
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 780円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

日給（時給換算）

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

5人 890円～920円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時30分～16時30分 就業場所

時給

2人 890円～920円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～15時45分 就業場所

月給（時給換算）

1人 1,120円～1,120円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時45分 就業場所
(2)10時00分～16時45分

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時30分～18時30分 就業場所

時給

3人 900円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

4人 018-823-2171

不問
49人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 1518991

雇用・労災
05010- 1559691

ガソリンスタンド販売員
（秋田天徳店）

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


不問

他 カメイ　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市山王中園町３－１１

その他
秋田県秋田市卸町４丁目２番９号

4人 018-867-2239

不問
4人 秋田県秋田市

秋田県秋田市
平成31年2月11日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 1562891

ケーキ・洋菓子販売
（１４：３０～１８：３０）

○店頭での販売業務
・ケーキ、焼菓子、バースデーケーキの受注
・レジ業務　・包装（ラッピング）・電話応対

＊販売員は他に１名います。

＊店舗休日以外勤務となります。

不問

水他 株式会社　城（パティスリー　城）

事務員（育休代替）

非常勤職員として業務に従事していただきます。
○県の総務事務をコンピュータシステムにより処理。
・物品調達事務。
・電話応対、接客対応等有り

不問

土日祝他 秋田県出納局総務事務センター
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１　秋
田県庁６階

45人 018-860-1060

パソコン（一太郎、
エクセル、ワード）
操作出来る方

36人 018-845-1161

＊パソコン操作（入
力ができる程度）

11,000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・公災

05010- 1511891

平成31年2月14日～平
成31年3月29日 雇用・公災

05010- 1510791

一般事務、受付事務、
パソコンによるデータ入
力事務

＊パソコンでの入力事務
＊書類の整理
＊来署者の案内・応対
＊文書の発送（補助）
＊その他付随する業務

不問

土日祝 秋田北税務署
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央６丁目９－
１３

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央６丁目９－
１３

36人 018-845-1161

パソコン操作
＊入力ができる程
度

11,000人 秋田県秋田市

12,421人 秋田県秋田市
平成31年2月12日～平
成31年4月11日 雇用・労災

05010- 1507191

一般事務、パソコンによ
るデータ入力事務

※税務申告時期の増員求人です。
・パソコンでの入力事務
・書類の整理・編てつ
・その他付随する業務

不問

土日祝 秋田北税務署

一般事務補助（２／１２
～）

○一般事務補助業務全般を担当
・パソコンによる資料作成、データ入力
　（ワード、エクセルの簡単な操作）　　　　　　　　
・書類のコピー、整理等
＊雇用期間終了後、更新の可能性あります。
（更新した場合最長５ヶ月です）

不問

土日祝 東北電力株式会社　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目１５－６

190人 018-863-3151


ワード・エクセルの
簡単な操作可能な
方

6人 025-227-5105

不問
314人 秋田県秋田市

雇用・労災
15010- 3485691

雇用・労災
05040-  476691

事務職（秋田市／秋田
店）

・ショールームへの来客の応対
・コーディネート作業
　営業からの指示でのプランニングボードの作成（窓廻り）
・小口現金の出納
※正社員登用の可能性あり。
※就業日、就業時間は調整・相談に応じます。
※水曜日以外の休日も相談に応じます。
＊業務上車を使用する機会はありません。
＊会社の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
＊ハローワーク検索端末の「事業所情報表示」もご覧下さい

不問

水他 株式会社　ルームワン
その他

新潟市東区下木戸１－２－４０

毎　週
秋田県大仙市刈和野１７５－１

2人 0187-75-2626

一般事務経験者
17人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

労災
05010- 1514191

一般事務員

＊出納業務（現金を取り扱います）
＊銀行用務
＊電話応対
＊伝票、請求書等の処理の補助業務
＊事務所内清掃　等

※業務はパソコンも使用します。

※週３０時間未満での勤務となります。

不問

土日祝他 佐々木興業　株式会社

公共施設の使用受付、
管理及び事務補助

○公共施設の受付、管理、事務補助業務に従事して頂きま
す
・貸室の予約受付（電話、インターネット）
・貸出受付
・施設設備の日常点検などの管理業務全般
・管理に関する庶務、事業の事務補助
・その他、付随する業務
＊土曜日、日曜日のみの勤務です。
【雇用開始　平成３１年４月１日（予定）】

不問

月火水木金 北部地域住民自治協議会
毎　週

秋田県秋田市土崎港西５丁目３－１

9人 018-846-1133

パソコン操作（ワー
ド、エクセル、文章
入力程度）

パソコン入力できる
方
運動（スポーツ）の
好きな方

2人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 1541691

不問

日祝他 有限会社　わとわ
毎　週

秋田県秋田市土崎港西１丁目１０－
４５　ベイパラダイス２Ｆ

2人 018-857-2240

平成31年1月22日発行（平成31年1月21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

アドバイザー

○新規事業部（ブレイン【脳】フィットネス）でのお仕事です。
・ブレインフィットネスジムを利用するお客様にシステムとト
レーニングマシン（タッチパネルでの脳トレ）の使用指導をして
いただきます。
・会員ソフトによる簡単なパソコン入力業務

＊教育研修がありますので、初めての方でも指導します。

℡ 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

時給

3人 900円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

3人 900円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 880円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 770円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～12時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分
(3) 8時30分～17時00分

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 3時00分～ 5時00分 就業場所

時給

1人 820円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

3人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 7時00分～15時00分 就業場所
(2) 8時00分～16時00分
(3) 9時00分～17時00分

時給

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～15時15分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～10時00分 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所30人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1572591

調理補助（レストラン厨
房）

○調理補助業務を担当していただきます。
・レストラン厨房内での簡単な調理、盛り付け
・食器洗い、その他、付随する業務

＊就業時間は表示時間内での５時間シフト勤務
　（５時間以上の場合あり）


不問

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

30人 018-882-5071

不問

20人 018-862-2433

不問
20人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010- 1564591

12ヶ月
労災

05010- 1563291

調理補助（６：００～１０：
００）

○調理補助業務を担当していただきます。
・片づけ、清掃、皿洗い等の食器洗浄のほか、調理補助に付
随する作業
・レストランのランチやお弁当の盛り付け等

不問

土日祝他 地方職員共済組合秋田宿泊所　ル
ポールみずほ毎　週
秋田県秋田市山王４丁目２－１２

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目２－１２

20人 018-862-2433

不問
20人 秋田県秋田市

100人 秋田県秋田市

労災
05010- 1525691

調理補助（１５：００～１
８：００）

○調理補助業務を担当していただきます。
・片づけ、清掃、皿洗い等の食器洗浄のほか、調理補助に付
随する作業
・レストランのランチやお弁当の盛り付け等

不問

土日祝他 地方職員共済組合秋田宿泊所　ル
ポールみずほ

調理補助及びホール係
（ラーメン秋田　ひない
軒）

○ラーメン店における調理補助及びホール係に従事していた
だきます。
・ラーメン調理の補助
・ラーメンの持ち運び
・接客
・その他、付随する業務

不問

他 株式会社　大同観光
毎　週

秋田県秋田市将軍野南４－５－９

7人 018-845-8090

不問

11人 022-232-8972

不問
632人 秋田県秋田市

雇用・労災
04010- 5356891

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1568691

鮮魚・鮨の調理・盛付
等［秋田市］

・魚の調理、調理補助
・パック鮨の調理、調理補助
・商品の盛付、値付け作業、品出し

※簡単なお仕事です。

不問

他 株式会社　仙台北辰
毎　週

宮城県仙台市若林区卸町４丁目７－
８　仙台水産ビル４Ｆ

毎　週
秋田県秋田市新屋朝日町１３－２５

21人 018-893-4137

不問
54人 秋田県秋田市

400人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
03010- 1976391

調理員

○施設利用者の食事の調理、後片付け等。
＊朝・昼・夕食（各最大２０食分）をスタッフ３名で作ります。


＊手作りのお食事が利用者様に喜んでいただいております。

不問

他 株式会社　シンワ

大浴場清掃スタッフ（秋
田市）

「天然温泉ホテルこまち」において下記の業務を行っていただ
きます。お客様がいない時間帯での業務になります。
・大浴場・脱衣所の清掃業務
・その他、付随業務
＊未経験者可能、丁寧に指導します。
＊友人知人での応募も大丈夫です。
※深夜手当を含め時給１，６００円になります。
　深夜時間帯以外も同額支給します。
　　　　　　　　　　≪　急　募　≫

不問

他 みちのくキヤンテイーン　株式会社
毎　週

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南
２－４－２１

0人 019-611-2412

不問

1人 018-853-1077

不問
97人 秋田県秋田市

労災
05010- 1555591

雇用・労災
05070-  248891

介護補助業務（大平
荘）

○介護補助業務に従事していただきます。
・おむつ補充
・おしぼり、入居者使用エプロン洗濯
・その他。

不問

他 有限会社　ＰＡＴＥＫ
毎　週

秋田県秋田市茨島２丁目６－２３

その他
秋田県湯沢市川連町字大館城面３４

2人 0183-42-2121

不問
49人 秋田県秋田市

49人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 1522191

店内販売・一般事務

◎店内の販売業務・接客・一般事務全般を行っていただきま
す。
＊仏壇・仏具の商品説明・販売・接客業務
＊電話対応、レジ操作業務
＊伝票発行等の簡単なパソコン入力業務
　（ワード、エクセルの基本操作程度可能な方）
＊商品在庫管理業務
＊銀行等への外出用務
※未経験の方でも指導いたしますので、安心してご応募下さ
い。

普通自動車免許
（業務で使用あり
ＡＴ限定可）

水土日 株式会社　カネダイ

ガソリンスタンド販売員
（秋田インター店）

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


不問

他 カメイ　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市山王中園町３－１１

11人 018-823-2171

不問

不問
49人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 1520291

不問

他 カメイ　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市山王中園町３－１１

9人 018-823-2171

4ページ中 2ページ

平成31年1月22日発行（平成31年1月21日受付分)　Ｎｏ．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

ガソリンスタンド販売員
（秋田広面店）

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




職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 762円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 就業場所

時給

1人 840円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 830円～830円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 就業場所

時給

2人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

月給（時給換算）

4人 1,495円～1,495円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時30分～21時30分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～10時00分 就業場所
(2) 8時00分～11時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時00分 就業場所

51人 018-863-2111

不問
63人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1523091

12ヶ月
雇用・労災

03010- 1977691

清掃員

○ビル全体の清掃業務
○全館（１Ｆ～７Ｆ）の男女トイレ清掃

＊平日は二人体制です。

＊更新後は、年度更新となります。

【６０歳以上の方の応募歓迎】

不問

他 協働大町ビル　株式会社
毎　週

秋田県秋田市大町３丁目２－４４

毎　週
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南
２－４－２１

0人 019-611-2412

不問
400人 秋田県秋田市

400人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
03010- 1975091

ホテル客室清掃及び
ベッドメイク等スタッフ
（秋田市）

「天然温泉ホテルこまち」において下記の業務を行っていただ
きます。
・客室の清掃及びベッドメイク、ゴミの処理、シャワールーム
の清掃、備品の補充等

＊未経験者可能、丁寧に指導します。
＊友人知人での応募も大丈夫です。

　　　　　　　　　　≪　急　募　≫

不問

他 みちのくキヤンテイーン　株式会社

ホテル客室清掃及び布
団敷き等（秋田市）

「天然温泉ホテルこまち」において下記の業務を行っていただ
きます。
・客室の清掃及び布団敷き、掃除機かけ　等
＊未経験者可能、丁寧に指導します。
＊友人知人での応募も大丈夫です。
＊男女共に歓迎します。
＊Ｗワーク可能です。
　　　　　　　　　　＜＜　急募　＞＞

不問

月火水木金 みちのくキヤンテイーン　株式会社
毎　週

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南
２－４－２１

19人 019-611-2412

不問

12人 018-823-1622

不問
12人 秋田県秋田市

労災
05010- 1582091

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1557091

配達員

○当社製造の各種パンの配達業務に従事していただきま
す。
・配達範囲は秋田市内です。
・軽ワゴン（ＡＴ車）を使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　青木堂
毎　週

秋田市保戸野通町３－２２

毎　週
秋田県秋田市飯島道東１－７－４７

40人 080-5068-0080

不問
130,676人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市
～平成31年3月15日

雇用・労災
05010- 1527491

配達員

○宅急便の配達を行っていただきます。
・宅急便を配達する業務のみです
・営業や集荷は一切ありません
・軽車両での配達可

＊残業一切なし
＊年収見込額　税込２９０万円程度
＊ＡＴ限定免許可
＊男女どちらでも活躍していただける仕事です

普通自動車免許
（ＡＴ限定可・取得
後１年以上必須）

日他 ヤマト運輸　株式会社　秋田飯島セ
ンター

倉庫作業員

○倉庫作業に従事していただきます。
・翌日に配送する商品の荷揃え
・運送屋さんの対応（荷受け）
・入荷商品を所定の場所にしまう
・冷凍庫内での作業あり（防寒着貸与します）
・当社倉庫内の清掃など付随した業務
・２０ｋｇ前後の重量物もあります

不問

土日祝 株式会社　アキレイ　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市外旭川字四百刈２７

2人 0183-73-2180

不問

30人 018-882-5071

不問
30人 秋田県秋田市

平成31年4月20日～平
成31年11月15日 労災

05010- 1575391

労災
13040-10965791

レストランホール係

○レストランホール係を担当していただきます
・ゴルフ場レストランでの配膳・洗い物等

不問

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

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

34人 秋田県秋田市

雇用・労災
05030-  447391

ホール・清掃スタッフ／
秋田山王店

ホール：接客対応

清掃：開店前２時間程度の清掃業務 不問

他 株式会社ビッグボーイジャパン

調理補助及び接客（秋
田市）

◆『ラーメン桜木屋』で調理補助及び接客業務に従事します
◎調理補助業務
・ラーメンの盛付け等
◎接客業務
・お客様からのオーダー受け
・飲食物の配膳、レジ操作等

※試用期間：１ヶ月（その間、賃金等同条件）

普通自動車免許
（通勤用）

土日他 株式会社　桜木屋
毎　週

秋田県大館市山館字中山境２－２

11人 0186-42-0556

不問

不問
63人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05010- 1524391

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 協働大町ビル　株式会社
毎　週

秋田県秋田市大町３丁目２－４４

51人 018-863-2111

平成31年1月22日発行（平成31年1月21日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

宴会ホール係

○宴会ホール係の仕事に従事していただきます
・宴会の準備
・お料理、飲み物の提供
・宴会終了後の食器の片付け
・宴会の会場作り（力仕事有り）
・仕出しの配達（当社ＭＴ車を使用）

＊更新後は、年度更新となります。
【６０歳以上の方の応募歓迎】

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 770円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～14時00分

時給

2人 770円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分
(3) 8時30分～16時30分

時給

1人 770円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時30分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～18時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所
3ヶ月

雇用・労災
05010- 1574091

その他
秋田市河辺神内字沼ノ沢１番地１

30人 018-882-5071

不問
30人 秋田県秋田市

140人 秋田県秋田市

労災
04010- 5475491

コース管理作業員
（パート）

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


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 ノースハンプトン　ゴルフ倶楽部　株
式会社

自動車の清掃スタッフ
［秋田市］

展示車・下取車・買取車の洗車・清掃を行っていただきます。
また、専用機具を使い、外装の磨きやコーティング作業も行
います。
専用機具の使用方法やコーティングの施行方法は指導いた
します。

＊未経験者でもできる仕事です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

火他 株式会社　イデアル
その他

宮城県仙台市若林区六丁の目西町
８－６１

43人 022-287-1259

不問

2人 018-823-4061

不問
607人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010- 1566091

12ヶ月
雇用・労災

05010- 1554291

清掃員（悠久荘・午後）

○建物内の日常清掃業務を担当していただきます。
・居室内床面、トイレ、洗面台等の清掃
・通路等の清掃

＊採用開始日は相談に応じます。

＊雇用期間は年度毎の契約更新あります。

不問

日 厚生ビル管理　株式会社
な　し

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

毎　週
秋田県秋田市茨島２丁目６－２３

2人 018-853-1077

不問
100人 秋田県秋田市

91人 秋田県秋田市

労災
05010- 1553891

日常清掃

・トイレ清掃
・床掃き、拭き（共用部、専用部）
・掃除機使用 不問

水他 有限会社　ＰＡＴＥＫ

常駐清掃業務（あいぜ
ん苑）

○介護老人保健施設内の清掃業務全般に従事していただき
ます。
・共用部、各個室などを、掃除機やモップを使用して、主に床
を掃除します。
・トイレ、浴室等はブラシやスポンジを使用して掃除します。
・その他付随する業務

＊４人で交代による勤務となり、常時２人体制で勤務します。

不問

日他 有限会社　ＰＡＴＥＫ
毎　週

秋田県秋田市茨島２丁目６－２３

2人 018-853-1077

不問

不問
91人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1552791

不問

他 有限会社　ＰＡＴＥＫ
その他

秋田県秋田市茨島２丁目６－２３

4人 018-853-1077

4ページ中 4ページ

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

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

常駐清掃業務（一つ
森）

○施設内の一般清掃業務全般に従事していただきます。
・男女トイレ及び共用部の清掃作業
・手作業による拭き掃き作業
・モップによる掃き拭き
・その他、付随する業務

＊制服貸与
＊２名での対応となります。

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

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

【マザーズコーナー秋田】

 
Tel　018-836-9001 Fax　018-831-1817

○子育てをしながら働くことを望む求職者の
職業相談・紹介を専門に行います。

 場所、利用時間はハローワークプラザアトリ
 オンと同じ。

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

【ハローワークプラザアトリオン】 　【ハローワークプラザ御所野】

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田と同様の職業相談・紹介を
行います。

　ハローワーク秋田の求人情報検索コーナーと
同じ内容の検索ができます。

ハローワーク秋田附属施設のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,425円～1,425円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)12時00分～17時00分

月給（時給換算）

1人 1,724円～1,724円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時15分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
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～15時00分 就業場所
(2) 8時00分～18時00分
(3) 8時00分～17時00分

時給

1人 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 770円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 813円～813円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～17時15分 就業場所
(2)11時45分～20時15分

時給

2人 813円～813円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～13時00分 就業場所
(2)13時00分～17時15分

平成31年1月23日発行（平成31年1月22日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

機能訓練指導員（デイ
サービス）

○デイサービスにおける機能訓練指導業務及び看護業務を
　担当していただきます。
・機能訓練（運動指導等）・訓練記録
・レクリエーション補助　・体調管理
・急変時対応
・その他、付随する業務
＊機能訓練は１日２０名程度になります。
＊ユニフォームの貸与あり。
【働き方改革関連認定企業】
　【秋田県】介護サービス事業所認証評価制度

看護師または准看
護師

日他 株式会社　虹の街　まごころセンター
毎　週

秋田県秋田市牛島西１丁目１０番１６
号

21人 018-884-1152

不問
390人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 1646191

事務員（１日５時間）【飯
島】

○事務員として下記の業務に従事していただきます。　
・伝票入力等の事務作業とパソコンの操作出来る方
・その他付随する業務

＊１日５時間、週５日の勤務です（内、土曜日出勤有）。
＊棚卸１日は残業有。

＊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 生活協同組合　コープあきた
毎　週

秋田県秋田市土崎港北６丁目１－３
０

24人 018-846-2515

不問
480人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 1594491

たんの吸引研修担当職
員（非常勤）

　
　○介護職員によるたん吸引等の研修事業の実施に伴う
　　企画・文書・資料作成及びたん吸引の実技指導等


　　【週４日の勤務です】
　
　　＊外出業務あり（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
保健師または看護
師

月土日祝他 社会福祉法人　秋田県社会福祉協
議会毎　週
秋田県秋田市旭北栄町１番５号

80人 018-864-2711

パソコン基本操作
出来る方（エクセ
ル、ワード等）

80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- 1626791

事務補助

○総務・経理の補助業務全般を担当していただきます。
・電話応対、簡易経理等
・パソコン業務（メール、ワード、エクセルを使用）
＊基本的に、月水金の勤務ですが、繁忙期は変更の場合が
あります。
＊３ケ月毎の契約更新になります。
＊働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

火木土日祝 株式会社　くまがい印刷
毎　週

秋田県秋田市中通６丁目４番２１号

16人 018-833-2220

パソコン操作（Ｗ／
Ｅ／メール）使える
方

16人 秋田県秋田市
3ヶ月

労災
05010- 1664091

事務補助・検査作業補
助

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

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　大潟村穀物検査協会
その他

秋田県南秋田郡大潟村字南１丁目５
９番地３０

1人 0185-45-3670

パソコン基本操作
（ワード、エクセル）

1人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05011-  125491

医療事務

○調剤薬局での医療事務と売場での作業を担当していただ
きます。
（主な担当業務）
・患者対応         ・レセコン入力
・保険請求事務   ・レジ会計
・伝票入力等
＊自動車免許のある方には、外出用務をお願いすることがあ
ります（自家用車使用）。

不問

日祝他 調剤薬局ツルハドラッグ秋田御所野
店毎　週
秋田県秋田市御所野元町１丁目１－
１７

4人 018-892-6226

不問
8,472人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1651791

普通銀行業務（融資
部）

○融資部内での一般事務を行っていただきます。
　　　　　
＊当初は平成３１年３月３１日までの契約
（以後６ヶ月毎の契約更新です）

働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝 株式会社　北都銀行
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目１－４１

21人 018-833-4211

不問
1,543人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1682691

経理事務

○帳簿と領収書等のチェック後、パソコンへの入力作業を担
当していただきます。

＊簿記や経理の知識のある方
＊就業時間は１日３～５時間程度
＊雇用期間：１年毎の契約更新（勤務状況によっては常用雇
用の可能性あり）

土日祝他 鍛治　伸　税理士事務所
毎　週

秋田県秋田市卸町４丁目６番１４号

2人 018-883-4380

2人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 1663191

＊簿記や経理の知
識のある方
＊パソコン操作の
できる方（会計ソフ
ト、ワード、エクセ
ル）
　・入力がスムーズ
にできる程度

販売員（準社員・７Ｈ）

・商品の発注
・品出し
・接客
・その他店舗営業に関わる付随する業務

※お客さまからの質問にお答えしたり、商品の売り場をご案
内することもあります。レジ業務に入ることもあります。

不問

他 コメリホームセンター　泉店
毎　週

秋田市泉北２丁目３－５１

12人 018-866-0411

不問
10,890人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1615691

販売員（準社員・４Ｈ）

・商品の発注
・品出し
・接客
・その他店舗営業に関わる付随する業務

※お客さまからの質問にお答えしたり、商品の売り場をご案
内することもあります。レジ業務に入ることもあります。

不問

他 コメリホームセンター　泉店

12ヶ月
労災

05010- 1616991

毎　週
秋田市泉北２丁目３－５１

12人 018-866-0411

不問
10,890人 秋田県秋田市

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～13時00分 就業場所
(2)13時00分～17時15分

時給

3人 762円～832円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 762円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 65歳以下 (1)17時00分～ 9時00分 就業場所

時給

1人 762円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～14時30分 就業場所

時給

1人 762円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～18時30分 就業場所

時給

2人 820円～920円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時00分～15時00分 就業場所

時給

2人 920円～920円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)15時00分～22時00分 就業場所

時給

5人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 就業場所

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

5人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 8時45分～16時15分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)16時00分～21時00分 就業場所

2ページ中 2ページ

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

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

レジ係・品出し（アルバ
イト・４Ｈ）

○ホームセンターでのレジ業務、品出しを担当していただき
　ます。
・ＰＯＰレジの操作、会計、清算業務
・お客様への接客、サービス対応
・商品の陳列、品出し
・その他、付随する業務

＊雇用期間は６ヶ月毎の更新となります。
＊休日は相談に応じます。

6ヶ月
労災

05010- 1617491

不問

他 コメリホームセンター　泉店
毎　週

秋田市泉北２丁目３－５１

12人 018-866-0411

10人 082-420-0100

不問

不問
10,890人 秋田県秋田市

販売（ダイソードン・キ
ホーテ秋田店）

店舗の運営に関わる、レジ接客・ご案内・品出し・商品整理な
どをスタッフ全員で協力して行います。
店舗毎に勤務時間の詳細が異なります。応募時にお問合せく
ださい。
就業場所：秋田県秋田市旭北錦町４－５８　
　　　　　ドン・キホーテ秋田１階
　　　　　ダイソードン・キホーテ秋田店
＊応募を希望される方は必ずハローワークの窓口で、紹介状
の交付を受けてください。

不問

他 株式会社　大創産業（ＤＡＩＳＯ／ダイ
ソー）毎　週
広島県東広島市西条吉行東１丁目４
番１４号

16,000人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
34020- 1470691

介護員【たんせえ】
（パート）

○介護施設の介護員として、利用者の食事・入浴・排泄・
　衣服の着脱や移動など生活全般にわたって必要な支援を
　行う。（訪問には社用車を使用します）

＊日勤は、６時３０分～２０時００分の間の６～８時間
　の勤務となります。
＊利用者の食事の調理業務に携わります。
＊土、日曜日勤務可能な方（休日の希望は、取り入れます）
＊時間・業務内容、相談に応じます。

他 有限会社　ライフ・ワーク　小規模多
機能型居宅介護事業所

＊ホームヘルパー
２級または介護職
員初任者研修以上
（資格の無い方要
相談）
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

一冨士フードサービス　株式会社　秋
田事務所毎　週
秋田県潟上市天王字追分西２９－７
６　秋田県総合教育センタ－内

その他
秋田県秋田市土崎港北１丁目１３－
３７

18人 018-880-6510

46人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災

05010- 1677791

雇用・労災
05010- 1633491

調理補助【勝平小学
校】

○給食センターでの給食調理補助業務に従事していただきま
す。
・下準備、配食　等
・食器洗浄（食洗機を使用）
・その他、付随する業務

＊１，２００食を８名で調理していただきます。
＊２ヶ月契約後１０ヶ月契約、その後１年毎契約となります
＊制服貸与

不問

土日祝他

3人 018-873-7871

不問

8人 018-873-7871

不問
10,000人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　料亭濱乃家

調理補助【秋田明徳館
高校】

○秋田明徳館高校においての調理補助等を担当していただ
きます。
・約６０名の学生に対して、夕方の食事の準備、提供、後付け
など。
・３名体制で行っていただきます。

＊２ヶ月契約後１０ヶ月契約、その後１年毎契約となります
＊制服貸与

不問

土日祝他 一冨士フードサービス　株式会社　秋
田事務所毎　週
秋田県潟上市天王字追分西２９－７
６　秋田県総合教育センタ－内

不問
34人 秋田県秋田市

10,000人 秋田県秋田市
2ヶ月

雇用・労災
05010- 1686891

接客係（１１：００～１５：
００）

○料亭での接客サービス　　　　　　　　　　　　　　　
・お客様へ料理を運ぶ、料理の説明、片付け等

＊明るく礼儀正しく、テキパキと動けることが望まれます。

＊仕事量によって就業時間・労働日数が変動する場合があり
ます。詳細は面接にてお話します。

株式会社　料亭濱乃家
毎　週

秋田県秋田市大町４丁目２－１１

毎　週
秋田県秋田市大町４丁目２－１１

17人 018-862-6611

雇用・労災
05010- 1625491

雇用・労災
05010- 1624991

接客係（１５：００～２２：
００）

○料亭での接客サービスに従事していただきます。　　　　
・お客様へ料理を運ぶ、お料理の説明、片付け等

＊明るく礼儀正しく、テキパキと動けることが望まれます。
＊予約状況にり、就業時間・労働日数が変動する場合があり
ます。詳細は面接にてお話します。
＊制服（着物）貸与
　着物の着付けは一から指導致しますのでご安心ください。

不問

他

9人 018-862-2367

不問

17人 018-862-6611

不問
34人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　大晃商事

ボウリング場・カラオケ
スタッフ

○『ブルックリンストライク』でのお仕事です
・ボウリング場、カラオケボックスの、フロント・ホール・キッチ
ン業務全般
・ゲームコーナーでの簡単な作業

＊就業時間は相談に応じます
＊週２日からの勤務可能
＊シフトは１週間ごとの相談可能
＊高校生不可


不問

他 株式会社　ファンキー
毎　週

秋田県秋田市大町５丁目２－４３

不問
80人 秋田県潟上市

30人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
05010- 1645591

梱包作業員

・自動車リサイクルパーツの梱包作業に従事してもらいま　
　す。
・自社内で取り外した自動車中古部品をダンボール等にて
　梱包、発送します。
・その他付随する業務（軽作業等）
※働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所
※３０代～７０代の男女が活躍しています。

株式会社　くまがい印刷
毎　週

秋田県秋田市中通６丁目４番２１号

毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－４８

54人 018-853-8225

平成31年3月6日～平
成31年3月28日 労災

05010- 1660891

12ヶ月
雇用・労災

05010- 1606391

印刷物の封緘封入作
業

○封筒に印刷物を封緘封入する簡易作業をしていただきま
す。

＊雇用期間は３／６～３／２８の予定ですが、早期に終了す
る可能性もあります。（２～３日程度）

＊３／６（水）は午後１時からの勤務になります

不問

土日祝

その他
秋田県秋田市大町４丁目２－１１

17人 018-862-6611

不問

16人 018-833-2220

不問
16人 秋田県秋田市

34人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1627891

洗い場

○洗い場の仕事
○料亭での準備、片付け等


＊週の労働時間は３０時間未満で調整します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊仕事量によって就業時間・労働日数が変動する場合があり
ます。詳細は面接にてお話します。

不問

他 株式会社　料亭濱乃家



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,200円～1,600円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～12時00分 就業場所
(2)14時30分～18時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～15時30分 就業場所

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～18時00分 就業場所

時給

2人 1,000円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～15時45分 就業場所
(2)14時15分～21時15分

時給

2人 830円～980円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 就業場所

時給

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

12人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

19人 018-870-6270

不問
38人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010- 1747991

12ヶ月
雇用・労災

03010- 2214791

介護職員（パート）
【ショートステイ松の杜】

○利用定員３０名のショートステイでの介護業務全般を担当
していただきます。
・食事、入浴、排泄等介護全般
・その他、日常生活上のお世話
・夜勤はありません。

＊就業時間・日数については相談に応じます。
＊入社後、マンツーマンによるＯＪＴ研修あり。


不問

他 株式会社　Ａｏｚｏｒａ
毎　週

秋田県潟上市天王字大長根８５－２

毎　週
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第
３地割４２６番地

0人 019-697-2615

不問
3,000人 秋田県潟上市

63人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1756491

ドラッグストアでの販売
（潟上追分店）

・商品管理（発注、陳列、補充、整理）・レジ業務　
・店内外の清掃　・ＰＯＰ（値札）貼り　等
＊当社は東北６県に店舗を展開する一部上場企業です。
＊販売未経験の方も大歓迎です。
＊薬を販売できる資格取得のサポートあり。
今回の求人は新規開店による募集です。
【平成３１年４月中旬オープン予定】
オープンまでは近隣施設等で研修を行います。
「働き方改革関連認定企業」※えるぼし認定

不問

他 株式会社　薬王堂

販売員／パート（生協
茨島店）
５時間

○菓子販売業務に従事していただきます。
・販売、レジなどの接客
・商品の包装及び箱詰め
・お菓子の包装
・商品の陳列　等

＊１日５時間～５時間３０分程度のシフト勤務です。
　就業時間はご相談に応じます。

不問

他 株式会社　菓子舗栄太楼
毎　週

秋田県秋田市高陽幸町９－１１

3人 018-863-6133

不問

9人 018-857-3690

不問
2,696人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1695291

6ヶ月
労災

13040-11667991

お惣菜の製造販売（秋
田トピコ店）【秋田市】

○お惣菜（主に鶏肉を使った）の製造・販売
・主に焼き鳥の製造販売です。
・弁当、唐揚げも作ります。
・お客さまと対面で販売をします。
・レジ業務をします。
・お店の清掃をします。
＊就業時間については相談に応じますので、お問い合わせ
　ください。
＊未経験者でも丁寧に指導をいたします。

不問

他 株式会社　日本一　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央３丁目４番
１３号

毎　週
東京都港区赤坂１丁目９－１３　三会
堂ビル５階

3人 03-3586-0012

不問
625人 秋田県秋田市

38人 秋田県秋田市

労災
05010- 1749791

ファッションウィッグ販売
／イオンモール秋田店

ウィッグ店での販売のお仕事です。
◆華やかなスタイル作りやヘアピースなどを提案し、お客様を
よりステキに変身させてみませんか。（個人ノルマはありませ
ん）
◆人とお話しすることが好きな方に適したお仕事です。
是非、お気軽にご応募ください。


不問

他 株式会社スヴェンソン

内勤業務（日勤）

○タクシーの配車業務に従事していただきます。
・お客様からの電話注文を受け、無線で配車
・時間、配車先等の記入作業


不問

月火水木金土祝 有限会社　あきた県都交通
毎　週

秋田県秋田市寺内堂ノ沢１丁目７－
２１

38人 018-893-4660

パソコン操作

23人 018-828-8333

不問
2,800人 秋田県秋田市

～平成31年4月30日
労災

05010- 1696591

雇用・労災
05010- 1729691

商品の品出し、棚入れ

○日用品等を棚からコンテナに入れたり、段ボール箱から出
して棚に入れる作業です。ハンディ端末を使い、検品や商品
の整理をします。

＊契約期間は１年ごとの更新になります。
　初年度は契約日より翌年４月３０日まで。
　以降は５月１日～４月３０日ごとの更新となります。

不問

日他 株式会社　友和　ＹＤＣ秋田
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町３５０－２０

毎　週
秋田県秋田市土崎港南２丁目３－６
４

13人 018-857-3588

エクセル・ワード入
力できる方
（経理経験者なお
可）

13人 秋田県秋田市

75人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1694891

税理事務

○税理士事務所で事務に従事していただきます。

・伝票入力が中心です。ＰＣでの入力作業。
・電話対応
・来客対応
・その他付随する業務

＊事務所内での業務であり、外出用務はありません。

不問

土日祝他 税理士法人　ＭＩＲＡＩ

保育所保育士

○主に乳幼児の保育をしていただきます。
・授乳、食事介助
・オムツ交換、着替え
・外気浴
・室内清掃

○社会福祉法人認可保育園で定員１５０名、職員数３６名
　（パート含む）
・広い園庭と敷地内で子供達は伸び伸びと遊んでいます。


保育士免許

土日祝他 社会福祉法人　新屋厚生会　日新保
育園毎　週
秋田県秋田市新屋町字関町後７７番
３号

36人 018-828-3211

不問

不問
9人 秋田県秋田市

労災
05010- 1708291

看護師免許または
准看護師免許

日祝他 さんのへ耳鼻咽喉科クリニック
その他

秋田県秋田市泉東町８－５７

9人 018-869-9587

平成31年1月24日発行（平成31年1月23日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

看護師または准看護師

○耳鼻咽喉科における外来看護業務に従事していただきま
す。
・患者さんの誘導が主な仕事です。
・採血・注射

＊就業時間は（１）と（２）のシフトですが選択することも可能で
す。（面接時応相談。週１日から勤務可能です。）
＊診療状況に応じて変更あり。
※耳鼻科の知識がなくても勤務可能です。

℡ 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

時給

3人 770円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～11時30分 就業場所
(2)13時30分～19時30分

時給

1人 830円～830円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 就業場所

時給

2人 762円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時00分～15時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 952円～952円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)17時15分～ 8時29分 就業場所
(2) 8時30分～ 8時29分
(3) 8時30分～17時15分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所320人 秋田県秋田市

労災
05010- 1730491

クリーンスタッフ（株式
会社荘内銀行）

・建物内外の清掃（掃き、拭き、掃除機掛け等）に従事してい
ただきます。
・トイレ、洗面台の清掃
・ごみ収集　など

＊制服は貸与します
＊入社時研修とその他の研修があります

不問

火木土日祝 大洋ビル管理　株式会社
毎　週

秋田県秋田市旭北錦町１－１４　秋
田ファーストビル３Ｆ

1人 018-865-0601

不問

5人 018-832-0401

不問
530人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災

05010- 1727091

～平成31年3月31日
労災

05010- 1719091

施設警備員（太平山自
然学習センター　まんた
らめ）

○施設内の定期的な巡回、鍵の授受、来場者の出入管理等を　行
います。
・夜間、宿泊者の安全管理
・キャンプファイヤーの立会い
・設備機器の稼働確認、対応
＊就業時間について
（１）１７：１５～翌日８：２９
（２）　８：３０～翌日８：２９
（３）　８：３０～１７：１５
＊年度契約更新あり

不問

他 株式会社　秋田東北ダイケン
その他

秋田県秋田市中通２丁目２－３２　山
二ビル５階

毎　週
秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

14人 018-823-4061

不問
607人 秋田県秋田市

32人 秋田県秋田市

労災
05010- 1746691

警備員（ＪＡビル）

○建物内における警備、定期巡回業務に従事していただきま
す。
・安全管理
・電話取次
・日直日誌の作成
＊土曜、日曜、祝日のみの勤務です。
＊制服支給
＊年度毎の契約更新があります。

不問

月火水木金 厚生ビル管理　株式会社

ホール係（我楽）１１：０
０～

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

＊土、日の休日は希望により可
　週４日以上の勤務（応相談）

＊接客の好きな方で未経験の方歓迎いたします。


不問

月他 株式会社　春夏秋冬
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目１－５　我
楽ビル２Ｆ

9人 018-874-8208

不問

73人 0185-45-3311

調理実務経験者
113人 秋田県南秋田郡大潟村

6ヶ月
雇用・労災

05011-  126791

労災
13040-12037091

調理員（潟の店）

○産直センター内の食堂において、調理業務全般を担当して
いただきます。
・うどん、そば、ラーメンなどの調理
・翌日の仕込み
・洗い物、調理場の清掃作業
・その他、調理全般
※雇用期間は、６ヶ月毎の契約更新となります。

「働き方改革関連認定企業」

普通自動車運転免
許（通勤用）

他 株式会社　ルーラル大潟
その他

秋田県南秋田郡大潟村字北一丁目
３番地

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

16,000人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
13010-10441591

キッチンスタッフ／秋田
山王店

調理業務

不問

他 株式会社ビッグボーイジャパン

調理補助／秋田県秋
田市

ショートステイ施設内での調理補助業務（盛付、洗浄、衛生業
務など）
※初心者でも丁寧に指導いたします。
朝６０食、昼７０食、夕６０食程を１日４～５名体制で行ってい
ます。

不問

他 日本給食サービス　株式会社
毎　週

東京都中央区築地５－５－１２　浜離
宮建設プラザ４階・５階

6人 03-3544-0405

不問

26人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊介護職員実務者
研修、介護職員初
任者研修、介護福
祉士のいずれかあ
れば尚可

12ヶ月
雇用・労災

05010- 1693791

他 合同会社　びりーぶ
その他

秋用県秋田市卸町５丁目１４－１０

26人 018-893-3317

2ページ中 2ページ

平成31年1月24日発行（平成31年1月23日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

訪問介護員

○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。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～16時00分 就業場所
(2) 6時00分～12時45分
(3)12時45分～21時00分

月給（時間換算額）

1人 1,400円～1,400円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 950円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 850円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時30分～14時30分 就業場所
(2)16時00分～22時00分

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時30分～14時30分 就業場所
(2)16時30分～22時00分

平成31年1月25日発行（平成31年1月24日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

生活支援員補助（パー
ト）

○施設を利用する知的障害者の日中の活動全般について支
援を行って頂きます。
・自立に向けての活動支援（農作物作業支援）
・日常生活支援（トイレ、食事、着替え、散歩、プール等）

＊送迎業務あり（セレナ／ＡＴ車）
＊宿直勤務あり
＊勤務状況等から嘱託職員、正社員へ登用となる場合もあり
ます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 社会福祉法人　愛心会　愛心苑
毎　週

秋田県秋田市金足浦山字岩崎１７４

21人 018-873-7922

不問
27人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010- 1768591

嘱託職員（キャンパス
ソーシャルワーカー）

・学生生活において対人関係やメンタル等の問題を抱える学
生の相談業務
・その他学生支援に関連する業務

土日祝他 公立大学法人　秋田公立美術大学
毎　週

秋田県秋田市新屋大川町１２－３

116人 018-888-8100

116人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 1792191

事務員（パート）

○総務事務及び経理事務を担当していただきます。
・書類の作成及び管理
・各種データのパソコン入力など（ワード・エクセル）
・受付業務（来客・電話応対）
・その他付随する業務

＊外出用務あり（社用車使用）
　マイカー使用の場合はガソリン代を支給します。
＊勤務曜日・時間等相談に応じます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　松美造園建設工業
毎　週

秋田県秋田市楢山本町２－３

34人 018-835-1433

パソコン操作可能
な方（ワード、エク
セル）

34人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 1816091

カスタマーサービス職
（秋田営業所）秋田市
（長期）

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


＊Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌできる方、歓迎致します

不問

他 佐川急便株式会社
その他

東京都江東区新砂２－１－１７

133人 0120-789-635

不問
51,339人 秋田県秋田市

3ヶ月
労災

13130- 3307591

婦人服販売「２３区」
【パート】

【２月２３日新規オープン　オープニングスタッフ募集】

・店舗での接客、商品陳列、レジ業務など、販売業務全般を
担当していただきます。
・販売の仕事を初めて経験する方でも大丈夫です。
　（個人ノルマはありません）
・週５日程度の勤務、シフト制です。
（希望する曜日や時間を提出後、ご相談に応じます）

不問

他 有限会社　オウスクール
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目６－１
西武秋田店　２Ｆ

0人 018-836-0220

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1787691

セルフガソリンスタンド
スタッフ（手形給油所）

◆セルフガソリンスタンドにおいて、下記の業務に従事してい
ただきます
・店舗内の監視業務、給油許可
・機器操作説明、清掃
・その他、付随する業務
※洗車や配達はありません
※セルフの為、室内での作業がメインとなります
※６０歳以上歓迎求人

不問

他 株式会社　マルヘイ本店
その他

大館市清水１－４－８２

10人 0186-42-5151

不問
94人 秋田県秋田市

労災
05030-  478591

動物看護師もしくはトリ
マー

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

不問

水他 手形山すずき動物病院
毎　週

秋田県秋田市手形山中町１－１７

4人 018-853-1059

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1769191

キッチンスタッフ［居酒
屋　寧／秋田駅前店］

仕込み
調理補助
洗い場補助
未経験者も可

＊６ヶ月毎契約更新（基準日：４／１、１０／１）

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部
その他

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

21人 022-266-5802

不問
9,200人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
労災

04010- 6239491

調理補助、見習い

○厨房内作業全般に従事していただきます。
・調理、盛り付け
・仕込み
・食器洗い、後片付け
・その他、付随する業務

※働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキイキ職場宣言
事業所

不問

日祝他 株式会社　男鹿興業社

秋田県秋田市新屋鳥木町１－９８

5人 018-828-8905

不問
55人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1796991

雇用・労災
05010- 1798791

ホール接客係

○ホール接客全般
・ご案内
・料理提供
・店内清掃等
・電話対応

※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

日祝他

・社会福祉士また
は精神保健福祉士
の資格取得者
・ソーシャルワー
カーとして実務経
験のある者・基本
的なパソコン操作
（ワード、エクセル
等）

5人 018-828-8905

不問
55人 秋田県秋田市

株式会社　男鹿興業社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－９８

その他

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

3人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分
(3)10時00分～18時00分

時給

2人 777円～777円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～21時30分 就業場所
(2) 8時30分～14時30分
(3)14時30分～21時30分

時給

3人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～22時00分 就業場所

時給

3人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)13時00分～20時00分

日給（時間換算額）

1人 968円～968円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

2ページ中 2ページ

平成31年1月25日発行（平成31年1月24日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

保育補助業務

○認定こども園での保育補助業務全般
・こども園あきた風の遊育舎　　
・こども園こうほく風の遊育舎　
＊経験のない方にも丁寧に指導します。子どもと関わる仕事
に興味がある方を募集しています。
　子育て経験も生かしていただけます。
＊勤務先は当法人が運営する「こども園あきた風の遊育舎」
　もしくは「こども園こうほく風の遊育舎」のどちらかとなりま
す。

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1763991

不問

日祝他 社会福祉法人　風の遊育舎
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目８－２
８

110人 018-846-6731

5人 018-833-1461

不問

不問
110人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許以上（ＡＴ限定
可）

他 佐川急便株式会社

管理スタッフ（警備員）

○コミュニティセンターの警備員、施設管理に従事していただ
きます。
・施設の利用予約受付（電話、窓口）
・施設設備の日常点検などの管理業務
・その他、付随する業務
＊雇用開始：平成３１年４月１日を予定（年度毎更新）
＊シフトに基づき勤務（変更等可能、ご相談に応じます）
＊６０歳以上の方歓迎

不問

他 下北手地区コミュニティセンター管理
運営委員会毎　週
秋田県秋田市下北手柳館字前田面
１３３－１

不問
51,339人 秋田県秋田市

5人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年3月31日 労災

05010- 1815191

軽四セールスドライ
バー職（秋田営業所）
秋田市（長期）

＊軽自動車（会社所有）で小口荷物を配達していただくお仕
事です



ヤマト運輸株式会社　秋田中央支店
毎　週

秋田県秋田市寺内イサノ３０－１

その他
東京都江東区新砂２－１－１７

133人 0120-789-635

2ヶ月
雇用・労災

05010- 1777191

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13130- 3306291

配達補助

○ドライバーの配達の補助をしていただきます。

＊就業時間は相談に応じます。
＊増員による募集です。
＊女性も活躍しています。
＊業務内容の問い合わせの電話は本人からでも可能です。
　（平日８：００～２１：００）

不問

土日祝

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

7人 018-888-5429

不問

77人 080-5068-0070

不問
150,000人 秋田県秋田市

2,532人 秋田県秋田市
平成31年3月1日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 1781891

公園維持管理業務補
助

○千秋公園他、秋田市内の公園維持管理業務補助
・公園の清掃、草取り、ゴミ拾い、トイレの清掃、花壇の維持
管理、剪定枝の片付け、低木の冬囲い、ゴミ等の回収（チェー
ンソー、刈払機を使用します）

不問

土日祝他 秋田市役所



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,200円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～12時00分 就業場所
(2) 9時00分～15時00分

時給

1人 1,310円～1,310円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時30分 就業場所

時給

2人 820円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～16時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)16時00分～20時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)16時00分～20時00分 就業場所

時給

1人 787円～837円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 770円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～13時30分 就業場所
(2)15時00分～20時00分

時給

2人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

8人 018-896-1244

不問
400人 秋田県秋田市

～平成32年3月20日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1855291

雇用・労災
05010- 1853791

販売員（ラグノオ秋田ト
ピコ店）

○販売業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・商品（お菓子）と納品書のチェック
・商品の陳列、箱詰め（包装を含む）
・簡単な端末（タッチパネル式）操作
・近隣店舗への応援業務、研修等あり（マイカー使用）
・その他、付随する業務
＊雇用期間：３月２１日を起算日とした年度毎の更新あり
　　　　　　　　　≪　　急　募　　≫

普通自動車免許
（マイカーで通勤出
来る方）

他 株式会社　ラグノオささき　秋田営業
所毎　週
秋田県秋田市卸町５丁目１－６

毎　週
秋田県秋田市川尻御休町４－２３

10人 018-866-2188

不問
33人 秋田県秋田市

505人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05011-  130391

（トピコ店）おにぎり・惣
菜の販売

○おにぎり専門店でのお仕事です。
・販売、レジ業務   ・商品の陳列
・後片付け
＊（１）の時間帯　採用１名
　（２）の時間帯　採用１名
　　就業時間等ご相談に応じます。
＊お盆、年末年始の出勤可能な方を希望します。
＊６０歳以上の方歓迎します。
＊大学生のアルバイト可。（高校生不可）

不問

他 有限会社　一文字

精肉販売員（御所野
店）

○精肉コーナーでの販売業務です。
・肉のパック詰め   ・売り場作り
・商品値付け
・商品陳列、整理ほか
※雇用期間は雇入れの日から３ヶ月、その後は６ヶ月毎の
　更新となります。
※原則、シフトによる勤務となりますが、勤務時間、休日に
　ついては相談に応じます。
○社員登用制度あり○
　　　　　　　　　　　　　「働き方改革関連認定企業」

不問

他 株式会社　アマノ
その他

秋田県男鹿市船越字内子８９番地

160人 0185-22-6300

不問

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

平成31年2月12日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 1861891

平成31年2月12日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 1860791

スーパーお惣菜コー
ナーでの調理補助・盛
付け【秋田市】

○当社派遣先事業所において、次の業務に従事していただ
きます。
・スーパーお惣菜コーナーでの簡単な調理補助、盛付け、
パック詰め、商品陳列など

＊制服貸与します。

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05010- 1840091

スーパー精肉コーナー
での肉のスライス・計量
など【秋田市】

○当社派遣先事業所において、次の業務に従事していただ
きます。
・スーパー精肉コーナーでの肉のスライス、計量、商品陳列な
ど

＊制服貸与します。

不問

他 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

営業事務

○営業事務業務に従事していただきます。
・主に、工事に係る指示書・受注書及び請求・入金等の業務
を管理ソフトを使用して、整理してもらう仕事です。
・その他付随する業務

※雇用期間３カ月は試用期間としての位置づけです。
　契約更新後は、常用雇用へ移行となる予定です。

不問

土日祝他 有限会社　トーイ
毎　週

秋田県秋田市河辺大張野字道ノ下１
９８

15人 018-881-1511

不問

15人 018-869-9505

不問
147人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1837791

6ヶ月
労災

12010- 3929991

客室清掃管理スタッフ

○ホテル客室内の清掃業務管理全般に従事していただきま
す。
・客室清掃員のシフト管理
・ホテル（フロント）との連絡・調整
・その他付随する業務


＊研修がありますので、未経験の方でも応募いただけます。
＊制服貸与致します。

不問

他 株式会社　トップス
その他

秋田県秋田市泉釜ノ町２２番１３号

その他
千葉県千葉市花見川区幕張町５－４
９８－２

9人 043-306-9369

不問
47人 秋田県秋田市

115人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 1843991

保育スタッフ／秋田市

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

※早番・遅番できる方

保育士

日祝他 株式会社　Ｔｈｉｎｋ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ

管理栄養士

○入院患者及び従業員、栄養管理業務全般。
・発注
・栄養管理
・衛生管理
・栄養指導
・患者さんへのメッセージカードの作成
・検食簿作成　等

管理栄養士

土日祝 医療法人　城東整形外科
毎　週

秋田県秋田市東通６丁目７－６

29人 018-832-0023

不問

不問
278人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
労災

05010- 1847291

言語聴覚士

土日祝 医療法人　惇慧会
毎　週

秋田県秋田市外旭川字三後田１４２

211人 018-868-5511

平成31年1月28日発行（平成31年1月25日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

言語聴覚士（外旭川病
院）
≪パートタイム≫

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

＊経験のある方を優遇します。

℡ 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(時給換算）

1人 880円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～16時30分 就業場所

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)23時00分～ 6時00分 就業場所

時給

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～16時30分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時00分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 5時00分～ 9時00分 就業場所
(2)18時00分～23時00分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～12時30分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～ 9時30分 就業場所
(2) 8時00分～11時00分
(3)14時00分～19時00分

269人 秋田県秋田市
～平成31年2月28日

労災
15010- 3926191

（請）クリーンクルー（秋
田市土崎港西）

○担当していただく業務は、以下の通りとなります。

　店内の一般清掃業務
　・機械による清掃作業
　・ゴミ回収（リサイクル品など）
　・トイレ清掃

＊業務上車を使用する機会はありません。

不問

他 株式会社　ニュースペース
毎　週

新潟市中央区山二ツ５７６番地１１号

5人 025-287-1251

不問

1人 025-287-1251

不問
269人 秋田県秋田市

～平成31年2月28日
労災

15010- 3924291

6ヶ月
雇用・労災

05010- 1845791

（請）クリーンクルー（秋
田市土崎港相染町）

○店内の一般清掃作業
・トイレ清掃
・ゴミ回収（リサイクル品など）




＊業務上、車を使用する機会：無

不問

他 株式会社　ニュースペース
毎　週

新潟市中央区山二ツ５７６番地１１号

毎　週
秋田県潟上市天王字上江川４７－１
３０

9人 018-872-2201

不問
48人 秋田県潟上市

4人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1830591

清掃スタッフ（パート）

・施設内の清掃および利用者様の衣類等の洗たく業務
・その他付随する業務

不問

日他 有限会社　チョウセイ

清掃・クリーニング（ぬく
もり山王）

○高齢者施設における清掃および衣類の洗濯等。
・共用部、居室清掃　等

＊３０名分を３名で交替で行います。常時２名体制。

＊洗濯等は１日あたり１５名分程度で、入所者ごとに衣類の
　洗濯、たたむ、仕分けを行います。

不問

日他 株式会社　東北コミュニケーション
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央３丁目４－
１３

3人 018-846-1139

不問

25人 018-838-7011

不問
74人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010- 1829791

12ヶ月
雇用・労災

03010- 2470391

施設管理作業員


○有料老人ホームでの施設管理業務に従事していただきま
す
・清掃（モップがけ、掃除機がけ、手すりの清拭等）、雪寄せ、
ゴミ出し、電話対応など

＊２３時～５時までの間は帰宅、または希望者は宿泊も可能
です。その間の呼び出し等はありません。

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　いいじま毎　週
秋田県秋田市飯島字飯田水尻５０１
－１

毎　週
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南
２－４－２１

6人 019-611-2412

不問
420人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市

労災
05010- 1842691

リースキン商品交換（秋
田市）

ワゴン車（ワンボックス）で各事業所の業務用マット、モップの
定期交換業務

・最初の１～２ヶ月間は先輩に同行して仕事の流れを覚えて
いただきます。
・１日１０件程度の事業所を訪問します。

＊男女共に活躍できるお仕事です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日他 みちのくキヤンテイーン　株式会社

ルート納品・回収【事業
所】

○ご契約をいただいているお客様（飲食店、スーパーマーケット等）
の着用されている白衣、ズボン、エプロン等のユニフォームの納品
（クリーニング済みのもの）と回収（着用済のもの）作業を定期的に訪
問して行っていただきます。
＊社用貨物車（軽）使用
＊週３日程度の勤務
（就業時間・日数については相談に応じます）
＊制服あり
※クリーニングの作業は工場の担当者が行いますので、納品と回収
のみの作業となります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　共和
毎　週

秋田県秋田市川尻大川町９－３１

31人 018-862-7455

不問

34人 018-874-7775

不問
93人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 1870291

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 1868991

出荷作業、荷受出荷、
倉庫内作業【寺内】
（パート）

○食料品問屋内での商品出荷作業を担当していただきます。
・小売店からの受注で商品をピッキングし、砂糖、塩など
　２０ｋｇ以上の運搬あり
・荷造りをしてドライバーに渡すまでの作業
＊体力勝負の仕事です
＊日、祝日出勤可能な方（休日は相談に応じます）
＊就業時間（１）～（２）希望時間帯の相談に応じます
　　　　　＜月末、月初残業あり（２～３時間程度）＞

不問

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

その他
秋田県秋田市御所野湯本６丁目２－
３７

62人 018-874-7775

不問
93人 秋田県秋田市

400人 秋田県秋田市
～平成32年3月20日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 1864191

出荷作業、荷受出荷、
倉庫内作業【御所野】
（パート）

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

＊月末・月初残業あり（１０時間程度）

不問

他 株式会社　ライフサポート・エガワ東
北　秋田支店

喫茶スタッフ「ラグノオ
秋田まるごと市場店」

○喫茶コーナーでの業務に主に従事していただきます。
・配膳、オーダー伺い、洗い物、一部調理あり
・近隣店舗への応援業務、研修等あり（マイカー使用）

＊併設の当社物販コーナー、ベーカリーコーナーでの一部業
　務も兼務
＊雇用期間：１年毎の更新あり
　　　　　　　≪　　急　　募　　≫

普通自動車運転免
許（マイカー通勤の
方）

他 株式会社　ラグノオささき　秋田営業
所毎　週
秋田県秋田市卸町５丁目１－６

7人 018-896-1244

不問

不問
5,000人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

15050-  413391

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ブルボン
その他

新潟県柏崎市駅前１丁目３－１

5人 0257-23-5068

2ページ中 2ページ

平成31年1月28日発行（平成31年1月25日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

菓子・食品のプロモー
ションスタッフ（由利本
庄市・秋田市）

○スーパーや小売店・ドラッグストアを定期的に訪問し、商品
の紹介、受注活動、販売促進資材の設置、商品の陳列や試
食販売等を行う営業のお仕事です。

○ご自身の車で訪問活動をしていただきます。

※訪問エリア：下記で募集します。
　○由利本庄市、秋田市及び周辺エリア　１名


