
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,260円～1,360円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,600円～1,600円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時00分～20時00分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分

時給

2人 2,000円～2,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)12時00分～20時00分 就業場所
(2)15時00分～20時00分

日給（時間額換算）

1人 875円～937円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 770円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～21時00分 就業場所

時給

4人 765円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)14時00分～19時00分
(3)17時00分～22時00分

時給

4人 765円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)14時00分～19時00分
(3)17時00分～22時00分

平成31年4月2日発行（平成31年4月1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

【急募】看護職員（ニチ
イケアセンター御所野）

○通所介護事業における看護業務及び介護補助業務に従事
していただきます。
＊更新あり（１年契約）
＊月６０～８０時間くらいの勤務です。
＊就業前後も充実の体制でサポートします。（事前研修・現
場研修あります）
＊キャリアアップ制度あります。
○働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

正看護師、准看護
師免許

他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店
その他

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５Ｆ

34人 018-835-4276

不問
94,964人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
労災

05010- 6660491

看護師

○整形外科医院における外来看護の看護業務を担当してい
ただきます。
【業務内容】
・注射　　　　　・診察の介助　　・検査の介助
・手術前検査　　・採血　　　　　・洗い物
・創処置　　　　・痛みが強い方の車イス、歩行器の介助
・松葉杖合わせ　・ギプスの介助　等

正看護師

日祝他 医療法人　城東整形外科
毎　週

秋田県秋田市東通６丁目７－６

122人 018-832-0023

不問
122人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6679791

介護関連講座講師［秋
田市］

介護関連講座の講師のお仕事です。
「介護職員初任者研修」「実務者研修」などの講座の
講師業務を担当して頂きます。

受講生の成長にやりがいを感じるお仕事で、自己成長にもつ
ながります。

＊研修有：未経験者歓迎
＊年度毎契約更新

介護福祉士（５年以
上）

他 株式会社　日本教育クリエイト　仙台
支社毎　週
宮城県仙台市青葉区中央１丁目６－
１８　山一仙台中央ビル７階

8人 022-716-5667

資格取得後、実務
経験５年以上

1,400人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

労災
04010-23284491

ベビー・子供服販売員

ベビー、子供服、育児用品の販売業務を中心に、店舗での作
業全般を担当していただきます。
・商品荷出し、陳列（脚立使用の場合あり）
・接客業務
・レジ業務
・清掃
・その他付随する業務

不問

他 株式会社　西松屋チェーン　秋田外
旭川店毎　週
秋田県秋田市外旭川字大谷地２９－
１

6人 018-868-0700

不問
5,000人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 6712191

衣料品の販売員（イオ
ン御所野店・紳士売場）

・ショッピングセンター内の売場にて、衣料品（紳士カジュアル
ウェアブランド・インスパイア）の接客販売をしていただきま
す。
・日々の売上管理及び品出しなど
・週２日～３日の勤務で時間は相談に応じます。


※急募！！　（売上増に伴い増員）

不問

他 株式会社　岐阜武
毎　週

瑞穂市生津２０４番地の２

1人 058-327-5001

衣料品販売の経験
がある方

298人 秋田県秋田市
12ヶ月

労災
21010-12369791

販売及びホール係【フ
レスポ御所野　秋田店】

◆ケーキや焼菓子等の接客販売や提供のお仕事です。
＊店頭での販売や、店内で飲食されるお客様へ注文の商品
　を提供していただきます。
＊店内外の清掃業務をしていただきます。
＊接客を伴いますので、明るく元気な挨拶で対応していただ
きます。


不問

他 有限会社　ワールボンボン
毎　週

秋田県北秋田市花園町１－３

9人 0186-62-2334

不問
21人 秋田県秋田市

労災
05031-  629491

セルフガソリンスタンド
スタッフ（手形給油所）

◆セルフガソリンスタンドにおいて、下記の業務に従事して
いただきます
・店舗内の監視業務、給油許可
・機器操作説明、清掃
・その他、付随する業務

※洗車や配達はありません
※セルフの為、室内での作業がメインとなります
※６０歳以上歓迎求人

不問

他 株式会社　マルヘイ本店
その他

大館市清水１－４－８２

10人 0186-42-5151

不問
94人 秋田県秋田市

労災
05030- 1761291

ガソリンスタンド給油ス
タッフ／秋田市

・給油補助
・簡単な商品（カーケア用品）販売

不問

他 マルネン　株式会社
毎　週

東京都千代田区神田駿河台二丁目
２番地　御茶ノ水杏雲ビル９階

10人 03-5281-0371

不問
606人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

13010-43266591

店舗スタッフ【仁井田
店】

〇店舗スタッフとしての業務に従事していただきます。
・レジでの接客
・本棚などの整理整頓
・本などの商品出し
・店内の簡単な清掃など

＊初心者の方でも丁寧に指導しますので、安心してご応募く
ださい。
＊労働時間については相談に応じます。

不問

他 株式会社　ＷＡＰ
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
３８４－１

25人 018-874-7160

不問
159人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 6691391

店舗スタッフ【広面店】

〇店舗スタッフとしての業務に従事していただきます。
・レジでの接客
・本棚などの整理整頓
・本などの商品出し
・店内の簡単な清掃など

＊初心者の方でも丁寧に指導しますので、安心してご応募く
ださい。
＊労働時間については相談に応じます。

不問

他 株式会社　ＷＡＰ
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
３８４－１

33人 018-874-7160

不問
159人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 6692691

℡ 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

4人 765円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)14時00分～19時00分
(3)17時00分～22時00分

時給

3人 765円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～14時00分 就業場所
(2)14時00分～19時00分
(3)17時00分～22時00分

日給（時間額換算）

10人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

日給（時間額換算）

3人 558円～558円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)16時00分～ 9時00分 就業場所

時給

1人 900円～930円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時30分 就業場所
(2)11時00分～13時00分

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所
(2)12時00分～16時00分
(3)14時00分～18時00分

時給

1人 780円～830円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

3人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)12時00分～21時00分
(3)16時00分～ 1時00分

時給

2人 810円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 7時00分～15時30分 就業場所
(2) 9時00分～16時30分
(3)15時30分～ 0時00分

時給

5人 810円～810円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)16時00分～20時00分 就業場所
(2)18時00分～20時30分

時給

3人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時30分 就業場所

3ページ中 2ページ

平成31年4月2日発行（平成31年4月1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

店舗スタッフ【中野店】

〇店舗スタッフとしての業務に従事していただきます。
・レジでの接客
・本棚などの整理整頓
・本などの商品出し
・店内の簡単な清掃など

＊初心者の方でも丁寧に指導しますので、安心してご応募く
ださい。
＊労働時間については相談に応じます。

6ヶ月
雇用・労災

05010- 6693991

不問

他 株式会社　ＷＡＰ
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
３８４－１

25人 018-874-7160

26人 018-874-7160

不問

不問
159人 秋田県秋田市

不問

月火水木金 有限会社　進藤冷菓

店舗スタッフ【川尻店】

〇店舗スタッフとしての業務に従事していただきます。
・レジでの接客
・本棚などの整理整頓
・本などの商品出し
・店内の簡単な清掃など
＊初心者の方でも丁寧に指導しますので、安心してご応募く
ださい。
＊労働時間については相談に応じます。
＊高校生のアルバイト可

不問

他 株式会社　ＷＡＰ
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
３８４－１

不問
45人 秋田県秋田市

159人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 6695791

ババヘラアイス販売員
「土、日、祝祭日」

○観光地、イベント、県内のほか県外でのババヘラアイス
　　の販売
＊就業場所周辺にお住まいの方、大歓迎
　（就業場所選択可・面接時応相談）　
※就業時間は、現地においての販売の準備開始から片づけ
　が終了するまでの時間となります。
※遠距離であっても移動時間は通勤時間となります。
※現地での就労時間が８時間を超えた場合は割増賃金と
　なります。
●主に土、日、祝祭日の勤務（平日の場合もあり）

企業組合　さくら家
毎　週

秋田県秋田市牛島東２丁目１－９

その他
秋田県男鹿市角間崎字下屋長根１
－３

45人 0185-46-2066

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6626991

～平成31年10月31日
労災

05011-  541091

夜勤介護員

・食事の準備
・配膳、見守り、片付け
・就寝準備
・起床介助

不問

他

31人 022-348-2273

不問

3人 018-835-3663

不問
18人 秋田県秋田市

不問

他 地方職員共済組合秋田宿泊所　ル
ポールみずほ

ミールケアクルー（デイ
サービス）［秋田茨島営
業所／秋田市

・デイサービスを利用されるお客様に提供する食事やおやつ
の調理業務、食材の買い出し、発注、各種記録等の業務で
す。
・お客様お一人おひとりの嗜好・食形態にあわせて調理する
とともに衛生管理も行います。

＊定員３４名：１日平均利用人数２１名程度
＊１～２名体制で調理します
＊初回雇用期間満了後、１年毎契約更新
（６０歳以上は６ヶ月毎更新）

栄養士・管理栄養
士のいずれか

他 株式会社　ツクイ　東北圏
毎　週

宮城県仙台市泉区南中山２丁目２８
－２

不問
20人 秋田県秋田市

20,600人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
04010-23212191

調理補助（１０：００～１
８：００）

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

イタリア厨房・ナガア
毎　週

秋田県秋田市大町１丁目３－２７　大
町商屋館１Ｆ

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目２－１２

20人 018-862-2433

労災
05010- 6560391

12ヶ月
労災

05010- 6561691

イタリア料理店内の
ホール係

○イタリア料理店ホールの業務全般
・オーダーを取る・料理を運ぶ・接客・レジ業務　
・調理補助（デザートの盛り付け）・お酒の提供
・時間があるときに簡単な皿洗い　等

＊始業・就業時間の変更は相談に応じます。
＊就業時間・労働日数については、相談に応じます。
＊経験者優遇
＊未経験者も可


不問

火他

21人 03-5642-8888

不問

4人 018-863-7557

不問
4人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 日本海警備保障　株式会社

パチンコホール・カウン
タースタッフ／秋田市

ホール・カウンターでの接客業務

ホールではお客様のご案内や接客、カウンターでは景品交換
やディスプレイ、店内アナウンスをお願いします。
元気な声と笑顔でお客様に楽しいひと時を演出していただき
ます。

＊各台計数システムを導入しているので、重い玉運び、
　玉積みがありません。

不問

他 株式会社　ガイア
毎　週

東京都中央区日本橋横山町７番１８
号

不問
40人 秋田県秋田市

4,200人 秋田県秋田市
2ヶ月

労災
13010-43971691

警備職（施設警備）【秋
田市】

○施設警備の業務です。
・建物の出入管理及び巡回等
・検品業務
・警備日誌の作成等
＊警備は常時２～３名体制です
＊丁寧な接客、機敏な対応の出来る方希望
＊初心者の方は、先輩社員が丁寧に指導いたしますので、
安心してご応募ください。
＊制服は貸与します。

株式会社　男塾
その他

秋田県秋田市川尻御休町５－４０

その他
秋田県秋田市八橋イサノ２丁目１４
－３

10人 018-865-0213

雇用・労災
05010- 6613591

雇用・労災
05010- 6661791

警備員

○秋田県港湾各ゲートにおいて、人や車両の出入管理、ゲー
トバーの操作、警戒監視、巡回業務を行っていただきます。

＊各ゲートの門扉開閉時体力が必要となります。
（重量があるため）
＊巡回は、徒歩で１時間以上となります。
＊クルーズ船来航時などの港湾施設に関係するイベントの際
は各船の業務に従事していただきます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他

毎　週
秋田県秋田市雄和種沢字小向野４１

8人 018-886-3847

不問

97人 018-824-9390

不問
120人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 6684691

農作業員（軽作業）

○農作業全般を行っていただきます。
・夏場はミニトマトや小菊等の園芸作物の作付、手入、収穫
・冬場はいぶりがっこ作り（大根収穫・燻し・漬け込み）、
　小松菜等のハウス栽培等
・春先は作物の植え付け。
＊季節ごとに自然と向き合い、農作物の生育に合わせて作
業します。未経験でも農業が好きな方・興味のある方歓迎！
＊正社員登用制度あり
【応募前の見学も受け付けています。お気軽にどうぞ】

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　まこと農産



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

6人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～11時00分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～11時30分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所
(2) 8時00分～15時30分

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～13時30分 就業場所

平成31年4月2日発行（平成31年4月1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

倉庫内仕分け作業員
○倉庫の仕分け室で冷凍食品を納品先別に仕分けする作業
に従事していただきます。
・店舗別仕分け作業
・ラベルシール貼り付け作業

＊学生（大学・高校）アルバイト大歓迎
＊友人同士でも応募、大歓迎です。
＊未経験者、大歓迎
＊２～３時間でも勤務可
＊土日祝日だけでも勤務可

不問

他 秋印　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字一本木８０－
４

21人 018-869-7890

不問
133人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 6604891

清掃員（秋田労働局）
≪急募≫

○請負契約先事業所の清掃業務に従事していただきます。
・事務所内の掃除機掛け
・ゴミの収集　など

＊毎日３時間の勤務で、休日は土・日・祝、年末年始となりま
す。

※早急な補充が必要なため≪急募≫です

不問

土日祝他 株式会社　タクト　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市豊岩小山字狐森３２３
－２

1人 018-853-8666

不問
1,000人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010- 6629891

清掃員（秋田公立美術
大学）

・校内の清掃（６人体制）
・廊下、教室、トイレなどの床、窓ガラス（低所）等の清掃（日
常清掃）

＊電気掃除機以外の清掃はすべて手作業となります。

＊４～６人でのお仕事の為、休みなど融通がききます

不問

土日祝他 株式会社　タクト　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市豊岩小山字狐森３２３
－２

7人 018-853-8666

不問
1,000人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010- 6630191

雑務（ショートステイ）

○ショートステイ・施設内での雑務を担当していただきます。
・洗濯、お茶入れ、清掃等
・定員人数　ショートステイ４５名、デイサービス　２０名
・介護スタッフ１日１０～１４名体制　
・制服は貸与します。

＊資格取得制度のバックアップ体制あり。
＊勤務時間・日数は相談に応じます。
＊未経験者でもマンツーマンで丁寧に指導します。

不問

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

労災
05010- 6621591

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 900円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～13時00分 就業場所

時給

1人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～12時30分 就業場所
(2)13時30分～17時30分

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)15時00分～19時00分 就業場所

時給

1人 950円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 770円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時20分～15時30分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)21時00分～ 1時00分 就業場所

時給

1人 780円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時00分～ 9時00分 就業場所

時給

10人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

10人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～12時00分 就業場所
(2)15時00分～18時00分
(3)16時00分～19時00分

14人 018-837-6480

不問
14人 秋田県秋田市

労災
05010- 6931191

6ヶ月
労災

12010-13648091

器具の洗浄及び清掃
等診療補助

○器具の洗浄及び清掃等診療補助業務に従事していただき
ま　す。
　・器具の洗浄
　・院内清掃
　・その他、診療補助　等
※歯科助手の様に患者様の口内処置はありません。
＊制服貸与（院内シューズ等必要物品支給）
＊経験がなくても大丈夫です。
＊土日の繁忙時勤務していただける方希望。

不問

水木他 医療法人　Ｓａｃｒｅｄ　Ａｒｔｓ　あんどう
矯正歯科クリニック毎　週
秋田県秋田市東通４－４－１８

その他
千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１
ＷＢＧマリブウエスト２１階

40人 043-213-2211

簡単な調理ができ
る方

1,800人 秋田県秋田市

1,800人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
12010-13646591

イオン秋田中央店での
デモンストレーション、
試食販売

食品売り場での食品や飲料のデモンストレーターのお仕事
商品の詳細やＰＲの仕方も丁寧な指示書があるので安心で
す
（毎月検便検査実施／エプロン・帽子貸与）

※高校生応募不可
　同業他社との兼業不可
　ご自宅から勤務可能な複数店舗での勤務
　携帯メール使用可能な方

不問

他 イオンデモンストレーションサービス
有限会社

イオンスタイル御所野
店でのデモンストレー
ション、試食販売

食品売り場での食品や飲料のデモンストレーターのお仕事
商品の詳細やＰＲの仕方も丁寧な指示書があるので安心で
す
（毎月検便検査実施／エプロン・帽子貸与）

※高校生応募不可
　同業他社との兼業不可
　ご自宅から勤務可能な複数店舗での勤務
　携帯メール使用可能な方

不問

他 イオンデモンストレーションサービス
有限会社その他
千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１
ＷＢＧマリブウエスト２１階

40人 043-213-2211

簡単な調理ができ
る方

20人 018-847-1537

不問
45人 秋田県秋田市

労災
05010- 6881891

労災
05010- 6880791

コンビニエンスストア販
売員　（５時～９時）

○コンビニエンスストアでの販売、接客、レジ等業務に従事
　していただきます。
・販売、接客、レジ業務全般
・商品管理（受発注、値付け補充、陳列等）
・店内清掃　等

＊制服貸与します。

不問

他 ローソン秋田土崎港西三丁目店
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３丁目１番３
４号

毎　週
秋田県秋田市土崎港西３丁目１番３
４号

20人 018-847-1537

不問
45人 秋田県秋田市

2,208人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010- 6867291

コンビニエンスストア販
売員（２１時～１時）

○コンビニエンスストアでの販売、接客、レジ等業務に従事
　していただきます。
・販売、接客、レジ業務全般
・商品管理（受発注、値付け補充、陳列等）
・店内清掃　等

＊制服貸与します。

不問

他 ローソン秋田土崎港西三丁目店

銀行窓口業務または銀
行後方事務（本店営業
部）

○銀行窓口業務
・現金整理
・両替業務等
○銀行後方事務
・預金・為替事務
・諸届け事務
・文書整理事務　等
＊月１５日勤務です。
＊当初は６ヶ月契約。以後契約更新となった場合は６ヶ月。そ
の後に契約更新する場合は１年毎です。

不問

土日祝他 株式会社　秋田銀行
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目２－１

65人 018-863-1212

銀行勤務経験者
（金融機関勤務経
験者応募可）

50人 0185-45-2111

不問
120人 秋田県南秋田郡大潟村

～平成32年3月31日
雇用・公災・健康・厚生

05010- 6823891

雇用・労災
05010- 6834591

事務補助及び受付業
務
（非常勤職員）


○大潟村干拓博物館内における事務全般の補助及び受付
業務


＊雇用期間：本人の勤務状況等により１年毎の更新あり
＊公務災害補償制度（労災保険相当）あり
　
　


不問

他 大潟村役場
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字中央１－１

毎　週
秋田県秋田市泉中央４丁目１番１号

10人 018-893-5858

不問
10人 秋田県秋田市

89人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災
05010- 6879391

保育士

○保育士業務全般に従事して頂きます。
・施設運営にかかわる業務
・記録物・連絡帳の記入

○乳幼児（０歳～２歳）の保育業務

＊平成３１年４月より、定員３０名の認可保育園へ移行予定

保育士

日祝他 　ぱんだ保育園

生活支援

○障害者福祉サービス事業所（定員３０名）の利用者の生活
支援補助業務に従事していただきます。

不問

他 社会福祉法人　秋田育明会
その他

秋田県秋田市柳田字竹生１６８

45人 018-834-2577

不問

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 6845391

歯科衛生士免許

日祝他 おのば歯科クリニック
な　し

秋田県秋田市仁井田字中新田７５

10人 018-892-6300

平成31年4月3日発行（平成31年4月2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

歯科衛生士（８：３０～１
３：００）

○歯科衛生士業務全般に従事していただきます。
・診療補助
・歯科衛生指導（内容によって）
・器具の洗浄、消毒、管理
・受付業務
・準備のための清掃　等

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 900円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～13時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時30分～19時20分 就業場所

時給

2人 840円～960円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1)11時00分～19時00分 就業場所

時給

1人 870円～870円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～ 9時30分 就業場所
(2) 9時30分～13時30分
(3)10時00分～19時30分

時給

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～11時30分 就業場所
(2) 8時00分～16時15分

時給

2人 830円～830円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～20時00分 就業場所
(2)12時30分～20時30分

時給

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～12時00分 就業場所
(2)14時30分～19時30分

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)17時00分～22時00分 就業場所

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～13時30分 就業場所

時給

1人 840円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～10時00分 就業場所
(2)15時00分～18時00分

時給

1人 780円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所
(2)17時00分～20時00分

1,100人 秋田県秋田市

労災
05010- 6929791

【急募】デリバリースタッ
フ

○車での商品配達、桶の回収、店内で電話注文の受付や、
持帰りのお客様の注文受付などを担当していただくお仕事で
す。
＊配達の基本ビデオ研修、同乗での説明があるので安心で
す。
＊社用車（軽・ＡＴ）使用
＜お仕事内容＞
・注文受付（電話・ＦＡＸ・来店）・商品出前・桶回収・持帰り対
応など・・・スキルに合わせて仕事をしていきます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　札幌海鮮丸　仁井田店
毎　週

秋田県秋田市仁井田蕗見町１０－１
５

9人 018-839-0979

不問

45人 018-834-2577

不問
89人 秋田県秋田市

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 6864491

雇用・労災
05010- 6870691

送迎運転

障害福祉サービス事業所利用者の朝・夕の送迎運転業務
（車両：キャラバン）

＊旧秋田市内のエリア
＊介助者１名同乗

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日 社会福祉法人　秋田育明会
毎　週

秋田県秋田市柳田字竹生１６８

隔　週
秋田県秋田市外旭川字待合２８

12人 018-869-5015

不問
12人 秋田県秋田市

14人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 6915191

割卵および用具洗浄

○割卵・用具洗浄・卵の充填作業に従事していただきます。
・卵を卵黄、卵白に分ける
・手割り作業又は機械割りの監視（割れなかった卵の処置）
・使用後の用具を洗う
・液卵を必要グラム数の袋詰め
・その他、付随する業務

不問

日祝他 有限会社　玉一鶏卵

調理補助又はコック見
習い（１７：００～２２：０
０）

○厨房内の調理補助業務全般を担当していただきます。
・下準備、食材切、盛付け等の調理補助
・食器洗いや清掃等の付随作業

＊食事付き（無料）

＊正社員登用の可能性あります。

＊経験者優遇します。

不問

木他 株式会社　ＢＬＩＳＳ
毎　週

秋田県秋田市保戸野千代田町１３－
７０

7人 018-853-0396

不問

31人 018-874-8880

不問
66人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 6830491

12ヶ月
雇用・労災

05010- 6826191

調理員

○入所者様の食事提供業務に従事していただきます。
・調理、盛り付け、食器洗浄など厨房内業務全般
・３９名分の食事（朝、昼、夕）を４～５名体制で対応していま
す。
・リフレッシュ休暇あり
・調理員体制強化に向けた増員募集です。
・制服貸付あり
　

不問

他 医療法人　杏仁会　ショートステイ杏
毎　週

秋田県秋田市桜二丁目１７－２３

毎　週
秋田県秋田市牛島西１丁目１０番１６
号

8人 018-838-4511

不問
390人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

労災
05010- 6812991

調理員

≪２０１８年１２月開設　スタッフ募集≫

〇サービス付高齢者住宅において、お客様に提供するお食
事を調理していただきます。
・食事（家庭料理をイメージ）の調理
・翌日朝食の下ごしらえ　等

＊Ｗワーク可能です。

不問

他 株式会社虹の街　あったかホームま
ごころ

給食業務「し～な保育
園」

○保育園の給食調理業務に従事していただきます。
・調理、盛り付け、配膳、下膳及び片付け
・食器洗い

＊園児（定員１８名）の昼食、午前・午後のおやつを調理

＊週２～３日勤務できる方

不問

土日祝他 有限会社　アキタプレスセンター
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目７ー２２

3人 018-823-7729

不問

3人 022-306-3241

調理経験
17,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-23563691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 6856491

（請）調理スタッフ［秋田
市］

高齢者施設厨房での勤務
入居者様へ朝昼夕４０食程のお食事提供のお仕事です。
調理・仕込み・盛付け・配膳・洗浄など家事の延長のような作
業内容になります。
〇交通費全額支給〇マイカー通勤可〇各種保険完備
〇制服支給〇食事手当あり

＊１年毎契約更新

不問

他 株式会社　ＬＥＯＣ　東北支社
毎　週

宮城県仙台市太白区柳生１丁目１１
－８　仙光ビル３階

毎　週
秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－７５

12人 018-862-5115

不問
350人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

労災
05010- 6936491

新郎新婦様へ衣裳のご
案内（ノートルダム秋
田）

・新郎新婦様が一番美しく輝くお手伝いをしませんか？
新郎新婦様が式、披露宴で着るお衣裳合わせのお手伝いが
主なお仕事になります。また、一生に一度の晴れの舞台で新
郎新婦様をより輝かせるために、お衣裳のお手入れや管理
なども行って頂きます。フィッティングを楽しみにされる方や緊
張されている方など、様々な方がいらっしゃいますので「衣
裳」を通して新郎新婦様の「想い」をカタチにして差し上げて
下さい。未経験者でも安心の研修を行いますので、お仕事を
通して「最高のおもてなしスキル」を身に付けることが可能で
すよ。

不問

火他 株式会社　へいあん秋田

歯科助手（パート・１４：
３０～１９：２０）

○歯科衛生士補助業務に従事していただきます。
・歯科診療補助　・歯科予防措置補助　
・歯科保健指導補助　・設備、器具の洗浄・消毒
・治療の予約、電話対応

＊院長の指示に従って院長の診療のサポートをしていただき
ます。
＊完全予約制で診療しております。
＊未経験者でも指導しますので安心して応募して下さい。

不問

木土日祝他 たかはし歯科クリニック
毎　週

秋田県秋田市外旭川字三後田２２番
地１

2人 018-853-6253

不問

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 6844091

不問

日祝他 おのば歯科クリニック
な　し

秋田県秋田市仁井田字中新田７５

10人 018-892-6300

3ページ中 2ページ

平成31年4月3日発行（平成31年4月2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

歯科助手（８：３０～１３：
００）

○歯科助手業務全般に従事していただきます。
【仕事内容詳細】
・歯科アシスタント業務
・患者さんへの治療説明、誘導
・準備、後片付け、清掃
・電話応対など



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～16時00分 就業場所

時給

1人 770円～830円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～20時00分 就業場所
(2)15時00分～18時00分

時給

1人 770円～870円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

2人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)17時00分～22時00分 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)19時00分～23時30分 就業場所

1人 018-884-3275

不問
30人 秋田県秋田市

労災
05010- 6839991

労災
05010- 6828391

洗い場担当（焼酎屋）

○洗い場の業務を担当していただきます。
・食器などの洗浄作業

＊制服貸与

不問

他 合名会社　扇屋
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目１６－９　ナ
イスビル２階

毎　週
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

104人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災
05010- 6933391

洗い場担当（扇屋、欣
秋）

○洗い場の業務を担当していただきます。
・食器などの洗浄作業

＊制服貸与

不問

他 合名会社　扇屋

清掃および介護補助
（パート）

○ショートステイ施設内において、清掃業務等を担当していた
だきます。
・主に施設内の清掃業務
・衣類等の洗濯、整理整頓
・その他付随する業務（介護職員不在時の見守り等介護補助

＊定員３３名入所可能



不問

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

26人 080-1809-7023

不問

4人 018-825-1727

不問
50人 秋田県秋田市

～平成33年3月31日
労災

05010- 6897491

12ヶ月
雇用・労災

05010- 6833291

館内の清掃業務（秋田
市西部市民サービスセ
ンター）

○秋田西部市民サービスセンターにて以下の業務をお願いし
ます。
・館内の拭き掃除・掃き掃除
・ゴミの回収等
・その他付随する業務
・作業着貸与
【就業時間】について
・２人でローテーションにより
（１）月～金　週２日～３日（休憩６０分）
（２）土、日曜日　週１日～２日（休憩なし）

不問

他 有限会社　メンテックス
その他

秋田県秋田市東通明田３番１６号

その他
秋田県潟上市天王字江川上谷地１０
９－２

34人 018-878-9877

不問
62人 秋田県潟上市

8人 秋田県秋田市

労災
05010- 6824291

清掃業務

○道の駅てんのう及び食菜館くらら館内外の施設の清掃業
務

＊施設内外の清掃業務及びトイレ等の清掃
＊ごみの収集
＊備品管理

＊制服は貸与します。
＊採用決定後すぐに勤務可能な人
＊身分はパート社員（１年毎の契約更新）

不問

他 天王グリーンランド　株式会社

花束作り

○スーパー等に納品する花束を作成していただきます。
・生花の加工、袋詰め、値札付け
・その他、付随する業務

＊慣れるまで指導致します。

不問

火木土日 株式会社　はなせ
毎　週

秋田県秋田市外旭川字待合２８

8人 018-869-5760

不問

不問
3人 秋田県秋田市

労災
05010- 6934691

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 有限会社　ファミリーデンカあさひ
毎　週

秋田市牛島東６丁目２－２１

3人 018-835-4686

平成31年4月3日発行（平成31年4月2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

ケーブルテレビ工事、
一般電気工事（冷暖房
機、アンテナ等）

光ケーブル工事等の後の、部材等を事業所から取引先に搬
入（秋田市内）

＊軽ワゴン（ＭＴ）使用
＊部材に重量物はありません

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 780円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 770円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 822円～822円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 822円～822円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

55人 018-846-2515

不問
428人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7078991

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010- 9215591

共済カウンター【土崎
店】


○共済推進
○加入受付
○保全業務等　お客様対応を担当します。
＊土、日、祝日も出勤できる方を希望します
＊雇用期間：本人の勤務状況等により１年毎の更新あり
　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

他 生活協同組合　コープあきた
毎　週

秋田県秋田市土崎港北６丁目１－３
０

毎　週
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第
３地割４２６番地

15人 019-697-2615

不問
3,710人 秋田県南秋田郡井川町

3,710人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010- 9214291

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【井川・
男鹿地域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃
・ＰＯＰ（値札）貼り　等
＊当社は東北６県に店舗を展開する一部上場企業です。
＊販売未経験の方も大歓迎です。
「働き方改革関連認定企業」※えるぼし認定
　※いわて働き方改革ＡＷＡＲＤ２０１８受賞

登録販売者

他 株式会社　薬王堂

ドラッグストアでの販売
（登録販売者）【秋田市
地域】

・医薬品販売に関する業務（接客、商品管理、在庫管理等）
・商品管理（発注、陳列、補充、整理）
・レジ業務
・店内外の清掃
・ＰＯＰ（値札）貼り　等
＊当社は東北６県に店舗を展開する一部上場企業です。
＊販売未経験の方も大歓迎です。
「働き方改革関連認定企業」※えるぼし認定
　※いわて働き方改革ＡＷＡＲＤ２０１８受賞

登録販売者

他 株式会社　薬王堂
毎　週

岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第
３地割４２６番地

15人 019-697-2615

不問

2人 018-824-1211

不問
14人 秋田県秋田市

平成31年4月12日～平
成31年11月18日 労災

05010- 7118491

～平成31年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7120591

販売員

○千秋公園売店での売店業務全般のお仕事になります。
・レジ作業
・商品陳列
・接客
・片づけ　
・主力商品としてソフトクリームがあり、その機械の洗浄もして
いただきます。

不問

他 公益財団法人　秋田観光コンベン
ション協会毎　週
秋田県秋田市大町二丁目２－１２

毎　週
秋田県秋田市中通３丁目１－４１

7人 018-833-4211

不問
1,543人 秋田県秋田市

60人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 7069391

普通銀行業務（楢山支
店）

○銀行業務全般、その他内部事務、外訪
・一定期間経過後に必要な資格を取得していただきながら、
　窓口業務や外訪をしていただきます。
＊当初は平成３１年９月３０日までの契約
（以後６ヶ月毎の契約更新です）
働き方改革関連認定企業【くるみん】

【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

土日祝他 株式会社　北都銀行

医療事務・一般事務

○当病院事務部での医療事務業務に従事していただきま
す。
・受付、会計業務
・電話応対、来客窓口対応

不問

日祝 医療法人　小泉病院
その他

秋田県秋田市中通４丁目１－２８

60人 018-833-6371

不問

24人 018-888-8054

不問
28人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7145291

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7062491

事務補助

○各種伝票の整理
・配達済み納品書等の整理
・商品引き取りに来社したお客様対応
・その他、雑務。

＊１年毎の更新になります。

不問

土日祝他 三傳物流　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－８１

毎　週
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１７－５

11人 018-846-0133

不問
90人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010- 7058591

一般事務

○パソコン入力作業による請求書作成及び勤怠管理等を
行っていただきます。

不問

土日祝他 静岡三和梱包運輸株式会社　秋田
営業所

事務兼労務コンサル
ティング補助

○事務
・社会保険・労働保険手続き（電子申請）
・給与計算（クラウドソフト）・助成金申請
○労務コンサルティング補助
・労務相談対応補助・賃金制度の構築
・助成金に関するアドバイス
＊丁寧に研修を行いますので、未経験でも安心です。
＊人とコミュニケーションをとるのが好きな方、新しい方法を考えて提
案するのが好きな方は適任です。
＊当社ＨＰより、仕事の様子をご覧いただけます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 中小企業活性化サポート
毎　週

秋田県秋田市卸町１丁目３－２　秋ト
協ビル２Ｆ

15人 018-853-5005

ワード・エクセル操
作可能な方


パソコン（エクセル・
ワード）の操作がで
きること

14人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7076391

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 社会福祉法人　友愛の園
毎　週

秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
－３３

8人 018-893-3760

平成31年4月4日発行（平成31年4月3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

事務

・請求や支払い事務等
・その他、経理や庶務全般に関する事務

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

2人 1,000円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

5人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所
(2)17時30分～20時00分

日給（時給換算）

3人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時30分～15時30分 就業場所

日給（時給換算）

3人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時30分～15時30分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)15時00分～19時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～13時00分 就業場所

時給

2人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～17時30分 就業場所7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 7116691

積込、ダンプ運転手
（パート）

○当社で行う各種業務に従事していただきます。
［主な業務内容］
　・建物解体工事に伴う、廃棄物の積込み・搬出。
　・活動エリア：秋田県内
　・社用車使用（２ｔ～４ｔ　ＭＴトラック）


中型自動車免許

日祝他 ケン開発　株式会社
その他

秋田県秋田市下新城長岡字毛無谷
地５６－１

7人 018-872-1180

不問

10人 018-867-0702

・調理経験者また
は料理が好きな方
・惣菜調理経験あ
れば尚可

10人 秋田県秋田市

労災
05010- 7085691

雇用・労災
05010- 7084391

お惣菜お弁当の製造

○「おいしいおふくろの味を真心込めて」をモットーに、お惣菜
お弁当の調整をしていただきます。
・フライヤーでの揚げ物、ストーブ前での各種調理を担当して
いただきます。
・料理作りが好きな方には最適です。

不問

他 惣菜広場　秋田まるごと市場店
毎　週

秋田県秋田市卸町２丁目２－７　秋
田まるごと市場内

毎　週
秋田県秋田市御所野下堤２丁目１－
８

22人 018-889-6260

不問
65人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災
05010- 7087491

製造助手（多恵＆要蔵
店）

〇ケーキ、クッキー作りの補助業務に従事します。

［主な仕事内容］
・クッキーの成形
・ケーキの飾りつけ
・卵割り
・計量
・洗い物
・その他関連する業務

不問

月他 株式会社　ジロー洋菓子店

学童保育（小学校）

○小学校の低学年生（１～３年生）の放課後の学童保育を担
当していただきます。
・児童数１０名程度を１人でお世話します。
・自由に遊びや宿題を行う児童の安全を見守ることが主な仕
事になります。



保育士または幼稚
園教諭または教員
免許

土日祝他 御所野幼稚園
毎　週

秋田市御所野元町５丁目１－２

30人 018-826-1005

不問

9人 018-824-1211

不問
14人 秋田県秋田市

平成31年5月9日～平
成31年11月1日 労災

05010- 7124691

平成31年5月9日～平
成31年11月1日 労災

05010- 7123391

接客（秋田犬ふれあい
補助員）

「秋田犬ふれあい事業業務」のふれあい補助員として、千秋
公園の秋田犬ふれあい処で秋田犬と観光客のふれあいの接
客をします。
・その他、秋田犬の簡易的な世話や、開処前の準備や閉処
後の後片付けなどを行います。

不問

他 公益財団法人　秋田観光コンベン
ション協会その他
秋田県秋田市大町二丁目２－１２

その他
秋田県秋田市大町二丁目２－１２

9人 018-824-1211

不問
14人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 7075091

接客（動物取扱責任
者）

「秋田犬ふれあい事業業務」の動物取扱責任者として、千秋
公園の秋田犬ふれあい処で秋田犬と観光客のふれあいの接
客をします。
・その他、秋田犬の簡易的な世話や、開処前の準備や、閉処
後の後片付けなどを行います。

動物取扱責任者

他 公益財団法人　秋田観光コンベン
ション協会

ホール及び調理補助

○ホール及び調理補助業務に従事していただきます。
・スパゲティ等のオーダー
・配膳、食器洗い等後片付け
・調理補助
・その他、付随する業務（レジ操作等）
＊勤務日・時間は相談に応じます。
＊土・日・祝日に勤務できる方希望。
　土・日・祝日のみの勤務でも大丈夫です。

不問

月 有限会社　カンパーナ
な　し

秋田県秋田市山王５丁目１１－１

7人 018-863-8107

不問

150人 06-6368-1020

不問
38,673人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

27060-13128291

雇用
13070-33410691

キッチン・ホールスタッ
フ
（スシロー秋田茨島店）

（キッチンのお仕事）
　・お寿司の調理、調理補助
　・食器の洗浄　・厨房の清掃　など
（ホールのお仕事）
　・お客様を席へご案内
　・注文のお伺い、お会計
　・テーブルの片づけ
※アルバイト未経験の方でも大歓迎です。
※スシローでは幅広い年齢層のスタッフが活躍中！
　みんなで声を掛け合いながら、協力してお仕事をしています。

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

毎　週
東京都世田谷区南烏山１－３０－２

2人 03-6379-9711

美容師又は理容師
30人 秋田県秋田市

1,594人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 7063791

美容師・理容師／秋田
市

美容師・理容師としての店舗業務全般のお仕事です。ヘア
カット、ヘアカラー、シャンプー等の仕事をしていただきます
子育て中のスタッフ等、家庭や家族を第一に考える方の多い
職場です。学校行事や病院等、お子さんやご家族を優先でき
るシフト組みをいたします。練習も就業時間内にでき、残業は
ありません。ブランクのある方も大歓迎です。

美容師免許又は理
容師免許

他 ＡＺ合同会社

看護補助者（パートタイ
ム）

○入院患者の入浴介助業務を行っていただきます。
＊就業時間
（１）０８：３０～１３：００
（２）１３：００～１７：００
　どちらか選択可。
　＊通しの勤務も可能です。ご相談ください。

＊６ヶ月毎の契約更新あります。

不問

他 社会医療法人　明和会　中通リハビ
リテーション病院その他
秋田県秋田市中通６丁目１－５８

270人 018-833-1131

不問

不問
90人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010- 7111291

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
介護職員初任者研
修以上優遇

日他 企業組合　秋田福祉サービス　ふき
のとう金足毎　週
秋田県秋田市金足小泉字潟向８６－
１

24人 018-827-5619

3ページ中 2ページ

平成31年4月4日発行（平成31年4月3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

生活機能向上デイサー
ビス介護職員（パート）

○地域密着デイサービス（９名）において生活機能向上のた
めの介護業務全般を担当していただきます。
・入浴介助・食事盛り付け
・コミュニケーション
・外出レクリエーション
・送迎もあり
・その他付随する業務




職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時00分～15時30分 就業場所

時給

6人 820円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～14時30分 就業場所

雇用・労災
05010- 7059191

毎　週
秋田県秋田市外旭川字待合８３－１

50人 018-868-6522

不問
200人 秋田県秋田市

11人 秋田県秋田市

労災
05010- 7065291

野菜の加工（フレッシュ
センター）

○野菜の袋詰め作業を担当します。
＊野菜のパック詰めなど。
＊就業日数、時間は相談により決定します。
＊週４～５日の勤務（当社カレンダーによる）
＊準社員への昇進あり：求人特記事項欄参照

【　業務拡大のための募集です　】

不問

水日他 株式会社　松紀　フレッシュセンター

清掃スタッフ

○串揚げ店（２５席）の清掃（掃除機、モップ掛け、テーブルふ
き、トイレ掃除、テーブルのセット）に従事していただきます。

＊金曜日、土曜日勤務できる方

不問

日他 株式会社　醍醐
その他

秋田県秋田市大町５丁目４－１５
フェニックスビル１Ｆ

7人 018-824-1386

不問

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 7074191

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　システムアート
毎　週

秋田県秋田市外旭川田中４３－３

7人 018-864-7514

平成31年4月4日発行（平成31年4月3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

配送業務

○配送業務を担当していただきます。
・担当者が準備しているアルミ板（大小あり）、マーキングフィ
ルム、ＬＥＤ球等の商品を配送します。
・エリアは主に秋田市内
・製作業務の補助等あり。
＊配送にはハイエース（ＡＴ車）を使用

℡ 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。



●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．　４月　５日　会社説明会　１０：００～１０：３０　（受付９：５０まで）
　　　　　　　　　　　　※開催場所：ハローワーク秋田２階　大会議室
　　　　　　　　　　　　＜参加予定：ヤマト運輸㈱秋田法人営業支店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【荷受作業(イオンモール秋田内)】※パート＞

『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

時給

1人 1,000円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～13時00分 就業場所
(2)14時30分～18時30分
(3)14時30分～17時15分

時給

1人 1,300円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時30分 就業場所

時給

3人 840円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

5人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,100円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～16時30分 就業場所

時給

1人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 840円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～13時00分 就業場所

829人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7203391

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7211391

特別支援教育支援員

・学習及び発達障がいを有する児童生徒等に対する
　学校生活全般の支援及び学校行事における介助等



＊採用予定日は令和元年５月１日、６月１日、７月１日の
　何れかを予定しています。

不問

土日祝他 潟上市役所
毎　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

毎　週
秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

17人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

829人 秋田県潟上市
～平成32年3月31日

雇用・労災
05010- 7210091

幼稚園教諭（７．５Ｈ）

・就学前の幼児への教育
・園内の環境整備
・その他、付随する業務

＊雇用期間：業務内容により年度毎の更新あり



＊採用予定日は令和元年５月１日、６月１日、７月１日の
　何れかを予定しています。

・幼稚園教諭免許
（必須）
・保育士免許あれ
ば尚可

土日祝他 潟上市役所

幼稚園教諭（５Ｈ）

・就学前の幼児への教育
・園内の環境整備
・その他、付随する業務

＊雇用期間：業務内容により年度毎の更新あり



＊採用予定日は令和元年５月１日、６月１日、７月１日の
　何れかを予定しています。

・幼稚園教諭免許
（必須）
・保育士免許あれ
ば尚可

土日祝他 潟上市役所
毎　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

17人 018-853-5301

不問

17人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

～平成32年3月31日
雇用・労災

05010- 7209291

～平成32年3月31日
雇用・公災・健康・厚生

05010- 7204691

幼稚園教諭補助

・就学前の幼児への教育補助
・園内の環境整備
・その他、付随する業務

＊雇用期間：業務内容により年度毎の更新あり



＊採用予定日は令和元年５月１日、６月１日、７月１日の
　何れかを予定しています。

・幼稚園教諭免許
（必須）
・保育士免許あれ
ば尚可

土日祝他 潟上市役所
毎　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

毎　週
秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

829人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

829人 秋田県潟上市
～平成32年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7215791

介護支援専門員

・要支援認定者等のケアプランの作成及び
　ケアマネジメント業務

＊採用予定日は令和元年５月１日、６月１日、７月１日の
　何れかを予定しています。

介護支援専門員

土日祝他 潟上市役所

保育士（７Ｈ）

○乳幼児の保育
・児童の保育に関すること
・児童の保育に関する書類の作成
・保育環境の整備及び保育室の管理
・児童の安全と健康の管理
・その他、付随する業務

＊採用予定日は令和元年５月１日、６月１日、７月１日の
　何れかを予定しています。
＊雇用期間：業務内容により年度毎の更新あり

・保育士資格（必
須）
・幼稚園教諭免許
あれば尚可

日祝他 潟上市役所
隔　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

829人 018-853-5301

不問

829人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

～平成32年3月31日
雇用・労災

05010- 7214491

～平成32年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7213991

保育士（４．５Ｈ）

○乳幼児の保育
・児童の保育に関すること
・児童の保育に関する書類の作成
・保育環境の整備及び保育室の管理
・児童の安全と健康の管理
・その他、付随する業務

＊採用予定日は令和元年５月１日、６月１日、７月１日の
　何れかを予定しています。
＊雇用期間：業務内容により年度毎の更新あり

・保育士資格（必
須）
・幼稚園教諭免許
あれば尚可

日祝他 潟上市役所
隔　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

毎　週
秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

829人 018-853-5301

不問
829人 秋田県潟上市

18人 秋田県秋田市
～平成32年3月31日

雇用・労災
05010- 7157691

栄養士（７Ｈ）

・保育園給食の栄養管理
・献立作成、発注、支払
・給食提供の衛生管理
・調理もしていただきます。

＊雇用期間：業務内容により年度毎の更新あり

＊採用予定日は令和元年５月１日、６月１日、７月１日の
　何れかを予定しています。

・栄養士資格（管理
栄養士資格あれば
尚可）

土日祝他 潟上市役所

看護職員

○バイタル測定、全身状態の把握、薬の管理、処置全般など
の看護ケアに従事していただきます。　・利用者様の健康診断
実施に当たり、協力医療機関との日程調整や付添など（社用
車使用）　・利用者様が行う作業などの日中活動支援の補佐と
社会見学やレクリエーションへの参加
＊利用者様１９名（就労継続支援Ｂ型施設に２５名）、主として
２０代・３０代の若い方々です。　＊利用者様も含めて明るく
アットホームな職場です。仕事を進めるにあたっては、利用者
様あるいは障がいの態様等について上司が親切丁寧にアドバ
イスします。

看護師または准看
護師
普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

土日祝 社会福祉法人　ゆたか会　つどいの
家毎　週
秋田県秋田市浜田字境川５２番地

8人 018-828-4472

不問

7人 018-836-4555

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・財形
05010- 7155091

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

看護職

○外来患者の診察・処置に関する医師の補助業務をしていた
だきます。
・軟膏処置、外用指導
・お肌の手入れ、化粧指導
・採血、注射
・外用剤等薬の管理

＊しばらく看護業務から離れていた方、皮膚科の経験がない
方も、親切に指導し仕事になれていただいております。
＊ユニホーム、シューズは貸与します。

看護師・准看護師
どちらか

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マック
スバリュ泉店毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

平成31年4月5日発行（平成31年4月4日受付分)　Ｎｏ．１

水日祝 とむら皮ふ科
毎　週

秋田県秋田市手形田中１１－２２

89人 018-888-3222

不問
7,500人 秋田県秋田市

総務代行兼レジ係

・伝票処理、会計処理
・レジ業務
・その他付随する業務

＊制服貸与します。

6ヶ月
雇用・労災

05010- 7254991

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給（時間額換算）

1人 810円～810円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 60歳以上 (1) 9時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～16時00分

時給

1人 825円～825円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～12時30分 就業場所

時給

2人 825円～825円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 825円～825円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 775円～775円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～13時00分 就業場所

時給

2人 775円～775円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 775円～775円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 775円～775円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～13時00分 就業場所

時給

2人 775円～775円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～11時00分 就業場所

時給

3人 775円～775円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

7,500人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 7244391

ガーデニング兼クオリ
ティキーパー担当

・花の陳列及び清掃
・店舗内表示チェック
・鮮度チェック
・その他付随する業務

＊制服貸与します。

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マック
スバリュ泉店毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

89人 018-888-3222

不問

89人 018-888-3222

不問
7,500人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 7243091

6ヶ月
雇用・労災

05010- 7242191

サービスデリ担当

・惣菜部門全般の商品品出し及び製造
・清掃
・その他付随する業務

＊制服貸与します。

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マック
スバリュ泉店毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

89人 018-888-3222

不問
7,500人 秋田県秋田市

7,500人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 7241591

水産担当

・商品の品出し及び商品加工
・清掃・鮮度チェック
・その他付随する業務

＊制服貸与します。

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マック
スバリュ泉店

農産担当

・野菜・果物の品出し
・清掃
・鮮度チェック
・その他付随する業務

＊制服貸与します。

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マック
スバリュ泉店毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

89人 018-888-3222

不問

89人 018-888-3222

不問
7,500人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 7257891

6ヶ月
雇用・労災

05010- 7256791

レジ係（１６：００～２３：３
０）

・レジ業務全般
・清掃、商品整理等
・その他付随する業務

＊制服貸与します。

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マック
スバリュ泉店毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

89人 018-888-3222

不問
7,500人 秋田県秋田市

7,500人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 7255491

レジ係（１４：００～２１：０
０）

・レジ業務全般
・清掃、商品整理
・その他付随する業務

＊制服貸与します。

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マック
スバリュ泉店

レジ係（７：３０～１２：３
０）

・レジ業務全般
・清掃、商品整理等
・その他付随する業務

＊制服貸与します。

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マック
スバリュ泉店毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

日祝他

89人 018-888-3222

不問

4人 018-831-1881

不問
4人 秋田県秋田市

秋田市中通５丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市新屋沖田町７－２

23人 018-828-0008

雇用・労災
05010- 7236391

労災

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7152291

介護事務補助

○介護事務補助
・電話対応、来客対応、請求業務
・ＴＫＣソフトを使用した会計処理補助
・ＰＣでの介護サービスに関する資料作成
　ワード、エクセルソフト使用
・社有車を使用しての通院送迎運転（介護業務なし）

大栄不動産株式会社
毎　週

05010- 7160291

営業事務

○不動産営業に関する業務を担当していただきます。
・来客、電話対応
・契約書作成業務
・当社が管理している物件のご案内及び管理業務
・その他、付随する業務
＊物件案内には社有車（軽自動車・ＡＴ車）を使用します。
＊就業時間（１）（２）から選択

＊お客様のご案内等あることから、明るく対応していただける
方を希望します。

秋田県秋田市雄和田草川字沖村１６
０－１

事務経験１年以上
簿記３級以上あれ
ば優遇（主催団体
問わず）

23人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市パソコン操作（ワー
ド、エクセル）可能
な方

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

他 株式会社　ももさだ

一般事務員

○一般事務職１名募集します。
当社は車を使ってお客様へ大型な工業製品を輸送している会
社です。車両に係る数値の入力（燃費や運賃）、乗務員・内勤
者を含む健康診断の管理、伝票整理、売上のシステム入力、
倉庫の在庫管理等を行なっていただきます。
○待遇
年１回、インフルエンザの予防接種が会社負担で受けられま
す。内勤者は給与・労務管理表が１人１枚あり、自身で残業代
や有給休暇を管理しています。制服、交通費の支給あり。
風通しの良い環境です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　全建
隔　週

4ページ中 2ページ

平成31年4月5日発行（平成31年4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

15人 018-886-2861

早朝品出し

・商品の品出し、値引き
・その他付随する業務

＊制服貸与します。

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マック
スバリュ泉店毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

89人 018-888-3222

不問
7,500人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 7245691

夜間スタッフ

・商品の品出し、値引き
・レジ応援
・その他付随する業務

＊制服貸与します。

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マック
スバリュ泉店

6ヶ月
雇用・労災

05010- 7246991

毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

89人 018-888-3222

不問
7,500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

時給

2人 775円～775円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時00分～11時00分 就業場所

時給

1人 775円～775円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時00分～19時00分 就業場所

時給

1人 775円～775円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 1,470円～1,470円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

時給

10人 950円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 762円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～19時30分 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～15時00分 就業場所

1,200人 秋田県秋田市
4ヶ月

雇用・労災
05010- 7176791

レストランホールスタッフ
「レストランそら」≪パー
ト≫

○２０１９年４月１日　リニューアルＯＰＥＮ
”レストランそら”＜秋田空港ターミナルビル２Ｆ＞

・レストランの店舗業務を担当していただきます。
・ご案内、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。
・その他、付随する業務

不問

他 株式会社　ドリームリンク
その他

秋田県秋田市山王２丁目９－１

8人 018-863-9999

不問

34人 050-5897-1963

不問
200人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 7172391

雇用・労災
05010- 7217291

日常生活アシスタント
（介助）「秋田市・泉北」

○介助サービス利用者の日常生活全般の介助を行います。
・無資格、未経験でもできるようになるまで、一からじっく　り教
えていきます。
・利用者様から指示が出るまでは椅子に座って待機している
　ため、実働は拘束時間より短くなります。
（椅子に座って待機している時間も賃金が支払われます）
・就業場所まで直行直帰となります。

＊日勤・夜勤、両方できる方を希望

不問

他 一般社団法人ＨＫ　介護支援おおが
たその他
秋田県秋田市飯島川端１丁目６－３０

その他
秋田県秋田市豊岩小山字前田表１５
８－３

14人 018-828-9811

不問
23人 秋田県秋田市

23人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 7216891

介護職員（ショートステ
イあゆみの里）【パート】

○生活全般における介助業務を担当していただきます。
・ベット上での起こす介助
　（介助の中で、ベットから起こす介助が多い）
・トイレ、食事、入浴等の介助等
・介護記録の記入（毎日）
・洗濯
・その他、付随する業務
＊入居者２０名を１４名のスタッフで対応します。
※初めての方にも丁寧に指導いたします。
・検食として夕食、朝食あり　・送迎業務はありません。

ヘルパー２級又は
初任者研修修了者
（通勤用として普通
自動車免許あれば
尚可）

他 有限会社　ライフイン国見ノ里

介護職員（グループホー
ム国見ノ里））【パート】

○生活全般における介助業務を担当していただきます。
・ベット上での起こす介助
　（介助の中で、ベットから起こす介助が多い）
・トイレ、食事、入浴等の介助等
・介護記録の記入（毎日）
・洗濯
・その他、付随する業務
＊入居者９名
※初めての方にも丁寧に指導いたします。
（夜勤は状況によって２～３か月後の勤務になります）

ヘルパー２級又は
初任者研修修了者
（通勤用として普通
自動車免許あれば
尚可）

他 有限会社　ライフイン国見ノ里
その他

秋田県秋田市豊岩小山字前田表１５
８－３

9人 018-828-9811

不問

4人 018-893-3786

不問
18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7190991

6ヶ月
雇用・労災

05010- 7249891

販売業務（ＦＡＣＥ：イオ
ン土崎港店）

○バラエティ雑貨「ＦＡＣＥ」にて販売業務に従事していただきま
す。
・雑貨小売の販売業務全般
　ティーンズ向けアクセサリー、バッグ、文具等の店頭販売
・レジ業務
・商品管理等

＊就業時間は９時～１７時の間の６～７時間程度です。　　

不問

他 株式会社　内藤　秋田店
その他

秋田県秋田市御所野地蔵田１丁目１
－１　イオン１Ｆ

毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

89人 018-888-3222

不問
7,500人 秋田県秋田市

7,500人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 7248791

デイリー担当

・デイリー全般の品出し、値引き
・商品整理及び発注
・その他付随する業務

＊制服貸与します。

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マック
スバリュ泉店

インストアベーカリー（１
４：００～１９：００）

・焼き立てパンの製造及び陳列
・清掃
・その他付随する業務

＊制服貸与します。

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マック
スバリュ泉店毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

89人 018-888-3222

不問

不問
7,500人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010- 7247491

不問

他 マックスバリュ東北　株式会社　マック
スバリュ泉店毎　週
秋田県秋田市泉北１丁目１１－７

89人 018-888-3222

平成31年4月5日発行（平成31年4月4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

インストアベーカリー
（６：００～１１：００）

・焼き立てパンの製造及び陳列
・清掃
・その他付随する業務

＊制服貸与します。

給食業務「遥か」【遅番
専任】

○施設内で盛り付け・食器洗浄などの給食業務全般を担当し
ます。
＊平成３１年４月１日新規委託事業所。
＊専属スタッフが丁寧にサポートしますので、未経験者でも安
心して応募ください。

＊契約更新となった場合は、勤務状況等を考慮し１年ごととな
ります。12ヶ月

雇用・労災
05010- 7166991

不問

他 株式会社　秋田キャッスルホテル
その他

秋田県秋田市中通１丁目３番５号

6人 018-834-1141

13人 018-874-7726

不問

不問
450人 秋田県秋田市

生活相談員（調理・管理
人業務）

○生活相談員および関連業務（調理等）に従事していただきま
す。

・調理（昼・夕食）、片付け、厨房管理
・生活相談等の対応、各機関との連絡
・入居者の安否確認、体調観察、外出・外泊等の把握、緊急時
等の対応
・内外の清掃、業者への連絡
・訪問介護サービス利用以外の日常的なケアサポート

不問

他 株式会社　ヴァーベナ
毎　週

秋田県秋田市土崎港西３－８－１６
プラテアＭ１０２号

50人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 7189091

調理員（下新城小学校）

○給食業務全般
（下処理、調理、盛付け、配膳、洗浄）

＊５人体制で７００食前後の調理となります。

不問

土日祝他 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

6人 018-888-1333

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7194291

不問
15,000人 秋田県秋田市

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

2人 870円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)17時00分～23時00分 就業場所
(2)18時00分～23時00分

時給

1人 790円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 922円～922円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～14時45分 就業場所
(2)12時15分～19時00分

時給

1人 922円～922円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～14時45分 就業場所
(2)10時00分～16時45分

時給

3人 790円～790円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 1,150円～1,150円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 7時30分～16時30分 就業場所

時給

2人 1,150円～1,150円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

日雇 不問 (1) 7時30分～16時30分 就業場所

時給

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)14時15分～19時15分 就業場所
(2) 8時00分～13時00分
(3) 8時00分～12時00分

時給

3人 762円～780円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

2人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 4時30分～10時00分 就業場所

5人 秋田県秋田市

労災
05010- 7251091

パンの製造および販売

○パンの製造助手（仕込み等全般的な助手）およびパンの
販売（レジ操作、お客様への対応）を担当していただきま　す。
このほか、
・配達業務
・商品の包装
・厨房内の清掃業務などの付随する業務があります。

＊配達には社用車（ＡＴ車）を使用していただきます。

普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）

月土日 ＭＡＬＴＡ　ＢＡＫＥＲＹ（（株）ＭＡＬＴＡ
ＢＡＫＥＲＹ）毎　週
秋田市旭川新藤田東町５－４

5人 018-834-3830

不問

0人 080-3196-2760

不問
0人 秋田県南秋田郡大潟村

05010- 7185891

～平成31年4月15日

05010- 7159491

農作業（稲の種まき作
業）

○稲の種まき作業

※４／１７（水）～４／１８（木）

※昼食の用意をお願いします。
※休憩時に飲み物をお出しします。

不問

他 佐々木農場
な　し

秋田県南秋田郡大潟村字北１丁目２
－３４

な　し
秋田県南秋田郡大潟村字北１丁目２
－３４

0人 080-3196-2760

不問
0人 秋田県南秋田郡大潟村

829人 秋田県潟上市
～平成32年3月31日

雇用・労災
05010- 7200591

農作業

○稲の種まき補助作業

※４／１５（月）　１日のみ


※休憩時に飲み物をお出しします。

不問

他 佐々木農場

保育補助員

○乳幼児の保育補助業務
・児童の安全と健康の管理
・園内の環境整備（掃除・おもちゃの消毒等）
・その他、付随する業務

＊雇用期間：業務内容により年度毎の更新あり
　
＊採用予定日は令和元年５月１日、６月１日、７月１日の
　何れかを予定しています。

不問

日祝他 潟上市役所
隔　週

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

829人 018-853-5301

不問

23人 018-863-6253

不問
260人 秋田県秋田市

～平成31年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7180391

～平成31年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 7149391

保育補助　「川添保育
所」　　（６Ｈパート）

・乳幼児（０～５歳）の保育補助業務
・保育業務の他、お掃除や雑務もあります

＊園児６５名、保育士２２名


＊契約更新：雇用期間終了後は６か月毎の更新になります。

保育士資格

日祝他 寺内保育所（秋田市役所　子ども育成
課）な　し
秋田県秋田市寺内油田２丁目５－１

な　し
秋田県秋田市寺内油田２丁目５－１

38人 018-863-6253

不問
260人 秋田県秋田市

829人 秋田県潟上市
～平成32年3月31日

雇用・公災・健康・厚生
05010- 7201191

保育補助　「河辺保育
所」　　（６Ｈパート）

・乳幼児（０～６歳）の保育補助業務
・保育業務の他、お掃除や雑務もあります

＊園児４０名、保育士２３名


＊契約更新：雇用期間終了後は６か月毎の更新になります。

不問

日祝他 寺内保育所（秋田市役所　子ども育成
課）

放課後児童クラブ指導
員

○保護者が就労等で昼間家庭にいない小学生児童に対して
育成指導を行う
・子供の健康管理、安全確保
・遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培う
・学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助を行う
・基本的な生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを
行う

＊採用予定日は令和元年５月１日、６月１日、７月１日の
　何れかを予定しています。

不問

日祝他 潟上市役所
その他

秋田県潟上市天王字棒沼台２２６番
地１

他

8人 018-853-5301

不問

20人 018-880-6660

不問
38人 秋田県秋田市

求人番号

有限会社ワタミフードサービス
毎　週

秋田市山王一丁目１２－１７

雇用・労災
05010- 7240291

ホール係

○居酒屋でのホール業務に従事していただきます。
・注文受付
・料理提供
・接客
・レジ業務　等　　　　　　　　　
・その他、付随する業務

＊就業時間（１）（２）については応相談

不問

18人 018-868-5200

大型車の運転経験

4ページ中 4ページ

平成31年4月5日発行（平成31年4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

不問

他 キョウワプロテック　株式会社　秋田
事業所

運転業務及び清掃

○スクールバスの運転業務及び清掃業務を行っていただきま
す。
・スクール会員（お子様）の送迎
・当施設で授業を行うことを提携している保育園、幼稚園、　小
学校への送迎業務（月２～６回程度）
・清掃業務

大型一種免許

水日他 株式会社ＪＳＳ　秋田スイミングスクー
ル毎　週
秋田県秋田市外旭川字四百刈２５－
１

不問
5,200人 秋田県秋田市

500人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010- 7207791

清掃業務　「大森山動
物園」

○園内事務所、施設清掃業務全般に従事します。

・事務所、トイレ、共用部等　園内清掃です。
　（拭く、掃く等）

＊制服貸与します。

株式会社　高橋商事
毎　週

秋田県潟上市飯田川飯塚字妙見９番


毎　週
秋田県秋田市中通４丁目１－２　秋田
スクエアビル３Ｆ

0人 018-801-0911

労災
05010- 7238991

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7170191

解体作業員（本社）

小型家電の解体、分別作業に従事していただきます。
・ストーブ、ボイラー等を電動工具を使って解体
・解体した部品の分別作業（手作業で箱に仕分）
・その他付随する業務

＊経験はなくても仕事は丁寧に教えます。
＊６０歳以上のシニアの方も大歓迎です。

不問

日他

毎　週
秋田県秋田市大町４丁目３－２２

30人 018-888-3333

不問

20人 018-853-9510

不問
69人 秋田県潟上市

30人 秋田県秋田市

労災
05010- 7188191

洗い場・調理補助

○アルバートホテル内厨房での作業をお願いします。
・調理器具、食器等の洗い物および片付け、整理
・調理場の清掃
・盛り付け等、簡単な調理補助
・その他付随する業務

＊朝方からの勤務、立ち仕事になります。

不問

他 株式会社　アルバートホテル



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 2,200円～2,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 1,200円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～12時45分 就業場所

時給

1人 1,300円～1,500円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 1,100円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～12時45分 就業場所

時給

3人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～12時00分 就業場所
(2)14時00分～17時00分
(3)17時00分～19時00分

時給

2人 800円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 800円～1,100円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 770円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

日給（時間額換算）

1人 885円～1,009円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時15分～16時00分 就業場所

16人 018-862-6681

不問
546人 秋田県秋田市

平成31年5月7日～平
成31年8月9日 雇用・公災

05010- 7358391

雇用・労災
05010- 7383391

パートタイム職員（労災
補償課）

○労災保険給付、労災年金などの労災補償業務に関する事
務　補助（簡易な文書作成、点検事務、文書ファイリング、整
理に関する事務補助等）
○電話・窓口の応対
○文書等の収受、発送及び保管に関する事務補助
○その他職員の事務補助

不問

土日祝他 秋田労働局
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－３

毎　週
秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目１
－２－５０

24人 018-852-5558

パソコン操作堪能
な方

24人 秋田県南秋田郡五城目町

11人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7416991

事務・介護補助

○事務・介護補助業務
・電話応対
・パソコン使用（ワード、エクセルを使って書類・表の作成が可
能な方）
・介護ソフト入力
・外勤（行政、金融機関他）社用車使用
・必要に応じて介護員の補助業務
・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 有限会社　ハッピーライフ

一般事務

○事務業務全般
・パソコンを使用しての文書作成
・電話、来客応対
・銀行用務
・雇用保険、社会保険に係る事務
・会社内の清掃　等

＊外出用務は自家用車使用（ガソリン代支給）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 共和建設　株式会社
毎　週

秋田県潟上市天王字コアッコ１３４－
８

11人 018-878-2056

事務経験のある方

4人 018-886-4170

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 7421091

雇用・労災
05010- 7422391

柔道整復師（パート）

○新規整骨院にて柔道整復師の仕事に従事していただきま
す
＊スポーツ患者様が多く、とてもフレッシュでやりがいのある
お仕事です。

＊柔整師４人の内２名体制で業務を行います。

＊制服貸与

柔道整復師

日祝他 有限会社　ボーン
毎　週

秋田県秋田市雄和平沢字金沢７０

毎　週
秋田県秋田市雄和平沢字金沢７０

4人 018-886-4170

不問
5人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

労災
05010- 7388891

鍼灸師（パート）

○新規整骨院にて鍼灸師の仕事に従事していただきます
＊スポーツ患者様が多く、とてもフレッシュでやりがいのある
お仕事です。

＊制服貸与

鍼灸師

日祝他 有限会社　ボーン

歯科助手（パート）

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

＊就業時間
　（１）～（３）各１名の募集
　就業時間・曜日については、希望等要相談。

不問

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

4人 0184-43-2808

不問

118人 018-845-4151

不問
185人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 7349091

労災
05010- 7411591

准看護師（土崎病院）
○外来患者の看護業務を担当します。
・診察の介助
・採血、点滴処置の介助
・健康診断の介助

准看護師免許

土日祝他 医療法人　運忠会
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

毎　週
秋田県秋田市仁井田二ツ屋１丁目３
－４９

12人 018-893-3011

不問
33人 秋田県秋田市

185人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 7351491

看護師、准看護師
（パート）

・ご利用者様の健康状態の把握、対応
・ご利用者様の機能訓練のサポート
・現在の１クラスあたりの利用者は２５名程度です。
　（スタッフ６名で対応）

・口腔機能向上プログラムの実施
・口腔トレーニングのサポート（いずれも研修があります）

＊食事、入浴なしの機能訓練に特化したデイサービスです。

看護師または准看
護師

日他 株式会社ヤマサ興産（ジョイリハ秋田
仁井田）

看護師（土崎病院）

○外来患者の看護業務を担当します。
・診察の介助
・採血、点滴処置の介助
・健康診断の介助

看護師免許

土日祝他 医療法人　運忠会
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

118人 018-845-4151

不問

保健師経験１年以
上

32,969人 秋田県秋田市
平成31年6月1日～平
成31年11月30日 労災

05010- 7346291

保健師免許

土日祝他 富士通　株式会社　秋田オフィス
毎　週

秋田県秋田市山王６丁目１－２４　山
王セントラルビル２階

74人 018-823-5555

平成31年4月8日発行（平成31年4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

保健師

○社員の健康管理に関わる業務全般
・健康指導
・健康管理
・特定保健指導
・データ管理（パソコン使用）
・６カ月毎の契約更新
※勤務日数　月３日
　・秋田オフィス（月２日）　
　・秋田支店（月１日）
　・勤務日は相談の上決定します。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 860円～860円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)17時00分～22時00分 就業場所
(2) 8時30分～22時00分

時給

1人 770円～840円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時15分～16時00分 就業場所

時給

2人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 770円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 850円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時45分～14時45分 就業場所
(2)14時30分～18時30分
(3)10時45分～15時15分

時給

1人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時30分～12時00分 就業場所
(2)15時00分～17時30分

時給

5人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 0時00分～ 9時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分
(3) 9時00分～18時00分

時給

5人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 0時00分～ 9時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分
(3) 9時00分～18時00分

5,000人 秋田県秋田市
2ヶ月

労災
13040-48082091

接客・調理／秋田北店

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務です。
●接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提供、食器の
片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛り付け、洗い物）
●清掃（店頭と店内を清潔に保つお掃除）
※難しい仕事内容ではありません。未経験の方も先輩スタッ
フにより丁寧な研修がありますので安心してご応募下さい。

不問

他 株式会社　北日本すき家
その他

東京都港区港南ニ丁目１８番１号　Ｊ
Ｒ品川イーストビル５階

20人 03-6833-5064

不問

20人 03-6833-5064

不問
5,000人 秋田県秋田市

2ヶ月
労災

13040-48079791

労災
05010- 7384691

接客・調理／秋田東店

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務です。
●接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提供、食器の
片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛り付け、洗い物）
●清掃（店頭と店内を清潔に保つお掃除）
※難しい仕事内容ではありません。未経験の方も先輩スタッ
フにより丁寧な研修がありますので安心してご応募下さい。

不問

他 株式会社　北日本すき家
その他

東京都港区港南ニ丁目１８番１号　Ｊ
Ｒ品川イーストビル５階

毎　週
秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目１
－２－５０

24人 018-852-5558

不問
24人 秋田県南秋田郡五城目町

6,637人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
13110- 8781391

調理員

・介護施設「ハッピーライフあんど」にて調理業務
・朝・夕食１２名分を１名で対応
・昼食２５名分を１名で対応

・買い物等で外出用務あり（自家用車使用の場合あり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　ハッピーライフ

調理・販売／ダイナム
秋田御所野店

パチンコ店に併設されている飲食店内のお仕事
・麺類や丼物の簡単な調理
・接客
・一日の売上確認
・食材の在庫確認など

※調理未経験・パート未経験で始めた方も活躍しています。
※勤務日数・休日などはご相談ください。

【受付番号　３８７】

不問

他 株式会社　日本ヒュウマップ
毎　週

東京都荒川区西日暮里５－１５－７
ダイナム綜合投資ビル３階

22人 03-3802-8166

不問

4人 018-886-4170

不問
5人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 7419891

6ヶ月
雇用・労災

05010- 7412191

マッサージ見習い

○新規整骨院にてマッサージ業務に従事していただきます
＊スポーツ患者様が多く、とてもフレッシュでやりがいのある
お仕事です。

＊制服貸与

＊経験が無くても当院スタッフがサポートします。

不問

日祝他 有限会社　ボーン
毎　週

秋田県秋田市雄和平沢字金沢７０

毎　週
秋田県秋田市仁井田二ツ屋１丁目３
－４９

12人 018-893-3011

不問
33人 秋田県秋田市

166人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010- 7338291

介護職員（インストラク
ター）

○介護予防運動の指導

＊運動プログラムについては研修がありますので、資格・経
験は不問です。


※業務拡大につきスタッフ募集

不問

水日他 株式会社ヤマサ興産（ジョイリハ秋田
仁井田）

入浴介助パート（なぎ
さ）

○介護老人保健施設の入所者（３０名程度）の入浴介助業務
　を担当していただきます。

＊スタッフは６名体制で対応しております。

＊シフトにより月～土曜のうち４日程度の出勤となります。

不問

日他 医療法人　運忠会
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

79人 018-845-4151

不問

1人 0172-88-6433

不問
36人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

02030- 4190791

6ヶ月
雇用・労災

02030- 4189391

紳士服販売員（オー
ナーズガーメント・秋田
オーパ）パート

○秋田オーパ１Ｆにあるオーダースーツ専門店「オーナーズ
ガーメント」において接客販売を中心とした付帯業務全般。

＊東北初出店したお店です。



　　　　　☆★☆★☆　急募　☆★☆★☆

不問

他 オールスパイス　株式会社
その他

青森県弘前市大字桜ケ丘２丁目２－
５

その他
青森県弘前市大字桜ケ丘２丁目２－
５

1人 0172-88-6433

不問
36人 秋田県秋田市

1,543人 秋田県秋田市
～平成31年9月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 7344791

婦人服販売員（アンティ
グラビテ・秋田オーパ）
パート

○秋田オーパ１Ｆにある婦人服ショップ「アンティグラビテ」に
おいて接客販売を中心とした付帯業務全般。

　　　　　　☆★☆★☆　急募　☆★☆★☆

不問

他 オールスパイス　株式会社

普通銀行業務（土崎支
店）

○銀行業務全般、その他内部事務、外訪
・一定期間経過後に必要な資格を取得していただきながら、
　窓口業務や外訪をしていただきます。
　　　　　
＊当初は平成３１年９月３０日までの契約
（以後６ヶ月毎の契約更新です）

不問

土日祝他 株式会社　北都銀行
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目１－４１

15人 018-833-4211

不問

不問
175人 秋田県秋田市

平成31年4月23日～平
成32年3月31日 公災

05010- 7402291

不問

他 秋田刑務所
毎　週

秋田県秋田市川尻新川町１番１号

155人 018-862-6581

4ページ中 2ページ

平成31年4月8日発行（平成31年4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

矯正業務補佐員（電話
受付業務）

・電話受付業務　
　　　平日　１７：００～２２：００（休憩３０分）
　　土日祝　　８：３０～２２：００（休憩６０分）

・その他、付随する業務

＊勤務時間は週１９時間以内です。

＊４日に１回の勤務（４人でローテーションを組んだ
　１勤３休制）になります。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

5人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 0時00分～ 9時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分
(3) 9時00分～18時00分

時給

5人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)12時00分～17時00分
(3)17時00分～22時00分

時給

1人 800円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

時給

5人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 0時00分～ 9時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分
(3) 9時00分～18時00分

時給

5人 880円～880円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 0時00分～ 9時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分
(3) 9時00分～18時00分

日給（時間額換算）

1人 855円～855円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（時間額換算）

2人 914円～914円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

1人 800円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

時給

1人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

170人 018-895-7272

不問
210人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 7335491

労災
05010- 7343491

介護タクシー乗務員

○高齢者の方や、体が不自由で車椅子を利用されている方、
障害をお持ちの方などの移動をお手伝いするお仕事です。

・介護タクシー運転業務
・簡易事務処理

・普通自動車第二
種免許
・介護職員初任者
研修修了（旧ホー
ムヘルパー２級）

他 株式会社　きららホールディングス
きららアーバンパレスその他
秋田県秋田市大町２丁目５－１

毎　週
秋田県秋田市飯島字砂田１０５－３

17人 018-845-4875

不問
17人 秋田県秋田市

15人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 7350991

製造補助

○豆腐製造の補助作業を担当していただきます。
・出来上がった豆腐をパックに詰める作業
・豆腐加工品の揚げ物の製造 不問

火水金日 臨海食品協業組合

パン製造スタッフ（パー
ト）

○パンの梱包、カット、洗い、成形、焼きなど製造全体の
　作業を担当していただきます。

不問

月他 株式会社　スパイラル・エー
毎　週

秋田県秋田市南通亀の町４－１５
ヤマキウビル

5人 018-836-3331

不問

10人 018-886-3320

不問
秋田県秋田市

平成31年5月21日～平
成31年9月27日 公災

05010- 7359691

平成31年5月22日～平
成31年11月8日 雇用・労災

05010- 7369991

基地内環境整備作業
員

○基地内施設周囲の草刈り作業に従事していただきます。
　・令和元年５月２１日～令和元年９月２７日の約５ヶ月間
の勤務です。
　

＊応募締切：４月２４日（水）１７：００
　　　　　　　　　　　　　　郵送または持参（必着）

不問

月土日祝他 航空自衛隊秋田救難隊
毎　週

秋田県秋田市雄和椿川字山籠２３－
２６

毎　週
秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

110人 018-881-3330

不問
110人 秋田県秋田市

5,000人 秋田県秋田市
2ヶ月

労災
13040-48494591

研究補助員（生産環境
部）
アルバイト

○屋外作業
　・ほ場での作物生育調査補助
　・病害虫調査補助（ノートキーパー、用具・資料運搬等）
○屋内作業
　・試料の調製、秤量、分析
　・実験器具の洗浄
＊その他実験補助業務
＊勤務日については、相談のうえ決定します。
【５／２２～１１／８の間で約８４日間の勤務です】

不問

土日祝 秋田県農業試験場

接客・調理／１０５号北
秋田店

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務です。
●接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提供、食器の
片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛り付け、洗い物）
●清掃（店頭と店内を清潔に保つお掃除）
※難しい仕事内容ではありません。未経験の方も先輩スタッ
フにより丁寧な研修がありますので安心してご応募下さい。

不問

他 株式会社　北日本すき家
その他

東京都港区港南ニ丁目１８番１号　Ｊ
Ｒ品川イーストビル５階

20人 03-6833-5064

不問

20人 03-6833-5064

不問
5,000人 秋田県秋田市

2ヶ月
労災

13040-48362291

雇用・労災
05010- 7348191

接客・調理／秋田泉店

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務です。
●接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提供、食器の
片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛り付け、洗い物）
●清掃（店頭と店内を清潔に保つお掃除）
※難しい仕事内容ではありません。未経験の方も先輩スタッ
フにより丁寧な研修がありますので安心してご応募下さい。

不問

他 株式会社　北日本すき家
その他

東京都港区港南ニ丁目１８番１号　Ｊ
Ｒ品川イーストビル５階

毎　週
秋田県秋田市南通亀の町４－１５
ヤマキウビル

15人 018-836-3331

不問
15人 秋田県秋田市

5,000人 秋田県秋田市
2ヶ月

労災
13040-48400891

接客および調理スタッ
フ

○「酒場カメバル」「亀の町ストア」「亀の町ベーカリー」　での
接客、調理を担当していただきます。
・座席への誘導、オーダー受け、料理の提供
・後片付け、食器及び調理器具の洗浄
・レジ会計
・盛り付け　ほか

※配属先により、業務内容が異なります。

不問

月他 株式会社　スパイラル・エー

接客・調理／イオン
モール秋田店

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務です。
●接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提供、食器の
片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛り付け、洗い物）
●清掃（店頭と店内を清潔に保つお掃除）
※難しい仕事内容ではありません。未経験の方も先輩スタッ
フにより丁寧な研修がありますので安心してご応募下さい。

不問

他 株式会社　北日本すき家
その他

東京都港区港南ニ丁目１８番１号　Ｊ
Ｒ品川イーストビル５階

20人 03-6833-5064

不問

不問
5,000人 秋田県秋田市

2ヶ月
労災

13040-48095791

不問

他 株式会社　北日本すき家
その他

東京都港区港南ニ丁目１８番１号　Ｊ
Ｒ品川イーストビル５階

20人 03-6833-5064

平成31年4月8日発行（平成31年4月5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

接客・調理／秋田南店

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務です。
●接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理提供、食器の
片付け）
●調理（料理の簡単な仕込み、盛り付け、洗い物）
●清掃（店頭と店内を清潔に保つお掃除）
※難しい仕事内容ではありません。未経験の方も先輩スタッ
フにより丁寧な研修がありますので安心してご応募下さい。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 825円～825円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1)13時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)23時00分～ 1時00分 就業場所

時給

2人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～ 9時45分 就業場所

時給

2人 950円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時00分～ 9時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

2人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

労災
05010- 7340391

その他
秋田県秋田市向浜１丁目８番３号

13人 018-863-5770

不問
13人 秋田県秋田市

7人 秋田県秋田市

労災
05010- 7404191

産業廃棄物の分別作
業員（建築現場の廃材
等）

○回収した産業廃棄物（建設現場の廃材等）の分別作業
・リサイクルボックスの中を分別し、リサイクルできる物とでき
ない物に分ける作業です。

＊初心者の方でも出来ますので、ご相談ください。

不問

日祝他 株式会社　アーバック

車の洗車

展示車（軽自動車・普通自動車）における洗車業務

＊ブラシ等を使用した手作業になります 不問

月水木土日祝 有限会社　あすなろオートガ－デン
毎　週

秋田市土崎港西三丁目７－３２

7人 018-846-3555

不問

22人 03-3802-8166

不問
6,637人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

13110- 8782691

6ヶ月
労災

13110- 8777791

清掃／ダイナム秋田御
所野店

パチンコ店内の清掃作業
・床清掃
・パチンコ台の拭きあげ
・ゴミ回収
・灰皿清掃
・トイレ清掃など
※お客様を気持ちよくお迎えできる清掃を心掛けていただき
ます。
※勤務日数・休日などはご相談ください。
【受付番号　３８７】

不問

他 株式会社　日本ヒュウマップ
毎　週

東京都荒川区西日暮里５－１５－７
ダイナム綜合投資ビル３階

毎　週
東京都荒川区西日暮里５－１５－７
ダイナム綜合投資ビル３階

12人 03-3802-8166

不問
6,637人 秋田県南秋田郡五城目町

83人 秋田県秋田市
～平成31年4月30日

労災
05010- 7382091

清掃／ダイナム秋田五
城目店

パチンコ店内の清掃作業
・床清掃
・パチンコ台の拭きあげ
・ゴミ回収
・灰皿清掃
・トイレ清掃など
※お客様を気持ちよくお迎えできる清掃を心掛けていただき
ます。
※勤務日数・休日などはご相談ください。
【受付番号　２２９】

不問

他 株式会社　日本ヒュウマップ

清掃業務（ビイ・ギャル
追分店）

○パチンコ店の清掃業務に従事していただきます。
・閉店後の店内の清掃、トイレ掃除、掃除機かけ、遊技台
　拭き等を行っていただきます。

＊月２３日稼働、月４６時間程度の勤務となります。
＊３人１組の作業です。

＊Ｗワークの方も大歓迎します。

不問

他 秋田総合ビル管理　株式会社
その他

秋田県秋田市豊岩小山字狐森３２３
－２

0人 018-853-1323

不問

不問
453人 秋田県秋田市

労災
05010- 7380591

不問

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

3人 018-862-3251

4ページ中 4ページ
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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

清掃業務（ショートステ
イ杏）午後

○「ショートステイ杏（あんず）」の清掃業務に従事していただ
きます。
・居室、廊下の掃き・拭き
・男女トイレ清掃　等

＊１日３時間、２日出勤、２日休みで月１５日程度の勤務で
す。

＊勤務中は、禁煙に対応できる方を希望します。


