
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 185,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 210,000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 就業場所

月給

2人 210,000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00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分

月給

1人 170,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 155,000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30分～17時10分 就業場所

月給

1人 180,000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45分～17時45分 就業場所

月給

5人 180,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

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) 9時30分～18時00分 就業場所
(2) 9時30分～19時00分

月給

1人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 132,600円～145,080円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3629191

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　熊谷機械設計
その他

秋田県秋田市山王六丁目１６－３
山田ビル

17人 018-865-5605
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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

機械設計技術者

【産業用機械装置の開発設計】
◎産業用機械／治具等の設計、開発
◎産業用機械の構造解析・強度解析シュミレーション
Ａターン者歓迎
秋田県外の方には面接旅費補助支給
（関西～北海道の範囲）

機械設計に関連した業務を３年程度以上経験している事
（但し機械工学系卒業３年以内の既卒の方は不問）

看護職員（有料老人
ホーム結）

○有料老人ホーム内における看護業務を行います。
・利用者様の健康管理
・服薬管理
・経管栄養の注入及び管理
・通院への動向
・その他付随する業務全般

＊入居定員１５名で、看護師は２名体制です。


看護師または准看
護師

他 柿崎ケアシステム　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港東１丁目２－８

12人 018-827-3732

不問
14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3677591

看護師（福祉事業部）

○旅館施設を利用した通所介護事業（デイサービス）の
　看護・介護業務に従事していただきます。
（介護補助）
・レクリエーションの補助
（看護業務）
・利用者のバイタルチェック、健康管理
・緊急時の対応  ・状況によっては送迎業務あり（社有車ＡＴ車）
＊１日当たりの平均利用者３８名、スタッフ１４名体制
＊制服貸与
働き方改革関連認定企業　　男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
看護師または准看
護師

日祝他 株式会社　秋田温泉さとみ
その他

秋田県秋田市添川字境内川原１４２
－１

26人 018-833-7171

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3692891

歯科衛生士

○医師の指示に基づき次のような業務に従事していただきま
す。
・予防措置
・ブラッシング指導、歯石除去等
・歯科保健指導
・診療補助

歯科衛生士免許

日祝他 伊藤歯科医院
隔　週

秋田県秋田市土崎港中央１丁目１８
－７

4人 018-845-0607

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康
05010- 3651591

栄養士（土崎カトリック
こども園）

○こども園での調理業務を担当して頂きます。
・食材の検品、下処理、調理、盛付け、配膳、下膳、洗浄、清
掃等

献立作成、発注業務

栄養士免許

日祝他 株式会社　メフォス北日本　北東北
事業部　秋田支店その他
秋田県秋田市大町３－３－１５　ユニ
バースビル６Ｆ

5人 018-888-1333

不問
16,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3642291

就労継続支援員（急
募）

○就労継続支援Ｂ型事業において、
・利用者さんとの面接
・個別支援計画の作成
・支援記録の作成
・関係機関との連絡調整
　などの業務に従事していただきます。

＊欠員のため急募です。


不問

土日祝他 株式会社　アキタネット
毎　週

秋田県秋田市東通仲町２－１２

13人 018-893-5288

不問
27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3620091

保育士

○平成３１年４月に開園する企業主導型保育事業「ぽこぽこ
園」の保育士として勤務していただきます。
・おむつ交換や、一緒に遊んだりする等
・書類の作成等、
・食事介助、清掃等、
・その他関連する業務
・主に０～３歳未満児保育を担当します。
＊明るい対応で子供と接することが求められる仕事です。

保育士

日祝他 アイホームプラザ　株式会社
毎　週

秋田県潟上市天王字追分１５番地１
８　プラザビル２階

1人 018-874-7117

不問
8人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3621391

こども写真館　店舗ス
タッフ　　（アシスタント
から）

○写真館の業務全般を担当していただきます。
（撮影、アシスタント、営業受付、衣装レンタル、スタイリングな
ど）

＊お客様の笑顔の写真を撮っている、元気で明るい職場です

＊未経験の方でも歓迎いたします（研修制度あり）

＊就業時間（２）は土日祝の勤務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　岩田写真
隔　週

秋田県秋田市中通１丁目３－３０

15人 018-834-5015

パソコン（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃ
ｅｌ、インターネット）が
使用できること
経験者優遇（未経験
者も可）

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3649491

事務員【産休代替】　≪
急募≫

○事務員として従事していただきます。
・電話対応、接客対応
・パソコン入力（ワード、エクセル）
・給与計算、業務日報・現場書類の作成等
・その他付随する業務

※約２か月間引き継ぎを行いますので、安心して働けます。

不問

日祝他 日東重機興業　有限会社
その他

秋田県秋田市飯島字砂田３１－９

10人 018-845-6400

事務経験者
パソコン（ワード、エ
クセル）操作できる
方

10人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成32年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3715291

医師事務補助（医局秘
書担当）

○主に一般事務全般を担当していただきます。
・電話応対
・パソコン入力業務（表計算等）
・簡単な事務作業
・医師当直室管理
・スケジュール作成補助
・医学書管理
・その他、付随する雑務有
【６ヶ月毎の契約更新】

不問

土日祝他 社会医療法人　明和会　中通総合病
院毎　週
秋田県秋田市南通みその町３番１５
号

819人 018-833-1122

不問
1,415人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3617791

℡ 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 149,206円～173,480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 25歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 150,000円～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15分 就業場所

月給

1人 180,000円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 200,000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) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 132,916円～132,916円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

5人 143,669円～229,911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 143,669円～229,911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

2人 143,669円～229,911円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 120,768円～120,768円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所
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平成31年2月19日発行（平成31年2月18日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

事務員

○障がい者支援施設「ほくと」において、事務業務に従事していただ
きます。
・介護給付費等の請求業務
・給与計算　・勤怠管理　・社会保険関係の書類作成
・電話応対　・来客対応
・関係書類の提出業務　・銀行等への外出用務
＊社用車使用（ＡＴ車）
＊その他、付随する業務
・事務員：常勤３名、非常勤１名体制（現在）

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3647691

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　北杜
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字街道端
西１１－１

69人 018-873-7801

60人 018-864-2711

パソコン基本操作
出来る方（エクセ
ル、ワード等）

不問
163人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 社会福祉法人　秋田県社会福祉協
議会

災害遺児愛護基金及
び善意銀行担当職員

○秋田県災害遺児愛護基金（労務災害等で親を亡くした世帯
の児童・生徒への見舞金等の給付）及び善意銀行（金銭や物
品の寄付を受け付け配分する取組み）に関する事業実施に
伴う事務処理、文書・資料作成及び会計処理、表彰に関する
事務処理

＊外出業務あり（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

パソコン基本操作出
来る方（エクセル、
ワード等）
福祉施設での勤務経
験があれば尚可

60人 秋田県秋田市

60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- 3683891

社会福祉施設種別協
議会担当職員

○地域包括・在宅介護支援センターで構成する協議会、母子
生活支援施設で構成する協議会及びホームヘルパーで構成
する協議会が行う会議及び研修等の企画・文書・資料作成等
事務処理及び会計処理

＊外出業務あり（ＡＴ車）

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

毎　週
秋田県秋田市旭北栄町１番５号

60人 018-864-2711

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- 3685591

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- 3684291

社会福祉法人経営者
協議会担当職員

○福祉施設経営指導事業実施に伴う企画・文書・資料作成
等事務処理及び会計処理、社会福祉施設を経営する社会福
祉法人で構成される協議会が行う会議及び研修等の企画・
文書・資料作成等事務処理及び会計処理

＊外出業務あり（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他

018-864-2711

60人 018-864-2711

パソコン基本操作出
来る方（エクセル、
ワード等）
福祉施設での勤務経
験があれば尚可

60人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
パソコン基本操作
出来る方（エクセ
ル、ワード等）
就労支援経験又は
福祉施設での勤務
経験があれば尚可

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 社会福祉法人　秋田県社会福祉協
議会

アクティブシニア介護職
参入促進事業等担当
職員

○シニア層の介護職への参入促進及び潜在介護福祉士の
再就職を促進する事業の企画・文書・資料作成等の事務処
理及び会計処理、介護人材確保を目的とした事業訪問によ
る求人開拓等を行う介護人材マネージャー事業の管理・調整
業務

＊外出業務あり（ＡＴ車）

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

60人

パソコン基本操作
出来る方（エクセ
ル、ワード等）

60人 秋田県秋田市

60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- 3686191

福祉保健研修担当職
員

○福祉関係事業所等の職員を対象とした研修の実施に伴う
企画・文書・資料作成等


＊外出業務あり（ＡＴ車）

秋田県秋田地域振興局建設部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－２

毎　週
秋田県秋田市旭北栄町１番５号

60人 018-864-2711

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- 3624491

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- 3689691

一般事務補助（臨時）

○一般事務補助業務に従事していただきます。
（主な仕事内容）
・書類整理
・電話対応、来客応対
・パソコン操作（入力程度）可能な方
　（エクセル、ワード等）
・その他、付随する業務
＊雇用期間：勤務状況により更新の可能性あり
　　　　　（６ヶ月の更新。更新期間は面接時に説明。）

不問

土日祝他

30人 018-860-5141

パソコンのワープ
ロ、表計算ソフトに
十分な技能を持っ
ている方

114人 018-860-3312

パソコン操作（入力
程度）

283人 秋田県秋田市

不問

土日祝 秋田県　教育庁　義務教育課

小・中学校の事務職員
（秋田市）（～Ｈ３１．９．
３０）

○公立小・中学校にて事務業務に従事していただきます。
・学校予算に関する事務
・児童生徒、職員に関する事務
・その他付随する業務

＊パソコンのワープロ、表計算ソフトに十分な技能を持って
いる方を希望します。
＊本人の勤務状況により、契約更新の可能性あり

不問

土日祝 秋田県　教育庁　義務教育課
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１番１号

パソコンのワープ
ロ、表計算ソフトに
十分な技能を持っ
ている方

30人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 3646391

小・中学校の事務職員
（秋田市）（～Ｈ３１．６．
１９）

○公立小・中学校にて事務業務に従事していただきます。
・学校予算に関する事務
・児童生徒、職員に関する事務
・その他付随する業務

＊パソコンのワープロ、表計算ソフトに十分な技能を持って
いる方を希望します。
＊本人の勤務状況により、契約更新の可能性あり

秋田県　教育庁　義務教育課
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１番１号

毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１番１号

30人 018-860-5141

平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 3652191

平成31年4月1日～平
成31年6月19日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 3648991

小・中学校、義務教育
学校の事務職員（男鹿
市・井川町）

○公立小・中学校、義務教育学校にて事務業務に従事してい
ただきます。
・学校予算に関する事務
・児童生徒、職員に関する事務
・その他付随する業務

＊パソコンのワープロ、表計算ソフトに十分な技能を持って
いる方を希望します。
＊本人の勤務状況により、契約更新の可能性あり

不問

土日祝

毎　週
秋田県秋田市旭北栄町１番５号

60人 018-864-2711

パソコン基本操作
出来る方（エクセ
ル、ワード等）

30人 018-860-5141

パソコンのワープ
ロ、表計算ソフトに
十分な技能を持っ
ている方

30人 秋田県男鹿市

60人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3690491

生きがい・健康づくり事
業担当事務補助員

○高齢者の生きがい・健康づくり事業に関する文書の収受、
印刷、発送、パソコンによる入力作業
（ワード・エクセル使用）

○電話対応、その他事務補助

＊外出業務あり（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 社会福祉法人　秋田県社会福祉協
議会



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 120,768円～120,768円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 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30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 138,720円～138,720円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 140,000円～182,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 155,000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30分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時30分

月給

1人 170,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 220,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 205,000円～500,000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～64歳 就業場所

月給

1人 170,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

2人 176,500円～252,500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 就業場所

平成31年2月19日発行（平成31年2月18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

介護支援専門員養成
研修事業等担当事務
補助員

○介護支援専門員養成研修事業及び介護支援専門員実務
研修受講試験に関する文書の収受、印刷、発送、パソコンに
よる入力作業（ワード・エクセル使用）

○電話対応、その他事務補助

＊外出業務あり（ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

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

60人 018-864-2711

パソコン基本操作
出来る方（エクセ
ル、ワード等）

60人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3691791

経理・総務（秋田市）

派遣先事業所において、下記の業務を行っていただきます。
電気設備工事会社での事務のお仕事です。
・経理　会計ソフトを使用
・総務　給与計算（給与ソフト使用）
　　　　勤怠管理、社会保険手続き

不問

土日祝他 株式会社　パソナ　パソナ・盛岡
毎　週

岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９－１
マリオス　１３階

0人 019-621-5088

Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌ基本操
作
事務経験（建設業簿
記、給与計算経験あ
れば尚可）

9,074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

03010- 4893091

面接担当（秋田市）

○当社に登録される方の面接と仕事紹介
○ＰＣ入力／電話応対／事務処理

基本的には、求職者へ希望条件に合うお仕事を探し、
紹介する仕事です。陰で人の為に働くことに喜びを感じることのでき
る方に是非とも来ていただきたいです。

＊初回３ヶ月、その後６カ月、以降１年毎契約更新

＊業務上、車を使用する機会有

不問

土日祝他 日総工産株式会社仙台オフィス
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目３－
９　第六広瀬ビル３Ｆ

3人 022-262-1821

不問
13,500人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

04010-12850991

販売員

○洋菓子（ケーキ、焼き菓子等）の販売業務全般
・接客業務（レジ会計、包装等）
・商品の陳列、補充
・その他、付随する業務

不問

水他 パティスリー　ハラタ
その他

秋田県潟上市天王字追分５０－４

2人 018-853-8270

接客販売経験者
（小売店での販売
経験２年以上）

2人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010- 3664991

歯科受付

○歯科受付業務に従事していただきます。
・来院者の応対
・処置の説明
・商品の説明
・その他、付随する業務

＊制服貸与

不問

水日祝他 おやすみ通り歯科医院
毎　週

秋田県秋田市川尻御休町１番１９号

7人 018-824-6480

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3627291

調理（和食）

○郷土料理鉄板焼「扇屋」での調理業務に従事していただき
ます。
・仕込み
・調理
・料理の提供　等

＊シフト制

＊賄い付き、制服貸与

不問

他 合名会社　扇屋
その他

秋田県秋田市中通４丁目１６－９　ナ
イスビル２階

11人 018-884-3275

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3634891

調理（中華）

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

＊シフト制

＊賄い付き、制服貸与

不問

他 合名会社　扇屋
その他

秋田県秋田市中通４丁目１６－９　ナ
イスビル２階

4人 018-884-3275

経験者
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3639391

ラーメン店の接客・調理
業務
（秋田市）

調理、仕込み等の店内業務をはじめ、接客業務全般
＊接客業務
　・お客様の案内、オーダー受け
　・テーブルへの配膳、片付け
　・レジ業務、ホール内外の清掃等
＊調理業務
　・仕込み、盛付け等
　・キッチン内の管理、清掃等

※未経験の方にも丁寧に指導しますので、安心してご応募ください。

不問

他 アルトルイズム　株式会社
その他

福島県郡山市富久山町久保田字宮
田２７－１

9人 024-941-2012

不問
131人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
07040- 3871391

調理業務（正社員）

○ランチで提供する食事の調理業務全般に従事していただき
ます。
・洋食がメインになります。
・新メニューの作成をしていただきます。

＊土・日勤務可能な方を希望します。


不問

他 株式会社　ジェー・ユー
その他

秋田県潟上市飯田川飯塚字家ノ越４
７－３

14人 018-893-5085

調理経験者
25人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3708591

ラーメン店厨房スタッフ

○食材の仕込み、調理、盛り付け、食器洗い、接客等
　　　　
＊経験、技術など考慮します

＊就業時間は１０：００～２４：００のうち実働８時間勤務
　となります

＊試用期間　最長３ヶ月（能力による）
（期間中：日給６，５００円～８，０００円）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　アクティブイエロー
その他

秋田県秋田市山王中島町１０－２２

14人 018-864-7650

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3618891

℡ 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 210,000円～250,000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 18歳以上 (1)17時00分～ 1時00分 就業場所
(2)19時00分～ 3時00分

月給

2人 210,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)17時00分～ 1時00分 就業場所
(2)19時00分～ 3時00分

月給

1人 170,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 146,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～69歳 就業場所

月給

1人 146,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 69歳以下 就業場所

月給

1人 146,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 69歳以下 就業場所

月給

1人 150,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～18時20分 就業場所

月給

1人 180,000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 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

時給（月額換算）

3人 229,600円～229,600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 18歳以上 (1)23時05分～ 8時00分 就業場所

月給

2人 220,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所31人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3718091

大型運転手（大型トラッ
ク、大型ダンプ）

○関東、長野～秋田間の産業廃棄物の運搬
・大型トラック、大型ダンプ使用します。
・週に２～３回の往復
・秋田県内での運搬業務もあります。

＊廃棄物の選別作業を行うこともあります。

＊（株）東環のグループ会社です。

大型自動車免許必
須
牽引免許あれば尚
可

他 株式会社　セイフコ　秋田支店
その他

秋田県秋田市金足黒川１番地

10人 018-873-7511

不問

900人 0187-63-7239

製造業務３年以上
の経験のある方

23,000人 秋田県南秋田郡五城目町
平成31年3月1日～平
成31年5月31日 雇用・労災・健康・厚生

05040- 1112691

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- 1096191

製造工【五城目町】

＊自動車用電装品・モーターの組立
　
※立ち作業です。

＊派遣期間：Ｈ３１年３月１日～Ｈ３１年５月３１日
＊上記派遣期間経過後も、同就業場所にて派遣期間が継続
　される予定です。
※上記就業場所での最長就業可能日は、
　２０２１年９月３０日です。

普通自動車免許
（通勤用）

他 日総工産株式会社秋田事業所
毎　週

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

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

38人 秋田県秋田市
平成31年3月1日～

雇用・労災・健康・厚生
05040- 1113991

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、
　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

食肉処理・加工【河辺
事業所】

＊食肉処理・加工業務をしていただきます。
　○豚・牛の枝肉（骨付き肉）を、ナイフ等を使用して
　　分解・脱骨・整形する作業
　○処理後の肉の計量・包装作業
　○その他、現場の清掃等の付随する業務

※冷所での立ち作業です。
　重い食肉の運搬作業もありますので、体力が必要です。

普通自動車免許
（通勤用）

他 株式会社　長沼商店
その他

秋田県大仙市若竹町３３－１

0人 0187-63-8629

不問

8人 018-862-6975

自動車板金の実務
経験者

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3661091

雇用・労災・健康・厚生
05030-  995291

自動車板金工

○自動車、事故車の修理
○自動車板金に付帯する業務全般
　・軽自動車、普通自動車の板金業務
　・修理済み車の納車準備

※自動車板金の実務経験者の方。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

火日他 株式会社　サニーボデー
その他

秋田県秋田市寺内字イサノ７７番地

その他
秋田県大館市字谷地町９－７

6人 0186-44-6250

不問
50人 秋田県秋田市

50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05030-  994891

調理並びにホールス
タッフ【うるとらＴＳＵＣＨＩ
ＺＡＫＩ】

（１）ラーメンの調理全般
（２）ホールを中心としたお客様へのサービス
（３）食器の準備、片付け、ラーメン等の配膳等
　上記の業務に従事します

＊制服は貸与します
＊試用期間（研修期間）３ヶ月間あります
（その間、賃金等同条件　特記事項欄参照）
＊未経験者大歓迎


不問

他 有限会社　ニシキダイナー

調理並びにホールス
タッフ【錦秋田分店】

（１）ラーメンの調理全般
（２）ホールを中心としたお客様へのサービス
（３）食器の準備、片付け、ラーメン等の配膳など
上記などの業務に従事します

＊制服は貸与します
＊試用期間（研修期間）３ヶ月間あります
（その間、賃金等同条件　特記事項欄参照）
＊未経験者大歓迎


不問

他 有限会社　ニシキダイナー
その他

秋田県大館市字谷地町９－７

4人 0186-44-6250

不問

9人 0186-44-6250

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05030-  992491

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3688391

調理並びにホールス
タッフ【秋田本店】

（１）ラーメンの調理全般
（２）ホールを中心としたお客様へのサービス
（３）食器の準備、片付け、ラーメン等の配膳等
　上記の業務に従事します

＊制服は貸与します
＊試用期間（研修期間）３ヶ月間あります
（その間、賃金等同条件　特記事項欄参照）
＊未経験者大歓迎

不問

他 有限会社　ニシキダイナー
その他

秋田県大館市字谷地町９－７

その他
秋田県秋田市中通４丁目１６－９　ナ
イスビル２階

11人 018-884-3275

不問
30人 秋田県秋田市

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3663691

ホール係

○郷土料理鉄板焼「扇屋」でのホール業務に従事していただ
きます。
・オーダー注文取り
・お客様の接客案内
・料理の提供、片づけ、レジ操作　等

＊制服貸与

＊賄い付き

不問

他 合名会社　扇屋

ホールスタッフ（正社
員）

○ホール内での接客等の業務全般に従事していただきます。
・ホール内にてお客様のテーブルへのご案内、料金システム
等のご説明、オーダー受け。
・注文された料理、ドリンクの給配膳
・キッチンでの簡単な料理、および洗い物
・ショータイム中の照明器具の操作
・買い出しで社用車（ＡＴ車）の運転することもあり。
＊最大４０席の店内を５名のホールスタッフで対応します。


普通自動車運転免
許（ＡＴ可）

他 株式会社ニューワールド
な　し

秋田県秋田市大町５丁目１－３　八
番館ビル４階

11人 018-863-6166

不問

不問
11人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3662391

普通自動車運転免
許（ＡＴ可）

他 株式会社ニューワールド
な　し

秋田県秋田市大町５丁目１－３　八
番館ビル４階

11人 018-863-6166

5ページ中 4ページ

平成31年2月19日発行（平成31年2月18日受付分)　Ｎｏ．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

ホールスタッフ（契約社
員）

○ホール内での接客等の業務全般に従事していただきます。
・ホール内にてお客様のテーブルへのご案内、料金システム
等のご説明、オーダー受け。
・注文された料理、ドリンクの給配膳
・キッチンでの簡単な料理、および洗い物
・ショータイム中の照明器具の操作
・買い出しで社用車（ＡＴ車）の運転することもあり。
＊最大４０席の店内を５名のホールスタッフで対応します。




職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 260,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 181,000円～234,000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 50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ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 9時00分～ 8時59分

月給

1人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 141,080円～141,080円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3714891

毎　週
秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

22人 018-823-4116

不問
390人 秋田県秋田市

307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-23733491

食器洗浄係（秋田厚生
医療センター）～１７時

○「秋田厚生医療センター」で食器洗浄係に従事していただ
きます。
・食器の洗浄及び収納
・調理器具等の洗浄及び調理室の清掃
・配膳車による配膳、下膳　等

不問

他 株式会社　光風舎

【急募】地盤調査・地盤
改良工事／秋田支店

・地盤調査、地盤改良工事
・杭工事の管理
・現場作業、重機オペレート
・法人、個人営業
・リフォーム、住宅保全工事
など
業界Ｎｏ．１の給与を目指しており、努力すればするほど昇給
することができます。
※経験のない業務でも、丁寧に指導・教育いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ピコイ
その他

東京都千代田区神田東松下町１７
フリージアグループ本社ビル５Ｆ

5人 03-6635-1833

不問

5人 03-6635-1833

不問
307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-23687791

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3666791

ウレタン防水工事等／
秋田支店

学校や市役所の屋上・開放廊下・階段・運動場・ベランダ・バ
ルコニーなどへのウレタン塗膜防水工事
業界Ｎｏ．１の給与を目指しており、努力すればするほど昇給
することができます。上記の業務以外にも、ハウスメーカー・
工務店を通じての敷地調査、地盤調査、地盤改良、床暖房、
瑕疵担保取次、断熱・シロアリ駆除・リフォーム工事等を行っ
ております。これら業務全般を手伝っていただくこともありま
す。

※経験のない業務でも、丁寧に指導・教育いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ピコイ
その他

東京都千代田区神田東松下町１７
フリージアグループ本社ビル５Ｆ

その他
秋田県秋田市大町２丁目２－１２

65人 018-865-7111

不問
65人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3707291

設備管理者

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

＊就業時間（１）（２）シフト制
　　　　　（２）夜勤は月１０回程度です

不問

他 株式会社　イーホテル秋田

大型ダンプ運転手

○大型ダンプで骨材運搬作業を担当していただきます。
（仕事内容）
・砕石、砂、アスファルト合材等の運搬
・積み込み作業あり（ローダー、バックフォー使用）
・その他、付随する業務
・夜間業務がたまにあります。
＊秋田市内中心ですが、地域外の作業に携わる場合があり
ま　す。
＊冬期は除雪、排雪作業あり

大型一種免許（必
須）
車両系建設機械、
大型特殊　あれば
尚可

日他 加藤興業株式会社
その他

秋田県秋田市雄和田草川字本田１１
５－３

7人 018-838-4875

不問

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3670391

《必須》大型免許、
けん引免許

日祝他 南洲運輸　有限会社
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１７－２２

6人 018-880-5271

5ページ中 5ページ

平成31年2月19日発行（平成31年2月18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

トレーラー運転手

○大型トレーラーにて、スクラップ、コンクリート、産業廃棄
物、古紙等を東北一円及び新潟、まれに北関東に運送してい
ただく業務です。
○取引先は大手中心で、直接対応するため、安定した企業で
す。
○荷物の積み下ろしは荷主が行うので、身体への負担は少
ないです。

℡ 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。

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

月給

1人 200,000円～400,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時20分～17時15分 就業場所

年俸（月額換算）

1人 250,000円～333,333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 195,000円～310,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～190,000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50分～17時30分 就業場所

月給

1人 148,000円～167,000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) 5時30分～13時30分 就業場所
(2)10時00分～18時00分
(3)11時30分～19時30分

月給

1人 139,000円～231,330円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

2人 146,000円～146,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 135,000円～185,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 137,160円～166,780円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

ワンチップマイコンの
プログラム経験、設計
開発、テスト、評価、
検査、解析等の実務
経験

260人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3798891

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ホクシンエレクトロニクス
隔　週

秋田県秋田市牛島東１丁目１１－８

7人 018-837-0811

平成31年2月20日発行（平成31年2月19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

組込製品（マイコン制
御）の
設計開発、製品評価

○医療機器、産業機器メーカーからの受託開発及び自社製
品の研究開発に従事していただきます。
・設計、開発、テストからリリースまでの一連の工程に携わっ
て頂く予定です。

※工場間、客先移動のため社有車使用（ＡＴ限定可）

電気工事施工管理及
び電気設備設計

○店舗・住宅等の建築工事における電気工事及び施工管理
業務並びに電気設備の設計、積算に従事していただきます。
・書類作成　
・図面作成　
・積算業務
・設計関連業務
・その他付随する業務
＊社用車を使用します（ＡＴ限定可）。

１級電気工事施工管
理技士   （１種電気工
事士　優遇）  普通自
動車免許（ＡＴ限定
可）

日祝他 株式会社　ヌノタニ
その他

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地２５
３－４

19人 018-847-5515

電気工事施工管理
実務経験者
ＣＡＤの操作容易な
方

28人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3831491

設計・現場管理・工務

○設計・現場管理・工務を担当していただきます。
・住宅、店舗等の設計・現場施工管理業務
・パソコンでの資料作り（ＣＡＤ使用）
・お客様との打ち合わせ
・申請書類等の作成、提出
・その他、付随する業務
＊現場は主に秋田市内
＊社用車あり（軽トラック／ＭＴ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

二級建築士
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　北久ホーム
その他

秋田県秋田市将軍野桂町３３－３４

5人 018-847-5800

クライアントの希望
の設計イメージを
具現化＋αでご提
案できるスキル

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3748291

配達員（設置・回収・点
検）［潟上市］

・医療機関、患者様宅への医療ガス（携帯酸素ボンベ等）の
配達、回収及び点検
・医療機器の設置及び保守点検
・顧客への営業業務
・上記のデータ入力や報告書作成（パソコン使用）
＊パソコン操作（エクセル、ワード）出来る方
＊業務を行なう地域：秋田県全域
＊社有車（軽のワンボックス、普通車のバン等）使用
＊年度毎契約更新

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 東北エア・ウォーター　株式会社
毎　週

宮城県仙台市宮城野区榴岡２丁目４
－２２仙台東口ビル８階

16人 022-742-1210

不問
244人 秋田県潟上市

～平成31年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

04010-13202191

栄養士「グリーン」

・献立作成・調理
・食材発注
・食材管理等
・入居者の個別の栄養相談及び栄養管理
・調理補助

＊外出時は社用車使用

栄養士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　フォーエバー
毎　週

秋田県秋田市新屋大川町１８－７

14人 018-828-1850

不問
174人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3775191

保育教諭

○幼保連携認定こども園で０歳～５歳の保育業務全般を
　担当していただきます。
・あずかり保育及びバス添乗業務もあります。




　


保育士または幼稚園
教諭２級資格　
（両方の資格を持って
いる方は優遇します）

日祝他 学校法人　聖霊学園
その他

秋田県秋田市南通みその町４－８２

30人 018-833-7311

不問
130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- 3773291

保育業務

○保育業務に従事していただきます。
・０歳児～５歳児までの幼児保育業務
・１４名の幼児を４名で対応
・幼稚園行事等

＊クラス担任となります。
＊２幼児園各１名の募集です。
＊雇用期間は、年度更新となります。（原則）


保育士

日祝他 秋田市へき地保育所運営委員会
その他

秋田県秋田市上新城五十丁字大村
屋敷２２

8人 018-870-2645

不問
12人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3846091

一般事務

・ゴルフ場事務員（マスター室）
・主にキャディの配置
・プレーヤーのスタート前後の整理
・他、一般事務

＊業務上、車の移動等あり。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 秋田観光開発　株式会社　秋田カン
トリー倶楽部その他
秋田県秋田市新屋町字砂奴寄５－１

46人 018-863-6541

不問
46人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3778691

事務補助員（産休代
替）

○事務補助
・文書受付、文書起案
・電話応対、パソコン操作
・その他関連する業務

＊採用予定期間後も、別途選考試験（面接）を実施したうえで
育休代替として一定期間勤務が継続する可能性あり。
　（この場合仕事の内容は産休代替と同様の仕事内容、
　　給与・勤務時間は正規職員と同一の法規を適用）


不問

土日祝 秋田地方裁判所
毎　週

秋田市山王７丁目１－１

115人 018-824-3121

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）ができ
る方

秋田県秋田市
平成31年4月2日～平
成31年7月8日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 3745491

医療事務

・無床診療所の外来業務のみです。
・受付業務
・事務、レセコンの入力
・レセプト作成
・電話対応など一般事務
・その他、付随する業務
＊残業は原則ありません。
＊完全週休２日で、土・日は休業です。
　（盆休み、年末年始の休みあり）

不問

土日祝他 医療法人　武田胃腸クリニック
毎　週

秋田県秋田市大町１丁目６－１２

8人 018-863-2711

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3797791

℡ 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 138,672円～138,672円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3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 30歳以下 就業場所

月給

3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 40歳以下 就業場所

月給

3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 40歳以下 就業場所

月給

1人 185,000円～216,000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 135,000円～135,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 176,000円～196,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 32歳以下 (1) 9時00分～18時30分 就業場所

月給

1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 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
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 170,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)16時00分～23時00分 就業場所

4ページ中 2ページ

平成31年2月20日発行（平成31年2月19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

惣菜作業員

○惣菜部門における作業全般に従事していただきます。
・商品の品出し
・簡単な調理および食材カット
・パック詰め
・接客
＊軽作業です。
＊６ヶ月毎の契約更新あり
＊未経験の方でもＯＫ6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3759091

不問

他 ビフレ東通店
毎　週

秋田県秋田市東通８丁目２－１

90人 018-884-3755

6人 019-626-1200

不問

不問
800人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（Ａｔ限定可）

他 モバイルコミュニケーションズ　株式
会社

ショップスタッフ（ａｕ
ショップ仁井田・シフト
制）

◆ａｕ携帯電話の店頭でのお客様対応
　（商品・サービス・料金プランのご案内・契約・
　　アフターフォロー）
◆インターネットの申し込み受付等
◆店頭のディスプレイ・ポップ作成
◆タブレットやスマホカバー等の携帯電話関連商品の販売
※ａｕ商品に興味のある方、人と接するのが好きな方歓迎
◇新人・社内研修等、研修制度が充実しているので
　未経験の方でも安心してご応募下さい。

普通自動車運転免
許（Ａｔ限定可）

他 モバイルコミュニケーションズ　株式
会社毎　週
岩手県盛岡市盛岡駅前北通１－１０
橋市盛岡ビル２階

不問
73人 秋田県秋田市

73人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010- 4999091

ショップスタッフ（ａｕ
ショップ御所野・シフト
制）

◆ａｕ携帯電話の店頭でのお客様対応
　（商品・サービス・料金プランのご案内・契約・
　　アフターフォロー）
◆インターネットの申し込み受付等
◆店頭のディスプレイ・ポップ作成
◆タブレットやスマホカバー等の携帯電話関連商品の販売　
※ａｕ商品に興味のある方、人と接するのが好きな方歓迎
◇新人・社内研修等、研修制度が充実しているので
　未経験の方でも安心してご応募下さい。

モバイルコミュニケーションズ　株式
会社毎　週
岩手県盛岡市盛岡駅前北通１－１０
橋市盛岡ビル２階

毎　週
岩手県盛岡市盛岡駅前北通１－１０
橋市盛岡ビル２階

6人 019-626-1200

雇用・労災・健康・厚生
03010- 5002991

雇用・労災・健康・厚生
03010- 5000391

ショップスタッフ（秋田
市）

◆携帯電話の店頭でのお客様対応
　（商品・サービス・料金プランのご案内・契約・
　　アフターフォロー）
◆インターネットの申し込み受付等
◆店頭のディスプレイ・ポップ作成
◆タブレットやスマホカバー等の携帯電話関連商品の販売

※スマホに興味のある方、人と接するのが好きな方歓迎
◇新人・社内研修等、研修制度が充実しているので
　未経験の方でも安心してご応募下さい。

普通自動車運転免
許（Ａｔ限定可）

他

20人 018-853-9510

不問

6人 019-626-1200

不問
73人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 こまち塗装工業

ルート営業（本社）

○主に自動車販売店を訪問し、輸出用の中古タイヤ、バッテ
リー、非鉄金属を交渉の上、買い取りし、回収及び運搬業務
に従事していただきます。
＊営業範囲は、県内中心とし県外もあります。
＊社用車（ＭＴ車）使用
＊慣れるまで概ね１か月は先輩社員が同行し指導致します。

○仕分け、整理、コンテナへの積込み作業もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
（中型・大型自動車
免許あれば尚可）

日祝他 株式会社　高橋商事
その他

秋田県潟上市飯田川飯塚妙見９番


不問
0人 秋田県秋田市

69人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3856691

営業

・主に秋田市近郊の一般住宅への塗装工事（屋根、壁等）の
営業活動。

＊私用車使用（ガソリン代は運転手当に含む）
＊現場管理、高所作業等現場作業はありません。
＊出張、早出等はありません。
＊歩合給、報奨金あり。

株式会社　こどものとも東北
毎　週

宮城県仙台市太白区西中田６丁目４
－４０

その他
秋田県秋田市新屋松美ガ丘東町２
－１６

0人 018-867-1333

雇用・労災・健康・厚生
04010-13203091

～平成31年11月10日
雇用・労災

05010- 3790591

営業職［秋田市］（秋田
営業所）

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

※社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他

21人 018-862-6481

不問

3人 070-4815-3353

不問
5人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
または
中型自動車免許

日祝他 東北製綱　株式会社

営業及び配送

・スーパー、食品加工場、ホテル、飲食店、福祉施設、農家な
どへのパッケージの営業及び配送。
・パッケージの企画・デザインの提案。

　営業（配送）範囲　秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市
　社用車使用（ＭＴ、ＡＴ車　両方使用）

働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　かねひろ
その他

秋田県秋田市外旭川字三千刈１４７
－１

不問
60人 秋田県秋田市

35人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3801591

販売・営業

○農業・畜産・酪農資材の販売営業
・秋田県内を中心に東北各県の農協、農業、畜産、酪農業者
に自社製造ロープ類をはじめとした各種資材販売と納品など
に従事してもらいます。

＊社用車使用、４トントラック使用有

株式会社　品川商事　秋田店
毎　週

秋田県秋田市川尻若葉町５－１０


その他
秋田県秋田市寺内大小路２０７－１３

30人 018-845-1101

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3848691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3802191

営業兼工場管理者

・取次代理店の開拓
・ふとんの打ち直しのチラシ折込みをする為、主に異業種
　（酒屋、雑貨家具店、等）への取次代理店を開拓して行く
・ホテル、旅館、クリーニング店への商品アピールとフォロー
アップを行う。
・製造工程の管理、人材の育成、シフト管理
・男性、女性問わず出来るお仕事です。

＊営業には社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他

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

コース料理経験者

13人 018-867-0216

不問
15人 秋田県秋田市

32人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3826291

（我楽）和食調理＜急
募＞

○和食店「我楽」での調理業務を担当していただきます
・魚料理（刺身等）のできる方を希望します。

＊調理経験があって和食が初めての方は見習いから指導し
ます。
＊フリー、宴会、貸切宴会等を行っております。
＊総客席３８席です。

＊勤務開始日は相談に応じます。

不問

他 株式会社　春夏秋冬



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～250,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)19時00分～ 9時00分 就業場所
(2)22時00分～ 8時00分

その他

5人 144,204円～171,044円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 140,000円～155,000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～64歳 (1)16時30分～ 8時30分 就業場所
(2) 8時30分～ 8時29分

時給（月額換算）

2人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

6人 199,500円～199,500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 170,000円～183,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)16時30分～ 1時15分

日給（月額換算）

1人 176,850円～200,960円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 176,850円～200,960円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～16時30分 就業場所
(2)12時00分～21時00分
(3) 9時00分～18時00分

日給（月額換算）

1人 183,750円～367,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 207,000円～345,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

平成31年2月20日発行（平成31年2月19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

ナイトフロント（コン
フォートホテル秋田）

夜間のフロント業務全般
　チェックイン、チェックアウト対応
　予約受付、管理（ＰＣ操作有：Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ）
　電話応対　等

※駅近く通勤に便利です
※英会話が出来る方歓迎します。

不問

他 株式会社　グリーンズ
その他

三重県四日市市浜田町５－３

13人 059-351-5593

不問
2,200人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

24010- 2692691

ゴルフ場キャディ

○ゴルフプレーヤーの進行補助。
・コース内でのプレーヤーに　対するクラブの受け渡し及び
ボールの方向確認やアドバイス業務。
・玄関でのゴルフバッグ降ろし（車から）。
・ゴルフバッグを積んだカートをスタート地点まで移動。
＊制服貸与あり
＊カートを運転し、入出庫作業あり
※コース内の移動等によっては歩きますので、ある程度体力
が必要と思われます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 秋田観光開発　株式会社　秋田カン
トリー倶楽部その他
秋田県秋田市新屋町字砂奴寄５－１

46人 018-863-6541

不問
46人 秋田県秋田市

～平成31年11月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3787991

入館受付業務・構内巡
回・プラント（設備）補助
業務

○パワーテックテクノロジー秋田株式会社の守衛室での業務
・受付、出入管理、電話受け付け、構内巡回
・プラント補助業務（設備）

＊就業時間（１）平日、（２）土・日・祝日
　ローテーションにより（１）（２）合わせて月１０回程度の就業
です。

＊仮眠時間あり

不問

他 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズその他
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

14人 018-862-3251

・機械設備管理経
験者であれば尚可
・基本的なパソコン
操作可能な方

476人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3781291

農作業員

○農作業全般です。
・ハウスビニール張り、種まき時の補助
・田植え補助、苗箱運搬など
・軽トラックなどの運転で、農舎、ハウス、ほ場を移動します。
※作業内容の詳細は面接時に説明します。
※作業期間、３／２０～６／２０までの約３ヶ月間
　（月２０日程度の予定）
　農作業のため、天候、作業状況による就業時間、期間の
　変更などもあります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 清水農園
な　し

秋田県南秋田郡大潟村字西２丁目３
－６

0人 0185-45-2609

不問
0人 秋田県南秋田郡大潟村

平成31年3月20日～平
成31年6月20日

05011-  286391

森林調査員

○森林調査の現場業務を担当していただきます。
・森林の立木調査（主に国有林）
＊班編成（平均５～６名）体制での活動になります。
＊現場へは、指定場所に班ごと集合し、社有車（乗合い）によ
り向かいます。社有車運転業務もあります。
＊山歩きのためある程度体力を要します。
※採用人数：県北・中央・県南各地区２名程度です。
※採用日は平成３１年５月中旬を予定しています。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 一般財団法人日本森林林業振興会
秋田支部毎　週
秋田県秋田市中通５丁目９－４９

24人 018-832-4040

不問
24人 秋田県秋田市

～平成31年10月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3762791

仕上げ・組立・塗装

○鋳物製品の機械仕上げの業務
・手作業ではなく、機械へセット、ボタン操作
○製品の組立業務
・製品を作業台に並べ、附属品（ゴム・ボルト）をセットし、カゴ
に並べて入れる。
○塗装
・ハンガーに製品をかけ、ライン塗装　　　　
＊作業服、安全靴、ヘルメット等仕事に必要な物は会社から
支給します。

不問

日祝他 北光金属工業　株式会社
その他

秋田市向浜１丁目７－１

188人 018-863-0004

不問
220人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3836191

設備管理員（秋田市旭
北）

○設備管理員として次のような業務に従事していただきま
す。
【主な仕事内容】
・空調施設等の運転監視
・定期的なメンテナンス等の保守管理
・各機器の検針作業
・館内巡回による設備機器の点検、小修繕

＊パソコンはワード、エクセル使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
第３種電気主任技
術者

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

1人 018-874-7622

不問
24,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3763891

設備管理員（秋田県社
会福祉会館）

○設備管理員として次のような業務に従事していただきま
す。
【主な仕事内容】
・空調施設等の運転監視
・定期的なメンテナンス等の保守管理
・各機器の検針作業
・館内巡回による設備機器の点検、小修繕

＊パソコンはワード、エクセル使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
第３種電気主任技
術者

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

3人 018-874-7622

不問
24,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3764291

塗装工

○新築住宅、リフォーム工事に係る一般住宅の内外塗装作
業
　全般を担当します。
・屋根、外壁等の塗装
・道具、器具の洗浄及び整理等
・その他付随する業務

＊現場は主に秋田市内周辺（社用車を使用します）


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 松栄建装
その他

秋田県秋田市濁川字後田６５－９１

1人 018-868-9566

経験者（３年以上）
　


1人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3756291

塗装工

・塗装工（職人）の作業に従事します。
・屋根、壁、その他
・足場上での高所作業有ります。

＊主に秋田市内の一般住宅に対する建築塗装を行う。
（会社に出社し、社用車で現場に移動）


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 こまち塗装工業
その他

秋田県秋田市新屋松美ガ丘東町２
－１６

0人 018-867-1333

塗装工経験１年以
上（見習いは不可）

0人 秋田県秋田市
～平成31年11月10日

雇用・労災
05010- 3788491

℡ 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 161,000円～207,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 245,007円～245,007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～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 185,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

018-853-9510

69人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3855391

中型自動車免許（８
ｔ限定可・ＡＴ限定不
可）
（車両系建設機械
（整地・解体用）免
許フオークリフト、
小型　移動式ク
レーン、玉掛け）あ
ればなお可

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3828191

ヤード内作業員（本社）

○仕分け、整理、コンテナへの積込み作業
○タイヤ、バッテリーのばらし及び組み立て作業
○車両系建設機械の操作
○その他業務

＊経験はなくても仕事は丁寧に教えます。
＊体力のいる仕事です。

日祝他 株式会社　高橋商事
その他

秋田県潟上市飯田川飯塚妙見９番


20人

その他
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地２５
３－４

19人 018-847-5515

電気工事施工実務
経験５年以上

28人 秋田県秋田市

42人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3757591

電気工事施工

○店舗・住宅等の建築工事における電気配線工事等

＊繁忙期においては残業が重なる場合があります。
（及ぶ深夜）
＊幹線引込工事等の作業も発生する場合があります。


１種電気工事士以
上

日祝他 株式会社　ヌノタニ

大型トラックの長・短距
離運転手

○主に鉄鋼製品の運搬輸送。
・輸送地域は主に関東地方（月に８回位往復します）
・関東方面に運行出来る方
・業務により就業時間の変動あり


大型自動車運転免
許
（玉掛けあれば尚
可）

日祝他 株式会社　八森運輸
毎　週

秋田県潟上市昭和大久保北野細谷
道添７３－１０３

33人 018-877-6781

不問

不問
0人 秋田県秋田市

～平成31年11月10日
雇用・労災

05010- 3792091

不問

日他 こまち塗装工業
その他

秋田県秋田市新屋松美ガ丘東町２
－１６

0人 018-867-1333

4ページ中 4ページ

平成31年2月20日発行（平成31年2月19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

塗装工（見習い）

・塗装工（職人）の作業に従事します。
・屋根、壁、その他
・足場上での高所作業有ります。

＊主に秋田市内の一般住宅に対する建築塗装を行う。
（会社に出社し、社用車で現場に移動）


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

　

　　　　　　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の １０：００～１２：００ で開催します。
　　　　　　　面談時間は１人２０分となります（事前予約必要）。詳細は窓口にお問い合わせください。
　
　
　１．　２月２０日　あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱秋田支店【ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ・ﾌﾟﾛ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄ社員（営業）】
　２．　２月２１日　㈱全建【大型ウイング乗務員、大型平ボデー乗務員　他】
　３．　２月２２日　アイビーデリバリー㈱【２～４ｔ車ドライバー、１０ｔウイング車ドライバー】
　４．　２月２５日　㈲やさしい手秋田【訪問介護員】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！
　５．　２月２６日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」「デイサービス森のテラス」【介護職】
　６．　２月２７日　㈱プレステージ・インターナショナル【受付ｽﾀｯﾌ、ﾘｰﾀﾞｰ候補、経理担当　他】
　７．　２月２８日　㈱秋田温泉さとみ(福祉事業部)【看護師、介護職員】
　８．　３月　１日　㈱イースリー【電気工事及び設備工事補助】
　９．　３月　４日　㈱和敬園「ショートステイ御所野の森」「デイサービス森のテラス」【介護職】
１０．　３月　５日　池田ライフサポート＆システム㈱【訪問看護師】
１１．　３月　６日　㈲コリウス「ショートステイ千乃恵」【介護職員】
１２．　３月　７日　㈱秋田キャッスルホテル【調理業務　他】
　　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！！

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 164,700円～238,000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40分～17時30分 就業場所

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 211,800円～211,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 182,500円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時45分 就業場所
(2) 8時45分～14時30分

月給

1人 215,000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 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 170,000円～231,000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

月給

1人 130,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 170,300円～203,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 7時00分～15時30分
(3)10時30分～19時00分

月給

1人 170,300円～203,200円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 7時00分～15時30分
(3) 9時00分～17時30分

月給

1人 140,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

不問
101人 青森県青森市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-13434491

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　不二サッシ東北
毎　週

宮城県仙台市青葉区中央２丁目９－
２７

4人 022-222-4134

平成31年2月21日発行（平成31年2月20日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

施工管理［青森市／秋
田市／盛岡市］

サッシ工事、ガラス工事の施工管理
現場の管理者

＊東北６県に営業所を配置していますが、仕事を覚えるまで
（３年位）は本社（仙台）での勤務となります。

総合職（技術・図面業
務・建築）［秋田市・横
手市・大仙市］

各建設現場における建築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。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 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

ＰＣ操作（エクセル・
ワード）

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-13329991

情報システム運用

（１）自治体中間サーバー運用業務：組織変更や人事異動に
よる職員情報の変更、機器の増設や廃棄、機器情報の変更
等、自治体中間サーバーの円滑な運用に関すること。

（２）その他、情報システムの運用

＊業務遂行上、特に必要と認められた場合は更新可能
　（年度更新）

土日祝他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

16人 018-888-5429

2,545人 秋田県秋田市

パソコンのハード
ウェア、ＯＳ及び
ネットワーク等に関
する基本的な知識
があり、サーバー、
ネットワーク機器の
操作ができる者。

平成31年5月7日～平
成32年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 3875791

看護師または准看護師

○医師の指示による小児看護業務全般
・診察介助
・検査（種々迅速診断キット、ｅｔｃ）
・採血、点滴
・点滴は大きい子のみとし、手のかかるケースは
　出来るだけ他の方法をとっています。

＊就業時間：（１）月・火・水・金
　　　　　　（２）土・日いずれか出勤の場合の勤務時間


看護師または准看
護師

木祝他 こどものクリニック
その他

秋田県秋田市泉中央５丁目１９番１８
号

9人 018-883-5555

看護師または准看
護師としての業務
経験

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3909091

看護師または准看護師
（ひとむすび八橋）


○定員２５名のサービス付き高齢者向け住宅入居者の看護
業　務全般に従事していただきます。
・入居者の健康管理
・通院付添い（社有車、軽ＡＴ車）
・リハビリ業務

・ローテーションによる夜間待機１０日間程あり。

看護師または准看
護師
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　いわま薬局　ひとむすび
泉その他
秋田県秋田市泉北１丁目１３－５


20人 018-827-3911

不問
38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3887191

サービス管理責任者

◯平成２９年１１月１日に開設の生活介護事業所で、
　通所利用者様の支援をしていただきます。

・食事、入浴、排泄等の生活介護サービスの提供。
・利用定員は３０名です。



サービス管理責任
者研修受講修了

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

0人 018-887-7222

障害福祉サービス
事業所での就業経
験

128人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3922891

職業指導員（クリーニン
グ）「げんきハウス下新
城」

○障害者への作業（洗濯など）の指導業務。
　（利用者１０名、スタッフ１名で対応）
・納品等の外出用務もあります。（利用者同乗の場合有り。
　社用車使用・軽バン）
・利用者の送迎用務もあります。（社用車使用・車種多数）


※担当業務は、本人の希望や適性を見ながら相談して決定
　します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 医療法人　久幸会
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

18人 018-873-5188

不問
502人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3923291

保育教諭「ウェルビュー
いずみこども園」

・「幼保連携型認定こども園ウェルビューいずみこども園」に
て、０歳児～５歳児のお子さんを対象に保育業務に従事して
いただきます。
・経験等を考慮した配属を致します。

※　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



保育士及び幼稚園
教諭

日他 社会福祉法人　いずみ会
その他

秋田県秋田市泉菅野２丁目１７－１１

27人 018-896-5880

不問
180人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3901691

保育士「院内こども園」

○保育業務に従事していただきます。
【詳細】
・中通総合病院からの委託を受けて、社会福祉法人いずみ
会で運営している「院内こども園」です。
・病院職員のお子さん（０～５歳児）を対象に、２４時間
　通して運営しています。
＊夜勤あり（月５～７回）
※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

保育士

他 社会福祉法人　いずみ会
その他

秋田県秋田市泉菅野２丁目１７－１１

9人 018-896-5880

不問
180人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3903491

デザイナー

○印刷のデザインおよび企画制作を担当していただきます。
・パソコンを使っての作業。
　マッキントッシュとｗｉｎｄｏｗｓを操作してデザイン
　業務。
・ｗｅｂの知識ある方。

＊印刷、デザイン関係経験者優遇。

不問

日祝他 秋田中央印刷　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋豊町６－４３

14人 018-823-7577

不問
14人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3881991

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 150,000円～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15分 就業場所

月給

1人 176,000円～176,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 190,000円～220,000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）

2人 138,180円～138,180円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 169,600円～179,100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

月給

2人 140,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

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

時給（月額換算）

1人 159,250円～159,250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30分～17時30分 就業場所
(2)11時30分～19時30分

月給

1人 170,000円～190,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

所在地・就業場所

求人番号

就業相談員「母子家庭
の母・寡婦等対象」 秋田県秋田市旭北栄町１番５号（秋

田県社会福祉会館内）
3人 018-896-1531

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）

使用ソフト（Ｗｏｒｄ，Ｅ
ｘｃｅｌ，ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ及
び一太郎等）、パソコ
ン操作が堪能な方。
※求職者の就職支援
業務の経験があれば
尚可。

4ページ中 2ページ

平成31年2月21日発行（平成31年2月20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

65人 秋田県秋田市

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

＊パソコン（ワード・エ
クセル）のできる方
＊相談業務の経験あ
る方
社会的信望があり、
かつ職務に必要な熱
意と識見をお持ちの
方

○就業相談員として、次の業務に従事していただきます。

・就業に関する窓口、電話相談、就業情報の提供
・就業に役立つ技能習得講習会（パソコン、経理等）の実施
・子育て、生活相談など
＊県内出張には自家用車を使用していただくことがあります
　※その際は、旅費支給となります。
＊講習会の立会いのため、土・日曜日の就労が可能な方
＊契約更新は、１年毎の契約更新となります。
＊母子家庭等の福祉の業務に意欲をもって従事してくれる方を希望
します。

平成31年3月1日～平
成32年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3938491

土日祝他 社会福祉法人　秋田県母子寡婦福
祉連合会　秋田県ひとり親家庭就毎　週

人材管理補助（嘱託社
員）【秋田オフィス】

＊当社スタッフに対しての
　・入退社手続き
　・勤務管理
　・就業中のフォロー　等
※スタッフが安心して働けるようサポートするお仕事です。
※業務で移動が必要な場合、営業車使用可
※担当エリア：由利本荘市・にかほ市ならびに近郊エリア

普通自動車免許
（業務用・ＡＴ限定
可）

土日他 日総工産株式会社秋田事業所
毎　週

秋田県大仙市大曲栄町１３－４５

800人 0187-63-7239

不問
2,700人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05040- 1128091

業務員

○キャリアコンサルティング業務担当
○講座やセミナーの企画・立案、事業進捗状況の把握、予算
の管理、関係機関・団体との連絡調整等担当
○事業の実施・確認、講師との連絡調整、講師業務、結果の
とりまとめ等担当

＊上記のいずれかの業務を担当していただきます。
＊就業場所での業務のほか、単身での県内出張がありま
す。
   専用車または私用車を使用。

土日祝他 公益財団法人　秋田県ふるさと定住
機構

秋田県建設部建築住宅課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市御所野地蔵田３丁目１
－１　秋田テルサ３Ｆ

18人 018-826-1731

24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・公災・健康・厚生

05010- 3914291

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- 3876891

分譲に係る補助的業務

○次のような補助的業務に従事していただきます。

・南ヶ丘ニュータウンの案内所で来訪者や電話の対応
・購入希望者の現地案内等
・同地内の維持管理（刈払機による除草作業等）




普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他

67人 018-832-7711

不問

2人 018-860-2561

不問
16人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（業務上）（ＡＴ限定
可）

他 株式会社　こすもす秋田

一般事務／セコム秋田
統轄支社

○ＰＣによる各種データ管理業務及び営業事務全般
・データ入力・管理（契約・収入・資材・営業）
・契約書・見積書・発注書・資料等の作成
・社内向けＣＡＤを使用したセキュリティプランニング図面の作
成（複雑な操作はありません）
・電話対応・庶務的業務・お茶だし・来客対応　他
■東証一部上場企業の正社員募集です。
■長期休暇制度（年間最大１０日間の連続休暇他）がありま
す。
働き方改革関連認定企業「くるみん」

不問

土日祝 セコム　株式会社　秋田統轄支社
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目２－４４　秋
田河北ビル３階

パソコン操作出来
る方　（ワード、エク
セル）

95人 秋田県秋田市

15,677人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3879191

葬祭サポート業務


○葬儀会場にてお客様のご案内
○パソコン打込み（ワード、エクセル他）
○接客、電話対応


＊研修期間は試用期間を含み３ヶ月程度（経験による）
 （研修期間中は時給８００円）

株式会社　味しん
その他

秋田県秋田市山王２丁目７－１９

その他
秋田県秋田市寺内字三千刈２３８－
１

95人 018-866-8666

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3908191

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3902991

事務長

○事務、経理事務全般の責任者として従事していただきます
・電話での受注応対、支払い等

不問

他

9人 018-880-6808

不問

21人 018-862-4338

パソコン操作（ワー
ド、エクセルでの
データ入力程度）

45人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 一般社団法人　あきた結婚支援セン
ター

工務担当

○製作工程管理
○積算業務
○素材手配
○加工指示書の入力
○出荷業務　など

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　共同スチール
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１１３－１

＊パソコン操作（ワー
ド・エクセル等を使っ
た資料の作成、メー
ルでの連絡調整）が
できること。

10人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3889391

会員対応事務

１．マッチング会員の登録、マッチングの支援
２．会員団体（企業）の交流促進支援
３．出会いイベントの情報提供・開催・支援
４．その他


株式会社　さきがけプラスＡ
毎　週

秋田県秋田市山王臨海町１－１
秋田魁新報社ビル　２Ｆ

毎　週
秋田市中通六丁目７ー３６　フォーラ
ムアキタ　１階

6人 018-874-9471

平成31年3月18日～平
成31年10月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 3898991

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- 3926091

受付・接客販売（中通）

○受付カウンターでの接客

○コーヒー・チケットなどの販売 不問

他

毎　週
秋田県横手市十文字町腕越字石倉
３７

5人 0182-42-0575

不問

0人 018-838-0350

不問
3人 秋田県秋田市

22人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05060- 1158091

販売・配達、排水処理
装置の管理

◆化学工業薬品、各種水処理薬品等の販売と配達、もしくは
排水処理装置の管理に従事していただきます。

＊メインの仕事は、「配達」と「排水処理装置の管理」となりま
す。

＊「販売」は、配達時にお客様の要望に応じて行う程度です。

＊業務には社用車を使用します。

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
＊大型免許・毒物劇
物取扱責任者資格あ
ればなお可

土日祝他 有限会社　平鹿清掃興業



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

年俸（月額換算）

1人 226,000円～360,500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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 164,700円～238,000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40分～17時30分 就業場所

月給

1人 160,000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 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

3人 210,000円～580,000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30分～18時30分 就業場所

月給

2人 169,000円～212,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 6時00分～15時00分
(3)16時30分～ 9時30分

月給

1人 157,200円～157,200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) 7時00分～15時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分
(3)15時00分～23時00分

月給

1人 251,442円～348,700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 45歳以下 就業場所

月給

2人 173,500円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 7時30分～16時30分 就業場所
(2)13時30分～22時30分
(3)22時30分～ 9時00分

時給（月額換算）

4人 130,968円～130,968円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

時給（月額換算）

4人 132,680円～132,680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～22時00分 就業場所

平成31年2月21日発行（平成31年2月20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

営業職（秋田市）／在
籍出向

自動車の買取・販売業務に携わっていただきます。
インターネットや広告を見て、ご依頼を受けたお客様の自動
車の査定・契約までの商談、自動車の引取などを行います。
入社後は配属店舗で約１ヶ月間のＯＪＴ研修があり、査定・商
談方法を覚えて頂きます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

水他 株式会社　カーチスホールディングス
毎　週

東京都千代田区紀尾井町４－１　新
紀尾井町ビル２Ｆ

4人 03-3239-3810

不問
513人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-25180591

営業職［青森市／秋田
市／盛岡市］

ビル用サッシなどの営業

＊東北６県に営業所を配置していますが、仕事を覚えるまで
（１年位）は本社（仙台）での勤務となります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　不二サッシ東北
毎　週

宮城県仙台市青葉区中央２丁目９－
２７

4人 022-222-4134

不問
101人 青森県青森市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-13417991

営業

・空港、駅、道の駅、温泉施設などの売店に土産品や特産品
を納品します。
・新商品の開発にも加わってもらい、商品の完成時には売り
込みの営業をチームで行います。
＊営業範囲：秋田県内
＊社用車（ＭＴ）使用
＊仕事内容としては、お得意様の店舗・売店を定期的に回
り、納品します。先方様との日々のコミュニケーションが大切
になります。ライバル社に負けない、やる気のある方を希望し
ます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 アサヒ物産有限会社
その他

秋田県秋田市茨島７丁目３－１０

4人 018-863-7148

簡単なパソコン操
作

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3937991

営業（法人向け電気料
金削減の提案）／秋田
市

法人施設向けに電力のコンサルティングを通じコスト削減を
提案して頂きます。
切り替え費用が一切かからずに電気料金のコストの削減を実
感いただけるため、話しを聞いてもらいやすく、電力を安くした
い方々を幸せにする仕事です。

普通自動車免許
（ＡＴ可）

土日祝他 株式会社パワー・オプティマイザー
毎　週

東京都港区元赤坂１－１－７　オリエ
ント赤坂モートサイドビル２Ｆ

3人 03-4400-1796

法人営業経験２年
以上

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13040-24648191

介護職員（ひとむすび
泉）

○定員２０名のサービス付き高齢者向け住宅です。
・通院付き添い業務、レクリエーションの企画、運営
・食事、排せつ、入浴等の介助、見守り等
・送迎業務（ワンボックス、軽　ＡＴ車）

＊介護業務は日勤７名、夜勤２名体制です。
＊資格取得のためのサポートあり、スキルアップのため県内
外への研修参加の体制をとっています。
＊増員による募集です。

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
介護職員初任者研修
または介護福祉士あ
れば尚可

他 株式会社　いわま薬局　ひとむすび
泉その他
秋田県秋田市泉北１丁目１３－５


18人 018-827-3911

不問
38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3928691

調理補助（トピコ店）【ト
ライアル雇用併用求
人】

○『麺屋　十郎兵衛　トピコ店』での調理業務全般
　◇調理業務…麺茹で、具材の盛り付け、器の用意など
　◇後片付け…食べ終わった食器の片づけ、テーブル拭き
　◇洗い物…食器類の洗い物
　◇その他付随する業務

＊独立支援制度あり

　【トライアル雇用以外の応募も出来ます】

不問

他 株式会社　十郎兵衛
その他

秋田県大仙市大曲上栄町１４－１４
Ａ－１

2人 0187-63-5933

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05040- 1136391

店長候補［居酒屋　寧
／秋田泉店］

多種多様な創作和食をお召し上がりいただく居酒屋『寧々家』
です。
接客を中心に、アルバイトの採用教育や店舗マネジメント全
般をお願いします。

＊入社式、研修（経営理念、衛生講習、制度説明等）がござ
　いますので、飲食業未経験でも応募可能です。
＊店長資格研修などもありますので、キャリアアッププランも
明確です。

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

25人 022-266-5802

不問
9,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-13509291

ホテルスタッフ（正社
員）

○ホテルフロント係として、次の業務に従事していただきま
す。　　　　　　　　　　　　　　
・予約受付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・接客応対
・インターネットでの予約管理　　　　　　　　　　　　
・簡単なパソコン入力業務あり

＊全国転勤可能な方尚可

不問

他 ルートインジャパン　株式会社　ルー
トイングランティア秋田　ＳＰＡ　ＲＥＳ毎　週
秋田県秋田市中通５丁目２－１

105人 018-825-5411

不問
12,970人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3866491

商品の盛付（７：００～１
６：００）

○「ローソン」の弁当や調理パンなどを製造しております。

・主に調理パンの盛付を担当していただきます。
・立ち作業ですが、温度管理された室内での作業です。　


不問

他 株式会社　フレッシュダイナー　秋田
工場毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

200人 018-855-5101

不問
950人 秋田県潟上市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3916191

商品の盛付（１３：００～
２２：００）

○「ローソン」の弁当や調理パンなどを製造しております。

・主に調理パンの盛付を担当していただきます。
・立ち作業ですが、温度管理された室内での作業です。　


不問

他 株式会社　フレッシュダイナー　秋田
工場毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

200人 018-855-5101

不問
950人 秋田県潟上市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3917091

℡ 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 130,968円～130,968円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給（月額換算）

3人 130,968円～130,968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

時給（月額換算）

1人 140,384円～140,384円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)19時00分～ 4時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 172,800円～324,000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 185,000円～285,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)16時00分～ 1時00分 就業場所
(2)18時00分～ 3時00分
(3) 7時30分～15時00分

月給

1人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17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 45歳以下 (1) 5時30分～14時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 136,080円～136,080円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時30分 就業場所

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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

その他
秋田県秋田市金足黒川１番地

28人 018-873-7301

28人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3910991

廃棄物処理及びリサイ
クル品の製造

○廃棄物処理及びリサイクル品の製造（材木をチップにする
等）業務
・廃棄物の選別
・現場要員
・その他、付随する業務
＊制服貸与
＊大型自動車免許、牽引免許、車両系の建設機免許ある方
　優遇します。

日祝他 株式会社　東環（エコプラネット秋田）

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3929991

毎　週
秋田県潟上市天王字江川８０－１０

8人 018-877-2542

不問
8人 秋田県潟上市

2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 3891891

作業員

・粗大ゴミ、不燃ごみの処理
・その他、付随する業務

＊契約更新は、原則１２ヶ月毎になります。


不問

土日他 湖南環境サービス

配達・販売

○青果店における配達と販売業務に従事していただきます。
・秋田市内のお客様（飲食店）への商品配達。
　配達件数は１０件前後。
（使用する社用車は軽ワゴン・ＡＴ車です）
・店頭での接客販売

＊荷物の重さは５～１０ｋｇ位ですが、まれに２０ｋｇの物を運
んだりする為、体力を要します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

水日 あいば商店
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目７－３５　秋
田市民市場内

2人 018-832-7311

不問

10人 018-864-1611

パソコン操作
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3924591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3880691

配達及び営業

○社用車（ワゴン車：ＡＴ）を使用し、電話、ＦＡＸ等で注文の
あった病医院へ臨床検査薬、化学工業薬品、医療器等　を配
達します。
・その他パソコン（専用ソフト）を使って医薬品等の管理もあり
ます。
・訪問先は決められた先となり、飛込み営業はありません。
　
＊配達、営業エリア：秋田市内、県南、県北、由利本荘方面

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 北林商事　株式会社
毎　週

秋田県秋田市卸町５丁目１３－２４

その他
秋田県潟上市天王字追分西５０－１
０

15人 018-873-6195

不問
15人 秋田県潟上市

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3884891

海鮮輸送乗務員

○鮮魚の輸送に従事していただきます。

　主に青森～新潟間の定期便となります。
　パレット積み輸送になります。
　積込み、積下ろし作業あり。
＊荷主の都合により、その他の市場への輸送もあります。
＊中距離の運転をしていただくことから、この業務を継続して
いくためには、体力・持久力等が必要です。

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）
（大型免許所有者な
お可。なお、入社後
大型免許取得可）

土他 株式会社　海鮮

塗装工見習い又は塗装
工職人

○一般住宅の外部塗装工事全般を担当していただきます。
・外壁及び屋根の塗装
・道具の洗浄及び片付け
・その他付随する業務

＊現場は主に秋田市内となります。
＊作業は、２～３人で行います


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社　渡辺塗装工業
毎　週

秋田県秋田市泉三嶽根７－４８

5人 018-868-4621

不問

200人 018-855-5101

不問
950人 秋田県潟上市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3920491

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3919691

炊飯業務（１９：００～４：
００）

○「ローソン」の弁当・おにぎり・調理パンなどを製造しており
ます。

・主に炊飯に係わる業務を担当していただきます。
・大型炊飯設備を用いて、スケジュールに沿って各種ご飯を
製造します。　


不問

他 株式会社　フレッシュダイナー　秋田
工場毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

200人 018-855-5101

不問
950人 秋田県潟上市

秋田県潟上市
2ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3918391

商品の盛付（１０：００～
１９：００）

○「ローソン」のお弁当・おにぎり・調理パンなどを製造してお
ります。

・主におにぎりの盛付を担当していただきます。
・立ち作業ですが、温度管理された室内での作業です。　


不問

他 株式会社　フレッシュダイナー　秋田
工場毎　週

○「ローソン」の弁当・おにぎり・調理パン等の製造をしており
ます。

・主に炊飯に係わる業務を担当していただきます。
・大型炊飯設備を用いて、スケジュールに沿って各種ご飯を
製造します。

不問

他 株式会社　フレッシュダイナー　秋田
工場毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野蓮
沼前山１－３９

200人 018-855-5101

不問
950人

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
（大型自動車免許、
牽引免許、車両系
の建設機免許あれ
ば優遇）

4ページ中 4ページ

平成31年2月21日発行（平成31年2月20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

炊飯業務（６時～１９時
の間の８時間）



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 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 45歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 168,000円～248,000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～17時30分 就業場所

月給

1人 220,000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00分 就業場所
(2)16時30分～ 9時00分
(3) 8時30分～12時30分

月給

1人 200,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 167,000円～217,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～19時15分 就業場所
(2) 8時45分～13時00分

月給

1人 160,000円～180,000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) 6時00分～15時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 198,000円～198,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 130,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 141,000円～161,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 就業場所

月給

1人 125,000円～125,000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) 8時30分～17時15分 就業場所
(2)12時00分～20時45分

不問
16,400人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3977691

普通自動車免許
（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）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

平成31年2月22日発行（平成31年2月21日受付分)　Ｎｏ．１
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求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

オフィスマネージャー
（拠点責任者・管理職
候補）

○営業所における運営管理に従事していただきます。
（労務管理・売上管理・企画営業・立案・社員教育）
・キャリアアップに向けた社員教育、資格取得の為のスケ
ジュール管理等のスタッフコンサルタントや新規営業開拓
・営業やオフィスワーク等、責任者または責任者候補として必
要なビジネスキャリアを積んでいただきます。

・マイカー使用（ガソリン代支給）

技術職（上下水道設
計）

・上下水道インフラに関する調査、計画、設計、維持、情報管
理、施工管理等に関するコンサルティングサービス
・治水、利水にかかわる調査、計画、設計、　施工管理
・ＩＣＴ技術（情報通信技術）の活用による施工管理、公営企業
会計への支援
・その他、付随する業務全般　
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
【Ａターン者歓迎します】

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
技術士、技術士補
等の有資格者尚可

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

不問
342人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3963791

看護師・准看護師　≪
急募≫

○患者様への一般看護業務を担当していただきます。
　・診察介助、往診介助
　・採血、注射、検査
　・その他付随する業務　

＊月４～５回夜勤あり（２交替）
　（回数は相談に応じます）


看護師又は准看護
師

日祝他 医療法人　翠松会　木曽医院
その他

秋田県秋田市外旭川字八幡田１０－
６

25人 018-868-5115

看護業務経験者
（内科看護業務経験
者または内視鏡検査
補助経験あれば尚
可）

25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3978991

正・准看護師

○当クリニックにおける看護業務全般に従事していただきま
す。
・内科外来
・消化器科外来
・医師診療の補助

※採用日は平成３１年４月１日を予定しています。



正看護師または准
看護師

日祝他 桑原内科クリニック
その他

秋田県秋田市楢山登町５－２８

7人 018-884-7772

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4001991

歯科衛生士

○歯科衛生士として、患者さんへの歯科診療介助、衛生指導
、予防指導等を行っていただきます。
その他付随する業務もあります。

＊土日の診療はありますが、お休みは考慮します。
　（年次有給休暇使用）
＊全員での歯科医院運営を目指しますので、受付対応等も
一部あります。

歯科衛生士

火祝他 下北手かねた歯科クリニック
その他

秋田県秋田市下北手松崎字家ノ前１
８２－３

5人 018-853-9341

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康
05010- 3943391

栄養士

○施設内（ショートステイ）において、調理業務全般を行い
ます。（定員３０名）
・３人か４人交替で１日３０食程度を作ります。
・メニュー表作成や食材の発注
・調理、片付け、食品の選別

栄養士

他 株式会社　うめの木園　ショートステ
イ　花さくら毎　週
秋田県秋田市添川字添川１７０－７


25人 018-869-7776

不問
104人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3999591

相談支援専門員
○障がい者（児）のサービス等利用計画の作成業務
・定期モニタリング業務
・ご利用者、ご家族の相談業務
・関係機関との連絡調整




相談支援従事者研修
（初任者研修）を修了
した方
普通自動車運転免許
（ＡＴ可）

土日祝他 株式会社　オータムライスフィールド
毎　週

秋田県秋田市新屋日吉町４５番３－
１

6人 090-3261-1897

相談支援専門員の実
務経験あれば尚可
ワード・エクセルの操
作必須

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3951391

支援員（フルタイム）

○就労継続支援事業所において、下記のような業務を行って
いただきます。
・利用者への作業支援
・利用者の送迎
・技能習得支援
・積極的な対応ができる方を希望します。

＊障がい者の応募も可能です。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 合同会社テラシア
その他

秋田県秋田市東通仲町９－１１

0人 090-2270-4948

不問
0人 秋田県秋田市

05010- 3991091

保育士及び幼稚園教
諭

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

＊７：２０～１９：００の間の実働８時間のシフト制です。
＊担当業務が「保育」「預かり」「教育」の３パターンあり、担当
（１年単位）によって就業時間のシフトが異なります。　

幼稚園教諭・保育
士（いずれも必須）

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

35人 018-845-1786

不問
35人 秋田県秋田市

平成31年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3993691

受付事務

○受付窓口事務
　向浜スポーツゾーン（プール、スケート場、野球場、運動広
場）における
　・利用受付、案内業務
　・料金徴収、集計業務　
※年度契約で、更新もあります。
※就業時間は（１）（２）のシフト制になります　
　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

他 一般財団法人　秋田県総合公社
毎　週

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４－６


36人 018-896-7100

不問
168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- 3976391

℡ 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 145,800円～145,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 131,673円～131,673円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 142,000円～202,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時45分～16時45分 就業場所

日給（月額換算）

1人 141,600円～287,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 141,600円～199,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

年俸（月額換算）

1人 133,000円～133,000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

時給（月額換算）

1人 168,052円～168,052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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 142,500円～175,300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 29歳以下 (1) 9時00分～17時20分 就業場所

月給

4人 192,000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 44歳以下 就業場所

月給

1人 123,825円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 141,600円～287,800円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所
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平成31年2月22日発行（平成31年2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

生花店事務・雑務

○生花店内でのお仕事です。
・電話応対
・伝票作成
・銀行入送金業務
・その他、雑務（店内清掃等）

※生花の配達に行ってもらう可能性があります（社有車）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　花屋　秋田フラワーセン
ターその他
秋田県秋田市山王二丁目３番２２号

8人 018-823-1241

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3964891

事務経理・雑務

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

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　淡路製粉
その他

秋田県潟上市昭和乱橋字開上関田
１２２番地

10人 018-877-3270

ＰＣを使用した事
務・経理経験者

10人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3974191

総合事務

○会計、税務、予算決算、原価計算、給与等の経理業務。
○取締役会、総会等に関する業務
○労務、安全衛生、福利厚生等に関する業務
○売上計上、代金回収に関する業務
○その他、一般庶務業務

＊パソコンはワード・エクセルの他専用ソフトを使用します
＊官公庁・銀行等への外出業務あり（社有車ＡＴ使用）

＊簿記等の事務関
係資格（種類・級
問わず）
＊普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 秋田合同生コン　株式会社
その他

秋田市川尻町字大川反１７０－１４

10人 018-862-6556

不問
10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・健康・厚生

05010- 3969391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3986991

期間業務職員（専門調
査員）　【管財課】

○国有財産の管理処分に関する業務
　・国有財産の現地調査等事務
　・誤信使用財産の使用者等への買受勧奨等事務
　・その他管財課所掌に係る事務等
＊応募締切日　平成３１年３月６日（水）１６時（必着）

宅地建物取引士の資格等を有し、国有財産の管理処分また
は不動産取引・管理に精通していると認められる方
（土地家屋調査士、不動産鑑定士、測量士及び測量士補）

土日祝他 東北財務局　秋田財務事務所

38人 018-862-4191

秋田県秋田市

・国有財産の管理
処分業務又は不動
産取引・管理に関
する仕事におおむ
ね１０年以上従事
し、これらの専門的
知識を有していると
認められる方

・国有財産の管理
処分業務又は不動
産取引・管理に関
する仕事に従事し
た経験がある方。
又はこれと同等の
知識を有していると
認められる方・パソ
コン操作（備考参
照）

毎　週
秋田県秋田市山王７丁目１－４　秋
田第二合同庁舎

期間業務職員（事務補
佐員）　【管財課】

○国有財産の管理処分に関する業務

　・国有財産の公図、公簿調査及び現地調査等補助事務
　・土地境界確定申請に関する補助事務
　・その他管財課所掌に係る補助事務等

＊応募締切日　平成３１年３月６日　１６時（必着）

土日祝他 東北財務局　秋田財務事務所
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－４　秋
田第二合同庁舎

38人 018-862-4191

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・健康・厚生

05010- 3970791

薬局における事務（正
社員）

○調剤薬局において受付業務全般に従事していただきます。
・レセコン入力　・受付業務
・レジ会計業務
・一般医薬品の販売、管理
・パソコンでの文書作成
・清掃

＊白衣貸与

不問

他 株式会社　Ｃ＆Ｃ　生々堂薬局
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目１－５１

4人 018-832-4290

基本的なパソコン
操作

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3982191

営業事務（契約社員）

○営業事務全般に従事していただきます。
・パソコンを使用して配車システム操作
・電話、メール等で荷主との打合せ、交渉等
・請求業務、伝票処理、帳票作成及び整理
・点呼補助業務
・その他付随する業務


不問

日祝他 秋田港北トラック　株式会社
その他

秋田県秋田市土崎港西４丁目６－４
４

47人 018-845-0711
＊パソコン（ワード・
エクセル・メール
等）
＊運送業営業事務
経験あれば尚可

47人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3946491

店頭業務（営業事務）

○店頭業務に従事していただきます。
・接客応対、電話対応
・受注、発注業務
・営業事務全般


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 日産部品秋田販売　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
３８

37人 018-846-5151

不問
79人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3941191

ウエディングプランナー

○ウエディングプランナー係にて結婚式準備・企画・当日の
　運営をお任せいたします。
・ヒアリング
・婚礼の詳細打ち合わせ
・当日の準備、運営　等

不問

水他 グローヴエンターテイメント　株式会
社その他
秋田県秋田市中通２丁目２－３０

50人 018-853-5600

不問
160人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3954491

不動産営業事務

○主に電話でお問い合わせ頂いたお客様に対して、物件情
報などの説明を行って頂きます。
・現場への案内もあり
・契約書、重要事項説明書作成、パソコン入力
・物件所有者（家主）に契約金、契約書等の引き渡し
・電話、来客応対、その他付随する業務

＊外出用務は自家用車を使用します。（ガソリン代支給）
＊難しい仕事ではありません。丁寧に指導致します。

普通自動車免許
（宅建取引主任者
資格所有者優遇）

他 株式会社　船越不動産
毎　週

秋田県秋田市楢山佐竹町１－２３

パソコン操作ので
きる方（基本的な操
作）

3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3956891

毎　週
秋田県秋田市山王７丁目１－４　秋
田第二合同庁舎

38人 018-862-4191

3人 018-833-8107

債務及び貸金業等
に関して専門知識
のある方
パソコン操作（ワー
ド・エクセルで文書
作成及び表計算）
（東北財務局秋田
財務事務所ホーム
ページ参照）

38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・健康・厚生

05010- 3966591

期間業務職員（専門調
査員）　【理財課】

・多重債務者に係る各種相談業務
・金融商品、サービス等に係る相談業務
・金融経済教育に関する広報活動（講演会講師等）
・上記に関連する業務

土日祝他 東北財務局　秋田財務事務所



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

5人 210,000円～366,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 203,000円～298,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 180,000円～280,000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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 190,000円～360,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

月給

1人 153,000円～203,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 132,000円～167,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～19時15分 就業場所
(2) 8時45分～13時00分

月給

1人 250,000円～350,000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 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

5人 192,000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 44歳以下 就業場所

月給

2人 140,000円～161,000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) 5時30分～14時00分 就業場所
(2)10時45分～19時15分

月給

1人 145,000円～150,000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) 6時00分～15時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)10時00分～19時00分

平成31年2月22日発行（平成31年2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

営業・コンサルティング
［秋田市］

◎様々な企業様の営業代行
◎企業様の多種多様な商品やサービスを、個人・法人へ繋げていく
営業及びコンサルティング業務です。
例）大手メーカー企業様の商品の販路拡大、営業代行
　　スタートアップ企業様の先端サービス等の法人向け提案
◎お客様が提供する価値を地域、社会のニーズと結び付けていく、
チャレンジングな仕事です。
◎「元気なあったかい社会をつくる」というグループミッションの実現
に向け、業界を超えて最先端を走る方々と関わっていく仕事です。

不問

他 有限会社　ＡＴＵＭＳ
毎　週

宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目１
３－１３　　　　　　　　　　カボウ社ビル

1人 022-299-0663

不問
27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-13663291

ルート営業・配送業務
（常温・チルドの食品）

○採用後１年程度は配送業務をメインとします。
・１日１５～２０社程度の得意先（主にスーパーなど）への配送（秋田
県内）、付随する商品案内等。
○仕事に慣れてきたら、ルート営業及び配送に従事していただきま
す。
・得意先への新商品の提案（上司の指導のもと）
・付随する見積書の作成、パソコン操作等
＊配送には２ｔトラック（ＭＴ）を使用
＊重い物で２０ｋｇ程度のものの取り扱いがあります。
＊冷凍庫内での作業が３０分程度あります。
＊受注、集金業務等もあります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　渡辺海苔店　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市寺内字三千刈２２２－
１

11人 018-896-6261

不問
111人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3980291

営業

・広告営業（雑誌、Ｗｅｂ）
・セールスプロモーション
・広告制作
・雑誌制作
・企画、構成、撮影立ち合い
・デザイン発注、入稿作業、校正

＊業務には、社用車を使用します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　あきたタウン情報
その他

秋田県秋田市山王新町１番２９号


12人 018-838-1225

営業経験者
12人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3949291

営業職

○得意先（固定客）への営業が主体となります。
・集金や細かい急ぎの配達もあり
・見積り作成、注文書、売上伝票処理
・パソコン（ワード、エクセル）使用

＊社用車（ＭＴ）使用
＊営業地域は秋田、能代、男鹿、由利本荘が中心です

日祝他 株式会社　協和　秋田支店
その他

秋田市川尻町字大川反１７０－１８１

16人 018-823-4321

320人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3975091

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）必
須
玉掛、移動式ク
レーン、建築士（一
級・二級）、建築施
工管理技士あれば
優遇

介護職員（デイサービ
ス）

○１日最大１０名の利用者様に３～４名の職員で食事、トイ
レ、入浴等の介助やレクリエーションの計画、実行を担当して
いただきます。
・朝夕の送迎もあります。（社有車使用）

＊８：３０～１７：３０の固定勤務で毎週日曜日は必ず休日とな
ります。（週休２日制）

＊未経験でも研修、指導いたします。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 デイサービス　つなぎの湯（株式会社
トワ・プール）毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ１１９－２

6人 018-893-3305

不問
70人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3995491

歯科助手（兼）受付事
務

○歯科助手及び受付事務業務に従事していただきます。
・診療介助補助
・衛生指導補助
・器具洗浄
・受付事務（精算業務、パソコンでの予約管理等）
・患者誘導等、その他付随する業務
＊土日の診療はありますが、お休みは考慮します。
　（年次有給休暇使用）
＊全員での歯科医院運営を目指します。

不問

火祝他 下北手かねた歯科クリニック
その他

秋田県秋田市下北手松崎字家ノ前１
８２－３

5人 018-853-9341

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康
05010- 3945991

美容師（秋田市）

一人ひとりのお客様を丁寧に対応できるように時間の余裕を
持たせた完全予約制でマンツーマン対応の髪質改善のサロ
ンです。
・シャンプー、カット、カラー、パーマ、トリートメント、縮毛矯
正、接客、予約管理など。

※サロンワークではマニュアル工程があり失敗せずにお客様
に喜んでいただけます。

美容師免許

他 株式会社Ｈ２
毎　週

岩手県盛岡市南大通１丁目３－８

0人 019-656-0767

スタイリスト経験
（Ｊｒ．スタイリスト
可）

0人 秋田県秋田市
平成31年5月1日～

03010- 5230791

洋食調理

・当社直営店舗又は既存の会場及び施設において、結婚式、
パーティ、レストランでの料理づくりに取り組み、いずれはチー
ムマネジメント・人材育成も手掛けていただくお仕事です。 調理師免許

水他 グローヴエンターテイメント　株式会
社その他
秋田県秋田市中通２丁目２－３０

50人 018-853-5600

不問
160人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3957291

調理師（フルタイム）

○入院患者の給食調理関連の仕事です。
・入院患者１５２名の給食調理業務
・食器洗い等の後片付け
・調理場の清掃　等

※管理栄養士３名、調理員１２名、非常勤１名の体制です。

調理師免許

他 医療法人　正観会　御野場病院
毎　週

秋田県秋田市御野場２丁目１４－１

244人 018-839-6141

不問
292人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3989891

調理員

○施設内（ショートステイ）において、調理業務全般を行い
ます。（定員３０名）
・３人か４人交替で１日３０食程度を作ります。
・調理、片付け、食品の選別

不問

他 株式会社　うめの木園　ショートステ
イ　花さくら毎　週
秋田県秋田市添川字添川１７０－７


25人 018-869-7776

不問
104人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3998291

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 180,000円～215,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～35歳 (1) 9時00分～ 0時00分 就業場所

月給

2人 192,000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 44歳以下 就業場所

月給

1人 276,000円～276,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 150,150円～161,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 155,520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 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 188,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 151,920円～151,920円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 192,000円～192,000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 18歳以上 (1) 8時00分～16時45分 就業場所
(2)20時00分～ 4時45分

日給（月額換算）

2人 166,400円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～40歳 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 207,900円～259,875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～16時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 125,034円～125,034円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所165人 秋田県秋田市
～平成31年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3968091

清掃業務（秋田県総合
保健センター）

○建物内の清掃業務全般を担当します。
・床、窓ガラス、女子トイレ等を清掃して頂きます。
・モップや掃除機などを使用しての作業
　（機械の使用はありません）

＊制服貸与いたします

＊年度毎の更新あり（本人の勤務状況による）

不問

日祝他 株式会社　エイビック
その他

秋田県秋田市東通仲町２０－１６

6人 018-833-3957

不問

7人 018-893-4195

不問
7人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3944691

雇用・労災
05010- 3961991

土木作業員及び解体
作業員

○一般住宅の解体作業、民間工事の土木作業に従事してい
ただきます。
・重機を使用して家屋解体作業
・廃棄物運搬（２ｔ、４ｔ車）
・その他、付随する土木作業

＊正社員登用の可能性あり
＊未経験者の方大歓迎


不問

日祝他 株式会社　Ａ・Ｉ・Ｃ
その他

秋田県秋田市飯島字砂田４３－３

毎　週
秋田県秋田市新屋町字関町後２０３
－４６

2人 018-828-0276

不問
2人 秋田県秋田市

21人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3942091

内装工

・外装、内装ＬＧＳ工事
＊ＬＧＳ工事（軽量鉄骨の組立）
・会社、工場等の内装工事
・外装工事、天井はり
・高所作業あり
＊現場は、秋田県内及び東北各県


不問

土日他 フジ建装

一般作業員


○廃材（木材）等を粉砕機に投入し、チップの製造

フォークリフト免許

他 エー・ピー物流　株式会社
その他

秋田市川尻町字大川反２３２－１

2人 018-863-8668

不問

34人 018-823-8231

不問
3,100人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 3965291

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 3985691

セールスドライバー

・２～４ｔトラックにて市内およびその近郊の店舗や企業を
まわり、集荷、配達業務を行います。
・教育体制が整っているので、仕事に必要なスキルは入社後
にしっかり身に付けることが出来ます。

・中型自動車運転
免許（８ｔ限定可）
・フォークリフト運転
技能者あれば尚可

日祝他 近物レックス　株式会社　秋田支店
その他

秋田県秋田市向浜１丁目３番９号

その他
秋田市大町一丁目５－２

14人 018-862-3571

不問
14人 秋田県秋田市

82人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3952691

メンテナンススタッフ

○印刷関連機械のメンテナンス業務、メンテナンス業務用の
印刷関連機械納品先のお得意先への操作説明、修理などの
アフターケア全般の仕事です。

＊初心者の方でも、メーカーの研修なども含め、当社で徹底
指導いたします。
＊営業は別に担当がおります。
＊社用車（ＡＴ）使用
＊営業範囲は主に秋田県内ですが、隣県もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社佐藤商事

木材加工（プレカット）補
助

○製材された木材（２０～３０ｋｇ）をプレカット機械にセットす
る。
○簡単な木材加工（指導します）
○木材への金物取付作業（指導します）

＊木材を持ち上げることがあるので多少体力を要します。

不問

日祝他 株式会社　角繁
その他

秋田県秋田市中通２丁目１番２２号

16人 018-833-9461

不問

8人 018-823-2432

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3972291

平成31年4月1日～平
成31年5月31日

05011-  289491

機械板金・溶接工【トラ
イアル併用求人】

○ステンレス、アルミ等の金属製品製作に従事していただき
ます。
・材料の切断、折り曲げ、溶接など主に工場内作業となりま
す。
・製造品目は、食品加工機械や建設機械等の筐体、太陽光
発電装置の部品、各種試作品等です。

＊月１回程度現場作業もあります。
＊未経験から始めて継続勤務している社員もおります。
＊教育指導いたします。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　アキラ製作所
その他

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－３４

その他
秋田県南秋田郡大潟村字東２－５－
１４

0人 0185-45-2744

不問
0人 秋田県南秋田郡大潟村

160人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 3955791

農作業員

○ビニールハウスかけ及びビニールハウスの管理
○種まき、田植え等の農作業全般　　　　　　　　　　　　
○軽トラック運転（ＭＴ車）による運搬
○水稲栽培の管理
○圃場整備
○その他の農作業　　　　　　　　　　　　

※作業期間は、５月下旬までの予定です。
※次回、農作業期間の再雇用もあります。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 伊藤　善輝

サービススタッフ

・結婚式、レストランでのサービス業務
　（飲食提供、ゲストアテンド）

・アルバイトスタッフの管理業務
　（シフト作成、勤怠チェック）

不問

水他 グローヴエンターテイメント　株式会
社その他
秋田県秋田市中通２丁目２－３０

50人 018-853-5600

不問

不問
34,500人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 27060- 7711591

不問

他 株式会社　あきんどスシロー
その他

吹田市江坂町１－２２－２

100人 06-6368-1020

4ページ中 4ページ

平成31年2月22日発行（平成31年2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

店長候補（秋田茨島
店）

店舗の営業

商品の仕込み、売上管理や７０～１００名の店舗
スタッフの人材管理等、店舗運営及びマネジメント
業務全般に関する業務です。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 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 200,000円～234,400円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時45分 就業場所

月給

1人 207,000円～279,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

2人 250,000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 不問 (1) 8時15分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

6人 147,600円～180,400円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 134,232円～134,232円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 134,232円～134,232円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 130,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 135,680円～135,680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 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)11時30分～20時30分

月給

6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 40歳以下 就業場所

ＰＣ操作（エクセル・
ワード）

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-14014291

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　メイジン
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
８　第１日本オフィスビル７階

87人 022-224-6841

平成31年2月25日発行（平成31年2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

総合職（技術・図面業
務：電気設備））［秋田・
横手・大仙］

各建設現場における電気設備施工管理業務補助に従事して
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いただきます。

看護師（しおさい）

○サービス付高齢者住宅「しおさい」での看護業務全般に従
事していただきます。
・入所者（３９名程度）の服薬管理などの看護業務
※Ｈ２８年２月　特定施設入居者生活介護事業所開設

＊制服貸与致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　
「＊秋田県介護サービス事業所認証評価制度」認証事業所
働き方改革関連認定企業【くるみん】

看護師

他 医療法人　運忠会
その他

秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

18人 018-845-4151

不問
273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4064591

理学療法士

○介護老人保健施設における入所者１００名、通所リハビリ１
０名のリハビリテーション・グループワーク業務
＊理学療法士
＊現在、ＰＴ２名、作業療法士３名おります（男性１名、女性４
名）

※　働き方改革関連認定企業
【若者雇用促進法に基づくユースエール認定企業】

理学療法士

土日祝 社会福祉法人　豊生会　ふれ愛の里
毎　週

秋田県秋田市豊岩小山字中山２１６
－２７

81人 018-888-8201

３年以上の業務経
験者

111人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4035491

機能訓練指導員
理学療法士または作業
療法士

○デイサービス、ショートステイの利用者様の機能訓練およ
び関連する業務
・レクリエーションの実施
・報告書、計画書の作成
・利用者に関わる連絡調整　等

理学療法士または
作業療法士

他 有限会社　チョウセイ
毎　週

秋田県潟上市天王字上江川４７－１
３０

48人 018-872-2201

機能訓練にかかわ
る実務経験

48人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4075391

海外旅行保険の受付
業務

○人気の土日祝日休のお仕事です。
・海外旅行保険に加入されているお客様の海外滞在中、もし
くは帰国後のお問合せ業務。
・お客様は日本の方なので、英語のスキルがなくても大丈夫
です。
・研修もしっかり行いますので安心です。
（扶養枠内の就業も可能です！！）

不問

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

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1日～平
成31年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4092691

一般事務補助

○一般事務補助業務に従事していただきます。
・文書整理
・パソコン操作（ワード、エクセル）
・来客・電話対応
・給茶・事務室内軽清掃等
・その他、付随する業務


不問

土日祝他 秋田県動物管理センター
毎　週

秋田県秋田市浜田字神坂１６０

9人 018-828-6561

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）できる方
表計算、文書作成程
度

3,500人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 4069991

検査等業務補助

○水質等検査業務補助
・試験器具の洗浄
・試験検査業務の補助
・文書管理・パソコン入力
・その他付随する業務

土日祝他 秋田県健康環境センター
毎　週

秋田県秋田市千秋久保田町６－６

46人 018-832-5005

46人 秋田県秋田市
平成31年4月1日～平
成31年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 4024391

パソコン操作出来
る方（エクセル・
ワード等ワープロソ
フト）
・文字入力がス
ムーズにできる程
度
＊理化学的検査経
験者なお可

営業アシスタント

○営業アシスタントの業務に従事していただきます。
【主な仕事内容】
＊住宅ローン借入手続き補助
＊モデル住宅でのお客様案内
＊ホームページ情報の更新等
＊住宅販売における企画・提案の補助
＊銀行等外出用務あり
＊移動の際は、自家用車を使用します。
（会社規程により、ガソリン代の支給あり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

水他 三光不動産　株式会社（Ｓａｎｋｏ）
その他

秋田県秋田市保戸野千代田町２－４
３

15人 018-824-0021

不問
40人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4053891

洋服の販売

・秋田ＯＰＡ１階のセレクトショップ
「ｆｒａｎｃ　ｂｏｎｎ」における衣料品、雑貨の接客販売
・国内外のセレクトブランドを販売します。
・インターネット販売の発送業務等のアシスタントもしていただ
きます。

不問

他 株式会社　フランボン
毎　週

秋田県秋田市中通５丁目３－２９

2人 018-836-0832

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4083391

ショップスタッフ（ＵＱス
ポットイオンモール秋
田・シフト制

◆携帯電話の店頭でのお客様対応
　（商品・サービス・料金プランのご案内・契約・
　　アフターフォロー）
◆インターネットの申し込み受付等
◆店頭のディスプレイ・ポップ作成
◆タブレットやスマホカバー等の携帯電話関連商品の販売
※商品に興味のある方、人と接するのが好きな方歓迎
◇新人・社内研修等、研修制度が充実しているので
　未経験の方でも安心してご応募下さい。

普通自動車運転免
許（Ａｔ限定可）

他 モバイルコミュニケーションズ　株式
会社毎　週
岩手県盛岡市盛岡駅前北通１－１０
橋市盛岡ビル２階

4人 019-626-1200

不問
73人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010- 5402291

℡ 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 140,000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

月給

1人 180,000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 44歳以下 就業場所

月給

5人 180,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時30分～16時30分 就業場所
(2)16時00分～ 0時00分

月給

1人 200,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 157,878円～157,878円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時55分～16時05分 就業場所

時給（月額換算）

2人 211,200円～211,200円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

3人 149,600円～149,600円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 152,100円～247,100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00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 133,800円～133,800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 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

2ページ中 2ページ

平成31年2月25日発行（平成31年2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

介護職員

・通所介護での生活相談、介護業務（定員１０名）
・送迎、入浴介助、レクレーション
・簡単な事務作業　など
・社用車使用


雇用・労災・健康・厚生
05010- 4042991

他 有限会社　ゆうわ
その他

秋田県秋田市雄和相川字向田表１７
２

6人 018-881-0880

29人 090-7406-4675

不問

19人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
無資格でも可です
が、介護職員初任
者研修、実務者研
修修了あれば尚可

不問

他 株式会社　文化　ビイギャル追分店

調理及び接客

・調理（補助）業務
　＊仕込み、調理、盛付け及びそれに付随する業務全般
・接客業務
　＊注文対応、片付け及びそれに付随する業務全般

普通自動車免許

他 株式会社ＬＯＮＧ　ＲＯＡＤ
その他

東京都目黒区下目黒４－１－５　テラ
スエムラ１０１

不問
200人 秋田県秋田市

29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13070-19120391

ホール、カウンター係

○ホールでのお客様への接客サービス業務
・玉箱の上げ下ろし
・玉の交換作業
・カウンターでの接客
○店内の軽清掃
○店舗の開閉店作業
○商品在庫管理（景品の管理）
○簡単な機械整備あります（未経験者へも指導いたします

有限会社　荻原鉄工所
その他

秋田県秋田市旭南３丁目９－２

その他
秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
４３１－２

9人 018-873-6055

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4066091

雇用・労災・健康・厚生
05010- 4090091

機械加工・旋盤工

○各工作機械のオペレーターとして業務に従事していただき
ます。
・工場内においてＮＣターニングセンター・マシニングセン
ター・普通旋盤・ボール盤等を使用して産業用機械部品の製
造加工を行います。

不問

日祝他

1人 0120-709-707

不問

13人 018-862-5043
機械加工の経験者
（経験年数５年以
上）
※特に普通旋盤の
経験ある方

13人 秋田県秋田市

不問

日祝 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

製造オペレーター（手作
業）　　【秋田市】

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

＊重量物はありませんが、体を大きく動かす作業です。

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

不問
14,000人 秋田県潟上市

14,000人 秋田県秋田市
平成31年3月12日～平
成31年4月30日 雇用・労災

05010- 4054291

コンクリート二次製品の
製造　【潟上市】

○コンクリート型枠の脱型・組立作業に従事していただきま
す。

＊体力を要するお仕事です。

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

その他
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

平成31年3月12日～平
成31年4月30日 雇用・労災

05010- 4032391

平成31年3月12日～平
成31年4月30日 雇用・労災

05010- 4034991

ハーネス部品の組立・
加工【五城目町】

○車のハーネス部品（配線部分）の組立、加工、検査などの
業務に従事していただきます。
・ライン作業ではありません
・部品が入った箱の移動をお願いすることもありますが、重く
ても５ｋｇ程度です。
・どなたでも出来るお仕事です。

不問

日他

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県南秋田郡五城目町

準中型・中型自動車
運転免許（８ｔ限定可
／ＡＴ限定不可）
＊２００７年以前に普
通免許を所有した方
はその免許で大丈夫
です。＊大型自動車
免許、フォークリフト
免許取得者優遇

配送・倉庫作業

○１トン～４トントラックで、木材・建材を取引先倉庫又は
　建設現場などへ配達する仕事です。また、倉庫内の商品管
　理、その他付随する業務に従事していただきます。
○入社直後は、既存社員の助手として配達に同行していただ
　き、徐々に仕事を覚えていただきます。
○ほとんどの社員が配達業務未経験で入社し、助手を経て
活躍している職場です。
○積込・荷下ろし時の補助作業があるため、多少体力を要し
　ます。

日祝他 株式会社　角繁
その他

秋田県秋田市中通２丁目１番２２号

50人 018-833-9461

82人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 4081191

公園施設管理作業員

○公園施設管理作業員として従事していただきます。
・公園内の清掃（トイレ含む）
・公園内の草取り他軽作業


働き方改革関連認定企業【くるみん】
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

日祝 むつみ造園土木　株式会社
その他

秋田県秋田市山王５丁目１３－３

4人 018-863-2011

～平成31年12月25日
雇用・労災

05010- 4044791

不問
108人 秋田県秋田市


