
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 200,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 250,000円～500,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 203,000円～310,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

3人 158,000円～158,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 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

1人 158,000円～158,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

2人 158,000円～158,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 158,000円～158,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

2人 158,000円～158,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 138,800円～138,800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45分～17時00分 就業場所

60人 018-886-3256

不問
316人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2387391

平成31年4月1日～平
成31年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 2448191

栄養士（嘱託職員）

○栄養士として勤務していただきます。
【仕事内容詳細】
・利用者の献立作成
・その他付随する業務

＊利用者は約８０名で、栄養士２名、調理師７名体制
＊制服貸与

栄養士または管理
栄養士

他 社会福祉法人　秋田県厚生協会　障
害者支援施設　雄高園その他
秋田県秋田市雄和戸賀沢字金山沢
８９－２９

毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

87人 018-831-2011

不問
349人 秋田県秋田市

349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- 2445891

臨床検査技師（期間雇
用）

○検診車による巡回健診及びセンター内での検診業務
・尿検査・心電図検査　等

＊早朝出発の検診あり


臨床検査技師免許

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団

臨床検査技師

○検診車による巡回健診及びセンター内での検診業務
・尿検査・心電図検査　等

＊早朝出発の検診あり


臨床検査技師免許

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

87人 018-831-2011

不問

87人 018-831-2011

不問
349人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成31年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 2431091

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- 2426991

診療放射線技師（期間
雇用）

○検診車による巡回健診及びセンター内での検診業務
・胃部・胸部・骨粗鬆症のＸ線撮影

＊早朝出発の検診あり


診療放射線技師免
許

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

毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

87人 018-831-2011

不問
349人 秋田県秋田市

3,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
34010- 8610591

診療放射線技師

○検診車による巡回健診及びセンター内での検診業務
・胃部・胸部・骨粗鬆症のＸ線撮影

＊早朝出発の検診あり


診療放射線技師免
許

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団

正・准看護師／秋田市
川元松丘町

秋田市立病院内の保育園での体調不良児対応、保育補助業
務です。
一人ひとりとじっくり関わる保育を行っています。

即日勤務可能な方大歓迎！
子供たちの成長を一番近くで見れる素敵なお仕事です！
看護師さんは夜勤もないので、お子さんのおられる方でも働
けます。

正・准看護師

土日祝 株式会社　アイグラン
毎　週

広島県広島市中区光南２－１－２０

9人 082-504-6588

不問

87人 018-831-2011

不問
349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- 2463291

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2293891

看護職

○検診車による巡回健診及びセンター内での検診業務
・問診・血圧測定・採血　等

＊早朝出発の検診あり


保健師・看護師・准
看護師免許のいず
れか

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

毎　週
秋田県秋田市寺内堂ノ沢２丁目１－
１

22人 018-846-2081

測量の経験者
29人 秋田県秋田市

32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2291491

測量（秋田本社）

　○社内及び会社の指定する現場において、測量に関する
　　作業を行います。
　　・現場は主に東北管内
　　・道路、河川、林道など
　　・現場までは社有車またはレンタカーを使用し、２～３人で
作業を行います。
　○社内ではデータ入力や製図等の作業を行います。　　　
　　　　　　　　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

測量士または測量
士補
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　測地コンサルタント

建設コンサルタント（秋
田本社）

○道路や河川等の社会基盤の整備や維持管理に係わる建
設コンサルタントとして、社会資本整備の計画や調査・設計を
行う。
　業務を行う主な部門を次に示します。
　・河川、砂防及び海岸、海洋
　・道路
　・森林土木
　働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
技術士・ＲＣＣＭ
優遇

土日祝 株式会社　測地コンサルタント
毎　週

秋田県秋田市寺内堂ノ沢２丁目１－
１

25人 018-846-2081

土木設計の経験者

平成31年2月5日発行（平成31年2月4日受付分)　Ｎｏ．１

6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

総合職（事務長候補）

○特別養護老人ホームにて、総合職（事務長候補）として従
事していただきます。
・各種書類作成、グループ法人本部との連携調整
・電話対応、面会者対応、施設内見回り
・利用者様が病院受診の際の送迎業務（社有車使用）
・介護補助業務（食事時の見守り・入浴介助補助等）


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　友遊会
その他

秋田県秋田市飯島道東１丁目５－１

52人 018-887-7222

不問
154人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2321991

℡ 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 165,000円～315,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

3人 173,100円～203,320円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～ 8時29分

時給（月額換算）

2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）

6人 154,800円～189,200円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

5人 172,000円～189,200円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給（月額換算）

19人 172,000円～189,200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 就業場所

時給（月額換算）

10人 154,800円～189,200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 就業場所

時給（月額換算）

4人 154,800円～189,200円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 150,000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00分 就業場所

月給

1人 142,746円～229,141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～16時40分 就業場所

月給

1人 140,000円～155,000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130人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2338991

一般事務・レンタカー業
務（秋田駅前店）

○一般事務
・銀行用務（入金・記帳）
（外出時はＡＴ社有車使用）
・報告書の作成
・請求書発行（パソコン使用）
○レンタカー業務
・電話、インターネットによる予約受付
・フロントでの契約内容説明、お客様の免許証確認　等
・引渡し前の車両説明、返却時の車両確認　等
※正社員登用制度あり。

普通自動車免許
（業務用・ＡＴ限定
可）

他 株式会社　トヨタレンタリース秋田
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４９

7人 018-896-5100

不問

23人 018-860-3241

パソコンのできる方
（ワード、エクセル、一
太郎）
学校事務経験があれ
ばなお可

23人 秋田県秋田市
～平成31年3月8日

雇用・公災
05010- 2302091

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2289091

学校事務職員（臨時）

○小・中学校での事務業務に従事します。
・学校予算に関する事務
（予算の作成、物品購入、小破修繕発注等）
・児童生徒に関する事務
（就学援助費等）
・職員に関する事務
（給与、旅費、福利厚生等）


不問

土日祝他 秋田県教育庁　中央教育事務所
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－２

毎　週
秋田県秋田市土崎港相染町字沖谷
地１６２

8人 018-846-6133
パソコン（エクセ
ル、ワード）出来る
方
建設業関係の経験
者尚可

8人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2349891

一般事務【急募】

○一般事務に従事していただきます。
・請求書等の作成
・パソコンでの各帳簿（元帳、経理関係帳簿）等の作成
・電話応対、来客対応等

＊銀行等への外出業務あり（ＡＴ社有車使用）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　古川空調

コインパーキングのお
問合せ受付

○コインパーキングご利用者様から、トラブルが発生した際
に、手配等のご案内をしていただくお仕事です。
・研修もしっかり行ってからの受付となりますので、ご安心くだ
さい。
・未経験からスタートされた方、多数おります。

不問

他 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

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力が可能な方

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力が可能な方

16人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2347491

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2346991

お客様対応受付

○ご契約者様の車の急なトラブルやリース会社貸出し車両が
起こした事故、故障等の電話受付業務、およびロードサービ
スの提供
・デスクワークのお仕事です。
・派遣先への直接雇用制度あり
・セールス・勧誘・ノルマなし
・未経験からスタートする方多数です。

不問

他 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

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１７２

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

16人 秋田県秋田市

16人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2345691

受付スタッフ

【ロードサービス】

【高時給！！】
○自動車保険加入のお客様からのロードサービスの要請受付・業者
手配業務。
・お車の急なトラブルに対し、事故・故障受付け、ロードサービスの手
配業務。
＊デスクワークのお仕事です。
＊長期予定。
＊未経験から始めるスタッフ多数。
＊勤務時間帯、休日、勤務開始日は相談に応じます。
＊セールス・勧誘・ノルマはございません。

不問

他 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

高級外車グループでお
仕事【ロードサービス】

○高時給１，０００円！！
・高級外車グループでのロードサービス手配や車両トラブル
解消案内
・自動車任意保険受付対応

＊派遣先への直接雇用制度有り
＊未経験から始められるお仕事です

不問

他 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

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力が可能な方

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力・検索が出来
る方

16人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2344391

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2365891

解約・申込み受電、受
付、その他事務業務
【日祝固定休】

○賃貸物件の火災保険契約者及び代理店からの解約や申
込みに関する受電、事故受付と付随するシステム入力・書類
チェック等

＊未経験者多数おりますので、研修も行い安心です。

＊派遣先への直接雇用制度あり。

不問

日祝他 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

毎　週
秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１

560人 018-823-0911

パソコン操作ので
きる方（ワード、エク
セル）

756人 秋田県秋田市

113人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2326591

一般事務（総務）

○一般事務（総務）を担当していただきます。

・切手在庫管理、文書収受、車両管理、各種備品等管理
・電話応対、インターホン応対等お客様対応
・その他付随する業務

【明るく丁寧な対応が求められます】

不問

土日祝他 日本郵便　株式会社　秋田中央郵便
局

介護支援専門員

○当法人居宅介護支援事業所、包括支援センター又は特別
養護老人ホームで、相談援助業務やケアマネジメント業務に
従事していただきます。

＊外出業務の際は、社用車使用（ＡＴ車）

※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）
＊介護支援専門員
・社会福祉主事任用
資格あれば尚可

土日祝他 社会福祉法人　秋田けやき会
毎　週

秋田県秋田市御所野下堤五丁目１
番５号

113人 018-826-0651

不問

21人 秋田県秋田市

あん摩・マッサー
ジ・指圧師　国家資
格者
あわせて鍼灸師国
家資格あれば尚
可。
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可） 雇用・労災・健康・厚生・財

形 05010- 2366291

土日他 株式会社　こころも
「訪問鍼灸・マッサージ　こころも秋田毎　週
秋田県秋田市東通仲町５－３１　サ
ンロイヤル村上１Ｆ

4人 018-838-0365

6ページ中 2ページ

平成31年2月5日発行（平成31年2月4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

マッサージ・あん摩・指
圧師・鍼灸師

＊在宅（訪問）マッサージは、在宅医療が国の方針にシフト
　された今もっとも必要とされる在宅医療と考えられます。
　当社は患者様一人一人の心と体をケアし、身体不自由・歩
　行困難の方のご自宅や施設等へ伺い「鍼灸マッサージと機
能訓練」を施術しております。

＊エリア：秋田市、大仙市
＊マイカー持ち込み可
＊未経験者可



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

1人 134,400円～134,400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

日給（月額換算）

2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

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

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

月給

1人 140,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 172,200円～220,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 170,914円～170,914円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 9時00分～ 8時59分 就業場所

月給

1人 180,000円～280,000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 就業場所

月給

2人 200,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

時給（月額換算）

2人 137,600円～137,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

8人 018-889-6959

不問
600人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2295591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2351091

お茶、お菓子の販売、
デザート等の製造販売

○「お茶の井ヶ田　喜久水庵」において接客販売等に従事し
ていただきます。
・お茶やお菓子の接客販売、包装、レジ業務
・イートインスペースでのソフトクリームやパフェ、ドリンクおよ
びクロワッサン等の製造販売

＊入社後、製造販売に関しての研修があり、初心者の方でも
しっかりと指導します（３か月間）
＊正社員登用あり

不問

他 お茶の井ヶ田　喜久水庵
その他

秋田県秋田市御所野地蔵田１丁目１
－１　イオンモール秋田１Ｆ

その他
秋田市御野場新町３丁目１３－１

8人 018-829-0422

不問
45人 秋田県秋田市

45人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2350191

コンビニ店員（夜勤）

○「ローソン」各コンビニ店舗での販売業務を担当
・接客販売、レジ会計
・発注による商品管理
・棚作り
・清掃等　店内業務全般

＊店長への昇進、ストアコンサルタントの資格取得、のれん
分け有
＊接客業務のため、明るく元気な対応が必要です。

不問

他 株式会社　Ｋ＆Ｋメルシ

コンビニ店員

○「ローソン」各コンビニ店舗での販売業務を担当
・接客販売、レジ会計
・発注による商品管理
・棚作り
・清掃等　店内業務全般
＊店長への昇進、ストアコンサルタントの資格取得、のれん
分け有
＊接客業務のため、明るく元気な対応が必要です。

不問

他 株式会社　Ｋ＆Ｋメルシ
その他

秋田市御野場新町３丁目１３－１

8人 018-829-0422

不問

47人 018-845-1777

簡単なパソコン操
作ができる方

47人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2290991

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2297091

配車係

○タクシー会社の配車業務及び電話対応業務
（配車業務はすべてコンピュータ配車）

＊就業形態
　泊→明け→公休
　（９：００～翌８：５９　休憩３時間、仮眠３時間）

不問

他 秋田港交通　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港中央１丁目１５
－３４

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目４－１９
商工中金・第一生命秋田ビル９階

8人 018-825-9610

不問
15,900人 秋田県秋田市

62人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2317291

人材コーディネーター

○取引先企業とスタッフの間を取り持つ人材コーディネーター
のお仕事をお願いします
・取引先企業からの人材に関する要望に対して課題解決策を
　立案、実行して頂きます
・当社派遣社員に困り事、悩み等ないかなど個別面談にて
　フォローして頂きます
・新卒採用の為、学校訪問、会社説明会を計画、実行して
　頂きます。
＊自家用車使用（ガソリン代は規程により支給）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　エイジェック　秋田オフィス
（派１３－０８６７２）

医療事務

○医療事務に従事していただきます
・窓口、受付業務
・会計業務
・レセプト業務（レセコン入力・点検）
・電話応対
・その他、付随する業務

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 医療法人　わらべ会
その他

秋田県秋田市南通亀の町２－２１

23人 018-835-1210

不問

87人 018-831-2011

不問
350人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成31年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 2409391

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- 2400691

事務補助（健診スタッ
フ）

○各種健診業務に係る事務（スタッフとして従事）
・ストレスチェック事務処理
・早朝出発の健診あり

普通自動車免許
ＡＴ限定可

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

毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

87人 018-831-2011

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

350人 秋田県秋田市

350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- 2368191

事務補助

○庶務、乳がん検診読影準備及び補助

普通自動車免許
ＡＴ限定可

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団

結果請求事務補助

○健診結果処理及び、請求事務処理の事務補助

普通自動車免許
ＡＴ限定可

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

87人 018-831-2011

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

パソコン（ワード、エ
クセル）操作の出
来る方

4,400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- 2353691

不問

土日祝 全国健康保険協会秋田支部
毎　週

秋田県秋田市旭北錦町５－５０　シ
ティビル秋田２階

66人 018-883-1841

平成31年2月5日発行（平成31年2月4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

事務補助

・健診の申込の受付業務等の事務補助
・書類作成、仕分けの補助（エクセル・ワード使用）
・郵便物の仕訳
・その他付随する業務

＊１か月間の臨時雇用


℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

1人 128,000円～144,000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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 157,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～17時30分

月給

2人 185,000円～275,000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～18時30分 就業場所

月給

1人 160,000円～185,000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)11時00分～20時00分 就業場所
(2) 6時00分～15時00分

月給

2人 193,000円～193,000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～35歳 (1) 8時00分～16時15分 就業場所
(2)16時00分～23時40分

月給

2人 193,000円～193,000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～35歳 (1) 8時00分～16時15分 就業場所
(2)16時00分～23時40分

月給

2人 193,000円～193,000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～35歳 (1) 8時00分～16時15分 就業場所
(2)16時00分～23時40分

月給

2人 193,000円～193,000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～35歳 (1) 8時00分～16時15分 就業場所
(2)16時00分～23時40分

月給

2人 193,000円～193,000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～35歳 (1) 8時00分～16時15分 就業場所
(2)16時00分～23時40分

月給

2人 193,000円～193,000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～35歳 (1) 8時00分～16時15分 就業場所
(2)16時00分～23時40分

月給

1人 165,000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 64歳以下 就業場所

6ページ中 4ページ

平成31年2月5日発行（平成31年2月4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

荷受事務

・ＴＥＬ受付
・伝票処理（パソコン入力）
・その他付随する業務

＊制服（女性）を貸与します。
＊雇用期間は１年毎の契約更新ですが、長期に勤務できる
方を希望します。

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2333591

不問

他 株式会社　東京インテリア家具　秋田
店毎　週
秋田県秋田市御所野元町３－３－２
０

39人 018-807-1111

10人 018-888-8811

不問

不問
1,540人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　Ｂｉｒｔｈ４７　建材事業部Ｎ
ＯＮ工業

営業（秋田県内）

〇既存・新規の顧客へ農業用薬品や肥料、農業関連資材の
販売及び配送業務に従事します。

＊採用後、先輩社員と同行し仕事を覚えていただきます。

＊２ｔトラックの運転業務あり

準中型自動車運転
免許以上（ＡＴ限定
不可）

日祝他 小泉商事　株式会社　秋田中央営業
所隔　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－１３６

不問
200人 秋田県秋田市

150人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2296191

事務兼営業アシスタン
ト

○戸建住宅のリフォーム営業に従事していただきます。
・新聞折り込み、ポスティング、ホームページによる宣伝に対
する問い合わせを契機に、当社商品・サービスを更に売り込
み、契約を取り付けていただきます。
・見積書、注文書等の各種書類作成

＊未経験者歓迎
＊マイカー持込みできる方
（ガソリン代は業務使用分を別途支給）

株式会社　ＮＥＣライベックス
毎　週

秋田県秋田市御所野下堤３丁目１－
１　テンマジャパン内

その他
秋田県秋田市土崎港北２丁目１９－
１６

3人 018-893-4355

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2380491

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2434991

調理補助「テンマジャパ
ン内」社員食堂

○「テンマジャパン内」社員食堂での調理補助業務全般に
　従事していただきます。

【主な仕事内容】
・盛り付け、販売、食器洗浄の仕事を行っていただきます。

＊初心者の方のご応募もお待ちしております。

不問

他

23人 018-825-5249

不問

8人 018-829-0066

不問
2,800人 秋田県秋田市

普通自動車免許（通
勤用）
＊業務が深夜時間帯
に及ぶため、安全上
の理由から。

他 株式会社　スーパートゥデイ（ニュー
ヨークニューヨーク）

カウンタースタッフ【泉
店】

○主にパチンコ店のカウンター業務全般を行っていただきま
　す。
・カウンターでの景品交換業務。
・マイクでの案内業務。
・商品管理、整理、整頓他
・その他付随する業務。

＊未経験者大歓迎します。

普通自動車免許（通
勤用）
＊業務が深夜時間帯
に及ぶため、安全上
の理由から。

他 株式会社　スーパートゥデイ（ニュー
ヨークニューヨーク）その他
秋田県秋田市手形字蛇野１６３

不問
143人 秋田県秋田市

143人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2322491

カウンタースタッフ【臨
海店】

○主にパチンコ店のカウンター業務全般を行っていただきま
　す。
・カウンターでの景品交換業務。
・マイクでの案内業務。
・商品管理、整理、整頓他
・その他付随する業務。

＊未経験者大歓迎します。

株式会社　スーパートゥデイ（ニュー
ヨークニューヨーク）その他
秋田県秋田市手形字蛇野１６３

その他
秋田県秋田市手形字蛇野１６３

22人 018-825-5249

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2327191

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2325291

カウンタースタッフ【広
面店】

○主にパチンコ店のカウンター業務全般を行っていただきま
　す。
・カウンターでの景品交換業務。
・マイクでの案内業務。
・商品管理、整理、整頓他
・その他付随する業務。

＊未経験者大歓迎します。

普通自動車免許（通
勤用）
＊業務が深夜時間帯
に及ぶため、安全上
の理由から。

他

23人 018-825-5249

不問

24人 018-825-5249

不問
143人 秋田県秋田市

普通自動車免許（通
勤用）
＊業務が深夜時間帯
に及ぶため、安全上
の理由から。

他 株式会社　スーパートゥデイ（ニュー
ヨークニューヨーク）

ホールスタッフ【泉店】

○パチンコ店の運営に関わる業務全般を行っていただきます
・接客、案内業務。
・機械管理、メンテナンス作業。
・台の清掃等
・その他付随する業務。

＊未経験者大歓迎します。

普通自動車免許（通
勤用）
＊業務が深夜時間帯
に及ぶため、安全上
の理由から。

他 株式会社　スーパートゥデイ（ニュー
ヨークニューヨーク）その他
秋田県秋田市手形字蛇野１６３

不問
143人 秋田県秋田市

143人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2336391

ホールスタッフ【臨海
店】

○パチンコ店の運営に関わる業務全般を行っていただきます
・接客、案内業務。
・機械管理、メンテナンス作業。
・台の清掃等
・その他付随する業務。

＊未経験者大歓迎します。

株式会社　スーパートゥデイ（ニュー
ヨークニューヨーク）その他
秋田県秋田市手形字蛇野１６３

その他
秋田県秋田市手形字蛇野１６３

22人 018-825-5249

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2341591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2339491

ホールスタッフ【広面
店】

○パチンコ店の運営に関わる業務全般を行っていただきます
・接客、案内業務。
・機械管理、メンテナンス作業。
・台の清掃等
・その他付随する業務。

＊未経験者大歓迎します。

普通自動車免許（通
勤用）
＊業務が深夜時間帯
に及ぶため、安全上
の理由から。

他

毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

2人 018-862-3251

不問

24人 018-825-5249

不問
143人 秋田県秋田市

476人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2300591

調理および管理人業務
（秋田銀行旭南男子独
身寮）（住込）

１、入寮者への朝食、夕食の提供のための調理および食材
の発注、仕入れ
２、食堂、廊下、浴室、建物外周等館内外の清掃
３、秋田銀行担当部署および出入り業者との連絡等、施設管
　理に関する業務

＊管理人室、住込居室等は、同時提出している「求人番号
０５０１０－２３０３３９１」と同じ部屋を使用するため、２名１組
で応募してください。

調理師免許

土日祝 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズ



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 145,000円～180,000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)10時00分～19時00分

月給

1人 140,000円～140,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 44歳以下 (1) 5時00分～ 7時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

時給（月額換算）

3人 140,250円～140,250円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
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30分～16時30分

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

時給（月額換算）

2人 186,000円～186,000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～16時45分 就業場所

時給（月額換算）

10人 136,960円～136,960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）

5人 196,800円～196,800円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 1時55分
(3)23時05分～ 8時00分

月給

1人 147,000円～181,000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00分 就業場所

月給

1人 191,000円～290,000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15分 就業場所

6ページ中 5ページ

平成31年2月5日発行（平成31年2月4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

レンタカー業務（秋田駅
前店）

○レンタカー業務（受付・接客）
・電話、インターネットによる予約受付
・フロントでの契約内容説明、お客様の免許証確認等
・引渡し前の車両説明、返却時の車両確認等

○レンタカーバックヤード業務
・納車　・引き取り
・洗車　・段取り　・開店業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）必須
中型自動車免許あ
れば尚可

他 株式会社　トヨタレンタリース秋田
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４９

7人 018-896-5100

不問
130人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2337691

農作業

○次のような作業を行っていただきます。
・水稲：耕起、代掻き、田植、刈取り等の農業機械の操作運
転
・大豆：播種、中耕、刈取り、選別等の機械操作
・枝豆：播種、収穫、選別、出荷等の作業
・野菜：種まき、育苗、定植、収穫、出荷等の作業
・ハウス：平成２９年からトマトの養液栽培の開始に伴う一連
の作業


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 農事組合法人　種沢ファーム
その他

秋田県秋田市雄和種沢字熊野堂５１

14人 018-886-5666

不問
14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2363491

農業

・主に米作りを行っていただきます。
・仕事に慣れたら、適性を見て精米・発送・配達の手伝いもお
願いします。

＊通年で働きたい方、ご相談ください。
＊男女とも活躍できる仕事です。
＊未経験でも農業に興味のある方、是非ご相談ください。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　健康米　味楽農場
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村東２－１－４
８

0人 0185-45-3223

不問
0人 秋田県南秋田郡大潟村

平成31年3月1日～平
成31年11月30日

05010- 2386091

農作業全般

◇稲作農業のため、作業のサポートをお願いします。
・稲刈り後、脱穀、乾燥、もみすり作業、玄米の袋詰
・育苗作業（無農薬栽培のため、ビニールハウスで作業）
・田植えのための、苗の運搬等
・草刈り作業
　田んぼが３か所にあるため、運転免許が必ず必要です。
　畑仕事等はありません。
＊体力作業、外仕事が多いため、体力に自信のある方を希望しま
す。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 有限会社　石山農産
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字西２丁目３
番２８

0人 0185-45-2110

不問
0人 秋田県南秋田郡大潟村

労災・健康・厚生
05020-  763691

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

【平成３１年３月上旬からの採用予定です】

不問

他 秋田市大森山動物園
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

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2304691

医薬品の製造（原薬）
【秋田市】

＊プラント業務
　パソコンを使用しての業務もあります。

※派遣期間：Ｈ３１年３月１日～Ｈ３１年６月３０日
※上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　２０２１年１１月２日です。

不問

土日祝他 株式会社ジャパンクリエイト　大仙営
業所毎　週
秋田県大仙市朝日町１９－３
　　　　　　ヴァンティアンビル２Ｆ

13人 0187-66-4477

不問
1,300人 秋田県秋田市

平成31年3月1日～平
成31年6月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040-  842291

食品製造【潟上市】

○コンビニエンスストア向けのお弁当、おにぎり、寿司
　パン、惣菜、サラダ、デザートの製造をしていただき
　ます。
※未経験の方でも、丁寧に指導致しますので、安心して
　お問い合わせ下さい。
※派遣期間：Ｈ３１年２月１８日～Ｈ３１年４月３０日
※上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　平成３３年３月３１日です。

不問

他 株式会社ジャパンクリエイト　大仙営
業所その他
秋田県大仙市朝日町１９－３
　　　　　　ヴァンティアンビル２Ｆ

0人 0187-66-4477

不問
1,300人 秋田県潟上市

平成31年2月18日～平
成31年4月30日 雇用・労災・健康・厚生

05040-  846391

組立・機械操作補助（３
交替制）【南秋田郡五
城目町】

＊自動二輪車等の部品の組立あるいはマシンオペレータ補
助作業に従事していただきます。
　※マシンオペレータ補助：
　　　　　　機械に部品をセットする作業です。
※派遣期間：Ｈ３１年２月１８日～Ｈ３１年５月３１日
※上記派遣期間終了後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※労働者派遣法による当該派遣先の抵触日は、
　２０２０年１月１７日です。

不問

日他 株式会社ジャパンクリエイト　大仙営
業所その他
秋田県大仙市朝日町１９－３
　　　　　　ヴァンティアンビル２Ｆ

0人 0187-66-4477

不問
1,300人 秋田県南秋田郡五城目町

平成31年2月18日～平
成31年5月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040-  847691

整備（秋田南営業所）

○農業機械の整備です。
・個人の売上計画は来年度からの予定です。
・整備工場内での整備作業以外に、簡単な点検や整備を行う出張修
理もあります。（その他付随する業務もあります）
＊研修会等を計画的に実施しています。
＊社用車（ＭＴ車）を使用します。
＊中型免許、大型特殊免許は採用後１年以内に取得でも可としま
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

日祝他 株式会社　秋田クボタ
その他

秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
３８

7人 018-845-2121

189人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
＊中型（８ｔ限定な
し）、大型特殊免許
尚可（大特、中型を
採用後１年以内に
取得できる方）

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2352391

技術職（電気）／秋田
市山王

メンテナンスサービスの専門企業として、交通信号機器の保守サー
ビスするお仕事です。
・交通信号灯器
・交通信号制御機
・車両感知器　等
※特に技術教育には力を入れており、技術研修や公的資格取
　得奨励などを行ないますので、キャリアアップできます。
◆この求人票には画像情報（会社案内）があります。
　ハローワークの求人検索パソコンで【事業所情報表示】を
　クリックいただくと情報を見ることができます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝 日信電子サービス　株式会社
毎　週

東京都墨田区押上１丁目１－２
東京スカイツリー　

5人 03-5637-2463

不問
614人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13120- 2807591

℡ 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 158,900円～340,500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 18歳以上 (1) 8時00分～18時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

月給

3人 189,000円～205,500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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2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

日給（月額換算）

3人 162,400円～162,400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

月給

2人 189,000円～263,000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）

5人 163,100円～326,200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00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 190,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 193,000円～193,000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～35歳 (1) 8時00分～16時15分 就業場所
(2)16時00分～23時40分

時給（月額換算）

1人 146,880円～172,800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

6ページ中 6ページ

平成31年2月5日発行（平成31年2月4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

左官・塗装


　○住宅リフォーム工事等における左官・塗装作業等に従事
　　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）

日祝他 奥羽住宅産業　株式会社
その他

秋田県秋田市大町２丁目６－２９

18人 018-865-1511

不問
22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2323791

大型１０ｔダンプドライ
バー

○１０ｔダンプを使用し、県内のインフラ工事に係る運搬作業
に従事していただきます。
・秋田県内の土木インフラ工事に係る土砂・砕石の運搬
・産業循環資源物リサイクル運搬
・その他、付随する作業

＊男女共に活躍しております。
＊未経験でもやる気のある方は大歓迎です。
＊免許取得の支援制度あり。

大型免許
（車両系建設機械
あれば優遇）

日他 有限会社　高島興業
隔　週

秋田県秋田市新屋日吉町１７－２０

35人 018-828-1350

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2379691

医師送迎業務

○健診に係る医師の送迎業務及び健診スタッフ業務に従事。
・全県各地への送迎
・早朝出発の検診あり



・普通自動車免許
以上（ＡＴ車限定
可）

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

87人 018-831-2011

不問
350人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成31年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 2392591

大型運転及び健診事
務補助

○検診車による巡回健診での検診車運転業務及び検診ス
タッフ業務。
・エクセル等のパソコン操作

＊宿泊を伴う出張あります（県内）。
＊早朝出発の検診あります。


大型自動車運転免
許

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

87人 018-831-2011

不問
350人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～平
成31年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 2419491

建設重機オペレーター

○秋田県内の土木インフラ工事に係る掘削作業に従事して
いただきます。

＊女性ドライバーも活躍しております。
＊未経験でもやる気のある方は大歓迎です。
＊免許取得の支援制度あり。


車両系建設機械
（移動式クレーン、
玉かけあれば優
遇）

日他 有限会社　高島興業
隔　週

秋田県秋田市新屋日吉町１７－２０

35人 018-828-1350

不問
35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2464591

解体工・はつり工

・建設現場での解体及びはつり工として従事していただきま
す。
・能力によって、付帯した業務の、とび、土木工事にも
　従事していただきます。
・将来、多能工として会社を担って頂きます。

不問

日他 東北総建　株式会社
その他

秋田県秋田市上北手御所野字雨池
通５－１４

10人 018-838-7373

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2288191

舗装作業員

○舗装工事における作業全般に従事していただきます。
・アスファルトによる道路の舗装や補修工事
・駐車場の舗装や個人宅の庭の舗装など
・重機オペレーター（バックフォー、振動ローラー等）作業の補
助
・２ｔ～４ｔダンプトラック及び平トラックの運転

＊作業現場：潟上市、男鹿市、秋田市
＊冬期間は除雪作業もあります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社　大和工業
その他

秋田県潟上市天王字二田９４－３

6人 018-878-6241

土木等屋外作業経
験者（舗装作業経
験あれば尚可）

6人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2319191

クリーンキーパー【臨海
店】

○パチンコ店「ＮＥＷＹＯＲＫ×２　臨海店」において清掃業務
に従事していただきます。
（仕事の内容）
・店内外の清掃業務
・トイレ清掃、灰皿の片付け　等
・その他、付随する業務

＊制服貸与

普通自動車免許（通
勤用）
＊業務が深夜時間帯
に及ぶため、安全上
の理由から。

他 株式会社　スーパートゥデイ（ニュー
ヨークニューヨーク）その他
秋田県秋田市手形字蛇野１６３

22人 018-825-5249

不問
143人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2312691

レンタカーバックヤード
業務　（秋田空港店）

○次のようなバックヤード業務に従事していただきます。
・レンタカーの再商品仕上げ、車内清掃及び洗車
・貸渡車両の準備、段取り
・お客様への出発車両案内
・帰着車両のお出迎え
・店舗間での車両の納車、引き取り、回送業務

＊作業服貸与
＊正社員登用制度あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　トヨタレンタリース秋田

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2335091

その他
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－４９

16人 018-896-5100

不問
130人 秋田県秋田市



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 242,800円～447,980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 240,000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30分 就業場所
(2) 8時30分～13時50分

月給

1人 140,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～19時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3) 9時00分～12時30分

月給

2人 160,000円～200,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2)10時30分～19時30分

時給（月額換算）

1人 136,960円～171,200円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 152,000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 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 169,000円～183,000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

日給（月額換算）

2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

日給（月額換算）

1人 131,600円～131,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 138,000円～175,000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

パソコン操作（エク
セル、ワード）

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010- 9830391

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

平成31年2月6日発行（平成31年2月5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

総合職（技術・図面業
務：空調衛生設備）［秋
田／横手／大仙

各建設現場における設備施工管理業務に従事して頂きま
す。

＊未経験の方には丁寧に基本から教育させて頂きます。
＊未経験やブランクのある方も歓迎致します。
＊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。
＊就業場所は応相談させて頂きます。


看護師（准看護師）

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


看護師、准看護師
免許

日他 飯島透析クリニック
その他

秋田県秋田市飯島字薬師田３６０

12人 018-880-5544

不問
12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2543891

歯科衛生士

○ＳＣ（歯の清掃）がメインとなります
・器具の滅菌、洗浄、片付け、準備
・デンタルエステ（歩合制です）
・アシスタント
＊予防メインの診療のためＩｎＦＣＫ（差歯）等のＳｅｔ・ＴＥＫ（仮歯）はあ
りません。
＊業務についてはひとつひとつ指導します。
＊技術的な心配、ブランクのある方も大丈夫です。
＊ＳＣ、ＳＲＰは歯周病科に７年在籍していますので、指導
　の心配は有りません


歯科衛生士免許

月祝他 安倍歯科医院
その他

秋田県秋田市中通３丁目３－２８

7人 018-874-8390

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2534791

栄養士または調理師
（秋田県立医療療育セ
ンター）

○調理全般、食事提供業務に従事していただきます。　　　
・下処理、仕込み、調理、盛り付け、洗浄全般
・その他付随する業務


栄養士または調理
師

他 株式会社　メフォス　東北事業部秋
田支店毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバースビル６Ｆ

10人 018-888-1333

不問
12,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2614791

非常勤保育士／小規
模企業内保育園／秋
田市

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

保育士資格か子育
て支援員

他 株式会社パソナフォスター
毎　週

東京都千代田区大手町２－６－２

10人 03-6734-1280

不問
990人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13010-18196991

総務担当（ブランディン
グ）

従業員向けの福利厚生サービスや備品の管理等総務業務
全般


＊お掃除、デザインやコーディネートが好きな方歓迎！！
　
【働き方改革関連企業】秋田県男女イキイキ職場宣言事業所

不問

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

1,431人 018-888-9120

パソコンの実務経
験（エクセル、ワー
ド）必須

3,380人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2617591

総務担当（ファシリティ）

会社の建物や設備・備品の管理など総務業務全般


＊建物・設備・外構・オフィス機器などの管理経験者優遇
　
【働き方改革関連企業】秋田県男女イキイキ職場宣言事業所

不問

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

1,431人 018-888-9120

パソコンの実務経
験（エクセル、ワー
ド）必須

3,380人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2632891

検体受付及び集配業
務

○検体受付事務や集配業務
・検体受付事務（パソコン入力作業）
・県内の病院、医院の検体回収及び結果報告書等の配布
・業務には公用車を使用


＊更新については、最大２回までとし毎年度末に判断する。
（最大３年間）

普通自動車運転免
許以上　ＡＴ限定可

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

123人 018-831-2011

不問
350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- 2650591

校務事務補助

○校内における事務補助
・文書受付、諸帳簿の整理、文書印刷
・パソコンでのデータ入力（一太郎、エクセル）
・電話応対、来客対応
・事務所内の清掃業務
・その他指示事項


不問

土日祝他 秋田県立支援学校天王みどり学園
毎　週

秋田県潟上市天王字追分西２７－１
８

96人 018-870-4611

不問
96人 秋田県潟上市

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- 2515691

保険調剤事務員

○薬局調剤事務（医療事務）
・処方箋の計算
・レセプト請求
・パソコン入力　等
（ワード・エクセルの技能がしっかりしていること）

普通自動車免許
（稀に業務上の運
転あり）

木金他 有限会社　フレンズ
毎　週

秋田県秋田市中通１－３－５　キャッ
スルホテル２Ｆ

12人 018-837-3366

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）
（医療事務経験者
尚可）

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2509491

℡ 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 236,240円～435,640円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 236,240円～433,300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 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 59歳以下 就業場所

月給

1人 212,900円～356,030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 39歳以下 (1) 8時30分～16時30分 就業場所

月給

1人 160,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 156,000円～156,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～19時00分 就業場所
(2)11時00分～20時30分
(3)12時00分～21時30分

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30分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分

月給

2人 176,953円～197,778円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 135,000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 30歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分

日給（月額換算）

2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

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 2ページ

平成31年2月6日発行（平成31年2月5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

施工管理補助（建築
課）［秋田県］

建設現場での現場監督の補佐（建築）に従事して頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理、整理
・パソコンを操作（エクセル、ワード）し、書類の作成
・施工担当への指示出し及び進行状況等の確認　他
＊未経験の方でも歓迎致します。
＊配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致します。
＊未経験の方でも安心して頂ける環境づくりを心がけております。
【画像情報あり】
　ハローワークの求人検索パソコンで画面下の『事業所情報表示』を
クリックすると、画像情報をご覧いただけます。 雇用・労災・健康・厚生

04010- 9977191

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　オンサイト
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０
－３３　第２日本オフィスビル７階

3人 022-797-7191

3人 022-797-7191

不問

不問
52人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定：可）

他 ロイヤルネットワーク株式会社

施工管理補助（土木
課）［秋田県］

未経験の方でも歓迎致します。建設現場での現場監督の補佐（土
木）に従事して頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ）し、書類の作成
・施工担当への指示出し及び進行状況等の確認　ｅｔｃ
※配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致します
※未経験の方でも安心して頂ける環境づくりを心がけております。
【画像情報あり】ハローワークの求人検索パソコンで画面下の『事業
所情報表示』をクリックすると、画面情報をご覧いただけます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　オンサイト
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０
－３３　第２日本オフィスビル７階

不問
2,750人 秋田県秋田市

52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010- 9979391

受付兼事務（秋田泉工
場）【トライアル雇用併
用求人】

◎クリーニング店受付、工場事務
・クリーニング店の受渡接客業務、品物の点検、レジ操作、
　店舗管理
・各店から集金された売上金の確認入金作業
・マネージャーのサポート業務
・工場従業員の勤怠集計
＊店舗受付業務あり。その場合、管轄店舗での勤務もあり
　ます。
　　　【トライアル雇用併用求人】

秋田海陸運送株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港西二丁目５番９
号

その他
山形県酒田市浜田１丁目７－２０

12人 0234-21-1888

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2640891

雇用・労災・健康・厚生
06030- 1584491

営業事務

・秋田港、船川港、能代港における港湾荷役関連の仕事です
・船舶との連絡（電話やメール）及び入出港にかかわる事務
手続
・輸出入貨物の管理及び荷主との業務調整

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
英検準２級と同等
以上の英語スキル

日祝他

11人 018-832-6611
上記募集職種の実務経
験（必須）
＊民間会社等で募集職
種の正社員として３年以
上勤務経験ある方は優
遇

162人 018-845-0185

パソコンの基本操
作

199人 秋田県秋田市

不問

他 ゼビオ　株式会社　スーパースポー
ツゼビオ秋田茨島店

事故調査員

○自動車事故における損害調査業務に従事していただきま
す
・保険事故対応
・被害者、加害者より聞き取り
・現場調査
・書類作成
・電話対応　等
＊社用車を使用（ＡＴ車）
働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田なまはげ農業協同組合
毎　週

秋田県秋田市千秋矢留町２－４０

不問
4,568人 秋田県秋田市

447人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2528291

スポーツ用品、衣類等
の販売、レジ

○店舗においてスポーツ用品、衣類等の販売業務を担当して
いただきます。
・商品の品出し、陳列、整理
・加工
・その他付随する業務

＊未経験の方にも親切、丁寧に指導いたします。
＊１年毎の契約更新（最初は平成３１年７月２０日まで）

株式会社　フルゥール
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央６丁目２－
１６

毎　週
秋田県秋田市茨島１丁目４－６５

46人 018-863-8001

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2499191

～平成31年7月20日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2502291

営業

○秋田県のお菓子や民芸品などを観光土産を中心とした
　小売店へルートセールスするお仕事です。

＊主に秋田県内中心で時々県外出張もあります。

＊社有車使用（ＭＴ車）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他

90人 018-868-1355

実務経験１年以上

12人 018-846-0977

不問
12人 秋田県秋田市

不問

木日祝 堀部歯科医院

介護職員（夜勤なし）

介護老人保健施設における介護業務を担当していただきま
す
・食事介助、入浴介助、排泄の介助
・レクリエーション　等　　・その他、付随する業務
＊施設入所者（１００名）
＊レクリエーションはリハビリ的要素が多い。
＊直ぐ働ける人を希望します。

※リフレッシュ休暇制度あり（連続７日間、５万円支給）

介護福祉士（必須）

他 社会福祉法人　憲寿会　介護老人保
健施設　千秋苑その他
秋田県秋田市外旭川字神田５９２

不問
4人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2516991

歯科助手

・診療補助
・消毒
・診療器具の準備、管理
・清掃等

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

毎　週
秋田県秋田市新屋表町１１－３

4人 018-828-4323

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- 2603691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2510291

検査助手（環境検査）

○検査助手業務に従事していただきます。
・水質検査の補助等（分析器具の洗浄等）

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

普通自動車免許以
上　ＡＴ限定可

土日祝

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

123人 018-831-2011

不問
350人 秋田県秋田市

350人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 2643191

検査助手（７ヶ月）

○大腸がん検査の補助や準備、洗浄等
・その他付随する業務
 不問

日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団



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 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

日給（月額換算）

1人 168,500円～168,500円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2)10時15分～19時15分
(3) 6時00分～19時30分

時給（月額換算）

2人 141,040円～146,200円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

時給（月額換算）

3人 141,040円～146,200円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 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 210,000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歳以上 就業場所

月給

1人 140,000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30分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時30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00分～21時00分 就業場所

月給

1人 200,350円～293,350円
就業場所

正社員 TEL
変形（１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

平成31年2月6日発行（平成31年2月5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

検査助手

○病院等から依頼される検体の依頼書情報のシステムへの
入力作業
・各種検査の補助や準備等
・その他付随する業務


＊更新については、最大２回までとし毎年度末に判断する。
（最大３年間）

不問

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

123人 018-831-2011

不問
350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- 2645391

（請）調理師［秋田市］

◎寮生への給食提供業務になります。
・調理、盛り付け、配膳、提供、洗浄作業等の厨房業務全般

※正社員登用実績あります。

＊年度毎契約更新


調理師免許

他 株式会社　魚国総本社　東北支社
毎　週

宮城県仙台市若林区卸町５丁目１－
１７

10人 022-236-6231

不問
18,320人 秋田県秋田市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010- 9831691

調理員（高清水園）

・調理業務全般に従事して頂きます。
・食材の下処理
・調理、盛付
・配膳、洗浄
・厨房内の清掃等

・食数　９０食程度
　朝食、昼食は　３名
　夕食は　　　２名で勤務

不問

他 株式会社　メフォス　東北事業部秋
田支店その他
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバースビル６Ｆ

8人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2548391

調理員（秋田県身体障
害者更生訓練セン
ター）

○秋田県身体障害者更生訓練センターでの調理作業全般を
担当していただきます。
　
　・食材の下処理、調理、盛付け
　・配膳、下膳、洗浄、調理場の清掃　他、付随する業務

＊約１５～４５食程度
　朝食、昼食は、２名
　夕食は　　　　１名で勤務

不問

他 株式会社　メフォス　東北事業部秋
田支店その他
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバースビル６Ｆ

5人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2551791

ホール係及び厨房

○ホール業務
・料理、飲物の配膳、下膳、レジ操作、オーダー取り
・店内清掃
・電話応対、予約受付　　　等
○厨房業務
・調理全般
・仕込み、盛付け、片付け　等

＊上記の２業務を担当していただきます。

不問

他 株式会社　ぐらんたん
その他

秋田県秋田市中通４丁目１４－３０


8人 018-807-4388

不問
26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2522391

商品管理・配達【急募】

◎秋田県内を食品パッケージを主とする包装資材（トレー、
ラップ、ポリ袋等）、副資材及び消耗品の商品管理・配達
・入荷商品の整理・商品在庫管理
・量販・小売店、食品加工場、飲食店などに商品のピッキン
グ・積込み・配送していただきます。
・社用車使用（１．５～３ｔトラック：ＭＴ車）
・その他付随する業務に従事していただきます。
＊配達地区：秋田市周辺及び県北地区・本荘地区・県南地区
＊２月末退職者の補充による急募です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）、中
型免許

日祝他 株式会社　トミタ
その他

秋田県秋田市向浜１丁目４番９号

15人 018-824-1300

不問
19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2514391

配管工

○水道工事及び冷暖房工事において配管工の業務に従事し
ていただきます。
・現場は主に秋田市内ですが、男鹿市から由利本荘市までの
地域が現場になることもあります。
・現場までは社用車を使用し、８時の作業開始時間までに集
合していただきます。
・３～４人体制の仕事で、１日で完成する仕事もあれば、２週
間位要する仕事もあります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　遠藤設備
その他

秋田県南秋田郡井川町今戸字縄手
添８３

2人 018-874-2102

不問
2人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2508991

現場作業員

・機器集計
・配管工事
・７００ＭＨｚ推進事業によるアンテナ工事




不問

土日他 合同会社　ＪＰタカフジ
毎　週

秋田県秋田市金足大清水字大清水
台１０１

2人 018-853-1350

不問
2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2521091

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もあります。
・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　秋田八郎潟支
店毎　週
南秋田郡八郎潟町夜叉袋字沖谷地
２３８

22人 080-5068-0072

不問
142,000人 秋田県南秋田郡八郎潟町

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2542791

セールスドライバー

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

普通自動車免許
ＡＴ限定不可　取得
後１年以上必須

他 ヤマト運輸株式会社　秋田八郎潟支
店その他
南秋田郡八郎潟町夜叉袋字沖谷地
２３８

22人 080-5068-0072

不問
142,000人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2557391

℡ 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 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

日給（月額換算）

1人 134,400円～136,500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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2581391

その他
秋田県秋田市手形字中谷地３１９番
地

5人 018-832-6546

不問
5人 秋田県秋田市

23,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2524991

営業兼作業員

○営業兼作業員業務に従事していただききます。
・害虫駆除、飲料水貯水槽清掃、ダクト清掃、公衆浴場法に
基づく消毒・清掃などの現場作業を行います。
・既存顧客のルート営業及び新規開拓
・作業現場及びルート営業は秋田県全域が対象で、社用車で
の移動となります。

＊顧客：公共施設・商業施設・病院・一般住宅など
＊経験ない方でも丁寧に指導しますので、安心して応募くだ
さい。

中型自動車免許（８
ｔ限定可）

日祝他 有限会社　秋田消毒

客室整備（ベッドメイク
等作業全般）「ホテルα
－１」

○ホテル内の清掃業務全般に従事していただきます。
・ホテル内客室清掃管理業務
・ベッドメイク
・共用部分清掃　等
・スタッフの勤怠管理、清掃後の点検業務
・その他、付随する業務


＊雇用期間：契約及び勤務状況により１年毎の更新あり

不問

他 太平ビルサービス　株式会社　秋田
支店毎　週
秋田県秋田市山王６丁目１４番１２号

24人 018-874-7622

不問

不問
350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- 2647991

普通自動車運転免
許以上　ＡＴ限定可

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

123人 018-831-2011

4ページ中 4ページ

平成31年2月6日発行（平成31年2月5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

腸内細菌検査集配業
務及び事務

○県内の保健所及び事業所等への検体回収等
・業務には公用車使用


＊更新については、最大２回までとし毎年度末に判断する。
（最大３年間）

●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!!

                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下記日程で開催します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加希望者は直接会場へお越しください。
　
　
　１．　２月１４日　トラックドライバー募集　合同面接会　１４：００～１６：００　（受付１３：５０まで）
　　　　　　　　　　　　※この合同面接会の開催場所は、（公社）秋田県トラック協会３階となりますので、
　　　　　　　　　　　　　 ご注意願います。
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：北日本運輸㈱、東北運輸㈱、秋印㈱、㈱秋田市場運送、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武蔵貨物自動車㈱、㈲北光運輸、アイビーデリバリー㈱＞

『会社説明会』のご案内



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 150,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 226,720円～408,840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45分～17時30分 就業場所

月給

1人 280,000円～450,000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30分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分

月給

1人 280,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分
(3) 8時30分～13時00分

月給

1人 200,000円～270,000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 132,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,400円～140,400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) 9時00分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 132,916円～132,916円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 135,000円～145,000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～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分
(3) 8時30分～13時00分

月給

1人 132,000円～132,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3) 8時30分～12時30分

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2901391

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
二級建築士

日他 株式会社　吉田工務店
その他

秋田県潟上市天王字持谷地８６‐４０

6人 018-878-6797

平成31年2月7日発行（平成31年2月6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

二級建築士

○元請として一般住宅、アパート、店舗などの新築
　リフォームなどに関係する業務全般
・お客様との打ち合わせ
・見積もり、積算
・図面作成、提案
・仕様書作成
・建築確認申請
・現場管理業務

施工管理／秋田営業
所

ビルオートメーションシステム（ビル管理システム）の現場施
工管理
・システム図、施工図作成
・工程管理・品質管理・安全管理・施工管理
・制御エンジニアリング構築
・システム機器の導入・工程・原価管理
・技術ドキュメント作成
・協力業者管理
・システムの試運転・調整

普通自動車運転免
許

土日祝他 ジョンソンコントロールズ　株式会社
毎　週

東京都渋谷区笹塚１－５０－１　笹塚
ＮＡビル

4人 03-5738-6092

計装工事・電気工事・
設備工事の施工管理
経験
※ＰＬＣのスキル・知
識ある方歓迎

1,300人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070-13955191

薬剤師「オリーブ薬局」

○保険薬局における調剤業務

○在宅業務
＊賃金は年齢、経験等により応相談

※就業時間は
・月３１日の場合１７７時間
・月３０日の場合１７１時間等、月平均で週４０時間以内

薬剤師免許

日祝他 株式会社　ピー・アンド・エス
その他

秋田県秋田市仁井田新田１丁目１－
４０

4人 018-874-7670

不問
70人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2792991

薬剤師「ユーカリ薬局」

○保険薬局における調剤業務

○在宅業務
＊賃金は年齢、経験等により応相談

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

薬剤師免許

日祝他 株式会社　ピー・アンド・エス
その他

秋田県秋田市仁井田新田１丁目１－
４０

3人 018-874-7670

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2794791

機能訓練指導員

○介護を必要とする高齢者の機能訓練業務に従事していた
だきます。
・その他、付随する業務

＊制服貸与いたします

＊機能訓練は個別と集団の両方を行っていただきます

作業療法士または
理学療法士

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

55人 018-892-7800

不問
220人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2871691

事務職員

○窓口業務及び事務全般を担当していただきます。
・備品、食材購入

＊施設利用者の送迎をしていただく場合があります。
（ＡＴ社用車使用）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　和倉
毎　週

秋田県秋田市河辺和田字坂本北４７
０－１

29人 018-893-4546

不問
29人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2836591

事務一般

秋田県畜産会館６Ｆ、協和エクシオ事務所で事務全般を担当
して頂きます。
・パソコンを使用してのデータ入力
・電話応対
・書類作成
・その他上記に付随する業務及び指示された業務

＊電気通信設備工事を施工しており、企業全体では２５人
　規模の事業所です。

不問

土日祝他 株式会社　協和エクシオ　秋田ＮＷＥ
Ｃ毎　週
秋田県秋田市中通６丁目７－９秋田
県畜産会館６階

25人 018-833-8978

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

25人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2855691

一般事務補助

○一般事務に従事していただきます。
【その他の事務】
・文書整理
・パソコン操作（一太郎、エクセル、ワード）
・来客、電話対応
・給茶、事務所内軽清掃
・その他

不問

土日祝他 秋田県あきた未来創造部　次世代・
女性活躍支援課毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１番１号

27人 018-860-1552

パソコン操作（一太
郎、エクセル、ワー
ド）

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

05010- 2845091

医療事務

○医療事務と受付業務に従事していただきます。
・患者様の受付、保険証の確認
・レセプトの準備、確認
・レセプトコンピュータの入力点検
・電話応対
・院内清掃等

＊制服は貸与します。

不問

日祝他 有限会社　山王メディカルサービス
その他

秋田県秋田市山王中園町１０－２７

3人 018-896-7388

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2827291

医療事務（さくらいわま
薬局）

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

＊制服貸与
＊接客に興味のある方

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）【マイ
カー持込み可能な
方】

日祝他 株式会社　いわま薬局
その他

秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センタ－アルヴェ１Ｆ

4人 018-884-0911

基本的なパソコン
操作の可能な方

55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2848991

℡ 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
(3) 9時30分～18時30分

月給

1人 123,000円～140,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)12時00分～20時00分
(3) 8時30分～13時00分

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30分 就業場所

月給

2人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時40分～17時00分 就業場所

月給

1人 185,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 44歳以下 (1)10時00分～18時00分 就業場所
(2)12時00分～20時00分

月給

2人 185,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 44歳以下 (1)10時00分～18時00分 就業場所
(2)12時00分～20時00分

月給

1人 161,100円～221,100円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 177,000円～225,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

2人 180,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 143,000円～190,000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

月給

2人 145,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 就業場所

4ページ中 2ページ

平成31年2月7日発行（平成31年2月6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（外旭川いわ
ま薬局）

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

＊制服貸与
＊接客に興味のある方

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）【マイ
カー持込み可能な
方】

日祝他 株式会社　いわま薬局
その他

秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センタ－アルヴェ１Ｆ

6人 018-884-0911

基本的なパソコン
操作の可能な方

55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2849491

薬局事務

○薬局での医療事務業務をお願いします。
・パソコンを使っての入力作業
・調剤助手
・カルテ整理
・外出用務あり（社用車使用）
・その他付随する業務

＊経験・資格のない方でも応募可能です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　手塚薬局
隔　週

秋田県秋田市大町１丁目４－４６

6人 018-862-2581

・パソコン基本操作
可能な方
・医療事務経験者
優遇

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2903991

自動車リサイクルパー
ツアドバイザー

・当社の事業活動が資源の減少を食い止め環境保全に重要な役割
を果たしていると認識しています。年々需要が増えている自動車リ
サイクル部品のアドバイザーを増員する事になりました。
・自動車リサイクルパーツ販売業務に従事していただきます。独自検
索システムを用いて、新車販売ディーラー、修理工場等へパーツを
提供します。入社後の研修で、丁寧に指導します。
・自動車に興味のある方歓迎
※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）
自動車整備士優遇

日祝他 株式会社　大晃商事
その他

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

不問
80人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2830691

鮮魚販売

○鮮魚パック、店頭出し、販売業務に従事していただきます。

＊仕入れ等業務が出来る様指導していきます。
＊明るく元気な接客が求められるお仕事です。
＊試用期間２ケ月あり（同条件）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　せきや
隔　週

秋田県秋田市大町１丁目４－２２

59人 018-862-5477

不問
63人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2819291

メンズウェアの販売アド
バイザー店長及び副店
長候補／秋田市

メンズウェアの販売アドバイザー店長及び副店長候補

・メンズ・ストリートファッションブランドの
　直営店舗での販売。
＊接客・販売
＊納品・発注・商品管理
＊店舗及びスタッフの管理
＊現在、４つの取扱ブランドを横浜、新宿、京都、大阪、
　名古屋など１０店舗で全国展開中

不問

他 協和貿易　株式会社
その他

大阪市浪速区稲荷１丁目７－１４
Ｋ．Ｍ．ＰＲＯＪＥＣＴＳビル

3人 06-4392-0204

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
27030- 5975191

メンズウェアの販売アド
バイザー／秋田市

ファッションアドバイザー接客販売（メンズ）（秋田市）

・メンズ・ストリートファッションブランドの
　直営店舗での販売。
＊接客・販売
＊納品・発注・商品管理
＊現在、４つの取扱ブランドを横浜、新宿、京都、大阪、
　名古屋など１０店舗で全国展開中

不問

他 協和貿易　株式会社
その他

大阪市浪速区稲荷１丁目７－１４
Ｋ．Ｍ．ＰＲＯＪＥＣＴＳビル

3人 06-4392-0204

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
27030- 5976091

ルートセールス

○社有車（ライトバン）で、主にガソリンスタンド（他に自動車
販売店、運送会社など）をメインに石油元売ブランド品の営
業・配達。
【ＪＸ・ＥＮＥＯＳ、エクソンモービル、ライジングサン（Ｓｈｅｌｌ）、Ｃ
ＯＳＭＯ、全農エネルギーの指定代行店です。】
　その他タイヤ、エンジンオイル、ワイパー等の卸売りも行っ
ております。

＊秋田市～三種町地区を中心に訪問していただきます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 新興商事　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市新屋朝日町２６－３２

3人 018-862-6630

不問
69人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2793491

ルートサービス業務

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

＊営業範囲は秋田県内となります。
＊活動は社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 秋田マッカラー　株式会社
隔　週

秋田市雄和田草川字本田２４１－４４

11人 018-886-8880

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2814691

営業

○太陽光発電・小型風力発電システムの販売に従事してい
ただきます。

＊営業範囲は主に秋田県内全域。その他北東北。

＊訪問先：一般、法人、官公庁

＊自家用車使用（借り上げ車両手当、ガソリン代支給）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定は相
談）

日祝他 株式会社　光システム
隔　週

秋田県秋田市仁井田新田２丁目４－
１５

14人 018-874-8067

不問
17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2890491

訪問介護員（常勤ヘル
パー）

・平成２９年１０月事業開始した介護事業所にて、訪問介護の
業務に従事していただきます（身体介護、家事援助）
・利用者数４０名程度。１日の訪問は平均３～５件程度。
・訪問エリアは秋田市内が中心です。
・基本的に１名で訪問します。
・報告書は手書きで作成可能で、パソコンが使用できなくても
支障ありません。
・訪問がないときは資料整理などを行います。


土日祝 株式会社　オータムライスフィールド
その他

秋田県秋田市新屋日吉町４５番３－
１

6人 090-3261-1897

6人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2847691
株式会社　ラメール

その他
秋田県能代市柳町１１－１（イオン能
代店３Ｆ）

5人 0185-52-5578

美容業務の経験者

＊普通自動車運転
免許（ＡＴ可）必須
介護職員初任者研
修修了者・介護職
員実務者研修修了
者。ホームヘル
パー２級資格者・介
護福祉士（どれか１
つ）

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05020-  797391

美容師（アシスタント・ス
タイリスト）

◆（株）ラメール西武秋田店に勤務。　　　　　　　
＊美容業務全般。
お客様へのヘアスタイルの提案及びシャンプー、カット、
パーマカラー、ブロー等の提供。

※応募の際は、先に紹介状と履歴書をラメール西武秋田店
に郵送して下さい。【備考欄確認】
書類選考の上、後日面接日時等を本人へ連絡します。

美容師免許

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 145,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時10分 就業場所

月給

2人 155,000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 18歳以上 (1)16時30分～22時30分 就業場所

月給

2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30分 就業場所

月給

1人 163,000円～189,500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 18歳以上 (1) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)16時00分～23時00分
(3)23時00分～ 8時00分

月給

2人 165,000円～171,000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～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
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

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 173,840円～255,820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50分～17時20分 就業場所

月給

2人 160,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

月給

1人 150,000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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

平成31年2月7日発行（平成31年2月6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

仕上工（土崎工場）【正
社員】

○当社で扱う各種製品の仕上げ作業等を担当します。
・リネン品の仕上げ作業（機械にリネン品を投入します）
・アイロンがけ
・ガウン等のたたみ作業など
・その他、付随する業務

不問

土日他 秋田基準寝具　株式会社
毎　週

秋田県秋田市八橋字イサノ６－１

75人 018-862-4525

不問
330人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2801291

接客スタッフ（お座敷、
ホール係）

○日本料理店での接客のお仕事です。
・料理のお運び、簡単な給仕等一連の接客


＊創業５５年の美味しい日本料理店（すき焼き・うなぎ・郷土
料理）です。

＊家庭的な雰囲気の職場ですので、未経験の方でも丁寧に
指導いたします。

不問

日他 有限会社　津ねや
な　し

秋田県秋田市大町４丁目２－１８

10人 018-862-3312

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2897391

自動車リサイクルパー
ツ生産オペレーター

・当社の事業活動が資源の減少を食い止め環境保全に重要な役割
を果たしていると認識しています。年々需要が増えている自動車リ
サイクル部品の取り外し（生産）をするメンバーを募集します。
・生産自動車から、必要なリサイクルパーツを取り外し商品化するお
仕事です。入社後の研修で、丁寧に指導しますので未経験でも大丈
夫です。
・自動車に興味のある方歓迎、環境保全に重要な役割を果たし、将
来性の高い業務です。
※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
（業務用、ＡＴ限定
可）
自動車整備士優遇

日祝他 株式会社　大晃商事
その他

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

不問
80人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2832491

焼石膏の製造及び付
随作業

・焼石膏の製造及び管理作業
・石膏ボードの廃板、リサイクル品の粉砕作業
・ホイールローダーによる原料石膏の受入、投入作業
・上記に付随する作業
・作業の手順と安全は研修教育します。
・必要な資格は職業訓練で取得を支援します（全額会社負
担）。

不問

他 コープ朝日興産　株式会社
その他

秋田県秋田市茨島３丁目１－６

15人 018-864-6411

不問
129人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2791691

精肉のスライス・カット

○精肉の商品作りに従事していただきます。
［主な仕事内容］
・牛肉、豚肉の商品づくり
・スライサー及び包丁でのカット、パック詰め
・店舗の状況により、店頭での接客業務もあります。
（注文を受け計量する等）

＊制服貸与します。

不問

水他 株式会社　大門商店
その他

秋田県秋田市外旭川八柳３丁目１６
－１１

41人 018-868-4992

不問
41人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2790391

テクニカルスタッフ（空
調低温管理分野）

○オフィス・病院・学校・商業施設等において、地球環境への
優しさを追及しつつ快適な生活環境の創造をサポート
　する仕事です
・業務用エアコン、冷凍機等の技術提案
・見積対応
・施工管理　等
＊管工事施工管理技士などの国家資格も取得可能です。
　（支援制度あり）
＊秋田県内全域（社有車ＭＴ／ＡＴ使用）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 東北電設販売　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－８１

23人 018-874-8285

不問
26人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2797591

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
14,000人 秋田県南秋田郡五城目町

平成31年2月25日～平
成31年3月31日 雇用・労災

05010- 2810591

自動車整備職

○大型から小型に至る各種トラックおよびバスをはじめとす
　る自動車全般の車検、法定点検、整備、修理を行う業務で
　す。
・メーカー派遣による研修制度あり。
・業務上の必要資格取得にかかる支援制度あり。
・作業服、安全用具等貸与。

普通自動車免許（４
ｔ車限定不可）
自動車整備士３級
以上

日祝他 秋田いすゞ自動車　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字蛭根８５－７

115人 018-862-6601

自動車整備経験者
（トラック整備の経
験があれば尚可）

226人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2789591

トラックの運転手

○大型トラックで、原木及び木材チップの運搬に従事してい
　ただきます。

＊秋田県内の現場から、秋田県内の製材所や工場へ運搬し
て
　いただきます。



＊大型自動車免許
・移動式クレーン、
玉掛けあれば尚可

日祝他 株式会社　マルトリ
その他

秋田県秋田市御所野堤台３－３－６

24人 018-892-7665

不問
24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2805391

大型ミキサー車乗務員

○ミキサー車による生コンクリート配送業務です。
・秋田三八五生コン秋田営業所から各工事現場への配送で
す。
・現場は主に秋田市内になります。
・その他付随する業務　
＊体力に自信のある方を希望します。
※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

大型自動車免許

日祝他 秋田三八五流通　株式会社
隔　週

秋田県秋田市土崎港相染町西山根
１－１

6人 018-846-6011

大型運転業務経験
者限定

170人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2841891

℡ 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 241,500円～241,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 207,000円～299,000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）

3人 126,000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 不問 (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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 131,508円～131,508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330人 秋田県秋田市
～平成31年3月25日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2798191

リネンキーパー「秋田赤
十字病院」

○病棟でのリネン品の上げ下ろし等に従事します。　

【業務内容】　　
・病院内での寝具のカバー交換・回収等
・布団などを台車に積込み、エレベーターにて運搬
・７人によるシフト体制

＊雇用は、１年毎の契約更新となります。

不問

日他 秋田基準寝具　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋字イサノ６－１

7人 018-862-4525

不問

3人 080-6057-0021

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2892891

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2902691

土木作業員及び足場・
とび作業員

○東北３県（秋田・青森・岩手）の工事現場において土木
　作業に従事していただきます。
・グラインダーを用いて、住宅用パイル杭頭処理
・地盤調査
・足場組立、とび作業
・その他、付随する業務

＊現場には、直行直帰又は、会社に集合して向います。
（社有車使用）


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 エスケーシステム　株式会社
その他

秋田市手形山西町３－２３

その他
秋田県潟上市天王字持谷地８６‐４０

6人 018-878-6797

不問
6人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2829191

建築大工及び見習い

○一般住宅の新築及びリフォームの仕事です。
＊募集は建築大工及び見習いです。
＊主に秋田市を中心として秋田県内の現場です。
＊会社に集合して会社の車で現場へ向かいます。
　場合によっては現場集合の場合も有ります。
＊軽トラ、２ｔ車の運転あり（資材運搬）
＊経験のない方も見習いで募集しますので応募願います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　吉田工務店

建設足場架設作業員

○新築やリフォームなど、地域の方々の快適な暮らしを構築
する為に不可欠な「足場」を架ける、やりがいのあるお仕事で
す。
・具体的には・・・工事現場での足場組立・解体などを行って
いただき、それに伴う資材の積み下ろし・運搬作業をお任せし
ます。
＊難しいことは一切なし！体を動かすのが好きな方、大歓迎
です。
＊入社後は先輩社員があなたをイチから指導しますので、未
経験や経験が浅い方でも安心して働くことができます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社　トーイ
隔　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

19人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
中型自動車免許（８
ｔ限定可）あれば尚
可
足場組立作業主任
者あれば尚可

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2796291

日祝他 株式会社　みちのく産業
な　し

秋田県秋田市四ツ小屋末戸松本字
地蔵田２６９－３

15人 018-839-8505

4ページ中 4ページ

平成31年2月7日発行（平成31年2月6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

足場組立作業員「秋田
営業所」

【主な仕事の内容】
・住宅の足場組立および撤去作業全般
・工事場所は県内全域です。
・高所作業あり

＊会社へ集合し社有車で現場へ向かいます。
＊自社トラック（２～３ｔＭＴ車）を運転する場合があります。




職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 210,000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 59歳以下 (1) 9時00分～18時50分 就業場所

月給

1人 176,990円～256,330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

5人 240,000円～550,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 61歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 204,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 196,670円～306,630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)13時00分～21時30分

月給

1人 176,000円～176,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～14時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3) 9時00分～18時00分

月給

1人 176,000円～176,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～14時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3) 8時30分～17時30分

月給

1人 176,000円～176,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～14時30分 就業場所
(2) 9時30分～19時00分
(3) 8時30分～17時30分

月給

1人 141,900円～151,800円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

2人 127,500円～127,500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) 9時00分～17時30分 就業場所

不問
16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2963891

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
１級又は２級建築
士優遇

土日祝他 株式会社　Ｊｅｓ設計　秋田事務所
毎　週

秋田市川尻新川町３－９

1人 022-771-8434

平成31年2月8日発行（平成31年2月7日受付分)　Ｎｏ．１

3ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

建築設計（コンビニエン
ス出店に伴う設計管
理）

・現地調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・役所調査（用途地域、開発関係、地区計画等の照会）　　
・ＣＡＤによる図面作成　
・確認申請等の申請手続き　　　　　　　　　　　　　　
・書類作成（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ使用）　　　　　　　
・現場管理


施工管理補助（現場監
督）

◆一般住宅建築工事の施工計画の作成、工程管理、品質管
理、その他の技術上の管理及び建築工事の施工に従事する
者の技術上の指導監督補助。
　◇施主様との打ち合わせ業務
　◇業者との打ち合わせ業務
　◇現場での指示及び資材等の手配業務
　◇パソコン操作による各種書類作成業務
＊社用車（ＡＴ車）使用、会社携帯支給


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　財産コンサルティング
毎　週

秋田市保戸野原の町８番２７号

21人 018-824-0234

不問
21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2946791

建設コンサル（技術職）
［青森市／秋田市／盛
岡市］

・技術指導及び立案・計画業務
・発注者支援業務（現場技術業務）
　工事履行に必要な資料作成、施工状況の把握・照合、地元
　関係機関との協議に必要な資料作成及び立会、工事検査他
　の臨場等や発注工事の施工に関する補助が主業務です。
　（道路・河川・ダム・橋梁・トンネル）
・施工管理業務
　高速道路関連会社等からの受注業務に於いて品質管理、安
　全管理、工程管理、出来形管理等や工事書類等の資料作成
　も含めた施工管理全般の業務です。
※男女ともに活躍中です

土日祝他 株式会社　東建工営
毎　週

宮城県名取市杜せきのした１丁目２
－７

61人 022-383-9811

377人 青森県青森市

雇用・労災・健康・厚生
04010-10675891

技術職（環境分析、環
境調査、環境計測）／
秋田支店

○環境計量証明業務に係る環境分析全般
＊分析項目：ＢＯＤ、ＣＯＤ等の生活項目・金属類、ＶＯＣ等の健康項
目の分析・悪臭分析、排ガス分析・土壌、水、大気試料の分析等＊
データ解析業務、計量証明書の作成、結果に対する検討・考察した
報告書の作成＊試料のサンプリング
○環境計量証明事業に係る環境調査・計測全般
＊調査対象地での大気、騒音、振動、作業環境等の測定＊調査対
象地での大気、水、土壌試料のサンプリング＊データ解析業務、結
果に対する検討・考察した報告書の作成＊結果を踏まえた問題の原
因究明、改善提案等コンサルティング業務

土日祝他 エヌエス環境株式会社
毎　週

東京都港区芝公園一丁目２番９号
花井ビル４階

・普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
・土木施工管理（１級又
は２級）・土木学会２級
土木技術者　
・電気工事施工管理技
士（１級又は２級）・ＣＡ
Ｄ操作、ＰＣ操作
・（土木電気）工事また
は主任技術者、施工管
理経験者

23人 03-3432-5451

432人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13040-19555391

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）パソコ
ン操作：ワード・エク
セル使用可
環境分析経験者
ばい煙、作業環境
測定経験者、環境
測定経験者歓迎）

看護職員／有料老人
ホーム
ラ・ナシカあきた【正社
員】

○有料老人ホームの入居者様に対して健康管理・服薬管理・
　健康相談業務などを担当していただきます。
・簡単な医療行為（胃ろう等）
＊医療行為は多くありません。
＊制服貸与致します。
真心のこもった介護サービスを届ける会社です。
リハビリ重視のデイサービス・介護付有料老人ホームを
中心に全国展開し、今年度も業務拡大中です。
損保ジャパン日本興亜グループであり、ジャスダッグ上場の安定した
当社で、一緒に働いてみませんか。

看護師　又は　准
看護師

他 株式会社　シダー　介護付有料老人
ホーム　ラ・ナシカ　あきたその他
秋田県秋田市東通４丁目４－１３

28人 018-887-6700

不問
1,737人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2935691

栄養士（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄等厨房内業務全般
　献立・帳票作成、栄養管理業務全般
＊利用者数：９５名程度
＊雇用について　
　１年毎の契約更新あり　　　　　　　　　　　　　　　　
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

栄養士免許
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

7人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010- 4032491

栄養士（秋田市）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄等厨房内業務全般
　献立・帳票作成、栄養管理業務全般
＊利用者数：６０名程度
＊雇用について　
　１年毎の契約更新あり　　　　　　　　　　　　　　　　
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

栄養士免許
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

6人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010- 4033791

栄養士（南秋田郡）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄等厨房内業務全般
　献立・帳票作成、栄養管理業務全般
＊利用者数：７０名程度
＊雇用について　
　１年毎の契約更新あり　　　　　　　　　　　　　　　　
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

栄養士免許
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

7人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県南秋田郡井川町

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010- 4037191

維持管理業務及び一
般事務

○主な担当業務
・用排水路・農道・揚水機・ため池等の施設の維持管理等
・理事会・総代会資料の作成及び議事録の作成
・土地改良事業の事業申請等
・組合員（農家）からの要望等に対する対応
・官公庁等への書類提出手続きに本人所有の車を使用して
いただきます。（旅費支給）

＊平成３１年４月１日からの採用となります。

＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊パソコン検定３級
以上

土日祝他 雄和中央土地改良区
毎　週

秋田県秋田市雄和妙法字上大部２３

4人 018-886-2663
＊パソコン操作がス
ムーズにできる方（ワー
ド、エクセル）＊タッチタ
イピングのできる方及び
商業簿記の分かる方優
遇

4人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2984091

事務及びデータ入力＜
急募＞

○事務業務及びデータ入力業務に従事します。
・Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄでのデータ入力・文書作成の
　補助作業
・その他付随する業務
＊雇用契約は２ヶ月毎に更新し、その後の更新は業務量及び勤務
状況等により決定します。
＊未経験の方でも応募可能です。
＊契約社員への登用の可能性あり。
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

土日祝他 オリジナル設計　株式会社　秋田事
務所毎　週
秋田県秋田市山王２丁目１－５３秋
田山王２１ビル３階

33人 018-862-7407

Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄでの
文書作成が出来る
方

342人 秋田県秋田市
2ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2964291

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 169,000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

月給

1人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 160,510円～244,120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）

1人 129,235円～129,235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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～ 7時00分

月給

3人 155,400円～156,000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 25歳以下 (1) 9時00分～18時30分 就業場所
(2)10時30分～20時00分

月給

1人 195,000円～206,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時45分～19時00分 就業場所

月給

2人 165,000円～195,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 185,000円～225,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 183,090円～256,330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～211,500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45分～17時15分 就業場所
(2) 7時00分～15時30分
(3)10時00分～18時30分

月給

1人 156,000円～214,000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30分 就業場所
(2) 6時00分～15時00分
(3)12時30分～21時30分

日給（月額換算）

2人 195,200円～292,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

3ページ中 2ページ

平成31年2月8日発行（平成31年2月7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

経理及び総務事務職

○経理・総務全般に従事していただきます。
・売上伝票の仕訳・照合など
・売掛金請求書作成、金額照合、ＰＣ入力など
・経理仕訳作成、ＰＣ入力など
・総務関係（来客対応、書類整理など）
・その他関連業務

※制服貸与

簿記検定３級以上
（主催団体不問）

日他 株式会社　アキタサトー商会
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１番９２号

57人 018-888-8333
ＥＸＣＥＬ操作得意
な方（関数・表計算
等）
経理・総務事務経
験者であれば尚可

100人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2948291

メンテナンス職／秋田
市

・福祉用具（車いす、介護ベッドなど）の洗浄、消毒、梱包メン
テナンス作業（簡単な研修もあります）
・商品の入出庫作業
・商品管理
※重量物の取り扱いあり（２０ｋｇ程度）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　日本ケアサプライ
毎　週

東京都港区芝大門１丁目１番３０号
芝ＮＢＦタワー９階

14人 03-5733-0511

不問
900人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13040-19742491

営業事務・営業サポー
ト

・不動産調査（登記、設備）
・各種資料作成
・ホームページ等の媒体登録
・来客対応、電話対応

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　財産コンサルティング
毎　週

秋田市保戸野原の町８番２７号

21人 018-824-0234

不問
21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2944991

コンビニ販売員（秋田
工業団地店）

○コンビニエンスストアでの接客・販売等に従事していただ
きます。

・レジ、清掃、商品補充、発注業務　等
・店内でのパン製造補助

＊未経験者可、元気に接客のできる方
＊土、日祝日勤務可能な方優遇

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

12人 018-864-3117

不問
775人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3002891

コムサプラチナ／西武
秋田店／販売正社員

●「コムサ・プラチナ」での店頭接客・販売
レディスウェア・雑貨のコーディネート提案のお仕事
●未経験の方でも安心して始められるように、様々な
制度・研修体制でサポートします。
●地元でしっかり“おもてなし・サービス”を身に付け、
顧客様から愛されるショップづくりを目指します。
【コムサ・プラチナ】は、日本の“凛”とした様式美をもとに、こだわり
の服づくりで着る人と共感し合える服を提案する「コムサ」と「Ｋ・Ｔタ
カセ　キヨコ」、「ギャバジンＫ・Ｔ」を、大人の女性のためにセレクトし
たショップです。

不問

他 株式会社　ファイブフォックス
その他

東京都渋谷区千駄ヶ谷３－６０－７

4人 03-3478-2811

不問
3,851人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070-14301691

フォーエル秋田店／販
売（総合職）

　大きいサイズのカジュアルウェアやシューズ、小物等の接客販売
を中心に、店内ディスプレイやレジ、簡単な入出荷作業等を行って
いただきます。
＊カジュアル中心なので、未経験でも安心して始められるお仕事で
す。
＊営業店舗にて接客販売を経験した後、能力・適性・実績に応じ、
店長、マネージャー及び本部の各セクションへのキャリアアップが可
能です。
＊全国転勤がない「一般職」もしくは任意の都道府県への転勤のみ
の「総合職／地域限定コース」もあります。
　詳しくはお問い合わせください。

不問

他 はるやま商事株式会社
その他

岡山市北区表町１丁目２－３

5人 086-226-7101

不問
2,835人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 33010- 7136391

営業

○県内（主に秋田市内）の医療施設に対して、医療技術や医
療機器及び医療材料の提供と配送を主な仕事とします。

＊業務には社用車（ＡＴ）を使用します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　秋田医科器械店
毎　週

秋田市仁井田字中谷地１３０－２

25人 018-839-3551

不問
54人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2939891

不動産の営業

○中古住宅、土地などの売買営業に従事していただきます。
・物件紹介と案内　
・物件調査、下見　　
・契約書作成、引き渡し
・リフォーム提案
・物件の管理業務等

＊営業範囲は、基本、秋田市内中心となります。
＊社有車使用（ＡＴ車）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　ノーベル不動産
その他

秋田県秋田市大町１丁目６－１８

3人 018-824-6138

パソコン操作ので
きる方（ワード、エク
セル、Ｅメール）

3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2986691

営業（不動産売買・賃
貸）

◆不動産売買営業もしくは不動産賃貸営業
　◇不動産物件の紹介・現地ご案内
　◇自社物件の販売（土地、分譲住宅　他）
　◇住宅ローンなどのファイナンス業務サポート
　◇パソコン操作による各種書類作成業務

＊社用車（ＡＴ車）使用、会社携帯支給
＊ノルマや歩合制はありません。
＊宅地建物取引士資格取得支援制度あり。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　財産コンサルティング
毎　週

秋田市保戸野原の町８番２７号

21人 018-824-0234

不問
21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2943691

介護員

○介護業務全般を担当して頂きます。
・食事介助、排泄誘導
・介助、入浴介助
・口腔ケア、リネン交換、身の回りの世話
・コミュニケーション、レクリエーション実施
・カンファレンス参加　等
＊送迎業務はありません。
＊担当者がＯＪＴで丁寧に指導致します。
＊夜勤は３ヶ月経験後から入っていただきます。

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

147人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2949591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2998891

介護職員

○老人ホーム入居者の介護業務全般に従事していただきま
す
・ケアプランに基づく業務（食事、入浴、排泄等の介助）
・清掃業務
・レクリエーション業務
・ＰＣによる日誌作成
・その他、付随する業務
＊外出時は社用車使用（ＡＴ車）
＊夜勤は、月３～４回程度
＊入居者９０名に対し３９名の介護職員で対応。

他 社会福祉法人　ふたあら福祉会
その他

秋田県潟上市飯田川下虻川字上谷
地１６８－１

81人

防水施工、シーリング
施工その他建築業務

○主に一般住宅、店舗、施設等の防水、シーリング工事、
　その他特殊工事（防腐、防蟻等）に携わって頂きます。

○現場は秋田県内全域です。
　朝、出社後、社用車で現場に向かいます。

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2954791

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　ファーストジャパンコーポ
レーションその他
秋田県秋田市仁井田字福島１丁目５
－１９

10人 018-884-1177

不問
10人 秋田県秋田市

介護職員初任者研
修（ヘルパー２級）
または
介護職員実務者研
修　　または
介護福祉士
いずれか必須

介護福祉士又は介
護職員初任者研修
修了者（ヘルパー２
級以上）あれば尚
可
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

81人 秋田県潟上市

018-877-7077



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 220,000円～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 就業場所

月給

1人 158,000円～158,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～14時30分 就業場所
(2) 9時30分～19時00分

月給

3人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

2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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 158,500円～263,500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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 132,000円～140,000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15分～17時15分 就業場所

月給

1人 132,000円～132,000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15分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 231,000円～346,500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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 148,000円～245,000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～275,000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

1人 155,000円～200,000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15分 就業場所

平成31年2月8日発行（平成31年2月7日受付分)　Ｎｏ．３

3ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

調理人

○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

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3017991

不問

日祝他 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

5人 018-828-8905

7人 019-629-2384

不問

調理経験者に限る
55人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　ドリームリンク

調理師（南秋田郡）

請負先事業所において責任者の指示のもと
　利用者様への食事提供業務
　調理、盛付、食器洗浄等厨房内業務全般

＊利用者数：７０名程度

＊雇用について　
　１年毎の契約更新あり　　　　　　　　　　　　　　　　
　（但し、勤務内容に問題がない限り）

調理師免許
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

不問
1,200人 秋田県秋田市

45,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010- 4047691

ホール接客、調理補助
「鴨谷珈琲店」

○２０１９年３月２２日　ＮｅｗＯＰＥＮ”鴨谷珈琲店”
　＜秋田駅ビル　トピコ３Ｆ＞オープニングスタッフ募集★
・カフェの運営管理業務全般を担当していただきます。
・仕込み、調理、盛り付け、オーダー、ドリンクフードの
　提供、会計。
・食器の片付け、洗い物、フロアの清掃。
・パート、アルバイトのシフト管理、売上管理。
・その他店舗運営に付随する業務全般
　【経験者、未経験者　どちらも大歓迎】

株式会社　松本造園土木
その他

秋田市桜２丁目３５－２

その他
秋田県秋田市山王２丁目９－１

0人 018-863-9999

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2995991

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2976091

造園・土木作業員

○造園工事、土木工事での作業に従事していただきます。
・造園工事現場、土木工事現場において、一般作業員として作
業を行っていただきます。
・造園作業全般（草刈り、剪定、片付け
・土木作業全般（側溝工事、手元作業）
・ダンプトラック４ｔ以下の運転

＊現場は秋田市内が中心となります。


普通自動車免許又
は中型自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他

45人 018-801-1100

不問

8人 018-834-2334

不問
8人 秋田県秋田市

不問

日祝他 樋口繊維工業　株式会社　秋田第２
工場

鋳物工（工場内製造員）

○鋳物にかかわる作業に従事していただきます。
　
　・水道用のパイプや自動車用素形材などを製造するための
業務（溶解、造形）
　・手作業による製造業務
　・その他、付随する業務

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　イトー鋳造
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－７３

ミシン経験者
120人 秋田県秋田市

80人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2936991

ミシンオペレーター（経
験者）

○婦人服（ブラウス、スカート、ジャケット、ワンピース等）の縫
製業務全般に従事します。
・主にミシンでの縫製作業ですが、手作業による糸始末やまつ
り等の作業もたまにあります。
・その他付随する業務

樋口繊維工業　株式会社　秋田第２
工場その他
秋田県秋田市寺内字三千刈４５４－１
０

その他
秋田県秋田市寺内字三千刈４５４－１
０

33人 018-863-7252

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2989791

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 2988491

まとめ作業（手仕上工）

○婦人服（ブラウス、スカート、ジャケット、ワンピース　等）のま
つり作業、釦付け、糸切り等、主に針仕事が中心となります。
また、特殊ミシンによる釦ホール開け、釦付け、まつり作業もあ
ります。
　※特殊ミシンの操作は、簡単に覚えられます。　
・その他、付随する業務

不問

日祝他

9人 018-839-0120

整備経験者

33人 018-863-7252

不問
120人 秋田県秋田市

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）
（大型免許あれば
尚可）

日祝他 株式会社　ヤマコン秋田

自動車整備士（経験者）

○車、バイク、除雪機修理及びご来店のお客様の診断見積伝
票、帳票作成
○納車前完成検査等完成車の説明及び接客説明
○お客様へ車の取扱い及び安全指導

※バイク、車好き人間集まれ！！

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定不可）
＊二級整備士免許
のある方

日祝他 ワールドモータース　株式会社
その他

秋田県秋田市四ツ小屋字与左エ門川
原４０９－１

不問
15人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2951691

コンクリート圧送作業
（ポンプ車乗務）

・コンクリートポンプ車に乗り、工事現場へ行きコンクリー
　トを型枠に流し込む作業。
＊当初は作業の補助業務となりますが作業に慣れ次第、運転
　及び圧送作業も担当していただきます。
＊現場は県内全域、２人での作業となります。
＊ポンプ車での作業に必要な資格の取得費用は会社で負担
します。
＊ハローワーク内の検索用パソコンから、車両や現場の写真
を見ることができます。

大民プロパン　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港西３丁目７－２９

その他
秋田県秋田市新屋比内町７２番３号

13人 018-888-8661

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2934391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 2983191

プロパンガス業務

・プロパンガス配管工事
・ガス器具取り付け、修理
・点検調査
・プロパンガス新規顧客の獲得
・既存客への定期訪問
※主に秋田市内と潟上市がエリアとなります。
※社用車使用（軽ワゴンタイプ）
＊入社後研修に参加し、資格の取得をしていただきます。

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

日祝他

14人 018-888-8054

不問
28人 秋田県秋田市

7人 018-846-1150

不問
7人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 2938791

配送員

○顧客企業に対する納入商品の配達、商品保管作業に従事し
ていただきます。
・様々な商品を取り扱いますが、重量物に関しては複数名また
はフォークリフトで扱います。
・運行日誌作成の他、付随する雑務も行っていただきます。

＊１ｔ～４ｔトラック（パネルバンを利用して配送します）
＊エリア：秋田県内全域
＊配達先は固定していますので、一度覚えれば安心です。　

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 三傳物流　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－８１

℡ 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。



4ページ中 4ページ



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 250,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 250,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 250,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 250,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 250,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 156,600円～156,600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

3人 250,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 260,000円～520,000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 230,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所
(2) 9時30分～19時00分
(3)16時00分～10時00分

月給

1人 140,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

不問
537人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-11144291

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＴＳ工建　仙台支社
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１アジュール仙台１４Ｆ

50人 022-216-5155

平成31年2月12日発行（平成31年2月8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

電気施工管理［秋田
市・大仙市・由利本荘
市・その他県内］

マンション、ビル、工場、商業施設などの各種建設現場にて
電気工事の施工管理業務をご担当頂きます。
主な業務は安全管理、工程管理、品質管理、写真管理、書類
作成などです。

＊現場へは直行直帰です。
＊電気工事施工管理技士をお持ちの方優遇
＊電気工事士として経験のある方もご相談下さい。

建築施工管理［秋田
市・大仙市・由利本荘
市・その他県内］

オフィスビル、マンション、工場、一般住宅など、ＲＣ造、Ｓ造、
木造の各種建設現場にて、新築・改修工事の施工管理業務
をご担当頂きます。
経験、スキルに合った現場をお任せいたします。
主な業務は安全管理、工程管理、品質管理、写真管理、書類
作成などです。
＊現場へは直行直帰です。
＊建築士、建築施工管理技士をお持ちの方優遇
＊作業員として経験のある方もご相談下さい。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＴＳ工建　仙台支社
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１アジュール仙台１４Ｆ

50人 022-216-5155

不問
537人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-11140991

設備施工管理［秋田
市・大仙市・由利本荘
市・その他県内］

マンション、ビル、工場、商業施設などの各種建設現場にて
空調、衛生、給排水工事の施工管理業務をご担当頂きます。
主な業務は安全管理、工程管理、品質管理、写真管理、書類
作成などです。

＊現場へは直行直帰です。
＊管工事施工管理技士をお持ちの方優遇
＊作業員として経験のある方もご相談下さい。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＴＳ工建　仙台支社
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１アジュール仙台１４Ｆ

50人 022-216-5155

不問
537人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-11142791

型枠工事管理［秋田
市・大仙市・由利本荘
市・その他県内］

躯体工事や土木構造物などに関わる型枠工事の管理および
補助業務を担当して頂きます。

＊現場へは直行直帰です。
＊作業員として経験がある方もご相談下さい。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＴＳ工建　仙台支社
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１アジュール仙台１４Ｆ

50人 022-216-5155

不問
537人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-11148391

内装施工管理［秋田
市・大仙市・由利本荘
市・その他県内］

商業施設、マンション、店舗等の現場にて内装工事の施工管
理業務をご担当頂きます。
主な業務は
・安全管理  ・工程管理
・品質管理  ・写真管理、など

＊現場へは直行直帰です。
＊建築士、建築施工管理をお持ちの方優遇
＊作業員経験がある方もご相談下さい。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＴＳ工建　仙台支社
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１アジュール仙台１４Ｆ

50人 022-216-5155

不問

一級建築士または
二級建築士
（尚、建築基準適合
判定資格者　優遇）
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

537人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-11153291

建築確認検査業務にお
ける確認検査補助員

・建築基準法に基づく、建築物の確認、検査業務
・住宅金融支援機構の適合証明業務
・住宅瑕疵担保責任保険に係る現場検査

＊採用時期　平成３１年４月１日予定

土日祝他 公益財団法人　秋田市総合振興公
社毎　週
秋田県秋田市河辺豊成字虚空蔵大
台滝１－１

10人 018-829-3568

172人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3271291

土木施工管理［秋田
市・大仙市・由利本荘
市・その他県内］

道路、河川、造成などの一般土木工事現場にて施工管理業
務を担当して頂きます。主な業務は
・安全管理  ・品質管理
・工程管理  ・写真管理　など
＊作業員として経験のある方もご相談ください。
＊土木施工管理技士お持ちの方優遇
＊測量できる方優遇
＊現場へは直行直帰です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＴＳ工建　仙台支社
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１アジュール仙台１４Ｆ

50人 022-216-5155

不問
537人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-11139091

土木施工管理技術者
／秋田市

官公庁より発注される工事の施工管理業務または施工管理
補助業務（工程管理、安全管理など）

＊資格はあるが経験が浅い方、資格取得を目指している方も
　歓迎致します。

＊受注が多く、増員募集しております。

＊実績については当社ＨＰをご覧下さい。

必須：普通自動車運
転免許（ＡＴ限定可）
優遇：１級もしくは２級
土木施工管理技士

土日祝 株式会社　エムエーシー
毎　週

東京都千代田区神田司町２－９－１
第一高田ビル３階

3人 03-3295-7373

実務経験１年以上
253人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-20282091

看護師又は准看護師

○整形外科医院における外来看護及び病棟などの看護業務
全般を担当していただきます。
・外来看護業務一般
・病棟での看護業務
・手術室の業務（手術記録の記入、手術器械の器械出し介
助、手術室の外回り）
・その他、付随する業務
＊制服貸与あり
※病床数１９、有床診療所です。

正看護師または准
看護師

他 医療法人　城東整形外科
その他

秋田県秋田市東通６丁目７－６

29人 018-832-0023

不問
87人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3233691

歯科衛生士

＊歯科衛生士業務及び関連業務に従事していただきます。
・患者様への口腔衛生指導、歯科予防処置。
・歯科医師の医療補助。
・スケーリング、ＳＲＰ、ＰＭＴＣ等。
・清掃等の院内業務。
・その他付随する業務及び指示された業務。


歯科衛生士

日祝他 みやがた駅東歯科
その他

秋田県秋田市手形字西谷地１８２番
３

6人 018-825-1150

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3211891

℡ 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 200,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)11時00分～20時00分

日給（月額換算）

1人 124,000円～124,000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

日給（月額換算）

3人 124,000円～124,000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

日給（月額換算）

15人 124,000円～124,000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

日給（月額換算）

1人 124,000円～124,000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

日給（月額換算）

1人 124,000円～124,000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

日給（月額換算）

1人 124,000円～124,000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

日給（月額換算）

1人 124,000円～124,000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

日給（月額換算）

1人 148,190円～148,190円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 236,240円～433,300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

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640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

5ページ中 2ページ

平成31年2月12日発行（平成31年2月8日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

保育士「きらきら保育園
秋田駅前」（小規模保
育事業Ａ型）

○介護付有料老人ホーム（サービス付高齢者向住宅）「さら
　さ秋田駅前」（定員４９名）に併設されている「きらきら
　保育園」での保育業務を担当していただきます。


※採用日については応相談。



雇用・労災・健康・厚生
05010- 3230191

保育士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社ＪＡＷＡ（きらきら保育園　秋
田駅前）その他
秋田県秋田市中通４丁目１７－１５

4人 018-827-5157

32人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）ので
きる方

不問
140人 秋田県秋田市

不問

土日祝 秋田市役所

一般事務補助（嘱託職
員）

○一般事務補助に従事していただきます。
［　主な仕事　］
　・文書作成、書類整理、窓口対応　等
　・利用諸室の受付、備品の管理　等
　・パソコンを使用してのデータ入力
　・その他、付随する業務（敷地内の清掃及び除雪等）

　雇用期間：平成３１年４月２日～平成３２年３月３１日
　　　　　　１年毎の更新あり

不問

土日祝他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市

2,532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- 3263291

一般事務補助（臨時職
員）本庁

○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］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

【３／１　～　４／３０　２ヶ月間の雇用です】

秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

1,540人 018-888-5429

平成31年3月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 3192591

平成31年3月1日～平
成31年4月30日 雇用・公災

05010- 3191291

一般事務補助（臨時職
員）本庁

○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］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり

不問

土日祝

22人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

1,540人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田市役所

一般事務補助　（臨時
職員）　【西部市民サー
ビスセンター】

○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］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊【３／１　～　４／３０　２ヶ月間の雇用です】

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532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4月30日 雇用・公災

05010- 3193191

一般事務補助　（臨時
職員）　【園芸振興セン
ター】

○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］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり

秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

21人 018-888-5429

平成31年3月1日～平
成31年4月30日 雇用・公災

05010- 3195391

平成31年3月1日～平
成31年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 3194091

一般事務補助（臨時職
員）　　【北部市民サー
ビスセンター】

○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］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

【３／１　～　４／３０　２ヶ月間の雇用です】

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝

28人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

28人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市

不問

土日祝 秋田大学医学部総務課

一般事務補助（臨時職
員）　　【北部市民サー
ビスセンター】

○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］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内の更新あり

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

ワード、エクセル等
パソコンが使用で
きること

1,400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・公災・健康・厚生

05010- 3196691

事務系スタッフ（調達
課）

調達課において次の業務に従事していただきます。
・薬品発注、納品確認
・物品発注
・支払決議書作成
・物流システム（薬品）のマスタ管理、入力
・その他庶務

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

株式会社　オンサイト
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０
－３３　第２日本オフィスビル７階

毎　週
秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010

雇用・労災・健康・厚生
04010-11196591

平成31年4月1日～平
成33年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3272591

施工管理補助（空調・
衛生設備課）［秋田県］

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（空調・衛生設備）に従事して
頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（エクセル・ワード）し、書類の作成
・施工担当への指示出し及び進行状況等の確認等
※配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮致しま
す。
※未経験の方でも安心して頂ける環境づくりを心がけており
ます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他

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

3人 022-797-7191

不問（未経験者歓
迎）

52人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市
平成31年3月1日～平
成31年5月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3225691

生産管理業務【秋田
市】

○生産管理業務に従事していただきます。
・部品管理
・その他補助業務 不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

1人 135,000円～137,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

5人 126,720円～143,000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30分～17時20分 就業場所

時給（月額換算）

2人 133,280円～141,120円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給（月額換算）

2人 133,280円～141,120円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給（月額換算）

2人 133,280円～141,120円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

2人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時30分～14時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分

月給

2人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 170,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 170,500円～202,750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～64歳 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2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) 8時00分～17時00分 就業場所

平成31年2月12日発行（平成31年2月8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

営業事務

○事務作業全般に従事します。
・来客、電話対応
・庶務業務（備品、消耗品発注、管理等）
・入金管理、預入処理
・電話やＦＡＸによる受発注
・総務、経理全般
・外出用務あり（自家用車使用）

＊受発注に係る事務が８割、経理事務は２割程度です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 上野株式会社　秋田営業所
毎　週

秋田県秋田市川尻若葉町４－３５

5人 018-863-3631

不問
170人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3190891

レジ係・惣菜係・青果
係・鮮魚係　等

・レジでのお客様対応業務
・惣菜部門での調理、包装業務等
・青果部門での品出、包装業務等
・鮮魚部門での品出、包装業務等
・その他付随する業務


不問

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

37人 0185-45-2211

不問
118人 秋田県南秋田郡大潟村

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3260491

衣料品販売員「ＭＯＵＳ
ＳＹ」

○秋田ＯＰＡ　２Ｆ「ＭＯＵＳＳＹ」における、衣料品販売及び陳
列管理を行っていただきます。レディース衣料品の販売となり
ます。
　その他にも売場の作成やＰＯＰ作り等も行っていただきま
す。
　ゆくゆくは、店長、マネージャー、営業職へのキャリアアップ
も目指せます。

不問

他 株式会社　ＪＵＳＴＩＣＥ
その他

秋田県秋田市千秋久保田町４－２
秋田ＯＰＡ　４Ｆ

6人 018-827-6708

不問
13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3213591

衣料品販売員「ＦＬＡＧ
Ｓ」

○秋田ＯＰＡ　４Ｆ「ＦＬＡＧＳ」における、衣料品販売及び陳列
管理を行っていただきます。メンズ衣料品の販売となります。
　その他にも売場の作成やＰＯＰ作り等も行っていただきま
す。
　ゆくゆくは、店長、マネージャー、営業職へのキャリアアップ
も目指せます。

不問

他 株式会社　ＪＵＳＴＩＣＥ
その他

秋田県秋田市千秋久保田町４－２
秋田ＯＰＡ　４Ｆ

3人 018-827-6708

不問
13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3214191

衣料品販売員「Ｈｉｇｈｌｙ
－Ｓｅｌｅｃｔｅｄ」

○秋田ＯＰＡ　４Ｆ「Ｈｉｇｈｌｙ－Ｓｅｌｅｃｔｅｄ」における、衣料品販
売及び陳列管理を行っていただきます。
メンズ衣料品の販売となります。
　その他にも売場の作成やＰＯＰ作り等も行っていただきま
す。
　ゆくゆくは、店長、マネージャー、営業職へのキャリアアップ
も目指せます。

不問

他 株式会社　ＪＵＳＴＩＣＥ
その他

秋田県秋田市千秋久保田町４－２
秋田ＯＰＡ　４Ｆ

2人 018-827-6708

不問
13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3218991

ガソリンスタンド業務

・給油、洗車等のガソリンスタンド業務を行っていただきます。
・お客様の車を移動して洗車等をすることがあります。
・その他付随する業務

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
＊危険物取扱資格者
は給与面で優遇しま
す

他 有限会社　ワタネン
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字昼
寝１０

4人 018-875-3300

不問
4人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3222191

販売員「秋田ＯＰＡ東急
ハンズ」「フルタイム」

【２月中旬オープニングＳＴＡＦＦ募集】
○東急ハンズトラックマーケット秋田ＯＰＡ店での雑貨販売業
務。
・接客業務、レジ業務、商品の包装、商品の陳列
・在庫管理、その他付随する業務

不問

他 有限会社　ジャッカ
その他

秋田県秋田市中通２丁目１－２２

0人 018-874-7479

不問
25人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3254291

ダスキン清掃部門の営
業及びサービス

○ダスキン清掃部門の営業及びサービスをしていただきます
・店舗、オフィス及び一般家庭のクリーニング作業
・見積、新規開拓等の営業及び顧客管理

＊クリーニングの技術を習得するまでは、現場作業が中心
　となります。
＊社用車使用
（ＭＴ及びＡＴ、軽自動車～１ＢＯＸ、ワゴン車）
＊活動エリア：秋田市内及び周辺

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 清三屋商事　株式会社　ダスキンき
よみや　八橋店毎　週
秋田県秋田市八橋新川向１２－１４

39人 018-888-5371

不問
187人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3221591

営業員兼警備員

○営業員兼警備員業務に従事していただきます。
・月の半分をルート営業、もう半分を警備員として勤務してい
ただきます。
・ルート営業は秋田県内、警備は秋田市内中心となります。
＜主な警備業務＞
・交通誘導警備業務
・雑路警備業務
・ＪＲ列車見張業務　など

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

72人 018-896-7730

不問
164人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3265191

介護職員【さくらデイ
サービス横森店】

○地域密着型デイサービスで介護業務に従事していただきま
す。
・利用定員１３名（月～土）の施設です。
・利用者様の送迎、入浴介助、食事介助、排泄介助の業務が
有ります。
・送迎業務（ＡＴ社有車）
・医療行為はありません。


他 有限会社　優介護
毎　週

秋田県秋田市横森１丁目２０番２０号

4人 018-884-6784

16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3229891

普通自動車運転免
許（ＡＴ可）、社会福
祉主事（必須）
介護職員初任者研
修（ヘルパー２
級）、介護福祉士あ
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

8人 200,000円～300,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)17時00分～10時00分 就業場所

月給

1人 130,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

時給（月額換算）

1人 136,960円～154,080円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 135,000円～145,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～15時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分
(3)10時30分～19時30分

時給（月額換算）

5人 135,680円～169,600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 就業場所

日給（月額換算）

5人 179,000円～192,500円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640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 144,160円～152,640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）

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

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90人 秋田県南秋田郡五城目町
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3256191

モーター部品の製造業
務　　　　（日勤）

○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3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3255591

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3253891

モーター部品の製造業
務（シフト制）

○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 秋田県南秋田郡五城目町

90人 秋田県秋田市
平成31年3月1日～平
成31年5月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3248191

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

電子部品の組立業務
（８：００～１７：００）

○プリント基板の組立業務
・検査業務
・アミューズメント関連の組立作業です。 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 秋田県秋田市

平成31年3月1日～平
成31年5月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3226991

～平成31年11月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3239591

電子部品の組立業務
【秋田市】

○プリント基板に電子部品を取り付ける実装機械及び
　検査機械のオペレーター業務

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

その他
秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱２３
５

73人 018-886-8888

不問
73人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3199791

キャディ

○ゴルフ場キャディ業務に従事していただきます。
・プレーヤーへの接客、クラブの受け渡し等
・その他、コース作業等もあります。

＊初心者の方にも、試用期間中に丁寧に指導いたします。
＊土・日曜日勤務可能な方を希望します。


※来シーズンも雇用可能です。

不問

他 株式会社　秋田椿台ゴルフクラブ

飲食店スタッフ

○当店ホールと厨房の担当者として業務に従事していただき
ます。
【主な業務内容】
・ラーメン店での接客業務全般
（注文伺い、配膳及び下膳、レジ清算業務、食器の洗浄、
　店内の清掃等）
・希望に応じて調理業務も担当できます。
　指導しますので、未経験者も歓迎します。


不問

他 らーめん鷹島
毎　週

秋田県秋田市高陽幸町８－１７

2人 018-865-3500

不問

22人 018-855-1550

不問
43人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3243491

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3189991

給食調理他

○短期生活介護（ショートステイ）の入居者（２０名）及び職員
の給食の調理、盛り付け、片付け作業
○食器、調理器具等の洗浄　等
○朝２２食、昼３５食、夕２２食程度の調理を４人体制で行い
ます。

＊シフト勤務です。

不問

他 有限会社　すずめだて　ショートステ
イひろおもてその他
秋田県秋田市広面字樋の下１番

その他
秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

9人 018-877-7110

不問
30人 秋田県南秋田郡五城目町

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3212291

調理員（湖東老健）

○利用者数、約１００名に対する給食の調理等
（職員、約１０名で調理します）
・施設内に給食設備があります。
・配膳、下膳、後片付、他付随する業務

＊朝食、昼食、夕食をそれぞれのシフトで担当します。

＊初めての方にもご指導いたします。

不問

他 有限会社　ト－タルヘルスマネジメン
ト

歯科助手

○歯科治療における歯科医師、歯科衛生士の補助
　・介助、治療器具消毒、洗浄、片付け
　・院内清掃等の院内業務


不問

日祝他 みやがた駅東歯科
その他

秋田県秋田市手形字西谷地１８２番
３

6人 018-825-1150

不問

不問
95人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3231091

不問

他 社会福祉法人　新秋会
その他

秋田県秋田市土崎港西３丁目１１－
５

95人 018-816-0377
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資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

介護職員（夜間専門）

○法人内各施設において
・入所者の入浴、食事、排泄などの日常生活の
　生活介護全般
＊夜勤は月に１０回程度有ります。
　
【秋田県】介護サービス事業所認定評価制度取得



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 250,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 141,445円～181,445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15分～16時45分 就業場所

月給

1人 140,000円～190,630円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～45歳 (1) 8時00分～16時10分 就業場所
(2)16時00分～23時10分
(3)23時00分～ 8時10分

月給

5人 155,000円～345,000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 218,700円～267,300円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 194,400円～218,700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00分～17時00分 就業場所

月給

3人 250,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 150,000円～270,000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 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～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

73人 018-886-8888

不問
73人 秋田県秋田市

コース管理スタッフ

○ゴルフコース内の芝生管理業務に従事していただきます。
・芝刈り（乗用芝刈機、電動手押式芝刈機）
・肥料散布（トラクター散布、手押式散布、タンク車による
　液体肥料の散布）
・排水工事等（芝生をはがし排水管を埋める／春・秋）
・管理機械の整備
・樹木の剪定　等

＊雇用開始日は４／１以降でも可です。
＊雇用期間は積雪等により変動する場合があります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　秋田椿台ゴルフクラブ

～平成31年11月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3238291

その他
秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱２３
５

2人 018-839-4631

不問
2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3204891

雇用・労災・健康・厚生
04010-11152891

防護柵取付工

○防護柵の取り付け作業と建築作業に従事していただきま
す。
　
＊朝会社へ集合した後、社用車にて現場に向かいます。
　秋田県内全域です。


中型自動車運転免
許（８ｔ限定可）

日他 秋田ガードレール　有限会社
その他

秋田県秋田市御野場５丁目１８－１２

毎　週
宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１アジュール仙台１４Ｆ

50人 022-216-5155

不問
537人 秋田県秋田市

4人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05011-  264491

設備配管工［秋田市・
大仙市・由利本荘市・そ
の他県内］

工場、マンション、ビル等の現場にて新築・改修などの配管工
事をご担当頂きます。

＊現場へは直行直帰です。
＊未経験の方もご相談下さい。
＊ブランクのある方もご相談下さい。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＴＳ工建　仙台支社

鳶工事（未経験者）

○建築現場での足場組立、解体作業
○プラント等での重量物運搬据付工事
○溶接工事

※会社出社後、社用車で現場に移動します。
※未経験者を希望の求人です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
中型、大型、大型
特殊があれば尚可

日他 伸雅工業　株式会社
その他

秋田県潟上市天王字羽立９１１－３

4人 018-811-0521

不問

秋田県潟上市天王字羽立９１１－３

4人 018-811-0521

4人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05011-  263991

19人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3262891

鳶工事（経験者）

○建築現場での足場組立、解体作業
○プラント等での重量物運搬据付工事
○溶接工事

※会社出社後、社用車で現場に移動します。
※経験者希望の求人です。

足場組立経験者（経験必須）

日他 伸雅工業　株式会社
その他

とび、土木等作業員

○秋田県内外において、とび、土木等の現場作業に従事して
いただきます。

＊幅広く受注しているため、とび工、土工等、面接時に希望を
お伺いして適正配置に努めます。
＊現場へは社用車使用、乗合で向かいます。
＊経験者は優遇します。
＊未経験の方でも歓迎します。

不問

日他 有限会社　武田工務店　秋田営業所
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
下昼寝５８１

3人 018-853-1119

不問

18人 018-864-6919

不問
72人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3266091

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3188691

公共下水道設備の維
持管理

○秋田市八橋終末下水道処理場の運転・維持管理・水質検
査
・汚泥脱水器、水処理施設の運転
・脱落したボルトやヒューズの交換などの軽微な修繕
・除草、除雪、清掃
・検査サンプルを採取し、試験薬品や顕微鏡を使い汚れや
　ＰＨ等を測定し、基準に達しているかの検査を行う。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社東総　プラント事業部
その他

秋田県秋田市新屋豊町１番５８号

秋田県秋田市向浜１丁目５番１６号

45人 018-865-0233

不問
63人 秋田県秋田市

秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-11147091

２ｔ車運転手

○２ｔ車で市内への小麦粉の配送業務に従事していただきま
す。
・配送
・積み込み
　フォークリフトまたは手積み（５～３０Ｋｇ程度）
・伝票作成　等

＊制服支給します
＊体力に自信があり、長く勤務可能な方


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
フォークリフト技能
講習　必須

日他 羽後運送　株式会社　（本社営業所）
その他

各種建設工事現場にて施工図作成及び修正業務、その他付
随する業務をご担当して頂きます。

＊現場へは直行直帰です。
＊建築、土木はＡｕｔｏＣＡＤもしくはＪＷ－ＣＡＤ
　電気、設備はＴ－ｆａｓもしくはＣＡＰＥ

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ＴＳ工建　仙台支社
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
１アジュール仙台１４Ｆ

50人 022-216-5155

実務経験者
537人

足場組立作業主任
者、玉掛け技能者
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
（中型、大型、大型
特殊があれば尚
可）
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資格・経験
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ＣＡＤオペレーター［秋
田市・大仙市・由利本
荘その他県内］

℡ 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。




