分

月給

2人 215,500円～252,000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) 7時00分～16時00分

月給

1人 175,800円～215,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

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00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～12時00分

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30分 就業場所
(2) 9時30分～18時30分

月給

1人 216,500円～216,500円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～17時15分 就業場所

月給

3人 149,136円～157,276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 200,000円～280,000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
(2) 8時30分～13時00分

施工管理経験者
ＰＣ操作（エクセル・
ワード）

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010- 3392991

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　メイジン
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
８　第１日本オフィスビル７階

87人 022-224-6841
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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

土木技術者（現場監督
員）［秋田市／横手市
／大仙市］

道路舗装、橋梁、一般構造物等の各建設現場等における土
木施工管理業務に従事して頂きます（業者の段取り、作業員
への指示、品質管理、工程管理、安全管理、打ち合わせ他）

＊ご本人の希望や適性を踏まえて担当現場を決定致しま
す。
＊随時、各地域にて面接や会社説明会を行っております。
　予約や今後のスケジュール等はお気軽にご連絡ください。
＊就業場所は相談に応じます。

社内システムエンジニ
ア

【仕事の内容】
○基幹システムの設計・管理
・各種実績データの作成
○社内業務システムの設計・開発
・データベースアプリケーションの作成
○トラブルサポート
・パソコンのトラブル対応復旧

不問

日祝他 北光金属工業　株式会社
その他

秋田市向浜１丁目７－１

188人 018-863-0004

Ａｃｃｅｓｓ・Ｅｘｃｅｌ（Ｖ
ＢＡ）でのプログラミ
ング経験のある方

220人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1058191

看護師または准看護師

○介護老人保健施設療養棟における看護業務を担当してい
た
だきます。
（入居者の健康チェック、バイタル測定、点滴、その他一般
看護師業務を担当します。）

＊就業時間（１）（２）の交代制
　　　　　（２：夜勤）月３～５回程度です。


看護師または准看
護師

他 医療法人　祐愛会　シルバーケアセ
ンター清遊園その他
秋田県秋田市河辺戸島字上野４－３

65人 018-882-3730

不問
147人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-  939991

看護師・准看護師
（ショートステイ松の杜）

・利用定員３０名のショートステイ施設での看護業務を担当
　していただきます。（日勤のみの業務となります）
・利用者のバイタルチェック、処置、服薬管理等
・医療機関受診付き添い。（運転業務なし）
・パソコンでの記録入力業務
・入所前事前面談対応等
・その他、付随する業務


・看護師又は准看護
師
・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）あれば尚可

日祝他 株式会社　Ａｏｚｏｒａ
その他

秋田県潟上市天王字大長根８５－２

19人 018-870-6270

不問
38人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-  995691

作業療法士

○施設利用者への作業療法業務全般を担当していただきま
　す。
・外来及び病棟におけるリハビリ業務
・訓練記録の記入
・その他、付随する業務

＊８名体制

＊勤務成績等により契約更新の可能性あり

作業療法士免許又
は当該免許を取得
する見込みの方

土日祝他 地方独立行政法人　秋田県立療育
機構毎　週
秋田県秋田市南ケ丘１丁目１番２号

199人 018-826-2401

不問
199人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-  935191

生活支援員

◎障害を持つ方々の就労支援・作業指導や就労に関する相
談業務
・作業環境の整備、作業の割振り、その他
・就業支援Ｂ型事業に関わる業務を対応
・支援記録等の記入（手書き、ＰＣ入力）
・送迎業務（ワゴン車（ＡＴ）片道３０分程度の距離です）

※雇用開始時期：随時

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
社会福祉主事または
介護福祉士の資格が
あれば尚可

日他 株式会社　北上の郷
その他

南秋田郡五城目町大川大川字大堤
３９－１

6人 018-838-0206

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）
経験者優遇

28人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-  961391

保育士又は、児童指導
員
（放課後等デイサービ
ス）

【新規オープンに伴う募集です！！】

○障がいを持つ児童、生徒の放課後及び学校休業日におけ
る日常生活や学習等を支援するお仕事です。
・車（社用車）による送迎業務もあります（ＡＴ車）。
・児童（最大１０名）の支援を行います。

＊新規開設のため、事前に研修期間があります。
＊採用日は、工期の関係もあり３月～４月の予定です。

日他 合同会社　ハーモニー
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町字大谷
地６番７号

0人 018-893-6877

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1055891

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）必須、
＊保育士・児童指
導員等・教員（種類
は問いません）の
いずれか必須。

ひとり親世帯等自立支
援専門員

・生活保護を受給しているひとり親世帯等に対するこころの悩
みなどのカウンセリング業務、定期的な訪問および相談業務
・履歴書の書き方や面接技法などの求職スキルアップの支援
業務
・支援対象者に同行して公共職業安定所などでの求職活動
支援業務

＊公用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田市福祉事務所　保護第一課
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１番１号

68人 018-888-5669

簡単なパソコン操
作ができること

3,000人 秋田県秋田市
平成31年4月2日～平
成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-  955991

保育士

○母子生活支援施設（わかばハイム）
・児童の保育、教育、支援
・施設内外の環境整備、清掃、他
・月３回程度宿直あり


保育士、幼稚園教
諭２種

日祝他 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

28人 018-833-4249

不問
119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-  977191

専任教員


○高校の音楽科の授業を担当していただきます。


＊非常勤希望も可能です。その場合は履歴書上部余白に明
記してください。

＊提出書類の返却を希望する方は、切手を貼った返信用封
筒を同封してください。

高校教員免許状

日祝他 学校法人　敬愛学園
な　し

秋田県秋田市千秋明徳町３－３１

33人 018-833-6361

不問
56人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1053491

℡ 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 175,500円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時30分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 143,212円～143,212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～18時30分 就業場所

日給（月額換算）

2人 162,500円～162,500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) 8時00分～16時25分 就業場所
(2) 7時00分～15時25分
(3) 9時00分～17時25分

月給

1人 163,800円～231,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

1人 163,800円～231,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

日給（月額換算）

1人 155,400円～155,400円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 138,500円～138,500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 145,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分

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00分 就業場所

日給（月額換算）

2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

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
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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

ＰＯＰ制作スタッフ（西武
秋田店）／秋田県秋田
市

百貨店の店頭、店内を彩るＰＯＰ広告を制作する仕事です。
各テナントからの要請を受け、ＰＯＰを制作します。
その他、店内の様々なイベント、物産展などの看板類、ＰＯＰ
の制作も手掛けます。

また、ＰＣの前で黙々と制作するだけでなく、制作したものの
加工（切り貼り等）を行ったり、店内のチェック業務等も行いま
す。

雇用・労災・健康・厚生
13090- 1914591

不問

日祝他 株式会社　ポパル
その他

東京都豊島区東池袋１丁目４４－２
パラッシオ池袋１１階

1人 03-3984-4489

131人 018-825-8110

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

不問
105人 秋田県秋田市

不問

他 太平山総合開発　株式会社

イベント・公開番組の業
務補助

○イベントや番組収録の補助
・資料整理、作成
・出演者等の湯茶、弁当等の準備
・イベント会場での補助　など
○その他事務業務
・番組表の印刷、物品管理　など
＊１年契約で更新の可能性あり（更新は最大で４回まで）
＊雇用開始日は２月１日～４月上旬までの間でご相談に応じ
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

パソコン（ワード、エ
クセル）操作できる
方

39人 秋田県秋田市

10,292人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1067091

ゴルフ場フロント業務

○秋田太平山カントリークラブのクラブハウス内におけるゴ
　ルフ場の受付業務並びに精算業務・接客全般
・パソコン（ワード、エクセル）入力作業
・受付予約、電話応対あり
・簡単な清掃等付随する雑務あり
＊制服支給
＊雇用期間はＨ３１．１１．２４まで
（降雪状況により雇用期間は前後する場合あり）
＊採用は平成３１年３月中旬頃を予定しています

松田自動車興業　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地３０９－２

その他
秋田県秋田市太平中関字務沢１－７

39人 018-838-3333

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1005791

～平成31年11月24日
雇用・労災・健康・厚生

05010-  931791

店舗スタッフ（フロント）
【八郎潟】

○来店したお客様の車検の予約や見積もり、修理の受付や
　電話対応が主な仕事です。
○その他、車検証更新の為の書類作成をしていただきます。また、
簡単な板金塗装の見積もりなどもありますが、どれも専用のソフトを
使っての作業になりますので、知識のない方でも丁寧に指導するた
め問題ありません。
○車検の受付などもマニュアルがありますので、基本的な
　内容はすぐに覚えることがきます。
・陸運支局等への外出業務あり（ＡＴ社有車使用）

※事業好調のための増員求人です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

木祝他

18人 018-875-2058

不問

16人 018-875-2058

不問
32人 秋田県南秋田郡八郎潟町

不問

日他 有限会社　アキタドリームサービス

店舗スタッフ（フロント）
【飯島】

○来店したお客様の車検の予約や見積もり、修理の受付や
　電話対応が主な仕事です。
○その他、車検証更新の為の書類作成をしていただきます。また、
簡単な板金塗装の見積もりなどもありますが、どれも専用のソフトを
使っての作業になりますので、知識のない方でも丁寧に指導するた
め問題ありません。
○車検の受付などもマニュアルがありますので、基本的な
　内容はすぐに覚えることがきます。
・陸運支局等への外出業務あり（ＡＴ社有車使用）

※事業好調のための増員求人です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

木祝他 松田自動車興業　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
沖谷地３０９－２

＊ＰＣ操作
90人 秋田県秋田市

32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1007291

ＯＡ機器操作及びフロ
ント業務

○派遣先における自動車リサイクルシステムを活用したＯＡ
機器操作及びフロント業務に従事していただきます。

秋田科学物産　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目６－２１

隔　週
秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-  920991

平成31年2月1日～平
成31年4月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 1080891

一般事務

○一般事務に従事して頂きます。
・得意先からの受注管理
・売掛金管理
・納品書、請求書の発行、データ入力
・電話応対
・その他、付随する業務

※パソコンソフト「カシオ楽一」使用

不問

土日祝他

33人 018-833-6361

不問

32人 018-823-7571
パソコン操作（エク
セル）充分出来る
方
パソコン関係有資
格者尚可

32人 秋田県秋田市

不問

土日祝 秋田県立　金足農業高等学校

学校事務職

【主な仕事の内容】
・事務全般（国学館高等学校事務室】


＊提出書類は当学園で責任を持って焼棄いたします。
　返却希望の方は切手を貼った返信用封筒を同封してくださ
い。

普通自動車免許

日祝他 学校法人　敬愛学園
な　し

秋田県秋田市千秋明徳町３－３１

パソコン操作できる
方（一太郎または
ワード、エクセル）

63人 秋田県秋田市

56人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1049591

校務事務補助

　
　○職員室及び図書室での事務補助全般に従事していただ
きます。
　
　・職員室での電話応対、印刷業務
　・図書館での図書貸し出し等
　・事務室での来客、電話応対、文書受付
　・その他職員の作業補助

秋田県秋田地域振興局農林部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番２号

毎　週
秋田県秋田市金足追分字海老穴１０
２－４

63人 018-873-3311

平成31年2月21日～平
成31年8月20日 雇用・公災・健康・厚生

05010-  924291

平成31年3月1日～平
成31年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-  923891

一般事務補助（臨時）

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

＊パソコン操作あり


不問

土日祝

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１－２

114人 018-860-3312

パソコン操作（入力
程度）

73人 018-860-3312

パソコン操作（初級
程度）

283人 秋田県秋田市

283人 秋田県秋田市
平成31年2月20日～平
成31年8月19日 雇用・公災・健康・厚生

05010-  925591

一般事務補助（臨時）

○一般事務補助業務に従事していただきます。
（主な仕事内容）
・書類整理
・電話対応、来客応対
・パソコン操作（入力程度）可能な方
　（エクセル、ワード等）
・その他、付随する業務

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

不問

土日祝他 秋田県秋田地域振興局建設部



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 144,320円～144,320円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 126,400円～126,400円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 137,984円～137,984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 就業場所

月給

2人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 123,000円～123,000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～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

月給

1人 123,000円～123,000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～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

月給

1人 123,000円～123,000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～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

月給

1人 123,000円～123,000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～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

月給

2人 170,600円～170,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 195,600円～212,600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30分～17時30分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

平成31年1月15日発行（平成31年1月11日受付分)　Ｎｏ．３

6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

事務補助業務（生産管
理）

○当社派遣先において、事務補助業務に従事していただきま
す。
・ＰＣを用いたシステムへの入力作業
・各種帳票作成
・プリント回路製品に関わる生産管理業務
・その他、付随する業務

＊制服貸与

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

20人 018-883-1101

ＰＣ操作（エクセ
ル、ワード）

90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- 1065591

郵便・貯金・保険の窓
口

○郵便局の窓口でお客様応対を担当していただきます。
・窓口では接客、専用端末機の操作、金銭の受渡しのほか、
　当社の各種商品やサービスについての声がけや説明もして
　いただきます。
＊将来、正社員への登用の可能性もありますので、やる気が求めら
れます。
＊業務の習熟程度によって加算給があります。
　（例：基本給（時給）プラス０円～２３０円）

※雇用期間終了後は、半年毎の更新となります（条件あり）

不問

土日祝 和田郵便局
毎　週

秋田市河辺和田字上中野　４１５－６

10人 018-882-2900

不問
209,000人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-  937391

店頭販売

・レジ業務
・接客業務
・商品の補充・陳列
・その他付随する業務

※土・日・祝日勤務の出来る方歓迎します。

働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 株式会社　英雄
その他

秋田県秋田市旭南３丁目７番４８号

3人 018-862-5983

不問
39人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-  982291

祭壇花作り、供花作り、
花束作り　　≪　急募
≫

○生花作り、祭壇装飾、生花の販売、配達業務を担当してい
ただきます。
・顧客への生花の配達、葬儀ホールへの納品、会場セッティ
　ングが主な業務。（２０Ｋｇ程度の重さの生花も配達する
　場合があります。）
・社有車あり（普通～１ＢＯＸ車／ＡＴ）
＊冬季（１１月～４月）は残業が多くなります。
＊試用期間３～６ヶ月あり
＊未経験の方でも丁寧に指導します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ステップクローバー
その他

秋田県秋田市土崎港西二丁目７－１
８

2人 018-827-5494

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-  981891

家庭薬配置員【秋田営
業所】
（一般配置員）

・巡回稼働基準に従い、担当ブロックの農業協同組合員宅を
　巡回し、配置家庭薬の補充交換、使用代金の回収、
　家庭薬の普及を行い、代金の入金、出勤日は毎日端末機
により巡回データを送信、業務日報等報告書類の作成を行
う。
・直行直帰型営業（みなし労働時間制適用）
・月１回程度会議あり

＊担当地区を巡回する業務のため就業場所の地理に詳しい
方（個人所有の自動車を使用し巡回する。）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 協同薬品工業　株式会社
な　し

山形県長井市本町２丁目１０番６号

0人 0238-84-1181

不問
661人 秋田県山本郡三種町

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

06060-  284691

家庭薬配置員【秋田営
業所】
（一般配置員）

・巡回稼働基準に従い、担当ブロックの農業協同組合員宅を
　巡回し、配置家庭薬の補充交換、使用代金の回収、
　家庭薬の普及を行い、代金の入金、出勤日は毎日端末機
により巡回データを送信、業務日報等報告書類の作成を行
う。
・直行直帰型営業（みなし労働時間制適用）
・月１回程度会議あり

＊担当地区を巡回する業務のため就業場所の地理に詳しい
方（個人所有の自動車を使用し巡回する。）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 協同薬品工業　株式会社
な　し

山形県長井市本町２丁目１０番６号

0人 0238-84-1181

不問
661人 秋田県男鹿市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

06060-  285991

家庭薬配置員【秋田営
業所】
（一般配置員）

・巡回稼働基準に従い、担当ブロックの農業協同組合員宅を
　巡回し、配置家庭薬の補充交換、使用代金の回収、
　家庭薬の普及を行い、代金の入金、出勤日は毎日端末機
により巡回データを送信、業務日報等報告書類の作成を行
う。
・直行直帰型営業（みなし労働時間制適用）
・月１回程度会議あり

＊担当地区を巡回する業務のため就業場所の地理に詳しい
方（個人所有の自動車を使用し巡回する。）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 協同薬品工業　株式会社
な　し

山形県長井市本町２丁目１０番６号

0人 0238-84-1181

不問
661人 秋田県潟上市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

06060-  286491

家庭薬配置員【秋田営
業所】
（一般配置員）

・巡回稼働基準に従い、担当ブロックの農業協同組合員宅を
　巡回し、配置家庭薬の補充交換、使用代金の回収、
　家庭薬の普及を行い、代金の入金、出勤日は毎日端末機
により巡回データを送信、業務日報等報告書類の作成を行
う。
・直行直帰型営業（みなし労働時間制適用）
・月１回程度会議あり

＊担当地区を巡回する業務のため就業場所の地理に詳しい
方（個人所有の自動車を使用し巡回する。）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 協同薬品工業　株式会社
な　し

山形県長井市本町２丁目１０番６号

0人 0238-84-1181

不問
661人 秋田県大仙市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

06060-  288891

介護員（正社員）

＊介護員として施設入所者の生活支援業務全般に従事して
い　ただきます。

・入所者への食事介助、入浴介助等介護業務

＊入所者は１５０名です。
＊宿直あり。４人体制（４～５回／月）
＊入社後は２週間程度の日勤業務を経験し、その後１ヶ月程
度２名体制で宿直も加えての勤務となります。

介護福祉士

他 社会福祉法人　秋田県厚生協会　救
護施設　玉葉荘その他
秋田県秋田市雄和向野字吹欠下３６
－２

41人 018-887-2235

不問
321人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-  962691

介護支援専門員　≪急
募≫

小規模多機能型居宅介護施設（定員２４名）でのケアマネ業務及び
介護業務（兼務）公用車又は自家用車使用（借上有）
・ケアマネ業務（サービス計画作成・給与管理等）
・介護業務（通い・訪問・泊り等）
・利用者の要介護度は低く、見守りが主となります。
＊夜勤の出来る方（できない場合は要相談）　
＊利用者の宿泊は実績で月５～１５日程度。宿泊受入は１日　最大
６人。夜勤職員１名体制。＊シフトにより夜勤は月１～４回（変動あ
り）。
※未経験の方、初心者の方は、職員による丁寧な指導があります。
安心してご応募下さい。

介護支援専門員
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 あきた湖東農業協同組合
その他

秋田県南秋田郡五城目町字七倉１２
３－２

8人 018-855-1510

不問
170人 秋田県南秋田郡八郎潟町

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-  969191

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 155,000円～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) 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 146,000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30分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～19時00分

日給（月額換算）

2人 151,200円～345,600円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 129,236円～129,236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00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

時給（月額換算）

2人 146,880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

日給（月額換算）

5人 136,120円～136,120円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

日給（月額換算）

2人 136,120円～136,120円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)20時00分～ 5時00分

日給（月額換算）

3人 136,120円～136,120円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 135,680円～135,680円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

5人 201,600円～201,600円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 2時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

時給（月額換算）

5人 168,000円～168,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 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

90人 秋田県南秋田郡五城目町
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- 1068391

モーター部品の製造業
務

○モーター部品の製造業務を担当していただきます。
・機械オペレーター業務
・加工・検査業務
・その他付随する業務


不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問

0人 018-883-1101

不問
90人 秋田県南秋田郡五城目町

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- 1066191

平成31年2月1日～平
成31年4月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 1079991

モーター部品の製造業
務　　　　（３交替）

○モーター部品の製造業務を担当していただきます。
・機械オペレーター業務
・加工・検査業務
・その他付随する業務


不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

毎　週
秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問
90人 秋田県秋田市

90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- 1063891

メッキ作業・部品検査・
その他補助業務

・メッキ作業・部品検査・その他補助業務

不問

土日祝他 有限会社　アキタドリームサービス

セラミック酸素センサ製
造業務
（日勤）

○セラミック酸素センサの組立に関する業務に従事していた
だきます。
・製品の組立
・加工作業
・製品の検査作業
・払出し業務　等
・その他、付随する業務

（マシンオペレーター、顕微鏡検査など）

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

20人 018-883-1101

不問

20人 018-883-1101

不問
90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- 1062791

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- 1059091

セラミック酸素センサ製
造業務
（交替勤務）

○セラミック酸素センサの組立に関する業務に従事していた
だきます。
・製品の組立
・加工作業
・製品の検査作業
・払出し業務　等
・その他、付随する業務

（マシンオペレーター、顕微鏡検査など）

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

毎　週
秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

20人 018-883-1101

不問
90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-  918191

セラミック酸素センサ製
造業務
（４勤２休勤務）

○セラミック酸素センサの組立に関する業務に従事していた
だきます。
・製品の組立
・加工作業
・製品の検査作業
・払出し業務　等
・その他、付随する業務

（マシンオペレーター、顕微鏡検査など）

不問

他 有限会社　アキタドリームサービス

清酒醸造スタッフ


・原料米の精米、洗米作業
・仕込み、上槽作業
・壜詰や出荷に係る作業
・清掃　など


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

30人 018-823-6407

不問

564人 018-864-3117

不問
768人 秋田県秋田市

平成31年2月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1054791

雇用・労災
05010-  919091

菓子パン製造補助

○菓子パンの加工ラインでの作業です。
・製品にチョコをかけたり、クリームを注入する等の仕上げ作
業や包装機械へ製品を並べ入れる等の流れ作業となります
・その他付随する業務

＊制服の貸与あり

不問

他 株式会社　たけや製パン
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－６０

毎　週
秋田県秋田市新屋沖田町４－７

3人 018-828-3807

不問
3人 秋田県秋田市

1人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1071791

建築板金工・板金工見
習

○一般住宅の屋根工事その他外装工事を主にする仕事で
す。
・屋根の貼り替え（主にトタン）、雨どいの取り付け、修理
・新築屋根板金工事
・屋根ふき替え工事
・破風取り付け交換
・雪止め取り付け
・住宅等の外壁貼り　等
＊現場は主に秋田市内です。
＊現場へは基本的に、会社に集合してから向かいます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 伊藤板金

理容師（スタイリスト）ま
たはアシスタント

○丁寧な仕事と心地よい接客でお客様をおもてなしします。
・カット（フェード、ツーブロック、パーマなど幅広く）
＊２０代後半～４０代のビジネスマンや公務員のお客様が多いです。
・レディースエステシェービング
＊リフトアップ、美白など季節ごとにコースを設けています。毎月３割
ほど女性のお客様がいらっしゃいます。
・お顔そり　　・シャンプー　　・清掃
・ヘッドスパ、耳エステ、マッサージ等癒しの技術
・その他、付随する業務

理容師免許

月他 Ｒｅｌａｘｙ
その他

秋田県秋田市川尻総社町１８－２１

1人 018-823-6832

シェービング経験

不問
104人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010-  986391

介護職員初任者研
修修了者（ホーム
ヘルパー２級）

他 株式会社　うめの木園　ショートステ
イ　おもてなし毎　週
秋田県南秋田郡五城目町富津内下
山内字奈良崎１－４

26人 080-1809-7023

6ページ中 4ページ

平成31年1月15日発行（平成31年1月11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

介護員

○ショートステイ施設内において、利用者様の介護業務に
　従事していただきます。
・利用者様の生活援助（食事、入浴、排泄　等）
・清掃、整理整頓

＊就業時間（４）１６：００～１０：００
　夜勤は月４～５回程度　休憩：１２０分

＊定員３３名入所可能



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）

5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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～230,000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 180,000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

日給（月額換算）

1人 176,000円～264,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時20分～17時20分 就業場所

日給（月額換算）

5人 180,200円～254,400円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 150,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 135,000円～375,000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

月給

2人 160,000円～265,000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

月給

1人 220,000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

2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30分～21時30分 就業場所

26人 080-5068-0076

不問
159,800人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1036991

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1025091

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　秋田新屋セ
ンター毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－９２

その他
秋田県秋田市外旭川字四百刈７２

21人 018-868-2121

不問
21人 秋田県秋田市

36人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1000091

土木作業員

○土木作業員としての作業を行っていただきます。
【その他詳細】
・建設現場に於いて土木作業業務全般に従事
・土砂の掘削、埋め戻しなどの作業に従事　


※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限定不可）

日祝他 株式会社　三勇建設

一般土木工事作業員
【契約社員】

○区画線の施工業務
○標識等の設置業務
○防護柵等の設置業務


＊現場は秋田県内全域。会社からの移動になります。
＊車両等の運転もあり


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　秋田デイックライト
隔　週

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－１９

30人 018-847-1011

不問

7人 018-878-3716

不問
7人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-  978091

雇用・労災・健康・厚生
05010-  921491

サッシ工

○当社は各サッシメーカー協力工事業者です。　　　　　　

○ビル用サッシ、ドアの取付け工事業務に従事します。
・その他付随する業務

＊社用車（ＡＴ車）を運転します。
＊未経験者には丁寧に指導します。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　シンウォール
その他

秋田県潟上市天王字持谷地１１７－
５

その他
秋田県潟上市昭和大久保字堤の上
９１－１１５

14人 018-877-3207

不問
14人 秋田県潟上市

0人 秋田県秋田市

05010-  946691

畳製造及び襖張

畳といえば「針を持って手縫い」というイメージが有るかも知
れませんが、当社では最新のコンピューターシステム自動縫
着ラインを導入しておりますので、畳を機械にセットしてボタン
を押すだけ、手作業の部分もありますが、特別な技術は必要
ありません。
簡単に工作を楽しむような感覚で仕事が出来ます。
畳・襖・障子・網戸・クロスを製造直売する会社です。
チラシ・ホームページを経由して個人様宅からの受注をメイン
に経営。工務店、ハウスメーカーからの安定受注もございま
す。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社　渡部畳店

鳶・土工

○おもに秋田県内の工場、事務所等での足場の組立、解体
などの作業に従事していただきます。

＊高所作業あり。

＊現場へは直行直帰、もしくは会社等集合後、社有車での移
動となります。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
＊移動式クレーン、
玉掛等あれば優遇

日他 合同会社　ＳＩＮ
その他

秋田県秋田市牛島西３丁目４－２

0人 018-827-7760

不問

6人 090-7796-9558

不問
6人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010-  915891

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1057591

作業員

○現場の足場組立、解体、資材運搬業務に従事していただき
ます。
・その他、発電所内タンク内の清掃・冬場の除雪作業も
　あります。
・高所作業あり
＊現場は主に秋田市内（県外出張有）
（一般住宅や発電所等）
＊現場によって直行直帰となります。
＊２ｔ～４ｔトラック使用（ＭＴ免許のある方のみ）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
（大特・車両系所有
者なお可）

日他 光健工業
隔　週

秋田県潟上市天王字上江川４７－１
０７２

その他
秋田県秋田市仁井田字古川向２２－
４

12人 018-874-9371

不問
68人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-  932891

設備社員

○設備社員として、建物保守管理等業務全般に従事していた
だきます。
・設備メンテナンス業務・給水設備
・空調関係工事・消防設備
・その他付随する業務
＊制服は貸与あり
＊現場は秋田市内を中心に秋田県内
＊現場への移動には社用車を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
＊設備関係の免
許・資格あれば尚
可

日他 株式会社　エフシービルテック

大型トラック運転手

○大型トラックを使用して金属類の収集・運搬に従事していた
だきます。
・収集・運搬がない時は、構内で金属の選別、仕分け作業を
します。
・早出は月数回ありますが、残業が少ないので、ほとんどの
場合、定時に帰ることができます。

＊範囲は秋田県内となります。

大型自動車免許

日他 有限会社　道儀商店
その他

秋田市土崎港相染町字浜ナシ山１１
７

21人 018-845-6687

不問

不問
90人 秋田県南秋田郡五城目町

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- 1069691

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

6ページ中 5ページ

平成31年1月15日発行（平成31年1月11日受付分)　Ｎｏ．５

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

モーター部品の製造業
務

○モーター部品の製造業務を担当していただきます。
・機械オペレーター業務
・加工・検査業務
・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。



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 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30分～21時30分 就業場所

月給

1人 170,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1)10時00分～20時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)10時00分～18時00分

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

日給（月額換算）

2人 175,000円～175,000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～15時25分 就業場所
(2) 6時00分～14時25分

39人 秋田県秋田市
～平成31年11月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010-  936091

ゴルフ場コース管理

○秋田太平山カントリークラブにおけるゴルフ場のコース管理
業務全般

＊制服支給

＊雇用期間はＨ３１．１１．２４まで
（降雪状況により雇用期間は前後する場合あり）

不問

他 太平山総合開発　株式会社
その他

秋田県秋田市太平中関字務沢１－７

39人 018-838-3333

不問

5人 03-6635-1833

不問
307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010- 5130391

雇用・労災・健康・厚生
05011-  109491

【急募】建物の防水・断
熱、害虫駆除・防除等
／秋田支店

●建物の防水、断熱工事等の施工
●シロアリ等の害虫駆除・防除工事の施工など
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。
ハウスメーカー・工務店を通じての防水・断熱・シロアリ駆
除・各種リフォーム工事等を行っております。
上記業務以外にも、敷地調達、地盤調査、地盤改良、床暖房
設置、瑕疵担保取次等の業務も行っており、これら業務全般
を担当して頂きます。
※経験のない業務でも、丁寧に指導・教育いたします。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ピコイ
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

な　し
秋田県潟上市天王字二田２２－１３

9人 018-878-2010

不問
9人 秋田県潟上市

560人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-  914791

ルート配送

○酒類の配達業務を担当します。
・配達エリアは、男鹿、五城目、秋田、潟上周辺です。
・マニュアル車を使用します。
　　（１ｔ車、軽トラ、軽ワゴンなど）
・就業時間、（４）１４：３０～１９：００
（１）～（４）の交替勤務です。（週４４時間制）
・能力給があります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　加藤商店

配送及び営業

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

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

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
中型自動車免許あ
れば尚可

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

16人 018-865-1241

不問

不問
159,800人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1037491

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 ヤマト運輸株式会社　秋田卸町セン
ター毎　週
秋田県秋田市卸町５丁目１－８

29人 080-5068-2100

6ページ中 6ページ

平成31年1月15日発行（平成31年1月11日受付分)　Ｎｏ．６
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

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。

　　　　●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！！
　２．　　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】
　３．　　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！！
　４．　　１月１８日　社会福祉法人　幸楽会【介護員、訪問介護員】
　５．　　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】
　６．　　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】
　７．　　１月２３日　西武　秋田店　【化粧品販売】
　８．　　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】
　９．　　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！！
１０．　　１月２８日　社会福祉法人　幸楽会【介護員、訪問介護員】
１１．　　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】

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

2人 150,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 185,000円～265,000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 180,000円～250,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 200,000円～230,000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 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

月給

1人 195,000円～355,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～18時15分 就業場所

月給

1人 190,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 142,000円～260,000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 就業場所

月給

1人 150,000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) 8時00分～12時00分

月給

1人 170,000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 不問 (1) 9時15分～18時00分 就業場所
(2) 9時15分～17時00分

29人 018-880-1500

経理事務経験また
は総務事務経験

290人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1152591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1091191

事務（総務）

○総務事務業務全般を担当していただきます。
・給与計算
・社会保険納付
・年末調整
・入退社手続き
・定時支払い　等
＊健保、ハローワーク、年金事務所、労働基準監督署の手続き等を
担当します。
＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月他 トヨタカローラ秋田　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
３７

隔　週
秋田県秋田市土崎港中央６丁目１０
番１０号

24人 018-845-0422

不問
51人 秋田県秋田市

2,232人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010- 1544491

事務員

○事務一般を担当していただきます。
・商品の発注及びＰＣ入力業務
・牛乳のピッキング
　（注文書等に応じた品揃え）
・現金の確認作業
・簡単な経理事務（簿記３級程度）　

普通自動車免許／
ＡＴ可

日祝 株式会社　サンシーアイ

総合職教師（秋田駅前
校）

小・中・高校生・既卒生・各種資格試験受験者等への完全個
別指導（家庭教師・完全個別講師）　　　　　　　　　　　
・教師管理、生徒管理の補助
※指導学年・教科は相談に応じます。
※就業時間・日数は相談に応じます。
※研修制度、万全なサポート体制。新人教師も安心して働け
ます。
※キャリアアップデザインも豊富。副教室長、教室長。

不問

他 株式会社　ＫＡＴＥＫＹＯ秋田・岩手
その他

岩手県盛岡市開運橋通５－６　第五
菱和ビル２Ｆ

26人 019-626-4455

不問

1人 018-893-6377

不問
32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1131491

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1148691

介護支援専門員

○介護支援専門員として、利用者様との相談業務、ケアプラ
ン作成、請求に関する業務を行います。

＊業務経験のない方には、マンツーマンで指導を行いますの
で大丈夫です。一緒にがんばりましょう。

＊外出用務あり（社用軽ＡＴ車）


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
介護支援専門員

土日祝他 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
秋田県秋田市千秋矢留町６－３０
トーカンマンション千秋鷹匠橋１０１号

21人 018-836-0968

不問
21人 秋田県秋田市

364人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1142891

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。
・患者様の診療介助　・衛生指導　・診療準備及び後片付け
＊医師２名、ユニット６台の体制となっています。
＊当院ホームページも是非ご覧ください。
（１）笑顔（にこにこ）
（２）思いやり
（３）健やか
（４）前向きをスタッフ全員が共有する「思い」として持ち
　来院される方に「笑顔」を提供する歯科医療を行います。

歯科衛生士

日祝他 ＣＬＯＶＥＲ　ＤＥＮＴＡＬ

看護師（在宅総合ケア
センター）

○ショートステイにおいて患者様の看護業務全般を担当しま
す
・医師のサポート（診療補助）　・注射　等
・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

看護師

他 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

32人 018-845-0251

不問

15人 018-889-6323

看護業務３年以上
の経験

54人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1133891

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1159791

看護師又は准看護師
（よつば）

○「通い」を中心とした福祉事業所での看護業務等です。
・通所者の日常の健康管理
・介護業務　
・病院への受診付き添い（社用車（ＡＴ車）使用します。）
・その他付随する業務

＊勤務時間等相談に応じます（パート勤務可）



・看護師、准看護師
のいずれか
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

毎　週
秋田県秋田市山王７丁目４－１３拓
朋ビル３０３号

13人 018-863-5571

不問
19人 秋田県秋田市

122人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1105691

測量

○測量業務全般を担当していただきます。
・測量業務
　外業：現地測量、用地測量　等
　内業：図面のとりまとめ、測量数値のパソコン入力　等



不問

土日祝 株式会社　エム・シード

建築・土木工事施工管
理（秋田・能代）

○秋田市及び能代市周辺を中心とする県内の建築・土木現
場で、主として現場代理人としての施工管理業務を行って頂
きます。
※建築は主に商業施設や公共施設の工事となります。
※土木は主に公共工事が主となります。
　
働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

建築施工管理技士１
級または、
土木施工管理技士１
級のいずれか
普通自動車免許

土日祝 中田建設　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目９－２

50人 018-864-3211

建築土木現場での
施工管理業務経験
者

平成31年1月16日発行（平成31年1月15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

作業管理者（未経験者
可）

○作業全般の管理
・製造工程の管理
・技術的な指導
・人事の配置、管理
・資材の発注
・在庫管理
＊当面は業務全体の把握に努めて頂く。
＊経営の中心になって業務に入って頂ける方

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　品川商事　秋田店
毎　週

秋田県秋田市川尻若葉町５－１０


8人 018-867-0216

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1126291

℡ 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 136,000円～136,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

2人 160,000円～400,000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 30歳以下 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)11時00分～19時00分

月給

1人 170,000円～230,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

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

月給

1人 170,000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 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 178,000円～244,000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 170,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

月給

1人 150,400円～203,200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
(2) 6時15分～15時30分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 150,400円～203,200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
(2) 6時15分～15時30分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 155,200円～177,700円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 6時00分～15時00分
(3) 7時00分～16時00分

月給

4人 180,000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 就業場所

月給

1人 142,300円～142,300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 就業場所81人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1125891

厨房調理職員

○有料老人ホームでの厨房業務全般を担当していただきま
す。
○約２０食分の調理を２名体制で行います。
○その他付随する業務


不問

他 有限会社　ケアサービスおちあい　有
料老人ホーム　彩べえ　いいじまその他
秋田県秋田市飯島字飯田水尻５０１
－１

20人 018-838-7011

不問

3人 06-6195-1955

不問
54人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
27060- 2715891

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1156691

アイリスト（秋田市）

・カウンセリング内容
　　お客様の悩みや希望を聞き出し、最適なデザイン・
　　エクステ（人工まつ毛）を選びます。

・施術内容
　　地まつ毛１本１本にピンセットでエクステを装着し、
　　目元を華やかにしていきます。

美容師免許

他 株式会社　そわか
その他

大阪府大阪市淀川区西中島６－７－
３

その他
秋田県潟上市昭和大久保字北野海
老漉沼端７４－３

72人 018-877-6411

不問
85人 秋田県潟上市

70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1136191

介護職員

○特別養護老人ホームの介護業務全般
・入浴、食事、排泄等介護全般。・その他付随する業務。
・特養８０床（多床室５０床、ユニット３０床）、ショートステイ１４
床




不問

他 社会福祉法人　昭和ふくし会　特別
養護老人ホーム昭寿苑

介護員（ショートステイ
幸楽園）

○ショートステイにおいて、ご利用者の介護業務全般
（食事、入浴、排泄、余興活動等）を担当していただきます

＊買い物代行もあります。社用車（軽ＡＴ車）使用。
＊夜間勤務は月３～５回程度、２名体制です。まずは就業時間（１）
～（３）の業務を覚えていただき、３～６か月経過後、夜間勤務に見
習いとして入っていただきます（３名体制）。夜間勤務の見習い期間
１～２か月経過後、２名体制となります。
＊未経験者の方にはベテラン職員がマンツーマンで指導しますので
安心してご応募ください。

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

他 社会福祉法人　幸楽会
毎　週

秋田県秋田市上新城中字片野４

38人 018-870-2224

不問

38人 018-870-2224

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1135591

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1151291

介護員（特養老人ホー
ム幸楽園）

○特別養護老人ホームにおいて、ご利用者の介護業務全般
（食事、入浴、排泄、余興活動等）を担当していただきます
＊買い物代行もあります。社用車（軽ＡＴ車）使用。
＊夜間勤務は月３～５回程度、２名体制です。まずは就業時
間（１）～（３）の業務を覚えていただき、３～６か月経過後、夜
間勤務に見習いとして入っていただきます（３名体制）。夜間
勤務の見習い期間１～２か月経過後、２名体制となります。
＊未経験者の方にはベテラン職員がマンツーマンで指導しま
すので安心してご応募ください。

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

他 社会福祉法人　幸楽会
毎　週

秋田県秋田市上新城中字片野４

その他
秋田県秋田市卸町３丁目７－２

20人 018-862-8311
パソコン操作（エク
セル、ワード）でき
る方
文書作成、表計算
できる方

31人 秋田県秋田市

92人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1118291

営業

・小中高校へ教材等の販売、県内書店への書籍等の販売
・納品書、請求書の発行
・集金業務
・営業活動エリア（全県）
＊社用車あり
＊納品書等の書類を作成するため、パソコン操作（エクセル・
ワード）が出来る方
＊１０ｋｇ～２０ｋｇ程度の荷物の運搬があります

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 秋田協同書籍　株式会社

建築資材木質建材の
営業販売

・既存顧客を中心とした建築資材の営業販売
（商品紹介や納品など）
・販売店、工務店などの得意先訪問。
・建築内外装資材の提案、販売。
・受注商品の納品業務、見積業務など。
＊範囲は秋田県内が中心になります。
＊新規開拓業務もあります。
＊作業服貸与
＊２ｔロングトラックを使用します。

中型自動車運転免
許

日祝他 株式会社　銘林　秋田営業所
その他

秋田県秋田市八橋南１丁目１２－２３

4人 018-863-2316

パソコン入力（エク
セル、ワード）

3人 018-825-9600

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1128191

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1134291

営業（カーライフアドバ
イザー）

○店頭での新車及び中古車の販売等に従事していただきま
す
・ご来店されたお客さまや、ホームページで車をご覧になって
来店されるお客さまへの接客・販売
・中古車の引き取り
・ホームページ上に車の情報を掲載（写真撮影等も含む）
・遠隔地から購入されるお客さまとの契約等
（メール、郵便等）
＊外回り等の営業はありません。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

水他 プロスパー　合同会社
毎　週

秋田県秋田市広面字小沼古川端３４
－１９

毎　週
秋田県秋田市外旭川字三後田２３１

1人 018-853-7746

ＰＣ操作経験ある
方

1人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1144591

営業事務

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

不問

土日祝 秋田エナジー株式会社

ブライダルプランナー

○ブライダルプランナー業務全般に従事します。
・新規お客様へのご案内、説明、提案等
・結婚式全般のプランニング及びサポート業務

＊パソコンを使用（ワード・エクセル）

＊外出業務には自家用車を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　アールベルアンジェ秋田
その他

秋田県秋田市千秋久保田町５－１５

12人 018-884-7700

不問

基本的なパソコン
操作の可能な方

55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1102191

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）【マイ
カー持込み可能な
方】

日祝他 株式会社　いわま薬局
毎　週

秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センタ－アルヴェ１Ｆ

8人 018-884-0911

4ページ中 2ページ

平成31年1月16日発行（平成31年1月15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

医療事務（アルヴェ）

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

＊制服貸与
＊接客に興味のある方



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 270,000円～320,000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) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 0時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

月給

2人 132,080円～150,000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

日給（月額換算）

1人 130,200円～130,200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30分～17時15分 就業場所

月給

1人 170,000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 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 172,500円～187,500円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所

その他

10人 130,302円～130,302円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

その他

11人 130,302円～130,302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～ 2時00分 就業場所
(2) 8時00分～ 7時30分

その他

10人 130,302円～130,302円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 146,000円～176,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 174,375円～174,375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) 7時55分～16時05分 就業場所
(2)15時55分～ 0時05分

61人 018-846-0176

不問
100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1111091

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1167791

大型ダンプ・ローダー運
転手、他雑作業

○精鉱類をローダーでダンプに積み込み運搬します。構内作
　業と構外（市内）作業半々です。
・工場内一般作業等、運転以外の作業も有ります。
・作業着等については貸与します。
＊ダンプローダー経験者優遇（採用面）

大型自動車免許〈必
須〉
車両系建設機械およ
び大型特殊あれば尚
可

日他 北上石灰　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市飯島字古道下川端２１
７－９

その他
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
４３

74人 018-845-8822

大型トラック乗務経
験者

103人 秋田県秋田市

112人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1121691

大型トレーラー乗務員
（秋田市内）

○大型トレーラーによる市内配送業務に従事して頂きます。
　（秋田市内のみです）
・積み荷は製紙になります。
・全てフォークリフトでの積み下ろしになります。

＊手積み、手降ろしの作業はありません。
＊市内配送ですので毎日自宅へ帰れます。
＊祝祭日が完全休日となっています。

大型自動車免許（１
種）
けん引免許（１種）

日祝他 日の出運輸企業　株式会社

タクシー乗務員（女性限
定求人）

○タクシー乗務員（昼日勤又は夜日勤）
・営業エリアは主に秋田市内です。
＊タクシーが初めての方でも親切丁寧に指導いたします。
＊全車簡易ナビ付および自動配車システムです。
＊完全歩合制（出来高×５０％）ですが、６０歳以上は出来
高×４７％となります。
＊入社３ヶ月間は１５０，０００円保障

　　　　【女性限定求人ポジティブアクション】

普通自動車２種免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　タクシーセンター　あい
毎　週

秋田県秋田市新屋松美ガ丘北町９
番２４号

104人 018-862-6767

不問

104人 018-862-6767

不問
112人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1120391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1119591

タクシー乗務員（隔日勤
務）

○タクシー乗務員（隔日勤務：月１２回出勤）
・営業エリアは主に秋田市内です。

＊タクシーが初めての方でも親切丁寧に指導いたします。
＊全車簡易ナビ付および自動配車システムです。
＊完全歩合制（出来高×５０％）ですが、６０歳以上は出来高
×４７％となります（最低保障あり）。
＊入社３ヶ月間は１５０，０００円保障

普通自動車２種免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　タクシーセンター　あい
その他

秋田県秋田市新屋松美ガ丘北町９
番２４号

毎　週
秋田県秋田市新屋松美ガ丘北町９
番２４号

104人 018-862-6767

不問
112人 秋田県秋田市

765人 秋田県秋田市
平成31年2月1日～平
成31年4月30日 雇用・労災・健康・厚生

03010- 1547291

タクシー乗務員（昼日勤
又は夜日勤）

○タクシー乗務員（昼日勤又は夜日勤）
・営業エリアは主に秋田市内です。

＊タクシーが初めての方でも親切丁寧に指導いたします。
＊全車簡易ナビ付および自動配車システムです。
＊完全歩合制（出来高×５０％）ですが、６０歳以上は出来
高×４７％となります。
＊入社３ヶ月間は１５０，０００円保障

普通自動車２種免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　タクシーセンター　あい

【紹介予定派遣】大手
金属メーカーでの品質
管理（秋田市）

大手金属メーカーで取扱いをしている金属の品質管理業務を行って
いただきます。
品質管理の部門に所属し、取扱製品の試験を行います。
具体的には、粉末や液体の計量をしたり、ＳＥＭ・Ｘ線解析装置を用
いて分析作業を進めていただきます。
＜分析の内容＞
・有機溶剤、特定化学物質、鉱物性粉塵、金属の測定
・鉄鋼、非鉄金属、鉱石等の測定
・電子顕微鏡写真、Ｘ線マイクロアナライザー、硬度およびその他の
物性測定

不問

土日祝他 ＷＤＢ　株式会社　盛岡支店
毎　週

岩手県盛岡市大通３丁目３－１０　七
十七日生盛岡ビル６階

0人 019-907-0500

不問

7人 018-878-3451

整備経験者
7人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1155391

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- 1153191

自動車整備士

○自動車整備に関する業務全般です。
・一般整備
・定期点検整備
・車検整備
・引き取り、納車業務など


＊大型トラックの整備できる方、検査員資格所有者は優遇
　いたします

自動車整備士２級
以上
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝 田仲自動車工業　株式会社
その他

秋田県潟上市天王字江川２７－１

その他
秋田県秋田市浜田字潟端１５４番地

43人 018-828-5508

不問
2,532人 秋田県秋田市

105人 秋田県南秋田郡大潟村
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1149991

動物飼育展示業務補
助（臨時職員）

○秋田市大森山動物園にて、下記業務に従事していただき
ます。
・飼育展示に関わる業務補助。
・動物園イベント補助
・その他、付随する業務

＊土・日・祝日勤務可能な方

不問

他 秋田市大森山動物園

サービス係

○ホテル、宴会、レストランのサ―ビス業務全般です。
・接客、注文受け付け
・配膳、片付け
・レジ、会計業務
・混雑時の厨房補助、ドリンク作り
・その他
＊契約更新の可能性があります（１２か月ごと）。
＊正社員登用制度あります。

不問

他 株式会社　ルーラル大潟
その他

秋田県南秋田郡大潟村字北一丁目
３番地

73人 0185-45-3311

不問

簡単なパソコン操
作（ワード・エクセ
ル・Ｅメール）

600人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1123491

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 富岡開発　株式会社
その他

秋田県秋田市大町６丁目１番１８号５
Ｆ

14人 018-883-0034

平成31年1月16日発行（平成31年1月15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

ホテル支配人候補

○ホテル「プリンセス・プリンセス」は秋田市川反にあるビル型
のレジャーホテルです。長年地域の方に利用いただき、４年
前に内・外装を一新してリニューアルオープンいたしました。
秋田県下初のデザイナーによる設計の客室もございます。
・初めにフロント業務、客室清掃業務の研修をしていただき支
配人業務、販売促進企画の立案、実行などの業務に携わっ
ていただきます。社員がマンツーマンで研修しますので未経
験の方でも安心して作業できます。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（月額換算）

1人 174,375円～174,375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) 7時55分～16時05分 就業場所
(2)15時55分～ 0時05分

日給（月額換算）

1人 172,050円～172,050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 18歳以上 (1) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)16時00分～ 0時00分
(3) 0時00分～ 8時00分

日給（月額換算）

2人 172,050円～172,050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 18歳以上 (1) 7時55分～16時05分 就業場所
(2)15時55分～ 0時05分
(3)23時55分～ 8時05分

日給（月額換算）

2人 162,750円～162,750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 18歳以上 (1) 7時55分～16時05分 就業場所
(2)15時55分～ 0時05分

月給

2人 200,000円～310,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 198,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 129,920円～129,920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

4ページ中 4ページ

平成31年1月16日発行（平成31年1月15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

バックホー・大型ダンプ
運転手他雑作業

○精鉱類をバックホーでダンプに積み込み運搬します。
　構内作業と構外（市内）作業半々です。
・工場内一般作業等、運転以外の作業も有ります。
・作業着等については貸与します。

大型自動車免許〈必
須〉
車両系建設機械およ
び大型特殊あれば尚
可

日他 北上石灰　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市飯島字古道下川端２１
７－９

61人 018-846-0176

不問
100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1112391

フォークリフト運転手
（３．５ｔ）

○合金製品をフォークリフトで運搬、車両への積込み作業に
従事していただきます。
・工場内での合金梱包及び亜鉛粉梱包作業等フォークリフト
以外の作業もあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊長く勤務して下さる方を希望します。

フォークリフト〈必
須〉

他 北上石灰　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市飯島字古道下川端２１
７－９

61人 018-846-0176

フォークリフト運転
経験者

100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1109891

天井クレーン運転手及
び他雑作業

○工場内天井バケットクレーンの運転による鉛銀残渣（ざん
さ）の積込み作業に従事していただきます。
・その他スコップやねこ車を使う作業等もあります。（ゴーグ
ル・マスク着用）

＊汚れる仕事が多いので、帰宅前に入浴していただきます。

＊長く勤務して下さる方希望します。

クレーン運転士（５ｔ
以上・国家資格）
〈必須〉

他 北上石灰　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市飯島字古道下川端２１
７－９

61人 018-846-0176

不問
100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1108791

作業員

○工場内設備の配管掃除やタンク内掃除、排水溝泥上げ、
その他雑務作業。
○作業着等は貸与します。
○体力を使う仕事です。

＊農作業で休む方不可（農繁期等）

不問

他 北上石灰　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市飯島字古道下川端２１
７－９

61人 018-846-0176

不問
100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1110191

現場作業員及び重機オ
ペレーター

○基礎工事の仕事に従事して頂きます。
・杭打機、バックホー、プラントの操作が主な作業となります。

＊未経験者歓迎。一から丁寧に教えます。

＊玉掛、車両系、クレーンなどの必要資格費用は会社で負担
致します。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（免許無い方は応
相談）

日祝他 北日本重機建設　株式会社
その他

秋田県秋田市泉中央６丁目５－２４
Ｊビル２０１号

12人 018-823-1655

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1096491

グレーダーオペレー
ター及び舗装作業員

○グレーダーオペレーター及び舗装作業員として土木作業全
般の業務に従事していただきます。
・グレーダーによる整地　等
・道路、駐車場の舗装
・側溝の入替
・下水道復旧　等

＊主に現場は秋田市内です。
＊作業着貸与。

日他 有限会社　京谷土建
その他

秋田県潟上市天王字江川１８－２

15人 018-878-3626

15人 秋田県潟上市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）及
び車両系建設機械
（グレーダー）（重機
関係資格及び土木
施工１級又は２級
保有者優遇）

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1100291

検体受付及び集配業
務（児桜検査センター）

○検体受付及び集配業務に従事していただきます。
・検体受付事務（パソコン入力作業）
・県内の病院、医院の検体のチェック、回収及び結果報告書
等の配付

＊業務には公用車を使用。

＊契約更新については、最大２回までとし毎年度末に判断い
　たします。（最大３年間）

普通自動車免許
（ＡＴ車限定可）

日祝他 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

123人 018-831-2011

不問
350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- 1117891



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 300,000円～430,000円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時45分～17時45分 就業場所

月給

1人 260,000円～330,000円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 284,000円～329,000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 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00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

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00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

1人 253,000円～286,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 165,000円～215,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

時給（月額換算）

10人 152,520円～180,400円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 129,500円～199,140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

Ｃ言語を基本とした
組込み制御ソフト
ウェアの設計開発
経験３年以上

150人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010- 4218891

不問

土日祝他 東日本スターワークス　株式会社　仙
台テクニカルセンター毎　週
宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－
３　仙台マークワンビル１９階

1人 022-726-5633

平成31年1月17日発行（平成31年1月16日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

（派）自動車向け組込み
制御ソフトウェア開発
［秋田市］

自動車向け組込み制御ソフトウェア開発をご担当頂きます。

組込み制御ソフトウェア開発の実務経験３年以上ある方は歓
迎致します。

（派）自動車部品メー
カー工場のサーバー保
守［秋田市］

自動車部品メーカー工場のサーバー保守、メンテナンス業務
をご担当頂きます。

何らかのサーバー保守及びメンテナンス、監視業務経験ある
方は歓迎致します。※就業期間不問

不問

土日祝他 東日本スターワークス　株式会社　仙
台テクニカルセンター毎　週
宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－
３　仙台マークワンビル１９階

1人 022-726-5633

工場、事業所等で
のサーバー保守、
メンテナンス経験
※開発言語は不問

150人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010- 4219291

訪問看護ステーション
正看護師（常勤）

・体温、脈拍、血圧、呼吸など心身の状態を観察し、異常の早期発
見、予防につとめます。
・健康チェックとご相談に対応いたします。
・フットケアを通した自立支援をいたします。
＊訪問件数は一日６件程度
＊訪問先は秋田市内が中心です。
＊訪問車両あり（スズキ・ラパン）通勤使用可
　通勤で使用した場合は通勤手当なし
＊携帯電話、ｉＰａｄ貸与
＊制服貸与（スクラブ着用・カラーは自由選択）

看護師免許
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　彩の風
毎　週

秋田県秋田市牛島東３丁目９番７号
アルカサール城南１０１号室

5人 018-853-1016

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1256891

看護師「特養ひだまり
苑」

○看護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５０名に看護師４名
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

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
９２－１

33人 018-877-7110

不問
179人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1268091

准看護師「特養ひだま
り苑」

○看護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５０名に看護師４名
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

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
９２－１

33人 018-877-7110

不問
179人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1255791

作業療法士または理学
療法士

○介護老人保健施設における入所者様、通所者様、在宅者
様（訪問）の当苑でのリハビリテーション業務に従事していた
だきます。

・スタッフは７名体制（作業療法士）
・入所定員１００名、通所リハ２５名



作業療法士または
理学療法士

他 社会福祉法人　遊心苑
毎　週

秋田市添川境内川原１９６－１

67人 018-831-3666

施設等でのリハビ
リテーション業務

67人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1291091

歯科衛生士

○歯科医院業務に従事していただきます。
・器具の洗浄、準備、片付け
・受付、電話応対
・院内清掃
・バキュームその他付帯する業務

＊就業時間
　月・火・木・金　　（１）９：００～１９：００
　水・土　　　　　　（２）９：００～１３：００

歯科衛生士免許

日祝 医療法人　富士琶会　ななかまど歯
科医院その他
秋田市泉南２丁目１２－２１

4人 0184-43-2808

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1299591

【紹介予定派遣】≪急
募≫事務スタッフ

○請求書、保険金に関わる専用システムへの入力業務
・請求書未着の会社に対して送付依頼のアウトコールの実施
・保険金に付随する電話対応
・その他問い合わせ対応業務
＊この求人は４ヶ月（最大６ヶ月）の派遣期間終了後、双方
合意のもと派遣先企業に直接雇用（契約社員：６ヶ月更新）を
予定しております。
＊派遣期間：４ヶ月間
　状況に応じて最大６ヶ月まで延長予定

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

6人 018-888-9343

26人 秋田県秋田市
平成31年2月1日～平
成31年5月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 1316691

一般事務

○一般事務業務に従事していただきます。
・運輸局に提出する書類作成業務
・自動車の登録業務
・電話応対、来客応対　等
・売上管理など
＊運輸局への書類提出時は社用車（ＡＴ限定可）を使用し
　ます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　パキザ商事　秋田支店

秋田県秋田市飯島穀丁１５－１０

6人 018-816-0588

パソコン操作可能
な方（エクセル、
ワード）

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1295491

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1277691

一般事務（本社）【営業
本部】

○一般事務業務に従事します。
・来客、電話対応
・データ集計、書類作成
・店舗への広告物発送
・イベント開催に関する作業　等


「詳しくは当社ホームページをご覧ください」

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月他

＊基本的なＰＣ操
作
　両手入力可能で
タイピングスキルの
ある方
＊基本的な電話対
応（敬語が使える）

32人 018-862-5555

不問
231人 秋田県秋田市

ネッツトヨタ秋田　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４９

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 129,500円～199,140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

2人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 180,700円～247,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 145,000円～155,000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30分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000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) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 210,000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

2人 250,000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 就業場所

月給

1人 195,000円～285,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～17時15分 就業場所

月給

1人 195,000円～285,000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45分～17時15分 就業場所

月給

2人 223,236円～303,880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

時給（月額換算）

1人 137,600円～154,800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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)16時00分～ 9時00分

4ページ中 2ページ

平成31年1月17日発行（平成31年1月16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（本社）【管理
本部】

○一般事務業務に従事します。
・来客、電話対応
・庶務業務（備品、消耗品発注・管理等）
・入金処理、預入処理
・総務、経理全般（請求書発行、社会保険、給与計算等）

＊外出用務もあり

「詳しくは当社ホームページをご覧ください」 雇用・労災・健康・厚生・財

形 05010- 1311291

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

月他 ネッツトヨタ秋田　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４９

32人 018-862-5555

189人 018-872-1500

パソコン操作（ワード・
エクセル等）
理化学的実験の手法
を学んだことのある方

不問
231人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 国立大学法人　秋田大学

実験補助

○本学の生物資源科学部応用生物科学科もしくは生物生産
科学科において、次の業務に従事していただきます。

・学生実験の準備（器具や試薬等）
・学生実験（授業）の補助
・実験器具洗浄及び機器の管理
・実験関連予算の管理
・その他付随する業務

不問

土日祝他 秋田県立大学事務局
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字街道端
西２４１－４３８

不問
2,334人 秋田県秋田市

469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- 1294991

技術職員（大学院医学
系研究科）

医学系研究科技術部において，次の業務に従事します。
※専門的知識や経験は不問です。

１．Ｅｘｃｅｌでの表計算やＰｏｗｅｒｐｏｉｎｔによるスライド作成
２．生化学や生物学の実験および動物実験の補助
３．動物の飼育管理補助
　
　働き方改革関連認定企業【くるみん】

株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズ毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

毎　週
秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1276391

平成31年2月21日～平
成31年12月25日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 1307391

本社経理事務（総務部
所属）

１　経理事務全般
　　伝票の起票・整理、財務会計システムでの事務処理、請
求書の作成・発送など
２　電話応対、お茶出し等の付随業務


不問

土日祝

14人 018-845-2639

パソコン操作（エクセ
ル、ワード、インター
ネット等）
経理事務経験のある
方

6人 018-862-3251

不問
476人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　友和

経理事務

○経理事務の業務に従事していただきます。
・仕入帳、売掛帳、見積書等の作成
・官公庁への提出書類作成
・パソコン処理
・銀行等外出業務
・その他付随する業務

＊外出用務は社用車（ＭＴ車）を使用します。
＊就業時間については相談に応じます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 藤重建設　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港相染町浜ナシ
山６２

販売（業種不問）
2,300人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1293691

販売員／秋田市中通り

無印良品での接客、レジ、商品整理、売場つくり、
問合せ対応、在庫管理など丁寧な研修有ります。

株式会社　エクストリンク
その他

大阪府大阪市北区曾根崎２－３－５


毎　週
東京都中野区中央５丁目７－１

13人 03-3383-2114

雇用・労災・健康・厚生
27020- 4318691

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13080- 5031491

モバイルテクニカルアド
バイザー（秋田店）＊急
募＊

当社オリジナルブランドの携帯ショップ「モバイルステーショ
ン」でお客様からスマホの使い方がわからない等の相談に答
えていただいたり、時には最適な契約プランの見直しのご提
案し、新規・機種変更・キャリア変更等の手続きをお願いいた
します。
あなたの技術と知識を活かしてください。

　　　　　　＊＊　急募　＊＊

不問

他

9人 011-221-2130

不問

2人 06-6362-1371

不問
300人 秋田県秋田市

普通自動車第一種
運転免許（ＡＴ限定
不可）

日祝他 日本ニューホランド　株式会社

（秋田）（契）ＣＡ（農業
機械の営業）

農業を中心としたお客様の元を訪問し、農業機械を販売する
提案営業を行います。
（カスタマーアドバイザー）
＊農業機械に関する知識は入社後に業務を通し、習得して
下さい。
＊雇用期間満了後、１年毎更新の可能性あり
　（更新条件：業務評価による）
＊正社員登用の途あり

普通自動車第一種
運転免許（ＡＴ限定
不可）

日祝他 日本ニューホランド　株式会社
その他

札幌市中央区北１条西１３丁目４番
地　タケダ札幌ビル６Ｆ

不問
589人 秋田県秋田市

589人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 01010- 2575291

（秋田）ＣＡ（農業機械
の営業）

農業を中心としたお客様の元を訪問し、農業機械を販売する
提案営業を行います。
（カスタマーアドバイザー）

＊農業機械に関する知識は入社後に業務を通し、習得して
下さい。

ネッツトヨタ秋田　株式会社
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４９

その他
札幌市中央区北１条西１３丁目４番
地　タケダ札幌ビル６Ｆ

9人 011-221-2130

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1304591

雇用・労災・健康・厚生・財
形 01010- 2587691

営業スタッフ（秋田市内
７店舗）

○自動車の販売業務に就いていただきます。
・新車および中古車の販売、自動車付帯商品の販売
・来客応対
・車検、点検、イベントなどの誘致、ＤＭ発送、電話連絡
　など
・新車の納車準備、洗車など

＊飛び込みは一切ありません。
＊担当するお客様ゼロからのスタートはありません。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

月他

毎　週
秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目１
－２－５０

25人 018-852-5558

不問

24人 018-862-5555

自動車販売経験者
（新卒の方は経験
不問）

231人 秋田県秋田市

25人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1251391

介護職員

○小規模多機能型居宅介護施設「ハッピーライフあんど」に
て介護業務に従事していただきます。
・食事介助、送迎業務（社用車使用）
・生活援助
・介護記録業務
・夜勤業務　利用者９名、職員１名、宿直１名で対応
　　　　　　休憩１２０分、入社３ヶ月後から夜勤開始

・未経験の方は、マンツーマンの丁寧な指導があります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
＊有資格者歓迎

他 有限会社　ハッピーライフ



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 165,000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

月給

1人 177,300円～184,800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 59歳以下 (1) 6時30分～15時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分
(3)10時00分～19時30分

月給

1人 140,800円～140,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時30分～15時30分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分
(3) 9時00分～18時45分

月給

1人 140,800円～140,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 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 158,000円～163,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

2人 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) 5時30分～13時00分 就業場所
(2) 8時20分～16時50分
(3) 9時20分～19時20分

月給

1人 226,000円～273,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分
(3)15時00分～ 0時00分

日給（月額換算）

1人 172,020円～172,020円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

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

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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 170,000円～250,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～17時15分 就業場所

平成31年1月17日発行（平成31年1月16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

訪問介護　（サービス提
供責任者）

・利用客宅での買い物、調理、掃除等の生活介助や入浴等
の身体介護。

※同建物内にデイサービス、訪問介護、居宅支援事業所あり
※社用車使用の場合あり
※勤務日がお子さんの休校日（土日祝や長期休み）の際は、
お子様連れでの勤務も可能です。

介護福祉士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 企業組合　さくら家
毎　週

秋田県秋田市牛島東２丁目１－９

14人 018-835-3663

不問
22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1254491

介護員

○利用者様の介護業務全般に従事していただきます。
・食事、入浴、排泄等の介助
・その他、付随する業務
＊特別養護老人ホーム「高清水寿光園」入所者１１０名
　障害者支援施設　　「雄高園」　　　入所者　８０名
　特別養護老人ホーム「南寿園」　　　入所者　５０名
　救護施設　　　　　「玉葉荘」　　　入所者１５０名
　福祉型障害児入所施設「若竹学園」　入所者　３０名　
※就業場所は面談の上、決定
※採用は、平成３１年４月１日からの採用です。

介護福祉士

他 社会福祉法人　秋田県厚生協会法
人本部その他
秋田県秋田市寺内後城６－４１

330人 018-880-1050

不問
330人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1259191

介護員（嘱託）

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

＊入所者約１１０名、介護員約５０名程度
＊年度毎の契約更新


介護職員初任者研修
または介護福祉士
または実務者研修

他 社会福祉法人　秋田県厚生協会　特
別養護老人ホ－ム高清水寿光園その他
秋田県秋田市寺内後城６－４１

96人 018-880-1050

不問
330人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1260691

ホームヘルパー業務

○利用者宅を訪問し、家事援助等（食事・入浴・排泄等）の職
務に従事していただきます。
・１日１～５人の利用者宅を訪問します。
・利用者は秋田市（主に寺内・将軍野・外旭川）全域
・ＡＴ社用車（軽・普通車）使用

＊年度毎の更新となります

介護職員初任者研修
又は実務者研修　
又は、介護福祉士
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

日祝他 社会福祉法人　秋田県厚生協会　特
別養護老人ホ－ム高清水寿光園その他
秋田県秋田市寺内後城６－４１

96人 018-880-1050

不問
330人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1261991

介護職員（福祉事業
部）

・旅館施設を利用した通所介護事業（デイサービス）の
　介護業務
・入浴、排泄、食事等の介助レクリエーション等の一般業務
・デイサービス終了後の清掃、洗濯　等
（１日の平均利用者８０名に対し、スタッフ２２名で対応）
＊通所者の送迎（普通車、軽自動車）
　運転が苦手な方は相談可。
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）
介護職員初任者研
修

日祝他 株式会社　秋田温泉さとみ
その他

秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

26人 018-833-7171

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1288791

調理員（嘱託）

○入園者の給食調理業務全般を担当します。
・入園者１１０名の給食調理業務を６名体制で対応
・食材の調理、盛り付け、配膳
・調理器具、食器等の洗浄と後片付け
・調理場の清掃等

＊年度毎の更新となります

不問

他 社会福祉法人　秋田県厚生協会　特
別養護老人ホ－ム高清水寿光園その他
秋田県秋田市寺内後城６－４１

96人 018-880-1050

不問
330人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1258591

店舗スタッフ（店長候
補）ナショナル社員／秋
田県

北海道・東北・関東・東海・関西・九州の地域にて３つのブランドの看
板を持つ全国３１１店舗あるファミリーレストランを経営しています。
まずは「接客・調理・様々な管理業務」をお任せします。
・接客、レジ
・調理
・店舗のオープン、クローズ
・在庫管理：提供する食材管理（在庫状況の把握と発注）
※接客や調理、店舗運営の方法等を一通り習得したら、売上管理や
クルー（パート・アルバイト）の採用業務などを行ってもらいます。

不問

他 株式会社ビッグボーイジャパン
毎　週

東京都港区港南２－１８－１　ＪＲ品
川イ－ストビル６Ｆ

20人 03-6833-8053

不問
6,500人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13040- 9483991

病院の守衛業務

１．中通総合病院及び中通リハビリテーション病院での夜間
　　（１７：００～８：３０）の守衛業務
２．中通リハビリテーション病院での日中（日曜・祝日の
　　８：３０～１７：００／２ヶ月に１回程度）の管理日直
　　補助業務を担当していただきます。

＊夜間緊急受付、電話・外来者の対応、院内巡回　等
＊いずれも２人体制での勤務

不問

他 株式会社こぶし
その他

秋田県秋田市中通六丁目１番４７号

8人 018-834-2783

不問
34人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1274191

工事・技術作業員　≪
急募≫

○工事・技術業務を担当します。
・サッシ、硝子の組立
・建築現場でのサッシ、硝子の施工業務
・その他付随する業務

＊各現場への移動時に社有車（１．５ｔまたは２ｔ）の運転
　あり。



普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
＊アーク溶接免許
あれば尚可

日祝他 株式会社　小島商事
その他

秋田県秋田市土崎港西４丁目１－３
２

15人 018-845-4652

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1275091

（秋田）（契）ＴＡ（農機整
備、点検等）

・トラクター等の農業機械の組立・点検・整備業務。
　お客様に対して、農業機械の修理や点検を行っていただき
ます
・農業機械の組立
（テクニカルアドバイザー）
＊先輩社員が丁寧に指導します
　農業機械に触れた経験があれば尚可。
＊雇用期間満了後、１年毎更新の可能性あり
　（更新条件：業務評価による）
＊正社員登用の途あり

日祝他 日本ニューホランド　株式会社
その他

札幌市中央区北１条西１３丁目４番
地　タケダ札幌ビル６Ｆ

9人 011-221-2130

589人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
01010- 2591591

普通自動車第一種
運転免許（ＡＴ限定
免許不可）
（大型特殊自動車
運転免許・玉掛技
能者・クレーン運転
士・　自動車整備士
があれば尚可）

℡ 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 170,000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 59歳以下 (1) 8時45分～17時15分 就業場所

月給

1人 150,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１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 170,000円～224,000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

2人 280,000円～360,000円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 143,000円～165,000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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～15時00分

月給

1人 150,000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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2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30分～21時30分 就業場所

月給

2人 218,000円～218,000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16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1262491

配送業務（秋田営業
所）

○主に建設現場へ仮設トイレの搬送業務に従事していただき
ます。
・自社トラック（２～３ｔＭＴ車）を使用しての配送です。
・看板の取り付け作業も担当していただきます。
・その他、付随する業務

中型自動車免許（８ｔ
限定可）以上（小型移
動式クレーンの免許
があれば尚可）
＊ＡＴ限定不可

土日祝他 株式会社　みちのく産業
毎　週

秋田県秋田市四ツ小屋末戸松本字
地蔵田２６９－３

10人 018-839-8505

不問

43人 080-6604-9766

不問
100,000人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1257291

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1286991

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。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田御所野
支店毎　週
秋田県秋田市御所野湯本２丁目１－
１

その他
秋田県秋田市外旭川三千刈１７２－
１

14人 018-866-3201

不問
44人 秋田県潟上市

0人 秋田県秋田市

05010- 1290191

現場作業（昭和工場）

○現場作業（流れ作業、立ち仕事になります）
・冷凍魚を切り身にカット
・カットされた切り身にパン粉などをつけフライ用に加工
・製品のパック詰め
・出荷用梱包作業（バンド掛の機械を使用）
・冷凍庫内での製品の出し入れ、トラックへの製品積込作業
（フォークリフトを使用する場合もあり
○事務作業（簡単なパソコン操作あり）
・製造した製品の名前や数量などを入力し日報を作成
・発送伝票の宛名入力

不問

他 株式会社　金森水産

介護タクシー乗務員

○スロープ付きの福祉車両で、障がい者、お年寄り（介護保
険も適用できます。）等を主に病院へ移送するお仕事です。
＊一般のタクシーと違い夜の勤務はありません。
＊完全予約制です。

※法により、過去３年以内に免許停止処分を受けていない方
が応募対象となります。

日 株式会社　ロングラン
な　し

秋田県秋田市千秋北の丸４－１６

0人 018-874-8345

1人 022-726-5633

樹脂（プラスチッ
ク、ゴム、発泡スチ
ロール等）製品の
成分分析経験

150人 秋田県潟上市

＊普通自動車運転
２種免許（大型２種
も可）
＊介護資格（旧ヘ
ルパー２級以上、
初任者研修修了
者）

雇用・労災・健康・厚生
04010- 4221391

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1297891

（派）強化プラスチック
部品の成分分析業務
［潟上市］

家電、特殊移動体通信端末用強化プラスチック部品の成分
分析業務をご担当頂きます。

樹脂製品の成分分析実務経験ある方は歓迎致します。


不問

土日祝他 東日本スターワークス　株式会社　仙
台テクニカルセンター毎　週
宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－
３　仙台マークワンビル１９階

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４９

24人 018-862-5555

不問
231人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1282191

サービススタッフ【整備
士】　（秋田市内５店舗）

○自動車販売店においてサービススタッフ（整備士）として
　勤務していただきます。
・自動車の整備、点検、車検
・来店されたお客様への対応
・新車の納車整備（営業スタッフとペアを組んで）
・その他付随する業務

国家整備士資格（２
級以上）
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

月他 ネッツトヨタ秋田　株式会社

自動車整備全般

・車検整備
・一般整備
・陸運支局への持込検査等
・その他、付随する業務

自動車整備資格２級
以上
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）
中型免許

日祝他 株式会社　松本カーコーポレーション
隔　週

秋田県秋田市上北手百崎字石川１４
８

3人 018-835-1976

不問

589人 秋田県秋田市

普通自動車第一種
運転免許（ＡＴ限定
免許不可）
（大型特殊自動車
運転免許・玉掛技
能者・クレーン運転
士・　自動車整備士
があれば尚可） 雇用・労災・健康・厚生・財

形 01010- 2594391

日祝他 日本ニューホランド　株式会社
その他

札幌市中央区北１条西１３丁目４番
地　タケダ札幌ビル６Ｆ

9人 011-221-2130

4ページ中 4ページ

平成31年1月17日発行（平成31年1月16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

（秋田）ＴＡ（農機整備、
点検等）

・トラクター等の農業機械の組立・点検・整備業務。
　お客様に対して、農業機械の修理や点検を行っていただき
　ます
・農業機械の組立
（テクニカルアドバイザー）

＊先輩社員が丁寧に指導します
　農業機械に触れた経験があれば尚可



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 142,900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 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 308,460円～543,460円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 170,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 150,000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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

月給

1人 183,062円～183,062円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 34歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

2人 186,048円～186,048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15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) 7時00分～15時30分 就業場所
(2) 7時30分～16時30分
(3) 9時00分～18時30分

月給

1人 190,000円～280,000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 132,080円～140,000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
(2)11時00分～20時00分

月給

1人 132,080円～140,000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

不問
108人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1344891

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 大潟村農業協同組合
その他

秋田県南秋田郡大潟村中央１－５

8人 0185-45-2211

平成31年1月18日発行（平成31年1月17日受付分)　Ｎｏ．１

5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

営農指導業務

〇農畜産物の生産指導等
・農産物の栽培、育成についての指導
・販売の支援や営農相談
・担い手及び生産組織に対する支援活動

技術マネージャー（建
築工事）［秋田市／横
手市／大仙市］

各建設現場において、現場代理人のサポート役を担って頂きます。
・施工物件の工事管理（工程・品質・安全他）
・必要書類に作成
・工事関係者との打合せ
※ご本人の希望や適性を踏まえて担当現場を決定致します。
※施工管理経験があれば、公認資格の有無は問いません。
※随時、各地域にて面接や会社説明会を行っております。
　予約や今後のスケジュール等はお気軽にご連絡ください。
※就業場所は応相談させて頂きます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　メイジン
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
８　第１日本オフィスビル７階

87人 022-224-6841

施工管理３年の経
験あり
ＰＣ操作（エクセル
「・ワード）

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010- 4534091

施工管理

・施工業者の手配や資材発注
・建築現場での工程管理、安全管理
・予算管理
・詳細図面作成

＊移動は社用車使用
＊無資格、未経験でも大丈夫です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日 コウメイハウス　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋朝日町１３－２２

8人 018-827-3927

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1388191

木造住宅の建設現場
の監理
（見習い可）

○建設現場の監理業務を担当していただきます。（見習いの
　方には補佐業務から従事していただきます）
・現場は秋田県内全域、一部他県あり
・書類の作成、提出
・社内業務（見積もり等）
・その他付随する業務

＊業務にはマイカーを使用（ガソリン代支給します）
＊未経験の方にも丁寧に指導いたします。

　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 加藤建設　株式会社
その他

秋田県秋田市泉北三丁目４番２０号

38人 018-862-7947

不問
38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1430791

環境検査技術職

○環境検査に係る環境計量士、簡易専用水道検査員、浄化
槽検査員の職務

＊採用は平成３１年４月１日からとなります。
＊詳細は当法人ホームページからご確認ください。

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

環境計量士・簡易専
用水道検査員・浄化
槽検査員のいずれか
の資格を有する方

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

349人 018-831-2011

不問

診療放射線技師の
資格を有する方
または平成３０年度
中に実施される診
療放射線技師国家
試験で診療放射線
技師の資格取得見
込みの方

349人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1438991

診療放射線技師

○健（検）診・検査事業に係る診療放射線技師の職務

＊採用は平成３１年４月１日からとなります。
＊詳細は当法人ホームページからご確認ください。

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

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

349人 018-831-2011

349人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1433591

保育士

○保育業務全般
・おむつ替え、ミルク等の保育業務等

＊Ｈ２８年４月１日より、小規模保育事業（定員１９名の
　保育事業）に移行。
＊０歳～２歳までの１９名の乳幼児を保育します。



保育士

日祝他 豆の木保育園
その他

秋田県秋田市外旭川字三後田１１１
－２

10人 018-868-5257

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1402091

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

○介護支援専門員（ケアマネージャー）として以下の業務に
従事していただきます。
・介護サービスの計画（ケアプラン）
・介護保険申請代行
・介護サービス運営者との連絡調整
・本人や家族との相談受付等
・その他、ケアマネジメント業務全般
＊マイカー借り上げ（１ｋｍ、２０円支給）
＊就業時間、就業曜日等は相談に応じます。

普通自動車免許（ＡＴ
可）
介護支援専門員又は
主任介護支援専門員
（どちらか必須）

土日他 合同会社　びりーぶ
毎　週

秋用県秋田市卸町５丁目１４－１０

5人 018-893-3317

パソコン入力（ワー
ド、エクセル）可能
な方

34人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1357691

予約担当

○ホテル業務、宴会等の予約業務を行っていただきます
・電話対応
・宴会打ち合わせ
・台帳管理
・宿泊部屋割業務
・その他、

＊契約更新後は年度契約となります。
　また、正社員登用制度もあります。

不問

他 株式会社　ルーラル大潟
その他

秋田県南秋田郡大潟村字北一丁目
３番地

73人 0185-45-3311

不問
73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

05010- 1374991

総務・経理

○下記業務を行っていただきます
・伝票起票
・伝票整理
・パソコン入力
・電話対応
・その他、ホテル業務サポートあり

＊契約更新後は年度契約となります。
　また、正社員登用制度もあります。

不問

他 株式会社　ルーラル大潟
その他

秋田県南秋田郡大潟村字北一丁目
３番地

73人 0185-45-3311

不問
73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

05010- 1375491

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 152,000円～225,000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45分～18時00分 就業場所

月給

1人 125,000円～125,000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 142,900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 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

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00分～17時00分 就業場所
(2)12時00分～20時00分

月給

1人 137,000円～174,000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10分～17時10分 就業場所

月給

1人 120,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１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

5人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 142,900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 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 233,400円～233,400円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
(3)13時30分～22時30分

5ページ中 2ページ

平成31年1月18日発行（平成31年1月17日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

コンシェルジュ

・来店されたお客様のお出迎え、受付、ご案内、お見送り
・電話応対
・ドリンクのサービス
・営業担当、サービスマンとの打ち合わせ
・ショールームのディスプレイ
＊心をこめて、笑顔で応対していただきます。

　　働き方改革関連認定企業【秋田県】
　　男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

火他 株式会社　秋田スズキ
その他

秋田県秋田市高陽幸町１６－１６

76人 018-823-4211

不問
200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1353591

事務員

○一般事務業務に従事していただきます。
・電話応対、来客応対
・社内文書の作成
・伝票等の各種データ入力作業
・品質システム管理（ＩＳＯ）補助業務
・従業員採用等に関する事務処理（提出業務）
・ＰＣ（エクセル）操作
＊社有車使用（ＡＴ車）
＊制服貸与

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　アイビック　秋田支店
その他

秋田県秋田市山王新町１８番１７号

15人 018-823-5451

パソコン操作
110人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1336891

一般事務

〇一般事務全般を担当して頂きます。
【主な業務】
・パソコン操作や伝票発行
・電話応対等
・その他付随する業務

※配属部署により、業務が異なります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 大潟村農業協同組合
その他

秋田県南秋田郡大潟村中央１－５

108人 0185-45-2211

パソコン操作
108人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1348091

一般事務員

○事務所での電話対応並びに、それに付随する業務
・お客様から電話にて注文を受け、パソコンにて伝票を発行
していただきます。
・請求書の管理や現金の集計をしていただきます。
・仕入伝票の入力をしていただきます。
・その他、稀に外出用務あり【自家用車使用：ガソリン代支給）
※店舗での接客業務は原則ありません。
※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）

他 株式会社　英雄
その他

秋田県秋田市旭南３丁目７番４８号

27人 018-862-5983

不問
38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1391491

経理事務

○主に幼保連携型認定こども園での経理業務に従事してい
ただきます。
・給与計算（約３５名分）
・専用ソフト（弥生式）への入力業務
・仕訳業務
・市役所への提出書類作成
・私学共済関係の保険や年金のデータ入力
・税理士への報告書類作成　等
・外出用務（自家用車使用、ガソリン代支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 学校法人　秋田カトリック学園　土崎
カトリックこども園毎　週
秋田県秋田市土崎港南３丁目１３－
３５

24人 018-845-1786

パソコン操作（エク
セル、ワード）必須
学校、金融関係等
経験者尚可

24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1338591

税理士補助事務

○関与先を訪問し、税理士業務に関しての補助を行います
・監査業務（帳票のチェック）
・内訳書、別表申告書等の作成　等（パソコン使用）
・電話応対、来客対応

＊自家用車使用（借上代支給）


日商簿記３級程度
以上
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 杉山誠以税理士事務所
毎　週

秋田市添川字地ノ内１７８－１５

4人 018-831-7676

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1351891

経理事務

・経理事務全般（入出金管理、伝票処理）
・従業員の給与計算、社会保険・雇用保険業務
・請求書発行、支払い処理
・電話応対、来客応対、事務処理（データ入力、伝票発行）
・社用車（ＡＴ）を使用しての銀行への外出等

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 沢井薬品　株式会社
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－１０６

16人 018-862-7811

不問
18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1362191

事務（経理・正社員）
【急募】

○経理事務業務全般を担当していただきます。
・仕訳
・会計ソフト入力
・入出金管理
・支払業務　など

＊銀行用務等あり。自家用車使用（ガソリン代支給）。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　アグリコネクト農土歌
その他

秋田県秋田市桜１丁目１７－３５コー
ポ風愛１０１

5人 018-838-4802

パソコン操作（エク
セル表計算程度）
＊経理事務経験者
に限る

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1434191

一般職（スーパー業務
全般）【秋田市・男鹿
市・能代市】

◆スーパーマーケットにおいて、商品加工・品出し・発注・接客などを
担当して頂きます。

※実力のある方、チャレンジする意欲のある方は、年２回の評価をも
とに正社員への登用もあります。
※経験・未経験を問わず、将来正社員として活躍していただける人
材の発掘を目的としています。
※配属部門は希望と適性を考慮し決定致します。
※募集の詳細は、当社ホームページのチャレンジ社員募集をご覧下
さい。

不問

他 株式会社　伊徳
その他

秋田県大館市清水４－４－１５

111人 0186-49-2255

＊５年以内に正社
員での職務経験が
あること（業種問わ
ず）

2,107人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05030-  408791

電算業務

〇電算業務全般
・サーバーの管理
・システム開発
・社内ネットワーク保守管理
・その他付随する業務

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 大潟村農業協同組合
その他

秋田県南秋田郡大潟村中央１－５

システム構築での
知識等

108人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1340691

その他
神奈川県愛甲郡愛川町中津４０２７
－３

10人 046-284-5672

31人 0185-45-2211

店長、リーダー職、
主任、エリアマネー
ジャーなどの
売上、予算管理、
スタッフ採用、教育
の経験必須

1,400人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 14100-  905591

手作りコスメの販売（店
長候補）イオンモール
秋田店

英国発フレッシュハンドメイドコスメのお店です。
カラフルでユニークな商品に囲まれた店内で、スキンケアへ
のアドバイスや実演を通じた提案接客の他、売上管理・スタッ
フ教育・イベント企画など、店舗マネジメントをお任せします。

ホームページも是非ご覧下さい。

他 株式会社　ラッシュジャパン



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 155,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 2時30分～12時00分 就業場所

月給

1人 203,000円～298,000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～17時30分 就業場所

月給

2人 138,500円～143,500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 175,800円～271,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 300,000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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～12時00分

月給

1人 176,000円～196,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 32歳以下 (1) 9時00分～18時30分 就業場所

月給

3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00分～18時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分

月給

1人 190,000円～252,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (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 190,000円～252,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (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 174,000円～204,000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30分～17時30分 就業場所

平成31年1月18日発行（平成31年1月17日受付分)　Ｎｏ．３

5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

営業販売（加工品）

○秋田市公設地方卸売市場の水産物卸売業者として、加工
品の販売に従事していただきます。
・営業部門（加工品）での商品の仕入及び販売
・仕入及び販売の伝票起票などの営業事務
・その他、付随する業務
＊社用車使用の場合あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 丸水秋田中央水産　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字待合２８

56人 018-869-5311
パソコン操作（ワー
ド、エクセル、表計
算の基本入力操
作）
営業経験者優遇

79人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1428091

ルート営業・配送業務
（冷凍食品）

・営業：得意先へ食品の商品提案。簡単なパソコン入力作
業、伝票整理、ピッキング等の作業があります。

・配送：２ｔトラック使用（ＭＴ）、受注、集金業務等あり。重いも
ので２０ｋｇ程度の物の取扱いがあります。

・作業：冷凍庫内での作業が３０～６０分程度あります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　渡辺海苔店　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市寺内字三千刈２２２－
１

11人 018-896-6261

不問
111人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1335791

配送及び営業

○営業および販売業務に従事していただきます。
・食料品の卸販売、配送
・食料品の管理及び営業
・その他、付随する業務

＊主に学校（給食）、病院、福祉施設等へのルート配送と営
業になります。
＊配送先は秋田県内
＊使用するトラックは１．５ｔ～２ｔ（マニュアル車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 秋田科学物産　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目６－２１

32人 018-823-7571

不問
32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1403391

＜１／３０（水）当社面
接会＞
秋田営業所／営業

「食」を支える大手厨房機器メーカーの営業です。
ガスレンジ、フライヤー、食器洗浄機など業界トップクラスの
品揃いを持ちそれぞれのお客様の要望を反映しながら、最適
な厨房機器及び厨房システムを提案するお仕事です。
主要取引先は、外食チェーン、大手スーパー、ホテル、学校
病院、福祉施設ほか。
【当社面接会開催】１／３０（水）１０時～１６時
　会場：当社　秋田営業所
※参加希望の方は備考欄をご覧ください。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定応相
談）

日祝他 株式会社　マルゼン
その他

東京都台東区根岸２－１９－１８　マ
ルゼンビル

5人 03-5603-7111

不問
1,024人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13030- 1534791

営業幹部

○建設業はサービス業である。我々は建設サービス産業を目
　指し、社会に貢献する事を目的とする。
・セブンイレブンの秋田県内全店舗の開発をセブンイレブン
　ジャパン・リクルートスタッフとともに展開する業務
・その他流通店舗に関しては土地情報の提供による受注活動
・ＡＳＪの住宅イベントを通じて全国の登録建築家と顧客を
　マッチングさせ設計から施工まで顧客をサポートする業務
＊秋田県内全域、一部他県あり
＊マイカー使用（ガソリン代支給）　
＊就業時間：（２）は土曜日（休憩なし）

　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 加藤建設　株式会社
その他

秋田県秋田市泉北三丁目４番２０号

38人 018-862-7947

　営業及びマネジメ
ント経験

38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1432291

営業職（秋田営業所）

絵本・書籍・保育用品などのルートセールス
・担当する１００～１５０か所の幼稚園、保育園に絵本等の納
品、集金、新製品紹介するルートセールスです。
・訪問件数は１５～２０か所／日
・保育環境改善の為、保育用品や遊具等の提案をすることも
あります。
・飛び込み営業、ノルマなし（新規営業先の開拓あり）

※社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定：可）

土日祝他 株式会社　こどものとも東北　青森営
業所その他
青森県青森市花園２丁目９－３０　マ
ンション甲田１１１

3人 017-718-3910

不問
5人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

02010- 1546791

放送受信料の契約ス
タッフ

・お客様データに基づいて、指定するエリア内で、個人宅や事業所等
を１軒１軒訪問し、放送受信料の契約変更や住所・支払の変更手続
き（番組ＰＲ、お客様の意向収集）等を行っていただきます。
・仕事に慣れるまでは、社員全員で同じ地域を訪問します。
・訪問エリアは秋田市内です。移動には社有車（ＡＴ車）を使用する
場合もありますが、免許がなくても徒歩圏内での業務や同乗による
訪問などで対応します。
・営業スキルが身に付きます。
・充実した研修内容で営業未経験者でも安心して活動が出来るよう
にサポート致します。

不問

他 有限会社　杉山物産
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目８番１１号

0人 018-832-7518

不問
0人 秋田県秋田市

労災・健康・厚生
05010- 1352291

営業職（本社）

・オフィス用備品や事務用品の販売
・県内の文具店や官公庁を主体とした販売となります。
・パソコンでの見積書や請求書等の作成およびユーザー管理

＊営業エリアは、秋田県内
＊社用車あり（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　アイネックス
その他

秋田県秋田市牛島西１丁目４－５

39人 018-887-5560

不問
79人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1423791

営業職（広面）

○パソコン、事務機器関連の販売及びサポート業務（基本的
に法人を対象とした営業・サポートとなります。）
・見積書、請求書作成
・新規開拓あり

＊営業エリアは、秋田県内
＊社用車あり（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　アイネックス
その他

秋田県秋田市牛島西１丁目４－５

36人 018-887-5560

不問
79人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1427191

営業

○営業職として主に、納品、集金、商品提案、販売をしていた
だきます。
・担当エリアは秋田市中心です（変更あり）
・訪問先は、既存民間ユーザー、官公庁、新規ユーザーとな
ります。
・業務全般について、前任者からの引き継ぎあり。
・業務は社用車（ＡＴ）使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 ミドリ安全秋田　株式会社
毎　週

秋田市外旭川三後田２０４

12人 018-868-4855

パソコン操作できる
方（エクセル、ワー
ド）

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1437691

℡ 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 154,000円～154,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)16時00分～ 9時00分
(3) 6時30分～15時30分

月給

1人 172,000円～221,000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50分～17時10分 就業場所
(2)12時00分～20時00分
(3) 6時00分～14時00分

月給

1人 142,000円～166,000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50分～17時10分 就業場所
(2)12時00分～20時00分
(3) 6時00分～14時00分

時給（月額換算）

2人 154,560円～176,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 161,500円～204,700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)16時00分～ 9時00分
(3) 6時30分～15時30分

月給

1人 136,000円～182,000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45分～17時15分 就業場所
(2)16時45分～ 9時15分

月給

1人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時45分～18時45分 就業場所

月給

1人 180,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

2人 215,000円～215,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～40歳 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 190,000円～252,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～12時00分

79人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1421991

サービスサポート職（広
面）

○パソコン、複写機等事務機器関連のサポート業務
（基本的に法人を対象としたサポートとなります。）
・主にパソコン、コピー機のメンテナンス業務
・報告書等の作成

＊営業エリアは秋田県内
＊社用車あり（ＡＴ可）



普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　アイネックス
その他

秋田県秋田市牛島西１丁目４－５

36人 018-887-5560

不問

6人 080-1693-8820

不問
61人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1404691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1397091

納棺士

○故人様を心を込めて送り出すお仕事です。
・車両にて故人様が安置されている自宅や斎場に向い、着付
けやメイクなどを行って頂きます。
・その他、葬儀関連のお仕事もあります。



普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　センティスト　秋田営業所
その他

秋田県秋田市土崎港東４丁目６－１

毎　週
秋田県秋田市東通仲町７－１４

2人 018-837-5015

不問
2人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1396191

美容師（アシスタント）

○美容師業務全般に従事していただきます。
・カラー
・パーマ
・シャンプー等
・その他、付随する業務

＊美容師経験の浅い方でも技術指導致します。

＊社内外の勉強会、セミナー受講も充実しています。

美容師免許

月他 Ｈａｒｍｏｎｙ

美容師（スタイリスト）

○美容師業務全般に従事していただきます。
・カット
・カラー
・パーマ
・シャンプー等
・その他、付随する業務

＊美容師経験が浅い方でも、技術指導により育成致します。
＊社内外の勉強会、セミナー受講も充実しています。

美容師免許

月他 Ｈａｒｍｏｎｙ
毎　週

秋田県秋田市東通仲町７－１４

2人 018-837-5015

不問

6人 018-836-1112

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1383491

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1380391

看護助手

○看護助手に従事していただきます。
・ドクターの診療補助
・患者さんへの説明、問診
・物品管理
・その他付随する業務

不問

木金他 ＡｄｅＢクリニック
毎　週

秋田県秋田市中通１丁目４－３　エリ
アなかいち

その他
秋田県秋田市河辺戸島字上野４－３

87人 018-882-3701

不問
151人 秋田県秋田市

111人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1341991

看護補助者

○精神科病棟の看護補助業務全般を担当していただきま
す。
・食事の介助、身のまわりの世話、入浴、排泄介助
・器材の洗浄、交換　等
・その他、付随する業務

＊就業時間（２）夜勤は月４回程度あります


不問

他 医療法人　祐愛会　加藤病院

介護福祉士

○小規模多機能型居宅介護事業所（定員２９名、通い、訪問、宿泊）
の介護業務に従事していただきます。
・食事、入浴、排泄等の身体介護
・１３名のスタッフで介護業務を担当します。
・訪問介護で社用車使用
※キャリアアップのための各種研修あり
※勤務：（１）～（４）のシフト制
　夜勤は月４回程度あります。
※働き方改革関連認定企業【若者雇用促進法に基づくユースエール
認定企業】

介護福祉士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　豊生会　ふれ愛の里
毎　週

秋田県秋田市豊岩小山字中山２１６
－２７

81人 018-888-8201

１年以上の業務経
験者　ブランクのあ
る方応募可

130人 018-857-3101

不問
470人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1365691

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1364391

介護員（通所リハビリ
テーション准職員）

○通所リハビリテーションご利用者様への介護
（食事、排泄、入浴、送迎車による運転送迎　等）

・利用定員５０名


※　働き方改革関連認定企業【くるみん】


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 医療法人　久盛会（介護老人保健施
設　三楽園）その他
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

その他
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

130人 018-857-3101

不問
470人 秋田県秋田市

470人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1363091

介護員（三楽園）

○施設入所者（１５０床）への介護業務全般を担当していただ
きます。
・食事、入浴、排泄の介助
・その他、介護業務に付随する業務

＊就業時間は（１）～（４）の交替制
＊夜勤は看護・介護職員の９名体制です。

※　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

他 医療法人　久盛会（介護老人保健施
設　三楽園）

介護福祉士（三楽園）

○施設入所者（１５０床）への介護業務全般を担当して
　いただきます。
・食事、入浴、排泄などの介助
・その他、介護業務に付随する業務

＊就業時間は（１）～（４）の交替制
＊夜勤は看護、介護職員の９名体制です。
※　働き方改革関連認定企業【くるみん】

介護福祉士

他 医療法人　久盛会（介護老人保健施
設　三楽園）その他
秋田県秋田市飯島字堀川８４番地２
０

130人 018-857-3101

不問

１年以上の業務経
験者　ブランクのあ
る方応募可

111人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1345291

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　豊生会　ふれ愛の里
毎　週

秋田県秋田市豊岩小山字中山２１６
－２７

81人 018-888-8201

5ページ中 4ページ

平成31年1月18日発行（平成31年1月17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

介護員

○小規模多機能型居宅介護事業所（定員２９名、通い、訪問、宿泊）
の介護業務に従事していただきます。
・食事、入浴、排泄等の身体介護
・１３名のスタッフで介護業務を担当します。
・訪問介護で社用車使用
※キャリアアップのための各種研修あり
※勤務：（１）～（４）のシフト制
　夜勤は月４回程度あります。　
※働き方改革関連認定企業【若者雇用促進法に基づくユースエール
認定企業】



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 136,000円～155,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

時給（月額換算）

10人 211,200円～211,200円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 2時00分
(3) 0時00分～ 9時00分

月給

2人 142,900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 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 140,000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 18歳以上 (1) 7時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

10人 136,800円～136,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 176,920円～209,920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

時給（月額換算）

1人 160,860円～160,860円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時20分～17時00分 就業場所
(2)15時50分～ 0時30分
(3) 0時05分～ 8時45分

日給（月額換算）

60人 176,000円～176,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所114人 秋田県秋田市
平成31年2月12日～平
成31年6月28日 雇用・労災・健康・厚生

05040-  469991

発掘作業員

＊秋田市千秋明徳町地内（旧秋田県民会館跡地）にて、遺跡
の人力発掘業務を行っていただきます。

＊作業員の募集となりますが、本人の適性から事務業をお願
いする場合があります。

＊駐車場を確保できない為、マイカー通勤の方は自己責任に
おいて、駐車場の確保をお願いします。

不問

土日祝 株式会社　宮原組
毎　週

秋田県大仙市神宮寺字家後１８－２

102人 0187-72-4545

不問

18人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成31年2月4日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 1419191

9ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1379591

袋に材料を投入する作
業　　　　【秋田市】

○医療用プラスチックなどを製造している会社で、袋にレジン
の粉を詰める作業を行っていただきます。

※重量は２０Ｋｇ程度です。
※室内ですが、風通しの良い環境下での作業となります。

不問

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

その他
秋田県秋田市東通４丁目５番１２号

40人 080-5068-0078

不問
150,000人 秋田県秋田市

156人 秋田県秋田市
平成31年3月15日～平
成31年4月10日 労災

05010- 1354191

セールスドライバー【フ
ルタイム・マネージ社
員】

○荷物の集荷配達、営業業務に従事していただきます。
・集荷、配達用の荷物の積み降ろし
・トラックでの配達・集荷
・伝票の入力作業（専用端末使用）
・新規開拓営業　
＊社用車使用（２ｔ車使用）
＊作業エリアは秋田市内です（広面方面）
【マネージ社員制度】労働条件は同じ
　契約社員（９か月）→正社員（マネージ社員＝終身雇用）
　求人条件特記事項欄参照

・普通自動車運転
免許（ＡＴ限定不
可）
＊中型自動車運転
免許優遇します

他 ヤマト運輸　株式会社　秋田広面支
店　秋田東通センター

引越作業員（アルバイ
ト）

○引越作業業務に従事していただきます。
・引越時の積卸、セッティング
・指示に従った作業となります
＊体力のいる仕事です
＊土日祝日のみを希望の方は相談に応じます。
　また、勤務日数についても相談に応じます。
※　働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣
言事業所

不問

他 秋田三八五流通　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港相染町西山根
１－１

34人 018-846-6011

不問

3人 018-880-4688

不問
3人 秋田県秋田市

～平成31年12月31日
雇用・労災

05010- 1333991

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1346591

一般建築塗装工
○主に秋田県内の一般住宅の建築塗装業務に従事していた
だきます。
・高所作業あり
・移動はＡＴバンを使用

＊３月上旬頃からの雇入れを予定
＊未経験者でも塗装職に興味のある方、歓迎します。
＊見習い可（日給７，０００円）
＊男女問わず頑張れる仕事です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 久　塗装
毎　週

秋田県秋田市飯島川端１丁目６－８

その他
秋田県南秋田郡大潟村中央１－５

19人 0185-45-2211

不問
108人 秋田県南秋田郡大潟村

14,000人 秋田県南秋田郡五城目町
平成31年2月4日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 1426591

農機・自動車整備

○農機具の整備作業に従事していただきます。
・トラクター、コンバイン、小農具等の整備等

○自動車の整備作業に従事していただきます。
・車検および一般整備
・法定点検等

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 大潟村農業協同組合

電気機器製造（交替
制）　　　　【五城目町】

○電気機器を製造している会社で、手作業でのコイル巻き付
けや、金属仕上げ作業を行っていただきます。

※その他、付随する作業あり。
※就業時間は変則３交替ですが、（１）と（２）の２交替でも可
能です。

＊就業開始日相談可能

不問

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

20人 0120-709-707

不問

不問
46人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1366991

不問

日他 株式会社　マルイシフーズ
その他

秋田県秋田市泉南１丁目４－３９

33人 018-823-0247

5ページ中 5ページ

平成31年1月18日発行（平成31年1月17日受付分)　Ｎｏ．５

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

こんにゃく製造

○こんにゃく・ところてんの製造業務に従事していただきま
　す。
・機械の操作（慣れてきたら様子を見て）
・製造作業
・商品の仕分け

℡ 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１８日　社会福祉法人　幸楽会【介護員、訪問介護員】
　２．　　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】
　３．　　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】
　４．　　１月２３日　西武　秋田店　【化粧品販売】
　５．　　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】
　６．　　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！！
　７．　　１月２８日　社会福祉法人　幸楽会【介護員、訪問介護員】
　８．　　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】
　９．　　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！！
１０．　　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】
１１．　　２月　１日　㈱りんどうの里・湯の越の里㈱【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!!

●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】＞

『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 150,000円～340,000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～340,000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 207,000円～415,000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 172,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

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

月給

1人 149,000円～184,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～17時00分 就業場所

月給

1人 205,000円～255,000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) 9時00分～13時00分

月給

2人 153,000円～183,000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45分～15時45分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3)10時15分～19時15分

月給

1人 209,900円～380,900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00分 就業場所

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)12時00分～21時00分 就業場所
(2) 8時15分～17時45分

月給

2人 130,000円～152,000円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 133,224円～133,224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30分 就業場所

42人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1485191

日他 中央土建　株式会社
その他

秋田県秋田市大町１丁目３－８
　秋田ディライトビル１階

35人 018-893-5841

平成31年1月21日発行（平成31年1月18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

建築工事管理及び土木
工事管理

○建築及び土木工事管理業務に従事していただきます。
・工事管理に関する業務全般（現場監督）を担当していただきます。
・その他付随する業務
＊現場はほとんど秋田市内です。
・建築施工管理技士１級・２級、土木施工管理技士１級・
　２級、建築士１級・２級のいずれかの資格を所持の方
・普通自動車免許（ＡＴ限定不可）所持の方
　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

建築設計業務

○住宅・事務所・店舗等の設計業務に従事していただきます。
・設計に関する業務全般を担当していただきます。
・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

建築士１級もしくは
２級建築士
普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）

日他 中央土建　株式会社
その他

秋田県秋田市大町１丁目３－８
　秋田ディライトビル１階

35人 018-893-5841

不問
42人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1486091

技術職

・地質調査現場管理（山、トンネル、橋など）
・地質解析（パソコンで計算する）
・報告書作成（ワード、エクセル使用）
・土木設計（主に道路、防災施設）
（社用車使用　ＡＴ車）

＊現場は東北一円
＊出張あり（東北一円）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 ジオテックコンサルタンツ　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－７４

15人 018-888-8533

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1440291

歯科衛生士

○当院にて歯科衛生士業務に従事して頂きます。
・歯科予防処置（主にＰＭＴＣ、スケーリング）
・診療時の補助
・診療準備（使用器具の片付け、洗浄、消毒、滅菌）
・その他付随する業務

＊土、日曜日は残業になることもあります。

歯科衛生士

月祝他 医療法人　山内歯科・矯正歯科
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目１－７

6人 018-832-5252

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1500691

栄養士（ごしょの保育
園）

○栄養士業務に従事していただきます。
・献立作成
・給食調理（昼食、おやつ）
・食器洗浄（洗浄機使用）
・その他、付随する業務

　定員人数１８０名（ごしょの保育園）

栄養士

日祝他 社会福祉法人　山王平成会
毎　週

秋田県秋田市御所野地蔵田２丁目９
－６

51人 018-892-7555

不問
148人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1505291

鍼灸治療師／秋田市

高齢者及び身体障がい者様のご自宅を訪問し、鍼灸あん摩
マッサージ指圧治療とリハビリを行います。
一回の治療時間は２０分ほどで一日に７～８件の患者様を訪
問します。
患者募集と事務処理等は治療院にて専属スタッフがいますの
で、治療行為に専念できる体制となっております。

※マイカー通勤が便利です。（ガソリン代支給制度有り）
※沖縄県に研修あり

日祝他 株式会社　Ｓ．Ｐ．Ａ

有限会社　くれよんハウス　コーポ
レーション毎　週
秋田県秋田市保戸野千代田町１０－
４１

その他
東京都千代田区内神田２－１６－１１
内神田渋谷ビル５階

2人 03-6206-4877

18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1473891

雇用・労災・健康・厚生
13010- 7897491

保育士

○保育士業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・０～１歳児、２～３歳児、４～５歳児の保育業務全般
・その他保育付随業務

＊定員６０名の施設運営のための保育士募集です。



保育士

日祝他

018-862-6581

18人 018-865-5029

不問
20人 秋田県秋田市

不問

日祝他 医療法人　杏仁会　御所野ひかりクリ
ニック

法務技官（作業専門官）

○刑事施設（刑務所、少年刑務所または拘置所）において、被
収容者に対する作業教育、職業訓練等の指導ならびに
　作業の安全衛生及び企画等の業務に従事する。
＊採用日３１年４月１日～
＊採用後に初等科研修（新採用職員に対する研修）を矯正
　研修所支所及び採用庁で実施する（約２ヶ月半の集合研修
を含む）
＊通勤手当の上限は、通勤距離片道２Ｋｍ以上で自家用車通
勤の金額です（最低額は２，０００円）

土日祝他 秋田刑務所
毎　週

秋田県秋田市川尻新川町１番１号

158人

医療事務経験者
55人 秋田県秋田市

178人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

公災・健康・厚生
05010- 1456791

医療事務（ひかり桜ケア
クリニック）

○消化器内科、漢方内科、循環器内科（睡眠時無呼吸症専
門）クリニック（無床）にて医療事務業務に従事していただ
きます。
・外来患者様の受付対応、診察費等の会計
・診療報酬請求に係る事務
・電子カルテによるレセプト作成
・電話応対、カルテ管理等関連業務
・その他、付随する業務

株式会社　東北メディカルエイドサー
ビス　秋田事業所毎　週
秋田県横手市安田字縄手添２トリミオ
ン駅南４０２

毎　週
秋田県秋田市仁井田字横山２６０－１

8人 018-829-8880

雇用・労災・健康・厚生
05060-  477591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1499791

医師事務作業補助（秋
田厚生医療センター）

◇電子カルテへの診察記録，処方箋の入力作業。

・各種関係書類の作成　等

※当社の正社員として採用し、秋田厚生医療センターへ派遣と
なります。また、派遣先の就業が終了した場合は、同病院（通
勤可能範囲内）で請負での就業となります。

不問

土日祝

不問

21人 0182-35-4022

医療事務経験３年
以上

250人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　エイビック
その他

秋田県秋田市東通仲町２０－１６

4人 018-833-3957

165人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1474291

建築施工管理技士
１級、２級、土木施
工管理技士１級・２
級、
建築士１級、２級の
いずれか
普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）

はり師、きゅう師、あ
ん摩マッサージ指圧
師のいずれかの国家
資格を有する方   普
通自動車免許（ＡＴ限
定可）

パソコン基本操作（エ
クセル、ワード）可能
な方

＊求人条件特記事
項参照
日本の国籍を有す
る者
国家公務員法第３
８条に該当する者で
ないこと

清掃業務（外旭川病院）

○病院内の清掃業務を担当していただきます。
・廊下、階段、病室、等の清掃
　（ほうき、モップ、掃除機等）
・その他、付随する業務
・女子トイレの清掃もあります。

＊直行直帰となります。
＊制服貸与いたします。
＊雇用期間：年度毎の更新あり（本人の勤務状況による）

℡ 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 160,998円～180,544円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 34歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 160,000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30分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

月給

1人 165,500円～225,500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) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 137,280円～158,400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 就業場所

時給（月額換算）

1人 124,016円～146,475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 59歳以下 (1) 8時45分～17時15分 就業場所
(2)11時30分～20時00分

月給

2人 186,000円～331,500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 64歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～320,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時00分～15時00分

月給

3人 202,000円～202,000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) 8時35分～17時00分 就業場所
(2) 8時35分～15時00分

月給

1人 165,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～15時00分

月給

5人 246,000円～246,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30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

4ページ中 2ページ

平成31年1月21日発行（平成31年1月18日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

事務

○奨学金に関する事務
・募集、選考、貸付、収納、督促、問い合わせ対応等
○学生寮、所内経理
・給与計算、社会保険関係の書類作成等

＊平成３１年４月１日からの採用となります。

不問

土日祝他 公益財団法人　秋田県育英会
毎　週

秋田県秋田市山王４－１－２

9人 018-860-3552

パソコン操作（エク
セル・ワード）

14人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1498491

受託業務（緊急漏水修
理）工事管理

秋田市上下水道局からの受託業務の工事管理
・漏水修理工事指示書受領
・施工班への工事指示
・周辺住民への工事説明及び協力依頼
・現場の安全管理及び上下水道局との連絡調整
・工事報告書作成
・上下水道局への工事代金の請求事務
・施工班への工事代金支払い事務
・社用車使用（ＭＴ車）
・その他

・管・土木工事施工管
理士等水道工事関連
資格あれば尚可
・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）

日祝他 秋田管工事業協同組合
その他

秋田県秋田市山王臨海町３－１８

21人 018-862-6161

パソコン操作（ワー
ド、エクセル等）

44人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1468191

リフォームアドバイザー

・アパマンショップで管理している物件（アパート・マンション）
のオーナー宅へ訪問し、リフォーム工事の打合せを行いま
す。
・リフォーム工事の現場管理、業者手配等を行います。
・新規開拓、飛び込み等の営業業務は一切なく、ルートセー
ルスがメインとなります。

【営業範囲】秋田市
尚、詳細内容については面接時に説明致します。
※私有車を借り上げて使用します。（ガソリン代他支給）

水他 株式会社　ホームクリニック

株式会社　マックハウス　秋田飯島店
その他

秋田県秋田市飯島道東１－１－７

隔　週
秋田県横手市赤坂字館ノ下８０－１
ベッチモントｙｏｋｏｔｅ　３階

5人 0182-33-6788

75人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1476191

雇用・労災・健康・厚生
05060-  458791

販売

○カジュアル用品、ジーンズの販売に関する業務を担当して
　いただきます。
（仕事内容詳細）
・接客及び販売、レジ会計
・商品整理及び補充
・店内環境整備
・その他、付随する業務

不問

他

4人 042-624-1885

不問

6人 018-845-4905

不問
2,200人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

火他 株式会社　アルファコーポレーション
秋田仁井田店

婦人服店内販売（秋
田）
＜パート社員＞

・ミセスファッションの販売及び簡単な商品管理業務

＊外商とノルマはありません。
＊ミセスのおしゃれを全国４００店舗で提案し続けておりま
す。

不問

他 株式会社　タツミヤ
その他

東京都八王子市暁町１－３２－１３

不問
18人 秋田県秋田市

1,512人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13140- 1127591

販売・営業スタッフ（仁
井田店）

・新車、中古車の店頭販売、商品説明、納車、接客営業、
　顧客管理　
・新車、中古車管理
・その他、付随する業務　　
＊とびこみ、ルートセールスは一切ありません　
＊試用期間２カ月あり
＊未経験の方も応募お待ちしてます

株式会社　サンパワー
その他

横浜市港北区綱島西３－２１－２５
南武ビル２Ｆ

その他
秋田県秋田市仁井田栄町１７－３７

7人 018-892-6655

雇用・労災・健康・厚生
14150- 1459291

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1465891

中古タイヤ販売、タイヤ
洗浄、買付補佐、ＰＣ作
業など／秋田

・中古タイヤの接客販売や通販サイトへの商品アップ作業

・タイヤ洗浄や商品の撮影、中古タイヤの買取集荷補佐など 不問

日祝他

8人 018-880-3271

不問

4人 045-542-1127

通販サイトの知識、
ＰＣ操作

45人 秋田県潟上市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社東機工　秋田営業所

明治の宅配専用人気
商品の宅配

・ご家庭や職場に明治の宅配人気商品（ミルクで元気・ＬＧ２
１・Ｒ－１等）の宅配を行います
・ご家庭の健康に役立つ安定したお仕事です
・初めての方、中高年の方歓迎です

＊宅配は社用車またはマイカー使用
（マイカー持ち込み手当あり）

普通自動車免許／
ＡＴ可

日祝他 布亀株式会社　マザーケア秋田デリ
バリーセンターその他
秋田県秋田市将軍野南３丁目１－４

不問
43人 秋田県秋田市

1,800人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1462991

営業（ルートセールス）

○工作機械、各種工具、空圧機器等の販売営業活動に従事
し　ていただきます。
・パソコン操作（ワード・エクセル）
　（文章作成、簡単な表計算、見積書の作成）
・その他、付随する業務

※県内の食品、弱電、医療機器メーカー等を訪問

※社用車あり（ＡＴ車）

布亀株式会社　マザーケア秋田デリ
バリーセンターその他
秋田県秋田市将軍野南３丁目１－４

その他
秋田市八橋南１丁目４－１３

6人 018-823-4316

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1464791

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1481791

明治の宅配専用人気
商品のサンプル配りと
宅配の申込み受付

・明治の宅配専用人気商品　（ミルクで元気・ＬＧ２１・Ｒ－１
等）のサンプルをご家庭に無料で配り、空き瓶回収のとき、宅
配のお申込みを受付けます。
・お客様の健康に役立つお仕事です
＊基本的に社用車での通勤になります
＊採用から１～２年経過後、近県への出張（３か月程度）もあ
ります（本人の希望や状況に応じます）

普通自動車免許／
ＡＴ可

日祝他

その他
秋田県潟上市天王字上江川４７－１
０６９

10人 018-838-0117

パソコン操作（Ｗｏｒ
ｄ・Ｅｘｃｅｌ）

8人 018-880-3271

不問
1,800人 秋田県秋田市

10人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1455491

印刷営業

○印刷物全般に係るルートセールス業務を担当していただき
ます。

・活動エリア：秋田市、大仙市、潟上市
・官公庁、学校、民間会社、個人等を訪問します。

＊社用車使用
＊最初は二人で訪問し、慣れたら一人で訪問します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　クイック

株式会社　ピコイ
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
307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010- 7984991

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
・パソコン操作
（ワード、エクセル
／入力程度）
・未経験者可。
※３ヶ月は研修計
画に基づいて指導
いたします。

【急募】建築現場作業
員等／秋田支店

●各種工事の補助
●敷地調査の作業補助
●建築現場での重機操作　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



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 240,000円～310,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 300,000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30分～17時30分 就業場所

月給

2人 190,200円～199,200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
(2) 7時30分～16時30分
(3) 9時45分～19時00分

月給

1人 145,680円～209,400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)10時15分～19時15分
(3)11時00分～20時00分

月給

1人 145,680円～209,400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) 6時30分～15時30分
(3)10時30分～19時30分

月給

1人 149,851円～194,763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 130,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 140,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 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 145,000円～145,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

月給

1人 206,800円～267,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 140,000円～170,000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30分 就業場所

平成31年1月21日発行（平成31年1月18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

営業［秋田市］

・大手ハウスメーカーや地元工務店等への法人ルート営業が
主業務です。
・キッチン・バスなどの住設販売商品・設置から住宅新築、リ
フォームを行っています。
・営業担当社員には、実績に応じて３ヶ月毎に達成賞・貢献賞
が支給されます（特別賞与とは別口で支給、支給実績は特記
事項欄参照）。

＊業務拡張方針により急募

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

日祝他 株式会社　オーカム
その他

宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目４
－１３

6人 022-284-1188

不問
96人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010- 4744391

営業（幹部候補）［秋田
市］

・大手ハウスメーカーや地元工務店等への法人ルート営業が
主業務です。
・キッチン・バスなどの住設商品販売・設置から住宅新築、リ
フォームを行っています。
・営業担当社員には、実績に応じて３ヶ月毎に達成賞・貢献賞
が支給されます（特別賞与とは別口で支給、支給実績は　特記
事項欄参照）。
＊施工管理業務経験者を業務拡大に伴い急募します。また、
優遇致します。


普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

日祝他 株式会社　オーカム
その他

宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目４
－１３

4人 022-284-1188

不問
96人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010- 4745691

介護員（正社員）

○特別養護老人ホームにおける介護業務に従事していただき
ます。
・入浴、食事、排泄介助及びレクリエーション等　
＊入所者５０名に対し介護スタッフ２４名体制　
＊就業時間（４）１６：００～９：００（月４回程度）
　　　　　（夜勤：交替で２１０分の仮眠）
　　　　　（１）～（４）の交替制


介護職員初任者研
修又はヘルパー２
級
（介護福祉士あれ
ば尚可）

他 社会福祉法人　新成会　特別養護老
人ホーム新成園毎　週
秋田県秋田市浜田字元中村２８０－９

69人 018-828-0022

不問
136人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1452391

介護職員「和ごや家」

○通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスに必要な介護
　全般をしていただきます。
・利用者２９名
・介護スタッフ１５人体制

＊利用者の送迎
　社用車（ＡＴ車）小型車～ワゴン車などを使用します。


他 有限会社　在宅ケアセンター
その他

秋田県秋田市下北手松崎字前谷地１
４２－１

15人 018-887-3886

50人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1483291

２級ホームヘルパー
又は介護初級者又は
実務者研修又は介護
福祉士
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

経験１年以上

介護職員（はる風）

○通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスに必要な介護
　全般をしていただきます。
・利用者２５名
・介護スタッフ１４人体制
・利用者の送迎
　社用車（ＡＴ車）小型車～ワゴン車などを使用します。

＊勤務評価により、正社員登用の可能性あり。

介護福祉士
普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

他 有限会社　在宅ケアセンター
その他

秋田県秋田市下北手松崎字前谷地１
４２－１

14人 018-887-3886

経験３年以上　
50人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1484591

訪問介護員

○訪問介護員としてのサービス提供業務に従事して頂きます
＊個別の居宅サービス計画の内容に基づき、居宅において
　下記のサービス提供業務を行っていただきます。
・入浴、排せつ及び食事等の介護
・調理、洗濯及び掃除等の家事　ならびに生活等に関する
　相談及び助言
・自立支援を目的とした援助
・通院、外出時の介護等
＊制服貸与　

他 有限会社　在宅ケアセンター

その他
秋用県秋田市卸町５丁目１４－１０

その他
秋田県秋田市下北手松崎字前谷地１
４２－１

16人 018-887-3886

50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1497991

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1482891

訪問介護員（正社員）

○介護保険、障害者統合支援をご利用されているお客様宅
　での訪問介護。
・掃除、洗濯、調理、買い物等の生活援助
・食事、入浴、排泄等の身体介助
・業務に付随する報告書の作成
・保険適用以外のお手伝いさん的な援助等
＊マイカー借り上げ（１ｋｍ、２０円支給）
＊就業時間、就業曜日等の相談に応じます。
＊資格がない方には入社後、介護職員初任者研修を受講して
　いただきます。受講費用は会社負担。

他 合同会社　びりーぶ

283人 018-873-5188

不問

26人 018-893-3317

26人 秋田県秋田市

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）
（調理師免許・栄養士
資格があれば尚可）

他 株式会社　シンワ

調剤助手

◯院内薬局で薬剤師の指示のもと、業務に従事していただき
ます。
・薬剤師が行う調剤の補助業務
・電子カルテでの事務処理業務
・薬剤の在庫管理・発注等

＊就業時間（２）は土曜日勤務になります。
　土曜日は隔週勤務です。

不問

日祝他 医療法人　久幸会
隔　週

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼１
２４－１

不問
56人 秋田県秋田市

502人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1470991

調理員　≪急募≫

○施設利用者の食事の調理、後片付け、買出し　等
＊朝・昼・夕食（各最大２０食分）をスタッフ２名で作ります（シフ
ト制）

＊最大でも２０名程度の施設利用者の調理業務です。
　各個人の状況を判断しやすく、集中した業務が可能です。
＊栄養士が献立を立てた手作りのお食事が利用者様に喜ん
で　いただいています。

株式会社　さぼてん東日本
その他

東京都新宿区西新宿３－２０－２
東京オペラシティタワー１９階

毎　週
秋田県秋田市新屋朝日町１３－２５

20人 018-893-4137

雇用・労災・健康・厚生
13080- 6427091

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1480491

店舗運営・調理・接客／
秋田トピコ店

「とんかつ新宿さぼてん」のお持ち帰り専門店にて、
店舗責任者を目指していただきます。

まずは、とんかつ・惣菜の調理・販売接客にたずさわって
いただきます。店長候補として２～１２ヶ月の研修期間を
経て、店長へ昇格。店舗運営をお任せします。

不問

他

不問

10人 03-6276-2250

不問
2,251人 秋田県秋田市

他 有限会社　瀧田養鶏場
毎　週

秋田市河辺大張野字道の下７２番地

12人 018-882-3113

60人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1502491

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）
介護職員初任者研
修（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）
＊ヘルパー１級、２
級、介護福祉士のい
ずれかあれば尚可
＊無資格者可（当社
研修費負担制度あ
り）
パソコン入力（ワー
ド、エクセル）可能な
方

卵のパック箱詰め（検
卵）作業員

○全自動選別機での卵のパック、箱詰め（規格外卵検卵・流れ
作業）を行っていただきます。
　＊１年の雇用期間で更新の可能性あります

　★卵の箱は１箱１０ｋｇで、一日１００箱は運搬します。


　【正社員登用の可能性あります】

不問

℡ 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 206,800円～267,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 150,000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 就業場所

月給

1人 180,000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)13時00分～20時00分 就業場所
(2) 7時00分～18時00分

日給（月額換算）

10人 150,500円～182,750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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 160,000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 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 180,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 170,000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 35歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

2人 170,500円～207,750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20分 就業場所

月給

2人 186,000円～331,500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 64歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

3人 172,000円～272,000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～45歳 就業場所

日給（月額換算）

2人 202,500円～247,500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00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 129,549円～129,549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

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1495391

土木作業員

○鉄塔の基礎工事の各種作業に従事していただきます。
・現場片付け等、雑務があります。

＊車を運転する場合あり（社用車／ＡＴ．ＭＴ）
＊作業服、ヘルメット等貸与いたします。
＊山間地域での作業もあり、力仕事のできる方希望します。
＊出張費（宿泊代・食事代等）は会社負担です。


・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）
・大型運転免許・車両
系免許あれば尚可

他 有限会社　共和技建工業
その他

秋田市新屋日吉町４３－１４

9人 018-828-5208

不問

189人 018-826-1002

不問
1,003人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1487391

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1466291

ドライバー

○４ｔ、６ｔ、１０ｔ車による大手スーパー向け商品（主に
　食料品）の配送業務
・カゴ車を使用しての積み下ろし作業及び、それらに係る構内
作業

＊全車パワーゲート装備
＊就業時間は、表示の時間の中で複数あり
＊福山通運のグループ会社です。
＊女性ドライバーも活躍している職場です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
中型・大型免許
いずれか必須

他 ジェイロジスティクス　株式会社
その他

秋田県秋田市御所野湯本４丁目２－
１

その他
秋田県秋田市仁井田栄町１７－３７

7人 018-892-6655

不問
18人 秋田県秋田市

4人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1447491

整備士【見習い可】

○自動車整備に係る業務全般に従事していただきます。
・一般整備・点検に携わる業務
・車内外の清掃
・タイヤ等の交換作業等
・その他付随する業務

＊試用期間２ヶ月あり

普通自動車免許
（ＡＴ不可）整備士３
級以上

火他 株式会社　アルファコーポレーション
秋田仁井田店

農業機械の整備

○農業機械の整備業務を担当していただきます。
・農業機械等の整備業務
・農家や製品取扱店に出向いての修理全般
＊日帰り勤務が基本ですが、宿泊を伴う場合あり（費用は会
　社負担）。社用車または自家用車使用。
＊活動エリアは、秋田県内ですが、特に、大曲、横手地区が
　主体です（現場へは直行直帰可）。
＊未経験でも農業機械の整備・修理に興味がある方歓迎し
ます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 有限会社　シズオカサ－ビス
毎　週

秋田県秋田市寺内大小路２０７－２４

4人 018-880-6977

不問

4人 018-862-7644

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1479691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1458291

自動車ガラスの交換取
付作業

○自動車ディーラー各社、修理工場、運送会社等へ自動車
ガラスの交換取付などを行っていただきます。
・ボデーコーティング
・カーフイルム施工

＊試用期間３ヶ月（同条件）

普通自動車免許

日祝他 生駒硝子株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市泉南１丁目２－７

その他
秋田県秋田市河辺大張野字堤下５２

27人 018-882-3471

不問
27人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1442191

採卵鶏の飼育管理
鶏卵の検査仕分け作
業

＊採卵鶏の健康管理、鶏舎整備等
＊卵の検査、仕分け及びパッキング作業等（流れ作業）


普通自動車免許Ａ
Ｔ限定不可

他 株式会社　中条たまご　秋田農場

グリーンコーディネー
ター
（正社員）

○商業施設のグリーンディスプレイにかかる業務に従事して
いただきます。
・主に秋田市内のホテル、病院、他施設の観葉植物のリース
　交換作業
・コンテナガーデンの花苗植替え作業
・ハウス内での植物育成作業

＊基本２人での作業となります。
＊社用車使用（ＭＴ２ｔバン、軽ワゴン）

準中型自動車免許
（ＡＴ不可）

日祝他 有限会社　秋田植物園
その他

秋田県秋田市飯島字薬師田３３５

6人 018-846-2115

不問

72人 018-896-7730

不問
164人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1460391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1491291

警備員（秋田市近郊）

○警備全般の業務です。
・ＪＲ関係の列車見張り員の業務　　　　　　　　　
・交通誘導警備業務
・イベント警備業務　　　・駐車場警備業務
＊現場までの移動は自家用車使用（直行直帰、手当あり）
＊資格者優遇、未経験者は研修します。
＊新任教育は４日以上でその間は時給７７０円です。　
＊研修期間は７日間でその間は日給６，１６０円です。
＊資格取得制度あります。（全額会社負担）
＊受注増による募集です。

不問

日祝他 株式会社　出羽警備
その他

秋田県秋田市新屋天秤野３－１４

その他
秋田県秋田市桜３丁目１－４１
グラディート１２　１階

10人 018-853-8865

不問
10人 秋田県秋田市

750人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
13060- 1926591

学童保育指導員

・秋田市桜・御所野地区にて「あきた学童さくら教室」「あきた
学童ごしょの教室」を開所。
・秋田市立桜小学校・御所野小学校児童生徒の放課後保
育。
・長期休校期間中の保育を行う。

＊秋田市放課後児童健全育成事業

＊採用は平成３１年３月１日以降の予定です。


不問

日祝他 任意団体　あきた学童保育

カフェスタッフ＜秋田市
＞

○駅ビル内にあるドトールコーヒーショップ（ＦＣ）です。
　カウンター業務（レジ・接客・ドリンク・フード調理
　など）をお願いします。

※スキルに応じて研修を行いますのでご安心ください。

※正社員登用制度あります。


不問

他 株式会社　オアシスＭＳＣ
毎　週

東京都大田区蒲田５－３８－３　蒲田
朝日ビルデイング８階

10人 03-6276-2250

30人 03-5711-8211

不問

不問
2,251人 秋田県秋田市

店舗運営・調理・接客
／御所野イオン店

「とんかつ新宿さぼてん」のお持ち帰り専門店にて、
店舗責任者を目指していただきます。

まずは、とんかつ・惣菜の調理・販売接客にたずさわって
いただきます。店長候補として２～１２ヶ月の研修期間を
経て、店長へ昇格。店舗運営をお任せします。

雇用・労災・健康・厚生
13080- 6428391

不問

他 株式会社　さぼてん東日本
その他

東京都新宿区西新宿３－２０－２
東京オペラシティタワー１９階

平成31年1月21日発行（平成31年1月18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

毎　週
秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－１７７

47人 018-863-4421

不問

4ページ中 4ページ

55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- 1478391

用務員業務

○社屋内外の日常管理業務のサポートをお願いします。
＊頻度は多くありませんが役職員の送迎業務もあります。
・建物内外、車庫の簡単な清掃、整備
・樹木、除草等の手入れ
・ごみ収集の準備
・社用車の日常管理（給油状況や走行距離のチェックなど）
・社用車の運転業務（県内地域振興局等への送迎）
※作業着の貸与あり
※雇用期間は更新の可能性があります（年度毎の更新）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 一般財団法人　秋田県建設・工業技
術センター


