
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 315,000円～415,000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 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月給換算）

1人 125,715円～147,900円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時15分 就業場所

月給

1人 260,000円～520,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 193,000円～330,000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00分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

時給（月給換算）

1人 206,830円～254,560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) 8時30分～18時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時00分

月給

1人 154,000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30分～18時30分 就業場所

月給

1人 143,100円～143,100円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,800円～193,600円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 5時30分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～19時30分

月給

1人 164,400円～164,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

37人 018-862-3267

不問
220人 秋田県秋田市

令和元年6月1日～令
和元年9月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9387091

雇用・労災・健康・厚生
13010-59563391

保育士又は保育補助
（第一ルンビニ園）

〇当法人の運営する第一ルンビニ園の利用園児（約１５０名）
の保育業務に従事していただきます。

・おむつ交換、授乳、食事介助など
※保育士は１４名体制で職務を行います。
※９月３０日以降は６か月更新となります。
※保育士又は保育補助としていずれか１名の採用です。


不問

日祝他 社会福祉法人　秋田聖徳会
毎　週

秋田県秋田市旭南１丁目５－６

その他
東京都中央区築地５－５－１２　浜離
宮建設プラザ４階・５階

6人 03-3544-0405

不問
1,200人 秋田県秋田市

158人 秋田県秋田市
～令和2年3月31日

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 9389691

栄養士／秋田市

ショートステイでの栄養事務及び厨房内作業
（発注、事務など。ＰＣ操作あります。）

※朝６０食、昼７０食、夕６０食程度の提供規模を
　１日４～５人体制で行っています。

栄養士

他 日本給食サービス　株式会社

栄養士（準職員）

○入所者の食事に関する業務を担当して頂きます。
・献立の作成（ケアプランの内容にあった献立を作成）
・食材の発注　等

＊調理の業務はありません。
＊管理栄養士もおります。

栄養士

他 社会福祉法人　晃和会
その他

秋田県秋田市太平八田字藤の崎２３
１－３

63人 018-838-2338

不問

9人 018-829-3920

パソコン操作可能
な方

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9397391

令和元年9月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9399991

視能訓練士

・視能訓練士業務及び付随業務
・パソコン操作業務

ＯＲＴ（視能訓練士）

日祝他 おのば眼科
毎　週

秋田県秋田市仁井田字中新田８１

その他
秋田県秋田市広面字近藤堰添５０－
１

10人 018-838-5300

不問
10人 秋田県秋田市

18人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9316491

看護師又は准看護師

○当クリニックにおける看護業務全般を担当していただきま
す。
・診療の介助・処理
・検体準備等
・その他付随する業務

＊糖尿病治療中心のクリニック


看護師又は准看護
師

日祝他 あきた東内科クリニック

看護師（正看・准看）


○人工透析室における看護業務
○外来業務
　
＊１ヶ月に２日～５日程度、２１時までの夜間透析勤務あり（８
時間勤務）

　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　

正看護師又は准看
護師

日祝他 立木医院
その他

秋田県秋田市保戸野鉄砲町１１－２
８

18人 018-866-7722

不問

3人 03-3295-7373

実務経験１年以上
253人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-59875591

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9353091

土木施工管理技術者
／秋田市

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

＊資格はあるが経験が浅い方、資格取得を目指している方も
　歓迎致します。

＊受注が多く、増員募集しております。

＊実績については当社ＨＰをご覧下さい。

必須：普通自動車
運転免許（ＡＴ限定
可）
優遇：１級もしくは２
級土木施工管理技

土日祝 株式会社　エムエーシー
毎　週

東京都千代田区神田司町２－９－１
第一高田ビル３階

毎　週
秋田県秋田市山王２丁目１－４０　田
口ビル４Ｆ

9人 018-863-4575

パソコン操作（エク
セル、ワード等）
ＣＡＤ経験者優遇

495人 秋田県秋田市

55人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9325791

土木設計アシスタント

土木設計の補助作業
・ＡＵＴＯＣＡＤを使用して、橋梁等の構造物図面の作成
　補助
・ワード、エクセルを使用して、書類・報告書の作成補助

不問

土日祝他 セントラルコンサルタント株式会社
東北支社　秋田営業所

木材加工オペレーター

・工場内での木材加工オペレーター業務に従事していただき
ます。
・木材加工機械オペレーター
・ＣＬＴ（直交集成板）の管理技術者
・その他、付随する業務

＊社用車使用（ＭＴ）


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日祝他 大成産業　株式会社　秋田木材加工
センター毎　週
秋田県潟上市昭和大久保字北野武
利子沢７７－７

9人 018-877-3411

不問
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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

電気設備施工管理技
士

○電気設備施工管理技士業務を担当していただきます。
・設計、積算及び現場管理（一般住宅から公共施設等）
・その他付随業務あり

＊就業場所は主に秋田市内で社用車（ＭＴ車）を使用します
＊作業服の貸与あります

１級または２級電気
工事施工管理技士
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　石郷岡電気工業
その他

秋田県秋田市仁井田潟中町７－３

20人 018-839-2139

経験者
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9357491

℡ 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（月給換算）

1人 131,440円～131,440円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～18時15分 就業場所

時給（月給換算）

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) 7時30分～16時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分

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 137,000円～142,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

日給（月給換算）

1人 131,440円～131,440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) 9時30分～18時15分 就業場所
(2) 8時30分～17時15分

日給（月給換算）

1人 144,000円～192,400円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 170,000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 30歳以下 (1) 8時20分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１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30分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

月給

1人 170,000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 59歳以下 就業場所150人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05080- 1331991

店頭販売員（サンク
ゼール・久世福商店／
秋田）【正社員】

～東北出店第１号店です～今話題の食のセレクトショップ
●自家製造のこだわりの調味料や食材の販売業務
　・商品販売・接客業務、食品管理（商品陳列や補充等）
　今話題の安心・こだわり食品のセレクトショップです
　お正月のテレビ番組でも特集紹介されました
　ワインやジャム・パスタ・各種ソース、また日本の各地域
　のこだわり食品に囲まれて、試食・試飲をお客様にして
　もらいながら販売する楽しくオシャレなショップです
※販売業務未経験者の場合：４５歳以下
　（長期勤続によるキャリアアップを図る観点から）

普通自動車運転免
許（ＡＴ車限定可）

他 株式会社　タカヤ
その他

秋田県鹿角市花輪字八正寺１－２
タカヤ旭町オフィス２階

14人 0186-30-0123

不問

21人 018-862-6161

パソコン操作（ワー
ド、エクセル等）

44人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9369591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9355691

水道メーター検針に伴
う処理・調査

○水道サービス事業部に所属し、以下の上下水道局からの
受託業務を行います。
・水道メーター検針に伴う検針データ入力
・検針時の異常水量等の現地調査および報告処理
・止水栓の閉、開栓
・水道使用中止、休止に伴う水道料金の現地精算
・水道使用者からの各種問合せへの対応
・その他

管・土木工事施工
管理士等水道工事
関連資格あれば尚
可／普通自動車免
許（ＡＴ限定不可）

日他 秋田管工事業協同組合
その他

秋田県秋田市山王臨海町３－１８

その他
秋田県秋田市仁井田潟中町７－３

20人 018-839-2139

不問
20人 秋田県秋田市

168人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9343591

経理・労務事務

経理・労務事務全般に従事していただきます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　石郷岡電気工業

経理事務


・経理業務全般
・パソコンを使用したデータ入力作業
・その他付随する作業

不問

土日祝他 ニッポ電工　株式会社
毎　週

秋田県潟上市天王字塩口北野８１－
１

168人 018-878-5151

経理関係の知識の
ある方

103人 018-823-4167
パソコン操作並び
にパソコンを使用し
た文書作成（ワープ
ロ、表計算等）を問
題なくこなせる方

128人 秋田県秋田市
令和元年7月1日～令
和2年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 9358791

令和元年6月1日～令
和元年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9322691

事務補助員（臨時）

○当事務所において、事務補助業務に就いていただきます。
【主な仕事内容】
・パソコンによる書類作成、書類整理。
・来客応対、電話応対等の接遇。
・配属先庶務全般。
・その他事務補助業務

不問

土日祝他 国土交通省　東北地方整備局　秋田
河川国道事務所毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１０－２９

その他
秋田県秋田市山王１丁目１－１

19人 018-888-5429

パソコン操作等の
できる方
（ワード、エクセル
等）

2,532人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9395191

事務補助（千秋美術
館・臨時職員）

○「秋田市立千秋美術館」での事務補助を担当
・書類整理、電話対応等
・展示室内の看視等
・その他、付随する業務

＊年度毎又は６ヶ月毎の更新予定あり

＊勤続勤務１２ヶ月経過後、１ヶ月の雇用中断があります。

不問

他 秋田市役所

一般事務

○一般事務に従事していただきます。
・請求書の発行
・給与計算
・電話応対
・パソコンによる書類作成
・銀行等外出用務（マイカー使用、ガソリン代支給）
・その他、付随する業務

不問

日祝他 株式会社　奈良工務店
その他

秋田県秋田市新屋豊町１－３０

3人 018-823-7264

パソコン入力程度

4人 018-862-7716

パソコン操作可能
な方

25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9394591

令和元年6月1日～令
和2年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9347691

事務職

・電話や来客の対応
・書類作成（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ使用）
・その他、付随する業務

＊まれに外出用務あり（マイカーまたは社用車使用）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ヨシモリ
毎　週

秋田県秋田市寺内蛭根三丁目２４－
２２

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

1,415人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9327291

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）

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

医師事務補助（地域医
療連携部人間ドック担
当）

○主に人間ドック事務全般を担当していただきます。
・人間ドック利用者の応対
・パソコン入力業務（検査値入力等）
・簡単な事務作業
・予約対応、請求処理
・電話対応
・その他付随する業務有り
＊人間ドック利用者の対応がメインとなります。
＊明るく応対できる方を希望します。

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

不問
2,532人 秋田県秋田市

令和元年6月1日～令
和元年11月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9321391

不問

他 秋田市役所
その他

秋田県秋田市山王１丁目１－１

19人 018-888-5429

5ページ中 2ページ

令和元年5月14日発行（令和元年5月13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

案内・看視（千秋美術
館／臨時職員）

○「秋田市立千秋美術館」にて案内・看視業務を担当してい
ただきます。
・美術館内の受付、来館者対応
・展示室内の看視等
・その他付随する業務

＊年度毎又は６ヶ月毎の更新予定あり

＊勤続勤務１２ヶ月経過後、１ヶ月の雇用中断があります。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,000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30分～18時30分 就業場所

月給

3人 170,000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 不問 (1) 7時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～19時00分
(3)10時00分～20時00分

月給

1人 180,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

1人 180,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

1人 180,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

1人 180,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

1人 180,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

1人 140,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～40歳 (1) 3時00分～12時30分 就業場所

月給

1人 220,020円～281,050円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所
(2) 9時00分～17時45分

3人 018-832-0315

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 9393291

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9400091

営業（ルートセールス）
【トライアル雇用併用求
人】

＊農業機械や農業機械部品の販売営業を行って頂きます。
　主な営業形態として、秋田県内のＪＡ（農協）を中心に
　法人を対象としたルートセールスです。
　商品知識や実際の営業活動については先輩社員が懇切丁
寧に指導致します。

＊社用車あり
＊営業エリア：秋田県全域
＊２０１９年４月の新規開設に伴う募集です
　　　　　　　≪急募≫

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 三ツ星ベルト販賣　株式会社　秋田
営業所毎　週
秋田県秋田市牛島東三丁目１番８６
号

隔　週
秋田県秋田市外旭川字待合２８

21人 018-869-5471

不問
21人 秋田県秋田市

73人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010-12172891

営業および販売

・鮮魚及び加工品等の仕分け、積荷、配達（１．５ｔまたは２ｔ車
を使用）

・商談、発注、販売など

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　秋田東水

＃ａｕ＃ＵＱ＃スタッフ
＃販売＃接客＃未経
験者ＯＫ＃秋田市

◆主に、スマホ・タブレットの販売です。専用タブレットを見ながらの
説明のため難しい知識がなくても大丈夫です。接客の研修も充実し
ていますので未経験者でも安心してご応募ください。
◆社内旅行で、海外にも行きます。
◆キャリアアップ出来ます。
◆正社員募集（パートも可能です）
◆スタッフ同士で協力しあえる楽しい職場です。
◆【１日の流れ】９：３０出社。９：３０～朝礼で店内の情報共有を行い
ます。１０時～接客。１２時から交替でお昼休憩。１３時～接客。１８：
３０退社になります。

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

6人 019-626-1200

不問

12人 019-626-1200

不問
73人 岩手県盛岡市

雇用・労災・健康・厚生
03010-12171791

雇用・労災・健康・厚生
03010-12167091

＃ａｕ＃ＵＱ＃販売＃接
客＃未経験者ＯＫ＃岩
手＃秋田

◆主に、スマホ・タブレットの販売です。専用タブレットを見ながらの
説明のため難しい知識がなくても大丈夫です。接客の研修も充実し
ていますので未経験者でも安心してご応募ください。
◆社内旅行で、海外にも行きます。
◆キャリアアップ出来ます。
◆正社員募集（パートも可能です）
◆スタッフ同士で協力しあえる楽しい職場です。
◆【１日の流れ】９：３０出社。９：３０～朝礼で店内の情報共有を行い
ます。１０時～接客。１２時から交替でお昼休憩。１３時～接客。１８：
３０退社になります。

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

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

73人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010-12166191

＃ＵＱスポット＃販売＃
接客＃未経験者ＯＫ＃
秋田市＃御所野

◆主に、スマホ・タブレットの販売です。専用タブレットを見ながらの
説明のため難しい知識がなくても大丈夫です。接客の研修も充実し
ていますので未経験者でも安心してご応募ください。イオンモール秋
田内でのお仕事です。
◆社内旅行で、海外にも行きます。
◆キャリアアップ出来ます。
◆正社員募集（パートも可能です）
◆スタッフ同士で協力しあえる楽しい職場です。
◆【１日の流れ】９：３０出社。９：３０～朝礼で店内の情報共有を行い
ます。１０時～接客。１２時から交替でお昼休憩。１３時～接客。１８：
３０退社になります。

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

＃ａｕショップ＃御所野
＃販売＃接客＃未経
験者ＯＫ＃秋田市

◆主に、スマホ・タブレットの販売です。専用タブレットを見ながらの
説明のため難しい知識がなくても大丈夫です。接客の研修も充実し
ていますので未経験者でも安心してご応募ください。
◆社内旅行で、海外にも行きます。
◆キャリアアップ出来ます。
◆正社員募集（パートも可能です）
◆スタッフ同士で協力しあえる楽しい職場です。
◆【１日の流れ】９：３０出社。９：３０～朝礼で店内の情報共有を行い
ます。１０時～接客。１２時から交替でお昼休憩。１３時～接客。１８：
３０退社になります。

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

6人 019-626-1200

不問

6人 019-626-1200

不問
73人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010-12165591

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 9332491

＃ａｕショップ＃仁井田
＃販売＃接客＃未経
験者ＯＫ＃秋田市

◆主に、スマホ・タブレットの販売です。専用タブレットを見ながらの
説明のため難しい知識がなくても大丈夫です。接客の研修も充実し
ていますので未経験者でも安心してご応募ください。
◆社内旅行で、海外にも行きます。
◆キャリアアップ出来ます。
◆正社員募集（パートも可能です）
◆スタッフ同士で協力しあえる楽しい職場です。
◆【１日の流れ】９：３０出社。９：３０～朝礼で店内の情報共有を行い
ます。１０時～接客。１２時から交替でお昼休憩。１３時～接客。１８：
３０退社になります。

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

その他
秋田県秋田市山王中園町３－１１

4人 018-823-2171

不問
49人 秋田県秋田市

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9391791

ガソリンスタンド販売員
（秋田天徳店）

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

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（危険物乙種４類あ
れば尚可）

他 カメイ　株式会社　秋田支店

自動車販売

○自動車店頭販売業務に従事していただきます。
・来店されたお客様の案内・接客応対
・電話応対
・内装や外装の掃除
・その他付随する業務

＊販売は現在３名で行っています。未経験の方にはマンツー
マンで教育・研修しますので、安心してご応募ください。

普通自動車免許
（ＡＴ不可）

火他 株式会社　ガレージＫＥＮ
その他

秋田県秋田市新屋元町４－３３

8人 018-874-9744

不問

不問
3人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9359891

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　カースポット秋田
その他

秋田県潟上市天王字持谷地１２５－
８

3人 018-878-5841

令和元年5月14日発行（令和元年5月13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

自動車販売及び整備
員

・自動車販売
・自動車整備、鈑金、塗装
・納車引き取り
・陸運支局への車検業務
・その他、付随する業務

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 151,600円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

2人 180,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時00分～20時00分 就業場所
(2)12時00分～22時00分

月給

1人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所
(2)12時00分～21時30分

時給（月給換算）

1人 137,600円～146,200円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

2人 167,000円～167,000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 就業場所

月給

1人 172,000円～205,300円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 140,000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30分～18時30分 就業場所

月給

1人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

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

月給

3人 172,000円～272,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

月給

1人 130,000円～130,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 130,000円～130,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

5ページ中 4ページ

令和元年5月14日発行（令和元年5月13日受付分)　Ｎｏ．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

介護職員

○地域密着型特別養護老人ホームの介護職員として、入居
者（定員２９名）への介護業務全般を行って頂きます。
・入浴、食事、排泄等の介助、レクレーションの実施
・その他、付随する業務
・社用車使用
・夜勤、月３～４回程度


令和元年6月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9386191

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　はまなす会　特別養
護老人ホーム　ラソ茨島その他
秋田県秋田市茨島６丁目１７番１１号

28人 018-853-0266

4人 018-884-3275

調理経験者

不問
130人 秋田県秋田市

不問

他 合名会社　扇屋

調理（和食扇屋）

○「和食扇屋」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

＊（１）（２）シフト制
＊賄い付き、制服貸与
＊６０歳以上の方、歓迎いたします

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

不問
30人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9344191

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

＊（１）（２）シフト制
＊賄い付き、制服貸与
＊６０歳以上の方、歓迎いたします（経験者）

日本給食サービス　株式会社
その他

東京都中央区築地５－５－１２　浜離
宮建設プラザ４階・５階

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

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13010-59558491

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9350291

調理補助／秋田市

ショートステイでの調理業務全般です。

・仕込み
・調理
・衛生管理　など

※朝６０食、昼７０食、夕６０食程度の提供規模を
　１日４～５名体制で行っています。

不問

他

50人 018-865-0001

不問

6人 03-3544-0405

不問
1,200人 秋田県秋田市

不問

土日 フジフーズ株式会社　秋田工場

ナイトフロント（契約社
員）

○フロント業務全般に就いていただきます。
【主な仕事内容】
・チェックイン・チェックアウト
・館内の案内
・電話予約の受付
・館内および利用中の浴場および脱衣所の見まわり
・その他付随する業務
＊土・日・祝日勤務可能な方
＊雇用期間：本人の勤務状況等により６カ月毎の更新
＊正社員登用制度あり

不問

他 株式会社　二十二　天然温泉　ホテ
ルこまちその他
秋田県秋田市卸町１－２－３

不問
8,500人 秋田県秋田市

172人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9349491

製造社員

・冷凍食品製造に係わる製造作業全般及び製造工程管理、
材料管理。
・調理作業
・包装作業
・材料管理
・凍結作業
・その他付随する業務

株式会社　ガレージＫＥＮ
その他

秋田県秋田市新屋元町４－３３

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－３６

110人 018-888-9970

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9392891

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9342291

自動車整備

○一般自動車点検・整備

・内装や外装の掃除
・オイル交換やタイヤ交換など
・お車の引き取り

＊未経験の方には初歩から丁寧に指導します。実務経験を
　積んで、自動車整備士の資格取得も可能です。
（費用は会社負担）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

火他

3人 018-823-7264

パソコン入力程度

8人 018-874-9744

不問
8人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
中型・大型免許
いずれか必須

他 ジェイロジスティクス　株式会社

生コンクリート試験係

○生コンクリートの製造に関する試験・検査業務等を担当し
ていただきます。
・骨材の試験
・生コンクリートの製品試験
・現場への外出時は社用車（軽トラック等・ＭＴ）使用

＊仕事は入社後丁寧に指導します。
＊入社後、各種資格を取得し、技術を身に着けていただきま
す（費用は会社負担）。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　奈良工務店
その他

秋田県秋田市新屋豊町１－３０

不問
1,003人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9396091

ドライバー

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

＊全車パワーゲート装備
＊就業時間は、表示の時間の中で複数あり

＊福山通運のグループ会社です。
＊女性ドライバーも活躍している職場です。

株式会社　ビーエスエー
その他

秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０－７（七曲工業団地内）

その他
秋田県秋田市御所野湯本４丁目２－
１

178人 018-826-1002

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9323991

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9320091

４ｔトラック運転手（本社
営業所）

○各種車両による長距離運転業務に従事していただきます。
・４ｔウイング車による関東方面への長距離運転業務となりま
す。
・積み荷は一般貨物・精密機械など
・荷物の積み込み・積み下ろしあり（手積み）

＊賃金額は運行手当（時間外労働分含め）をあわせた場合
　月額２１０，０００円～２９０，０００円の支給実績と
　なっております。

中型自動車免許（８
ｔ限定可）

日祝他

その他
秋田県秋田市河辺戸島字七曲台１２
０－７（七曲工業団地内）

19人 018-881-1071

大型トラック運転業
務経験者（年数不
問）

19人 018-881-1071

不問
41人 秋田県秋田市

41人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9324491

大型トラック乗務員（本
社営業所）

○大型トラックによる主に関東方面への輸送業務に従事して
いただきます。
・荷物の積み込み・積み下ろしあり
・その他、付随する業務

大型自動車免許

日祝他 株式会社　ビーエスエー



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 235,000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 45歳以下 (1) 8時00分～16時30分 就業場所

月給

1人 208,300円～208,300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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 205,000円～255,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 235,000円～365,000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

5ページ中 5ページ

令和元年5月14日発行（令和元年5月13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

運転手（配送係）

○２ｔ、４ｔトラックを運転し日用雑貨品の配送業務に従事
　していただきます。
・積み込み、荷降ろし作業
・その他付随する業務

＊配送先は秋田県内スーパー及びホームセンターです。
＊４ｔトラックはアルミバンを使用します。

中型自動車免許（８
ｔ限定可）【ＡＴ限定
不可】：必須
（大型免許あれば
尚可）

他 有限会社　アスカ物流
その他

秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
６４

26人 018-880-6088

不問
38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9348991

左官工

・左官およびタイル工事、他
・会社が指示する工事作業全般
・一般住宅の外壁工事がメイン
・社用車使用


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 ブルック　株式会社
その他

秋田県秋田市卸町５丁目１－３５

6人 018-863-8797

左官工事実務経験
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9339391

建設現場での設備技術
スタッフ

○建設現場等での現場作業
・給排水工事
・冷暖房工事
・重機オペレーター（資格なくても応募可）
・社用車使用
・其の他、付随する作業

　

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 ケイエス有限会社
隔　週

秋田市土崎港北３丁目１９－２２

7人 018-857-2411

現場経験者
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9346391

電気工事士

○屋内電気配線工事に従事していただきます。
・一般住宅から公共施設等の電気設備が主な業務です。
・その他、付随する業務あり。

＊就業場所は主に秋田市内で社用車（ＭＴ車）を使用します
＊作業服の貸与あります



第１種または第２種
電気工事士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　石郷岡電気工業
その他

秋田県秋田市仁井田潟中町７－３

20人 018-839-2139

経験者
20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9356991

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。

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

　

　
　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の午前１０時～１２時と午後２時～４時にそれぞれ
　　開催します。（午後開催のみ●で表示していますので、お間違えのないようお願いします）
　　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．　５月１４日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　２．　５月１５日　㈱イースリー【電気工事及び設備工事補助】
　３．　５月１６日　㈱秋田キャッスルホテル【ホテル内食器洗浄、病院・介護施設の給食業務　他】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　４．　５月１７日　㈱シンワ「拓稜ハウス土崎南」【介護職員】
　５．　５月１７日●㈱へいあん秋田【会員ｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ、ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ、典礼ｱｼｽﾀﾝﾄ　他】
　６．　５月２０日　㈱虹の街【介護支援専門員、看護師、介護員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　７．　５月２０日●(社福)昭和ふくし会「特別養護老人ホーム昭寿苑」【介護職員】
　８．　５月２１日　西武　秋田店【化粧品販売メンバー】
　９．　５月２２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）】
１０．　５月２３日　国際タクシー㈱【タクシー乗務員】　※６０歳以上応募歓迎！
１１．　５月２４日　㈱全建【平ボデー乗務員、大型ウイング乗務員、一般事務員】
　

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



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～228,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 301,060円～528,780円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 260,000円～500,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 200,200円～300,300円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 154,800円～154,800円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 160,000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45分～18時45分 就業場所

月給

2人 135,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

2人 160,000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45分～19時00分 就業場所
(2) 8時45分～16時15分

月給

1人 130,000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～18時00分 就業場所

月給

1人 132,100円～160,200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～18時00分 就業場所

28人 018-877-7110

不問
403人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9518291

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9510191

医療事務「南秋田整形
外科医院」

○事務員として従事していただきます。
・電話応対、来苑者の窓口応対
・利用料金の窓口処理
・レセプト請求
・備品管理
・会議資料作成
・書類整理　等
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

他 医療法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

毎　週
秋田県秋田市仁井田二ツ屋１丁目３
番４４号

5人 018-831-3911

パソコン操作（特にレ
セプトコンピュータ）
医療事務経験者優遇

5人 秋田県秋田市

0人 秋田県秋田市

05010- 9506991

調剤薬局事務

○調剤薬局事務全般に従事します。
（主な仕事内容）
・薬局における受付業務
・パソコンによる処方箋入力
・伝票入力、整理
・保険請求事務、患者対応
・他、薬局への小分け業務（マイカー使用）
・雑用（掃除等）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 ハーモニー薬局

医療事務兼看護助手
【新規開業職員】

○子どもの心専門医院で下記の業務を行っていただきます。
・受付・患者様対応・親御様対応・診療介助補助
・会計・診療報酬計算・院内整理・院内清掃　等

＊９月開業の子どもの心専門のクリニックです。
＊子ども達に優しく対応でき、協調性をもって取り組めるス
タッフを歓迎します。
＊土曜日と祝日は勤務日です。

不問

水日他 秋田こどもの心と発達クリニック
毎　週

秋田県秋田市土崎港中央４丁目１０
－１８

0人 000-000-0000

不問

17人 018-824-1081

パソコン入力
（建設業関連事務
経験者優遇）

130人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9505691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9492091

一般事務

電話応対、データ入力、見積書作成等の一般事務

※建設業関連事務経験者優遇

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 秋田運送　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字水口１５５－
１

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央４丁目５－
５３

9人 018-845-0313

不問
9人 秋田県秋田市

3人 秋田県秋田市
～令和2年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9565991

歯科衛生士（正社員）

○歯科衛生士業務に従事していただきます。
・歯科治療のアシスタント
・口腔衛生指導、歯科予防措置
・老人保健施設、特別養護老人ホームの訪問診療補助
・企業、学校の健診補助
・その他付随する業務

　歯科衛生士

土日祝他 小澤歯科醫院

分析補助（秋田市八
橋）

○主に水質の分析補助
・分析装置や器具を使用した分析業務
・器具の洗浄、容器などの運搬
・海上での海水の採水など

不問

土日祝 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

0人 018-838-0350

不問

275人 018-877-7110

不問
403人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9596391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9538391

システムエンジニア【正
職員】

【主な仕事内容】
・サーバーのメンテナンス
・電子カルテ、レセコン、システムの保守・管理、ＬＡＮ構築、インター
ネット接続・設置等
・機器のメンテナンス修理、訪問修理、操作説明（社用車使用／ＡＴ
車）
・ネットワークシステム、セキュリティシステムの設計・設定
・電話対応
・社内でのリモート操作、パソコン作業、整理整頓
・その他付随する業務

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
（基本情報技術者
以上尚良し）

他 医療法人　正和会
その他

秋田県潟上市昭和大久保字街道下
９２－１

毎　週
秋田県秋田市泉中央６丁目４－２７
島英ビル２階

4人 018-838-0731

土木工事の積算業
務３年以上
または、国交省工
事の経験３年以上

140人 秋田県秋田市

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-32319591

土木技術者（積算技
術）

○官公庁が発注する工事の数量の取りまとめや設計図書の
　作成を行う業務です。
・数量計算書の作成
・設計図面の作成
・積算資料の作成
＊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。ソフトの使用方法は指導します。
＊社用車使用

２級土木施工管理
技士以上
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　スタッド　東北支店　秋田
営業所

土木技術者（現場監督
員）［秋田市／横手市
／大仙市］

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

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

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　メイジン
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
８　第１日本オフィスビル７階

87人 022-224-6841

施工管理経験者
ＰＣ操作（エクセル・
ワード）

令和元年5月15日発行（令和元年5月14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

業務用エアコンの設置
工事技術者（未経験者
募集）

【一から指導します】
・ビル、工場、病院などの空調設備設置工事及びメンテナン
スを行います。まず、先輩社員が一から指導します。
・今いる社員の多くが未経験からスタートして、本物の技術者
になっています。
・業務用空調設備のスペシャリストを一から養成する会社で
す。
・資格取得も積極的に応援しています。
・本物の技術を身につけたい人を募集します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 河村空調テクニカルズ　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川八柳３丁目８－
１８

19人 018-868-5528

不問
19人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9509891

℡ 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 147,735円～147,735円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 285,910円～285,910円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

月給

10人 175,500円～219,500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 45歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
(3)13時00分～22時00分

月給

10人 150,500円～179,500円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)11時00分～20時00分
(3)13時00分～22時00分

月給

3人 150,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

3人 150,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

2人 155,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 3時30分～13時00分 就業場所

月給

1人 230,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 39歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 155,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

日給（月額換算）

1人 148,190円～148,190円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

3人 195,600円～245,700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 40歳以下 (1) 8時45分～17時45分 就業場所
(2)10時15分～19時15分

秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9519591

美容師（スタイリスト：Ｖ
ＯＹＡＧＥ　ＡＫＩＴＡ）

○美容師（スタイリスト）
・シャンプー、カット、パーマ、カラー等の美容師業務全般を担
当していただきます。
・その他、付随する業務あり

＊サロン独立支援制度あり

　【賃金欄　その他の手当補足】
「指名売上におけるインセンティブあり」

美容師免許

火他 株式会社　ＲＢ　ａｄｖａｎｃｅ
その他

秋田県秋田市中通一丁目３－２４

3人 018-853-9174

不問

950人 018-884-6010

1,400人 秋田県秋田市

200人

令和元年6月1日～令
和3年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9501591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9589391

技術系スタッフ（胚培養
士）【産婦人科】

産婦人科において次の業務に従事していただきます。
・胚培養士業務（胚培養、採卵、移植補助、顕微鏡受精）
・日本産婦人科学会の生殖医療登録業務
・産科婦人科学講座における実験補助

※胚培養士の資格取得を目指している方も歓迎します。

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

土日祝 秋田大学医学部総務課
毎　週

秋田県秋田市本道１－１－１

毎　週
秋田県秋田市広面字昼寝２３－２

8人 018-853-8211

不問
8人 秋田県秋田市

80人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9585291

歯科受付・事務

○受付および医療事務の業務に従事していただきます。
・医療情報管理の諸手続き
・物品、薬品の発注
・歯科助手業務も行っていただきます。
・データ集計、管理


＊制服を貸与いたします。
＊パソコンができる方を優遇いたします。

不問

水日祝他 かず歯科クリニック

森永牛乳の人気宅配
商品のＰＲ営業

○一般家庭中心に森永の宅配商品を紹介し注文をいただく仕事で
す。
・お客様のニーズのヒアリング→ご要望に応じたサンプルの提供→
ご注文。
・営業の他発注やピッキングなどの商品管理等
・契約に対するノルマはありません。日々目標を持ち活動していただ
きます。定期的なキャンペーンによりリベートや
　インセンティブ支給があり、モチベーションが保てます。
・男女問わず全店で会話が楽しめる人が活躍しています。
・社有車使用（軽、ＭＴ車）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日他 株式会社南山デイリーサービス　秋
田店毎　週
秋田県秋田市桜２－１６－２３


10人 0178-44-3218

不問

55人 018-869-5311
パソコン操作（ワー
ド、エクセル、表計
算の基本入力操
作）
営業経験者優遇

78人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9508791

雇用・労災・健康・厚生
05011-  682491

営業販売

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

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 丸水秋田中央水産　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字待合２８

毎　週
秋田県男鹿市船越字内子８９番地

505人 0185-22-6300

不問
505人 秋田県男鹿市

505人 秋田県男鹿市

雇用・労災・健康・厚生
05011-  681991

精肉販売員

○精肉部門の業務を担当します。
・スライサー作業
・パック詰め
・値付け
・発注
・商品陳列　等
※就業場所は３店舗のいずれかになります。
※経験者優遇、未経験者でもやる気のある方歓迎
　　　　　　　　　　　　　「働き方改革関連認定企業」

不問

他 株式会社　アマノ

鮮魚販売員

○鮮魚部門の業務を担当します。
・身卸し、刺身作成
・パック詰め、商品陳列
・値付け
・発注
・値入れ　等
※就業場所は３店舗のいずれかになります。
※経験者優遇、未経験者でもやる気のある方歓迎
　　　　　　　　　　　　　「働き方改革関連認定企業」

不問

他 株式会社　アマノ
毎　週

秋田県男鹿市船越字内子８９番地

505人 0185-22-6300

不問

9,662人 022-264-3447

不問
9,662人 青森県青森市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-32287991

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-32285391

地域限定勤務総合職
（接客、販売）［北東北］

店舗での接客、販売を基礎として、売場管理や数値コント
ロールを行っていただきます。地域のお客様の暮らしを「より
楽しくより豊かに」をモットーに、総合職担当者を募集します。
詳しくは会社説明会にてお伝えします。

不問

他 イオンリテール　株式会社　東北カン
パニーその他
宮城県仙台市青葉区中央３丁目３－
３　三丸ビル５階

その他
宮城県仙台市青葉区中央３丁目３－
３　三丸ビル５階

9,662人 022-264-3447

不問
9,662人 青森県青森市

25,822人 秋田県秋田市
令和元年8月1日～令
和2年6月30日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9494691

東北エリア勤務総合職
（接客、販売）［北東北］

店舗での接客、販売を基礎として、売場管理や数値コント
ロールを行っていただきます。地域のお客様の暮らしを「より
楽しくより豊かに」をモットーに、総合職担当者を募集します。
詳しくは会社説明会にてお伝えします。

不問

他 イオンリテール　株式会社　東北カン
パニー

損害保険の事故に関す
る損害調査・賠償交
渉、各種相談対応等

○損害保険事故対応業務全般（電話対応を含む）
・保険金サービス部門での
　賠償交渉
　損害調査
　書類作成　など

　事故相談など損害保険の事故に関する調査・賠償交渉・各
種相談対応などを行う業務のため、社会経験を有する方を希
望

普通自動車免許／
ＡＴ限定可

土日祝他 損害保険ジャパン日本興亜　株式会
社　秋田保険金サービス課毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバース秋田ビル４階

018-883-0350

45人 018-862-8441

不問

不問
1,035人 秋田県秋田市

○損害保険・生命保険の一般事務
・契約書類の整理
・電話での顧客対応　等

＊勤務状況により、月給制社員、さらに正社員（エリア社員・
転勤なし）への登用可能性があります。

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9532791

不問

土日祝他 損保ジャパン日本興亜保険サービス
株式会社　秋田支店毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバース秋田ビル５階

7人

胚培養の経験があ
る方（胚培養士業
務の経験がある方
もしくは実験動物の
配偶子及び初期胚
の操作経験のある
方）

4ページ中 2ページ

令和元年5月15日発行（令和元年5月14日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

一般事務【損保・生保
代理店事務】



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

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

1人 150,100円～208,400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) 9時15分～18時15分 就業場所
(2)14時00分～23時00分

月給

1人 150,100円～208,400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)11時00分～20時00分 就業場所
(2)14時00分～23時00分

月給

2人 215,000円～215,000円
就業場所

正社員 TEL
フレックス 企業全体

雇用期間の定めなし 44歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所
(2) 6時00分～ 0時00分

月給

1人 264,500円～264,500円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)22時00分～ 8時00分 就業場所

月給

1人 264,500円～264,500円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1)22時00分～ 8時00分 就業場所

月給

1人 170,000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)13時00分～22時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 184,800円～323,400円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

月給

2人 180,000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 40歳以下 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 155,000円～165,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

72人 018-882-2161

不問
72人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 9597691

雇用・労災・健康・厚生
09050- 2812291

畜産食料品製造

○下記の業務を担当していただきます。
・肉畜（豚、牛等）の解体処理業務（集荷された肉畜を枝肉に
仕上げる）
・枝肉及びカットされた部分肉（豚肉、牛肉）の販売、管理業
務

＊いずれの業務も、熟練した監督指導者が設備の取扱およ
び衛生、品質管理を指導いたします。

＊制服貸与します。

不問

土日祝 株式会社　秋田県食肉流通公社
毎　週

秋田県秋田市河辺神内字堂坂２－１

毎　週
栃木県足利市伊勢町３－４－５

2人 0284-64-9837

不問
40人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9490591

製造　（秋田）

　シャッターの製造

・溶接、切断、加工、組立等作業
・その他関連業務有り

＊作業内容経験は問いません。指導して行きます。溶接や
　製造作業等について一連の流れ等が理解できているか方
　は賃金面で優遇します。

不問

土日祝他 株式会社ニューイースト

建築板金工

○建築板金業における屋根貼り及び関連業務
・雨どいの付け替え
・外壁材を使っての家の外壁貼り
＊５ｍ以上の高所作業あり
＊現場は主に秋田市内
＊社用車使用（ＭＴ車）


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 ユタカ工業
その他

秋田県秋田市添川字地の内１４９－
９

2人 018-835-3467

不問

65人 018-865-7111

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

65人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9503091

～令和元年12月31日
雇用・労災・健康・厚生

13040-61409091

ホテルスタッフ

○一定期間の段階を踏みながらホテル業務全般に精通して
　いただきます。
○フロント業務全般
・来客対応、電話応対、予約受付及び入力
・チェックイン、アウトの手続き、宿泊精算業務、レジ
・客室状況確認、売上確認、顧客データ入力
・その他、付随する業務

不問

他 株式会社　イーホテル秋田
その他

秋田県秋田市大町２丁目２－１２

毎　週
東京都港区港南２－１８－１　　ＪＲ品
川イ－ス卜ビル５Ｆ

30人 0120-129-073

不問
7,000人 秋田県秋田市

7,000人 秋田県秋田市
～令和元年12月31日

雇用・労災・健康・厚生
13040-61407591

和風飲食店での深夜時
間帯契約社員／秋田
土崎港店

和風牛丼とうどんの「なか卯」の夜時間帯管理責任者です。
金銭管理やシフト作成もお任せします。
 不問

他 株式会社　なか卯

和風飲食店での深夜時
間帯契約社員／ラウン
ドワン秋田卸町店

和風牛丼とうどんの「なか卯」の夜時間帯管理責任者です。
金銭管理やシフト作成もお任せします。
 不問

他 株式会社　なか卯
毎　週

東京都港区港南２－１８－１　　ＪＲ品
川イ－ス卜ビル５Ｆ

30人 0120-129-073

不問

29人 03-5651-8701

不問
7,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-60810591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9496491

サービス（フード）（秋田
トピコ店）

「はなまるうどん店舗」にて、店舗運営管理全般をお任せしま
す。研修後、店舗勤務の経験を経て、店長をお任せする予定
です。

※既卒の方、積極的に採用。

不問

他 株式会社　はなまる
その他

東京都中央区日本橋箱崎町３６番２
号　１８階

その他
秋田県秋田市中通６丁目１－１３

22人 018-835-1187

不問
350人 秋田県秋田市

350人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9495991

レストラン接客サービス

○結婚式も行うフレンチレストランの接客サービスのお仕事で
す。
・料理、ドリンクのサービスやお客様のご案内、お見送り
・結婚式での新郎新婦様のご案内
・結婚式や宴会でのサービス責任者
・その他会場設営など付随する業務

※働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 株式会社　イヤタカ

結婚式や宴会での接客
サービス

○結婚式や宴会を行う「パーティーギャラリー　イヤタカ」での
接客サービスのお仕事です。
・料理、ドリンクのサービスやお客様のご案内、お見送り
・結婚式での新郎新婦様のご案内
・結婚式や宴会でのサービス責任者
・その他会場設営など付随する業務

※働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 株式会社　イヤタカ
その他

秋田県秋田市中通６丁目１－１３

142人 018-835-1187

不問

不問
41,738人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 27060-17884391

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

令和元年5月15日発行（令和元年5月14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

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。

℡ 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 195,000円～375,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 133,000円～133,000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 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 133,000円～133,000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 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 151,980円～158,600円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 157,200円～173,600円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 178,800円～192,800円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3人 135,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 158,000円～158,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時30分～14時15分 就業場所

日給（月額換算）

2人 172,800円～324,000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

日給（月額換算）

1人 239,000円～286,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 181,000円～211,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 137,600円～137,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 7時30分～16時30分 就業場所

05010- 9535591

お菓子の包装及び製造
補助

・お菓子を手作業または機械で袋詰めにし、シールを貼る。
・取引先に配達・発送するお菓子を準備する。
・お菓子の原料を機械に流したり、機械から出てきたお菓子
をとる。

※正社員への登用制度あります。

不問

水日 株式会社　杉山壽山堂
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反２３３
－１９９

15人 018-823-5185

不問

4ページ中 4ページ

18人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生

令和元年5月15日発行（令和元年5月14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

空調設備工事、修理及
び保守メンテナンス技
術者及び見習い

○主に三菱電機冷熱品のサービス及び空調設備工事、修
理、保守等に従事していただきます。
・担当業務地は秋田市及び秋田県内になります。
（移動は機材を積み込み社有車使用）
・弊社は空調機器、設備の先端技術作業をメーカーと共に
　施行しております。
・空調技術者免許の習得、国家試験などに関心があり、やる
気のある方を募集しております。
＊試用期間は４か月です。 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9487991

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

土日他 有限会社　菱冷設備
毎　週

秋田市飯島字坂道端１２－１９

5人 018-845-4786

13人 018-827-3522

不問
5人 秋田県秋田市

中型自動車免許
（８トン限定可）
準中型免許
小型移動式クレー
ン、玉掛あれば尚
可

３ｔ、４ｔトラックドライ
バー【ユニック車】

〇住宅資材の配送です。
・配送先は秋田県内全域です。
・業者は１社固定の配送業務。

＊小型移動式クレーンや玉掛の資格のない方は、会社の規
定　により取得制度があります。

他 三協運輸　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市河辺和田字下石川１７
７番地３

260人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9587191

４ｔトラック冷凍車ドライ
バー

〇コンビニエンスストアーの配送です（食品、雑貨類一式）
・秋田県内全域、１９店舗を３コースに分割しコース交代制
　の配送となります。
・１つのコース約６店舗を担当し県南、県北、秋田市内～
　本荘のコース担当制配送です。

中型自動車免許
（８トン限定可）
準中型免許

他 三協運輸　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市河辺和田字下石川１７
７番地３

13人 018-827-3522

不問
260人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9591891

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9588091

４トンユニック運転手

○ユニック運転手として勤務していただきます。
【仕事内容詳細】
・４ｔユニック車にて、東北一圏へ鋼材、資材、鉄骨を運搬して
いただきます。
・クレーンで資材の積み下ろしをしていただきます。
・その他付随する業務あり。

＊作業着、ヘルメット等貸与します。

日他 株式会社　今野運輸　秋田営業所

17人 018-845-1200

不問

17人 018-845-1200

90人 秋田県秋田市

旧普通自動車免許
又は新中型自動車
免許
玉掛技能者
小型移動式クレー
ン資格

その他
秋田県秋田市土崎港相染町字沖谷
地１５０－２

大型免許・玉掛免
許・牽引免許

日他 株式会社　今野運輸　秋田営業所

大型運転手

○大型運転手として勤務していただきます。
【仕事内容詳細】
・大型平車にて、東北圏内および関東方面へ鋼材、資材、重
　機部材、鉄骨を運搬していただきます。
・シート掛け、荷締め等の作業
・その他付随する業務

大型自動車免許
玉掛技能者

日他 株式会社　今野運輸　秋田営業所
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字沖谷
地１５０－２

不問
90人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9594191

トレーラー運転手

○トレーラー運転手として勤務していただきます。
【仕事内容詳細】
・トレーラーにて、東北一圏および関東方面へ鋼材、資材、
　重機部材、鉄骨を運搬していただきます。
・その他付随する業務あり。

秋田運送　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字水口１５５－
１

その他
秋田県秋田市土崎港相染町字沖谷
地１５０－２

17人 018-845-1200

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9504391

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9593591

機械器具等の搬入据
付作業員

○建設現場、工場での機械等の搬入・据え付け作業

＊主に秋田県内でのグループ作業となります
＊入社後、必要な資格を費用会社負担で取得できます

＊賃金はその他手当等を含め
　　１８０，０００～２５０，０００円以上

普通自動車免許以上
（ＡＴ限定可）
その他建設関係資格
あれば尚可（特記事
項欄参照）

日祝他

142人 018-835-1187

不問

17人 018-824-1081

不問
130人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 株式会社　イワテック　秋田支店

ビルメンテナンス

○次のようなビルメンテナンスの職務に従事していただきま
す。

・施設の保守管理
・館内点検業務
・館内の清掃業務
・駐車場での案内

※働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

他 株式会社　イヤタカ
毎　週

秋田県秋田市中通６丁目１－１３

不問
42人 秋田県秋田市

350人 秋田県秋田市
～令和2年3月20日

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 9497791

現場作業員

○建設現場や一般住宅等の足場設置および解体等に従事し
ていただきます。
・足場の組立および解体作業（高所作業あり）
・資材の積み降ろしおよび運搬
・その他、解体工事等に付随する業務


＊現場は主に秋田市内およびその近郊です。
＊２ｔトラックの運転業務あり
　　　　

有限会社　藤工
その他

秋田県秋田市仁井田字大野１８２－
１

その他
秋田県秋田市御所野堤台１丁目５番
１－４号

6人 018-889-9056

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9560591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9489791

建設作業員

○フェンス工事・カーポート工事、エクステリア工事に伴う
　現場作業に従事していただきます。

＊現場は秋田県全域となり、会社に集合し社用車に乗り合わ
　せて現場に移動します。

＊未経験の方には丁寧に指導いたします。


普通運転免許（ＡＴ
限定不可）

日他

毎　週
秋田市卸町３丁目１－２２

31人 018-863-6111

パソコン基本操作
できる方（必須）

13人 018-839-2800

不問
13人 秋田県秋田市

31人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9561191

倉庫業務

○倉庫内における製品の入出庫及び管理業務（ＰＣ使用）
・２０ｋｇ程度の重量物もあります（薬品等）

＊試用期間：２ヶ月（期間中　日給６，４００円）

不問

土日祝他 株式会社　中央科学



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 230,000円～280,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 196,707円～240,352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15分～17時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 132,500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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 132,500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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 130,000円～140,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 7時30分～16時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

15人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9655791

看護師
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　メディカルリーフ
（訪問看護ステーション　すみれ）毎　週
秋田県秋田市保戸野千代田町１３－
４１　アイリフォームビル２Ｂ号室

6人 018-853-5575

令和元年5月16日発行（令和元年5月15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

看護師（訪問看護）

○訪問看護・在宅支援業務に従事していただきます。
・ケアプランや利用者様の主治医の指示書に基づいて、療養
　のお世話、医療措置を行います。

＊基本的に１人で訪問していただきます
（１日４～５件程度　）
＊訪問先は秋田市内です（社用車使用：軽ＡＴ車）
＊制服貸与
＊雇用開始は随時です

医療系スタッフ（看護
師）（臨床研究支援セン
ター）

〇臨床研究支援センターにおいて、次のような業務に従事し
ていただきます。

・治験業務にかかる患者対応とスケジュール管理
・医師への支援業務
・他部門との調整業務

　働き方改革関連認定企業【くるみん】

看護師免許

土日祝他 秋田大学医学部総務課
毎　週

秋田県秋田市本道１－１－１

950人 018-884-6010

不問
1,400人 秋田県秋田市

令和元年7月1日～令
和3年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9683091

臨床検査技師

○患者さんの生理検査及び検体検査に従事していただきま
す。

＊就業時間
　（１）火・木・金曜日の勤務
　（２）月・水・土曜日の勤務（休憩なし）



臨床検査技師免許

日祝他 中込内科医院
な　し

秋田県秋田市八橋本町３丁目１－５

8人 018-862-1564

３年以上勤務経験
者

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9657291

映像制作スタッフ

○ＴＶＣＭ、ＤＶＤ等の企画・演出コンテ、ロケハン、撮影、編
集映像制作全般に係る業務。
・ＨＤ、４Ｋ収録による高画質映像撮影、３軸ジンバル、ドリー
撮影、空中・水中ドローン撮影、遠隔リモート撮影等の特機使
用の撮影業務、ライブストリーミング中継、ＡｆｔｅｒＥｆｆｅｃｔｓ、Ｐｒｅ
ｍｉｅｒｅを使用した映像編集。映像コンテンツの全制作工程を
習得できる現場主義の職場です。
＊詳細は弊社ホームページにて必ず確認してください。
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｏｒａｐａｎｔｓ．ｃｏ．ｊｐ／

不問

他 株式会社　トラパンツ
その他

秋田県秋田市旭北栄町１－４６

28人 018-883-1909

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9692391

３ＤＣＧエンジニア

○Ｍａｙａ、３ｄｓＭａｘ等を使用した３ＤＣＧ映像制作業務。
・モデリング、マテリアル設定、テクスチャ制作、ライティング、
アニメーション制作等。
・映像制作における３ＤＣＧ映像パートの制作。
・実写撮影では表現できない映像演出でＴＶＣＭ、ＤＶＤ等の
映像を制作します。
＊詳細は弊社ホームページにて。（必ず確認してください）
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｏｒａｐａｎｔｓ．ｃｏ．ｊｐ／

不問

他 株式会社　トラパンツ
その他

秋田県秋田市旭北栄町１－４６

28人 018-883-1909

不問
30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9684391

一般事務

○一般事務として下記業務に従事して頂きます。
・専用Ｗｅｂシステムによる販売管理データ入力
・販売関連データのパソコン入力（エクセル使用）
・電話応対
・雑務

＊試用期間：３ヶ月間（その間、条件変更なし）

不問

日祝他 株式会社　松紀
その他

秋田県秋田市外旭川字待合２８

24人 018-869-5566

不問
230人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9699591

一般事務補助（臨時職
員）本庁＜６／１～７／
３１＞

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。


不問

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

1,540人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市
令和元年6月1日～令
和元年7月31日 雇用・公災

05010- 9677691

一般事務補助（臨時職
員）本庁

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり

不問

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

1,540人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市
令和元年6月1日～令
和元年11月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 9678991

一般事務補助（臨時職
員）本庁＜７／１～８／
３１＞

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。


不問

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

1,540人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市
令和元年7月1日～令
和元年8月31日 雇用・公災

05010- 9680291

一般事務補助（臨時職
員）本庁＜７／１～９／
３０＞

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。


不問

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

1,540人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市
令和元年7月1日～令
和元年9月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 9681591

℡ 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 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 132,804円～132,804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

3人 155,400円～156,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 25歳以下 (1) 9時00分～18時30分 就業場所
(2)10時30分～20時00分

月給

1人 159,000円～185,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 160,000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25分～17時00分 就業場所

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

1人 150,000円～150,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～13時00分 就業場所
(2)13時00分～20時00分
(3) 6時00分～20時00分

日給（月額換算）

2人 134,400円～154,560円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

3ページ中 2ページ

令和元年5月16日発行（令和元年5月15日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

一般事務補助（臨時職
員）
【東部市民サービスサ
ンター】

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力　　　・その他、付随する業務
＊本庁との連絡業務等で外出する場合があります
　公用車使用（ＡＴ車）
＊屋外での作業もあります
　職員に同行し建物、道路等の修繕の補助を行います
＊仕事内容は慣れるまで教えます
＊雇用期間：６ヶ月毎の更新あり（最長２年）

令和元年6月1日～令
和元年11月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 9685691

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

15人 018-888-5429

18人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる方
接客業の経験者
レジ操作の経験者

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）＊
運転可能な方

土日祝 秋田市役所

一般事務補助　（臨時
職員）　【新屋ガラス工
房】

○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］
・施設案内、販売業務（レジ操作）、窓口対応、電話対応等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務
＊仕事内容は慣れるまで教えます。
＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり
【土・日・祝日の勤務が可能である方】

不問

火他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市

2,532人 秋田県秋田市
令和元年6月1日～令
和元年11月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 9688791

一般事務補助　（臨時
職員）　【南部市民サー
ビスセンター】

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり（最長２年）

秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

15人 018-888-5429

令和元年6月1日～令
和元年11月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 9691091

令和元年6月1日～令
和元年11月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 9689891

一般事務補助　（臨時
職員）　【市場管理室】

○一般事務補助業務に従事していただきます。
［主な仕事内容］
・文書作成、書類整理、窓口対応、電話対応　等
・パソコンを使用してのデータ入力
・その他、付随する業務

＊仕事内容は慣れるまで教えます。

＊雇用期間：６ヶ月以内毎の更新あり

不問

土日祝

976人 018-829-5000

Ｗｏｒｄ，Ｅｘｃｅｌが出来
る方　　　　　　
＊入力業務の他、表
作成などができる程
度であれば尚可

7人 018-888-5429

パソコン操作（一太
郎、エクセル）の操
作、入力のできる
方

2,532人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　ファイブフォックス

薬剤部業務補助者（事
務員）

○薬剤部内の業務補助を行います。
※薬剤師の指示に従い伝票整理、入力業務を行います。入
力する機器は独自システムの機器ですが、ワード、エクセル
　が出来る方であれば可能です。
・その他、薬剤師の補助業務を行います。

＊令和元年６月１日以降随時雇用開始となります。

不問

土日祝他 秋田赤十字病院
毎　週

秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
２２２－１

不問
3,851人 秋田県秋田市

976人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9703291

コムサプラチナ／西武
秋田店／販売正社員

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

有限会社　ボナペティ
その他

秋田県秋田市大町１丁目３－１７

その他
東京都渋谷区千駄ヶ谷３－６０－７

4人 03-3478-2811

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9664891

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13070-45861091

パン販売員（ボナペ
ティ・パン工房ボーヌ）

○ボナペティ・パン工房ボーヌでのパンの販売および配達が
主な業務です。
・販売…レジ・包装等の接客、商品の陳列等　
・配達…秋田市内の販売店（２ヵ所）

○調理又はパン製造の補助をします。
○その他、付随する業務（清掃、洗浄など）　　　　
＊配達は社用車を使用します。（ＡＴ・バン）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他

2人 019-696-3465

不問

8人 018-866-3583

不問
10人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部

営業スタッフ（秋田営業
所）

当社秋田営業所において、下記業務を行っていただきます。
・ユニッククレーンの販売営業（トラックディーラー訪問活動）
・ゴミ収集車（塵芥車）の新車及び中古車販売
　（トラックディーラー及び清掃業者への既存客訪問活動）
＊営業範囲は秋田県全域
＊社用車を使用

＊将来的には所長の業務を担って頂きたいと考えております

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 ユニック北東北販売　株式会社
その他

岩手県盛岡市手代森５地割１９番地
９

不問
9,200人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 03010-12373591

料理長候補［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。
調理を中心に、アルバイトの教育や衛生管理、オリジナルメ
ニューの開発など調理業務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。

特定非営利活動法人ラ・シャリテ
毎　週

青森県青森市第二問屋町３丁目３－
３１

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

雇用・労災・健康・厚生
02010- 7631891

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-32793991

管理人兼調理補助（シ
ルバーピュア秋田）

サービス付高齢者向け住宅内における入居者（３２名程度）
の入居手続き及び調理補助
・共同部分の清掃
・宅急便等、荷物の仕分け
・電話応対
・入居者の見学対応
・現金出納帳の管理
・契約対応　等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【６０歳以上】

介護職員初任者研
修修了者、又はヘ
ルパー２級以上

他

その他
秋田県秋田市寺内字大小路２０７－
２８

64人 018-846-5731

　簡単なパソコン操
作あり

5人 017-739-6541

不問
120人 秋田県秋田市

64人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9658591

葬祭ホールスタッフ

○葬祭スタッフとして葬儀のお手伝いを行います。
　参列者の方のご案内や会場内のホールスタッフとして仕事
　をしていただきます。

＊未経験者の方でも応募可能です。
　入社後、丁寧に指導いたします。
＊就業場所は、シフトにより当社各会場となります。
（日によって異なります）
＊社用車使用（ＡＴ車、車種様々）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ジェイエイ秋田葬祭セン
ター



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 160,000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25分～17時00分 就業場所

月給

1人 157,150円～184,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 30歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 148,944円～152,368円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 170,000円～210,000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30分 就業場所

月給

1人 140,500円～189,500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)10時00分～18時45分 就業場所
(2) 2時00分～10時45分

令和元年5月16日発行（令和元年5月15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

トラック架装・板金・塗
装（秋田営業所）

当社において、下記業務を行っていただきます。
・トラックボデー塗装、修理
・ユニッククレーンの架装、修理
・トラック鈑金、溶接
・塵芥車の点検、修理
・上記に係るサービス営業

＊事前の職場訪問可能です。お電話下さい。

雇用・労災・健康・厚生
03010-12371891

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 北日本建機工業　株式会社
その他

岩手県盛岡市手代森５地割１９番地
８

1人 019-696-2400

19人 018-880-5366

不問

不問
35人 秋田県秋田市

【必須】普通自動車
運転免許（ＡＴ限定
可）

土日他 株式会社フレアス

アルミサッシ組立・建築
資材
配送


・アルミサッシの組立、
・県内の建材店、工務店、及び建設現場への配達
・商品は主にアルミサッシ、室内建具、トイレ、キッチン、　洗
面等々、他、建築資材
＊重さは最大４０ｋｇ程度
＊１．５ｔ～２．０ｔトラック（ＭＴ車）を使用
＊倉庫掃除

準中型自動車免許

日祝他 株式会社　秋田ビルテック
その他

秋田市土崎港穀保町１３０－１

不問
680人 秋田県秋田市

24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9698291

ドライバー（運転手）【秋
田市】在宅マッサージ
師の運転代行

【ドライバー】視覚障がいをもったマッサージ師がご利用者様
宅や施設へ訪問する際の運転代行、移動の介助、書類作成
の補助業務をお願いします。訪問件数は１日１０件程度、日
中の業務になります。マッサージ師が利用者様宅や施設で施
術を行っている最中は社内で自由にしていただいて構いませ
ん。
◆視覚障がい者の介助方法などは入社時にマンツーマンで
お教えしますのでご安心ください。
◆マイカーの持ち込みもＯＫです（社用車を用意しておりま
す）

秋印　株式会社
その他

秋田県秋田市外旭川字一本木８０－
４

毎　週
東京都渋谷区初台２ー５－８　西新
宿豊国ビル２Ｆ

22人 0120-938-841

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9666591

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

13070-45886191

倉庫作業者

○定温・冷蔵倉庫における食料品等の入出庫作業及び在庫
管理業務に従事していただきます。
・フォークリフトでの荷役作業
・入庫時及び出庫時の作業
　（受け入れ、検品、仕分け、出荷）
・在庫管理作業

※１年間の雇用期間終了後、正社員登用制度あります。

不問

日祝他

その他
秋田県横手市卸町８－１４

17人 0182-32-3670

不問

26人 018-869-7890

不問
135人 秋田県秋田市

354人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05060- 2798091

倉庫内作業員

◇倉庫内での荷役作業

・常温及び冷凍冷蔵倉庫内での仕分け作業

・商品の入出庫管理

・入出庫に伴うフォークリフト荷役

・普通自動車免許
・フォークリフト免許

日祝他 ヨコウン　株式会社

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。

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

　

　
　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の午前１０時～１２時と午後２時～４時にそれぞれ
　　開催します。（午後開催のみ●で表示していますので、お間違えのないようお願いします）
　　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．　５月１６日　㈱秋田キャッスルホテル【ホテル内食器洗浄、病院・介護施設の給食業務　他】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　２．　５月１７日　㈱シンワ「拓稜ハウス土崎南」【介護職員】
　３．　５月１７日●㈱へいあん秋田【会員ｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ、ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ、典礼ｱｼｽﾀﾝﾄ　他】
　４．　５月２０日　㈱虹の街【介護支援専門員、看護師、介護員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　５．　５月２０日●(社福)昭和ふくし会「特別養護老人ホーム昭寿苑」【介護職員】
　６．　５月２１日　西武　秋田店【化粧品販売メンバー】
　７．　５月２２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）】
　８．　５月２３日　国際タクシー㈱【タクシー乗務員】　※６０歳以上応募歓迎！
　９．　５月２４日　㈱全建【平ボデー乗務員、大型ウイング乗務員、一般事務員】
１０．　５月２７日　㈱ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ【見積・申込書受付業務、受付ｽﾀｯﾌ、英語対応ｽﾀｯﾌ】
１１．　５月２７日●㈱ｼﾞｪｲｴｲ秋田葬祭ｾﾝﾀｰ（ＪＡ葬祭ﾚｾﾞｰﾙ）【ｾﾚﾓﾆｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（営業職）】
　

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



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

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　履歴書いらずで、手ぶらでＧＯ!!

                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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．　５月１７日　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：㈱プレステージ・インターナショナル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【受付スタッフ、英語対応スタッフ、見積・申込書受付業務】＞

　２．　５月２０日　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

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

3人 230,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

月給

1人 200,000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～19時00分 就業場所

月給

1人 105,000円～145,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 176,000円～176,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

1人 210,000円～240,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 202,000円～225,000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

時給（月額換算）

8人 154,800円～189,200円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 7時00分～23時00分 就業場所
(2) 9時00分～21時00分

時給（月額換算）

3人 154,800円～189,200円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 就業場所

時給（月額換算）

3人 154,800円～189,200円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 7時00分～23時00分 就業場所
(2) 8時00分～20時00分

時給（月額換算）

7人 154,800円～189,200円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9731391

不問

他 北海道レストラン　ルンゴカーニバル
秋田店毎　週
秋田市高陽幸町８－２３

25人 018-893-6266

令和元年5月17日発行（令和元年5月16日受付分)　Ｎｏ．１

5ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

ホール　及び　店長候
補業務

・接客、オーダー受付、調理や調理補助、シフト管理等、各マ
ネジメント業務、人材育成等、イベント発案、仕入業務、計数
管理等

＊上記業務からライフプランに合わせて担当する業務を決定
しお願いします。

＊独立暖簾分け制度あり。暖簾分け後は北海道の仕入れ先
や　メニューを提供します。

歯科衛生士

○衛生士業務（ＰＭＴＣ、スケーリング、ＴＢＩ等）に従事してい
ただきます。

※衛生士専門個室ユニット完備

＊研修制度あり。
＊制服貸与します。

歯科衛生士免許

木日祝他 アルヴェたかのはし歯科
毎　週

秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センターアルヴェ４階４－６

6人 018-837-1280

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9718491

歯科衛生士

○当院において歯科衛生士業務に従事していただきます。
・予防処置　・保健指導　・診療補助
・カルテの用意　・患者の誘導
・診療器具の用意、洗浄、消毒
・院内の清掃　等
・その他、付随する業務

＊白衣貸与

歯科衛生士

木日祝他 すがわら歯科医院
毎　週

秋田県秋田市雄和石田字中大部５０
－５

2人 018-881-0808

不問
2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康
05010- 9729291

栄養士（秋田市）

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

栄養士免許
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

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

7人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-12547491

介護支援専門員（ケア
マネージャー）

○看護小規模多機能型居宅介護支援事業所「笑咲」での介
護　業務に従事していただきます。
・アセスメントの実施、ケアプランの作成。
・要介護認定に関する業務、生活相談支援。
・定期的利用者への訪問。
・関係機関との連携調整
・その他、付随する業務
※社用車使用（軽自動車、ＡＴ車）
※マイカー使用時はガソリン代支給

介護支援専門員
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　インフィニート笑咲
その他

秋田県秋田市添川字地ノ内９７－４４


28人 018-807-0132

不問
28人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9740691

幼稚園講師

○４歳児の教育を担当していただきます。

＊産休・代替教員　　　　　　　　　　　　　　　　


幼稚園教諭必須
＊保育士資格あれ
ば尚可

土日祝他 学校法人見真学園　こまどり幼稚園・
保育園毎　週
秋田県秋田市横森５丁目１－２９

49人 018-834-0968

幼稚園等で１年以
上

49人 秋田県秋田市
令和元年9月1日～令
和2年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9796191

車両に関わる受付業務

○ご契約者様のお車のトラブルに対し、受付・サービスのご
提供をしていただくお仕事です。
・付随業務として、専用システムへの入力も有り
・未経験からスタートした方がほとんどで、研修もしっかり行い
ますので安心して働けます。
・ノルマも一切ございません。

不問

他 株式会社　プレステージ・ヒューマン
ソリューション　秋田支店毎　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
電話対応スキル

16人 秋田県秋田市
～令和元年7月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9757691

コインパーキングのお
問合せ受付

○コインパーキングご利用者様から、トラブルが発生した際
に、手配等のご案内をしていただくお仕事です。
・研修もしっかり行ってからの受付となりますので、ご安心くだ
さい。
・未経験からスタートされた方、多数おります。
・ノルマは一切ございません。

不問

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

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力が可能な方

16人 秋田県秋田市
～令和元年7月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9758991

お客様対応受付

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

不問

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

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・
入力が可能な方

16人 秋田県秋田市
～令和元年7月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9759491

自動車保険業務（加
入・更新受付）

○ディーラーからの自動車保険の新規加入や更新時の受付
業務。
○保険申込書の作成サポート業務
○その他、付随業務として専用端末入力業務あり

・業務拡大により、７月１日～の就業となりますので、多数の
方と一緒にスタートできます！！
・ノルマは一切ございません。
・未経験からスタートされた方、多数おります。

不問

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

5人 018-888-9343

基本的なＰＣ操作・入
力・検索が出来る方
電話対応スキル

16人 秋田県秋田市
令和元年7月1日～令
和元年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9760291

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 170,000円～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

2人 131,000円～131,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 124,000円～124,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

日給（月額換算）

1人 139,230円～139,230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）

2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

時給（月額換算）

1人 124,800円～140,400円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～12時15分

月給

1人 145,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～17時30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 128,000円～152,000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

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

2人 145,600円～145,600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

5ページ中 2ページ

令和元年5月17日発行（令和元年5月16日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

一般事務

○タクシー会社の一般事務です。

・売上の計算
・日報の整理
・書類作成
・電話応対　　など

＊業務に慣れてきたら、配車の仕事をしていただくことがあり
ます（１時間に３本程度）。 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9723391

不問

他 浮田産業交通　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋町字渋谷地９６－
１４

31人 018-888-9600

35人 018-823-8150

不問

不問
31人 秋田県秋田市

不問

他 秋田市役所

一般事務

○一般事務の業務に従事していただきます。
・注文の受注業務（電話、ファックス、コンピューター）
・商品の注文業務（電話、ファックス）
・パソコンを使用しての伝票作成、請求票作成、入金処理
・事務室内の清掃
・その他付随する業務

不問

日祝他 株式会社　マルヨ食品
その他

秋田県秋田市外旭川字三千刈１５３

不問
2,544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- 9739191

展示解説、受付及び事
務補助（臨時職員）

・資料館の展示解説、受付及び事務補助
・入館者の受付・展示解説
・簡単なＰＣ作業等
・事務補助

＊採用２名
＊勤続が１年を超える場合、１ヶ月の雇用中断あり

秋田県生活環境部　生活衛生課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

13人 018-888-5429

令和元年7月1日～令
和元年12月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 9777891

令和元年7月1日～令
和元年12月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 9732691

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、事務室内清掃
・その他、付随する業務


不問

土日祝他

819人 018-833-1122

不問

13人 018-860-1592

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

3,200人 秋田県秋田市

不問

日祝他 社会医療法人　明和会　中通総合病
院

医療秘書事務（医療ク
ラーク）

○医師の事務作業補助者として業務にあたります。
・入院診断書等の文書作成補助
・外来診療を中心とした診療記録（カルテ）への代行入力
・患者持ち込み文書等の診療記録への取り込み作業
・診療に関するデータ整理、統計業務
・その他付随する業務


不問

土日祝 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

不問
1,415人 秋田県秋田市

1,415人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9744891

事務員（薬局関連業
務）

○薬局関連業務に係る次のような事務作業に従事していた
だきます。
・薬品取り揃え・払い出し業務
・薬品の整理および在庫管理
・その他の事務業務

医療法人　三愛会　お肌のクリニック
毎　週

秋田市手形住吉町１－３　三愛会ビ
ル２Ｆ

その他
秋田県秋田市南通みその町３番１５
号

819人 018-833-1122

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 9786291

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9745291

医療事務

○医療事務業務に従事していただきます。
・外来受付業務
・レセプト作成等の医療事務全般
・パソコン操作
・その他、院内業務
・電話応対　等

＊制服貸与

医療事務関係資格

火日祝他

2人 0182-35-4022

不問

10人 018-874-7562

医療事務経験者優遇
パソコン操作（キー
ボードをスムーズに
打てる方）

210人 秋田県秋田市

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス

医療事務（秋田県立循
環器・脳脊髄センター）

◇外来の医事業務全般

・外来受付
・関係書類作成等請求データの入力、請求書等の日、月の集
計業務
※３ヶ月の試用期間終了後、年度毎の１年契約となり、その
後は原則更新となります。
※正社員への転換制度有り

不問

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

不問
90人 秋田県秋田市

220人 秋田県秋田市
～令和2年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05060- 2853391

生産管理業務【秋田
市】

○生産管理業務に従事していただきます。
・部品管理
・その他補助業務

株式会社　創造舎
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目６－２６　山
王９Ｋビル

毎　週
秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9794291

令和元年6月1日～令
和元年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9774991

営業事務

○主に当社管理している不動産の管理業務です。
・契約書類の作成
・来客・電話応対
・物件案内
・その他付随する業務
・外出時はマイカー使用（ガソリン代支給）

＊ホームページの更新など、パソコンの取り扱いが出来る方

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
宅地建物取引士あ
れば優遇

土日祝他

な　し
函館市上湯川町１番１号

5人 0138-57-2233

不問

4人 018-874-7818

パソコン使用可能
な方

4人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
01020- 7765691

販売・喫茶スタッフ（秋
田県秋田市）

ケーキ・コーヒー豆の販売店と喫茶店を併設する当社の直営
店にて、販売業務と喫茶業務（接客・提供・会計・グラス洗浄
等）の両方を行っていただきます。

＊土曜日・日曜日に勤務出来る方を希望します

不問

他 美鈴商事株式会社



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 161,680円～161,680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)10時00分～19時00分 就業場所

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

時給（月額換算）

1人 129,920円～129,920円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 154,810円～155,280円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)17時00分～ 9時00分

月給

1人 160,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 105,000円～120,000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～12時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

月給

2人 250,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 就業場所

月給

1人 210,000円～260,000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)17時00分～ 3時00分 就業場所

月給

2人 200,000円～260,000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)15時00分～ 0時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 155,520円～168,480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

令和元年5月17日発行（令和元年5月16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

（地域社員）メガネ・サン
グラス等の店頭販売
（秋田市）

店内での接客販売や商品管理などの仕事です。
慣れてきたら売上登録や視力測定（コンピューターでの測
定）もお任せします。

＊事前の研修があるので特別な知識や技術は必要ありませ
ん
＊販売ノルマはありません
＊メガネ屋ならではの落ち着いた雰囲気と様々なメガネに囲
　まれてお仕事できます。
＊雇用期間満了後、６ヶ月毎更新

不問

他 株式会社　ドクターアイズ
その他

札幌市中央区南３条東４丁目１－２０
ＥＦビル４階

3人 011-200-1250

不問
550人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

01010-19231891

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
13010-62415991

ホームアドバイザー［秋
田市］

・ミサワホーム展示場の受付・ご案内
　展示場にいらしたお客様からアンケートへの記入を頂き
　建物を簡単にご案内していただきます。
・併設事務所での事務作業
　書類整理や植栽、室礼の管理などをお願いしております。
・電話やメールでのお客様への連絡
　イベントやキャンペーンの告知を、電話やメールを活用し
　ご連絡していただきます。
＊住宅関連の経験や接客経験を生かしたい方、ブランクのある方も
歓迎いたします。

不問

他 東北ミサワホーム　株式会社
毎　週

宮城県仙台市青葉区一番町１丁目３
番１号　ＴＭビル８Ｆ

49人 022-706-0330

不問
748人 秋田県秋田市

～令和2年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

04010-32969191

介護職

○入居施設に入居している認知症高齢者の日常生活全般に
関わる介護支援を行います。（２棟１８名）
・食事、入浴、排泄介助等
・健康管理
・レクリエーション、野外活動
・その他付随する業務


不問

他 株式会社　清流会　グループホーム
野崎その他
秋田県秋田市河辺三内字野崎３５－
４

16人 018-881-2131

不問
16人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9726491

歯科助手

○当歯科医院における歯科助手として、各種業務に従事して
いただきます。
・診療介助
・来院者の受付
・その他付随する業務　

＊研修制度あり。
＊制服貸与します。

不問

木日祝他 アルヴェたかのはし歯科
毎　週

秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センターアルヴェ４階４－６

6人 018-837-1280

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9720591

歯科助手および受付・
秘書

○当院において歯科助手業務に従事していただきます。
・受付業務（電話応対、会計）
・カルテの用意　・患者の誘導
・診療器具の用意、洗浄、消毒
・院内の清掃　等
・その他、付随する業務

＊白衣貸与

不問

木日祝他 すがわら歯科医院
毎　週

秋田県秋田市雄和石田字中大部５０
－５

2人 018-881-0808

経験者
2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9741991

調理（料理長候補）

・北海道より直送された食材を使用し、オリジナルメニューを
調理します。
・仕入れ、発注業務、北海道の生産者さんと直接やり取りして
頂きます。
・原価管理、キッチンスタッフのシフト管理、人材育成

不問

他 北海道レストラン　ルンゴカーニバル
秋田店毎　週
秋田市高陽幸町８－２３

25人 018-893-6266

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010- 9730091

調理・接客（焼きとん大
国）

○座席数２５席のお店で業務全般を担当していただきます。
・研修を２週間しっかり行い、調理・接客・ドリンカー全ての業
務を行って頂きます。

＊元気と笑顔をモットーとしています。一緒に頑張っていただ
ける方を募集します。

不問

日他 株式会社　ことり
その他

秋田県秋田市山王２丁目７－２９

9人 018-823-5505

不問
27人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9746591

調理・調理補助（ことり）

○博多もつ鍋や創作料理を提供するお店での、調理業務に
従　事していただきます。
・座席数４０席を調理人２名体制で調理を行います。
・洗い場での食器洗浄や、接客業務もあります。

＊スタッフは２０～４０歳代の明るく元気な職場です。
＊正社員登用の可能性あり

※経験者優遇

不問

日他 株式会社　ことり
毎　週

秋田県秋田市山王２丁目７－２９

8人 018-823-5505

不問
27人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9748091

石油基地管理

○石油製品貯蔵基地の入出荷作業及び施設の保全管理
・船からの石油製品受け入れ
・タンクローリーへの積込監視
・ＰＣへのデータ入力
・在庫管理
・施設の保守点検　　　＊その他付随する業務
※先輩社員が一緒になって教えますので安心して業務を習得できま
す。
※勤務成績に応じ、１年程度で正社員登用
※男女問わず活躍できる仕事です。

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）　　　　
危険物取扱者（乙種
４類）※特記事項参
照

日祝他 株式会社　ヨウコー　秋田営業所
その他

秋田県秋田市寺内字後城３２２－４
（出光興産秋田油槽所内）

10人 018-845-0147

不問
223人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9710891

℡ 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 141,000円～305,000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）

2人 119,496円～119,496円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 144,160円～152,640円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 152,640円～152,640円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

日給（月額換算）

3人 144,160円～152,640円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 203,520円～203,520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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 143,500円～216,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

5人 201,600円～201,600円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)17時00分～ 1時55分
(3)23時05分～ 8時00分

月給

1人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

月給

1人 200,000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8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9733991

建築設計

○建築（意匠）設計コンピューター（ＣＡＤ）による製図
＊ＣＡＤで一般的な建築図面の作成
○パソコンによる作業（書類作成）
　

※将来的に建築士の資格取得を目指している方歓迎します。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　松橋設計
毎　週

秋田県秋田市山王中園町１０番３３
号

8人 018-865-0104

パソコン操作できる
方（エクセル・ワー
ド）

5人 03-6635-1833

不問
307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-61896391

令和元年6月1日～令
和元年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9769891

現場発泡ウレタン
フォーム工事／秋田支
店

断熱材にグラスウールではなくウレタンフォームを、「現場吹付け発
砲」という施工方法によって、木造の下地に直接吹き付けます。細か
い隙間があっても簡単に覆うことが出来るので、つなぎ目が無く高次
元の気密化が可能になります。
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
カーや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、断熱工事、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頂く
こともあります。

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

毎　週
秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問
90人 秋田県南秋田郡五城目町

80人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9714091

モーター部品の製造業
務　　　　（３交替）

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


不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス

自動車整備士

○自動車整備業務に従事していただきます。
・車検整備　　・車の引き取りから納車
・車内清掃　　・洗車
・タイヤ交換　・書類の作成、提出（パソコン使用）
・自動車修理（普通車、２ｔ・４ｔトラック）

＊社用車使用（ＭＴ車あり）
＊作業着貸与

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）
（自動車整備士２級ま
たは３級あればなお
可）

日祝他 協和石油　株式会社
その他

秋田県秋田市大町１丁目３－３７

3人 018-865-2261

自動車整備の経験
者

14人 018-823-5065

不問
180人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9711291

令和元年6月1日～令
和元年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9775491

ガソリンスタンドスタッフ
（セルフ・整備）（有期）

○セルフガソリンスタンド内での車検整備業務を担当していた
だきます。
・車検整備・通検
・一般整備
・その他、付随する業務

普通自動車免許　（Ａ
Ｔ限定不可）
自動車整備士資格２
級以上

他 シナネン石油　株式会社　セルヴィス
秋田その他
秋田県秋田市八橋大畑１－３－４６

毎　週
秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問
90人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市
令和元年6月1日～令
和元年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9773691

電子部品の組立業務
（８：００～１７：００）

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

土日他 有限会社　アキタドリームサービス

電子部品の組立業務
【秋田市】

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

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問

0人 018-883-1101

不問
90人 秋田県秋田市

令和元年6月1日～令
和元年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9772391

令和元年6月1日～令
和元年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010- 9771091

品質管理業務（８：００
～１７：００）

・ＩＳＯ関連業務
・社内全体のＩＳＯ推進・標準化推進における業務

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス
毎　週

秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

毎　週
秋田県秋田市保戸野原ノ町１１－４１
デザインテックビル１Ｆ

0人 018-883-1101

不問
90人 秋田県秋田市

11人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9779591

製造事務業務（８：００
～１７：００）

・資料作成やデータ入力
・ファイリングなどのデスクワーク

不問

土日他 有限会社　アキタドリームサービス

成形オペレーター（軽作
業含む）

・各種用途に使用するプラスチックパーツの製造を担当してい
ただきます。
・その他付随する業務

＊雇用期間３ヶ月（更新の可能性あり）

＊プラスチック製品のカット・選別・梱包など、小さな
　パーツを扱う細かな作業あり。

不問

土日祝他 株式会社　ミック
毎　週

秋田県秋田市下浜羽川字五郎池１３
０番地

10人 018-879-2386

不問

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9722091

不問

他 ベーカリー＆カフェ　ＧＲＩＳＳＩＮＩ（株
式会社　フード・ボックス）その他
秋田県秋田市中通１丁目４－３　エリ
アなかいち内

10人 018-853-1199

5ページ中 4ページ

令和元年5月17日発行（令和元年5月16日受付分)　Ｎｏ．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

パンの製造

○ベーカリー工房内において、パン製造業務を担当していた
だきます。
・パンの成形作業、生地の仕込み焼成
・サンドイッチの製造作業等

＊パン製造の経験のある方を募集しますが、パン製造に興
味があり一生懸命勉強したいという方も応募可能です。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給（月額換算）

1人 131,824円～148,944円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 147,800円～185,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

1人 197,500円～209,000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 164,000円～264,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 132,080円～132,080円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

月給

1人 132,080円～132,080円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

月給

1人 132,080円～132,080円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

66人 018-874-7775

不問
92人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9753591

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9752291

集配セールスドライ
バー（２ｔ車）

○秋田県内の荷主さん（問屋等）の集荷配達業務（主に雑貨
等）及び仕分け作業、積込み作業に従事していただきます。

＊試用期間３ヶ月あり（同条件）

＊中型および大型等上位免許資格取得を目指す方には、資
金援助制度があります。

準中型自動車免許
以上
（フォークリフト免許
あれば尚可）

他 株式会社　ライフサポート・エガワ北
東北その他
秋田県秋田市御所野湯本６丁目２－
３７

その他
秋田県秋田市御所野湯本６丁目２－
３７

66人 018-874-7775

不問
92人 秋田県秋田市

92人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9751891

集配セールスドライ
バー（４ｔ車）

○秋田県内の荷主さん（問屋等）の集荷配達業務（主に雑貨
等）及び仕分け作業、積込み作業に従事していただきます。
・新潟方面の中距離便あり

＊試用期間３ヶ月あり（同条件）

＊大型等上位免許資格取得を目指す方には、資金援助制度
があります。

中型自動車免許（８ｔ
限定可）
（大型自動車免許、
フォークリフト免許あ
れば尚可）

他 株式会社　ライフサポート・エガワ北
東北

集配セールスドライ
バー（７ｔ、大型車）

○秋田県内の荷主さん（問屋等）の集荷配達業務（主に雑貨
等）及び仕分け作業、積込み作業に従事していただきます。
・仙台・新潟方面の中距離便あり

＊試用期間３ヶ月あり（同条件）

大型自動車免許
（フォークリフト免許
あれば尚可）

他 株式会社　ライフサポート・エガワ北
東北その他
秋田県秋田市御所野湯本６丁目２－
３７

66人 018-874-7775

不問

018-893-6191

7人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9716691

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
電気工事士、給水
装置工事主任技術
者など有資格者の
方優遇

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9725991

設備工事

○家電製品の設置に伴う工事全般の業務に従事していただきます。
・エアコン工事
・電気工事
・水廻り工事
・ＦＦ工事　など
・リサイクル品などの処理
＊重量物の搬入作業もあります。
＊社用車を使用していただきます。
＊経験のない方には指導いたします。

水他 有限会社　テクノ通信
毎　週

秋田県潟上市天王字追分西３２－１
３３

7人

その他
秋田県秋田市河辺大張野字水口沢
７１－２３

5人 018-881-1087

大型自動車運転経
験者

5人 秋田県秋田市

5,138人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
04010-33252691

大型自動車運転手及
び作業員

・当社製造の有機肥料を秋田県内の取引先会社へ配達
・産業廃棄物（肥料の原材料となる抜根枝葉等）の収集運搬
・緑化基盤材の配達業務（８ｔユニック車を使用）
・有機肥料を製造（抜根枝葉を粉砕し、機械で混ぜて発酵さ
せる）する工程全般での機械操作と袋詰め

＊有機肥料や産業廃棄物の運搬は大型トラックを使用

大型自動車運転免
許
（小型移動式クレー
ン免許あれば尚
可）

日祝他 有限会社　秋田エコサイクルテクノロ
ジー

配送ドライバー［秋田
市］

クロネコヤマトでおなじみのヤマトグループの企業です。
主に引越しと家具・家電の配送を行っていただきます。
必ず２名以上のグループで作業をしますので、未経験の方も
大歓迎です。
＊中型免許取得支援制度があります。
＊男性だけでなく、女性も大活躍しております。
＊１年毎契約更新
＊正社員登用制度あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 ヤマトホームコンビニエンス　株式会
社　東北統括支店その他
宮城県仙台市若林区六丁目字南９７
－３　東インター斉喜ビル３Ｆ

24人 022-287-7161

不問

安全運転を心が
け、重大な事故歴
のない方。

680人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
13070-46479391

【必須】普通自動車
運転免許（ＡＴ限定
可）

土日 株式会社フレアス
毎　週

東京都渋谷区初台２ー５－８　西新
宿豊国ビル２Ｆ

15人 0120-938-841
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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

ドライバー（運転手）【秋
田市】在宅マッサージ
師の運転代行

【ドライバー】視覚障がいをもったマッサージ師がご利用者様宅や施
設へ訪問する際の運転代行、移動の介助、書類作成の補助業務を
お願いします。訪問件数は１日１０件程度、日中の業務になります。
マッサージ師が利用者様宅や施設で施術を行っている最中は社内
で自由にしていただいて構いません。

◆視覚障がい者の介助方法などは入社時にマンツーマンでお教え
しますのでご安心ください。
◆マイカーの持ち込みもＯＫです（社用車を用意しております）

℡ 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。

●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．　５月１７日　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：㈱プレステージ・インターナショナル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【受付スタッフ、英語対応スタッフ、見積・申込書受付業務】＞

　２．　５月２０日　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



　　　　●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、下記日程の午前１０時～１２時と午後２時～４時にそれぞれ
　　開催します。（午後開催のみ●で表示していますので、お間違えのないようお願いします）
　　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．　５月１７日　㈱シンワ「拓稜ハウス土崎南」【介護職員】
　２．　５月１７日●㈱へいあん秋田【会員ｻﾎﾟｰﾄｽﾀｯﾌ、ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ、典礼ｱｼｽﾀﾝﾄ　他】
　３．　５月２０日　㈱虹の街【介護支援専門員、看護師、介護員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　４．　５月２０日●(社福)昭和ふくし会「特別養護老人ホーム昭寿苑」【介護職員】
　５．　５月２１日　西武　秋田店【化粧品販売メンバー】
　６．　５月２２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）】
　７．　５月２３日　国際タクシー㈱【タクシー乗務員】　※６０歳以上応募歓迎！
　８．　５月２４日　㈱全建【平ボデー乗務員、大型ウイング乗務員、一般事務員】
　９．　５月２７日　㈱ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ【見積・申込書受付業務、受付ｽﾀｯﾌ、英語対応ｽﾀｯﾌ】
１０．　５月２７日●㈱ｼﾞｪｲｴｲ秋田葬祭ｾﾝﾀｰ（ＪＡ葬祭ﾚｾﾞｰﾙ）【ｾﾚﾓﾆｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（営業職）】
１１．　５月２８日　㈲やさしい手秋田【訪問看護員】　※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!!

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 170,000円～340,000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15分 就業場所

月給

2人 150,000円～320,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 220,000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 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分

月給

1人 200,000円～270,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時15分～18時00分 就業場所
(2) 8時15分～12時30分
(3) 8時15分～13時00分

月給

1人 195,000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 (1) 8時20分～18時20分 就業場所
(2) 8時20分～13時00分

月給

1人 190,000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 不問 (1) 8時30分～18時30分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分

月給

1人 200,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～19時00分 就業場所
(2) 9時30分～17時00分
(3) 9時30分～13時30分

月給

1人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時00分
(3) 9時00分～12時30分

月給

1人 176,000円～176,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

1人 176,000円～176,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

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

7人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県南秋田郡井川町

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-12640391

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

03010-12612291

栄養士（南秋田郡）

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

栄養士免許
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

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

毎　週
岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

6人 019-629-2384

不問
45,000人 秋田県秋田市

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9912291

栄養士（秋田市）

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

栄養士免許
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 日清医療食品　株式会社　北東北支
店

歯科衛生士（フルタイ
ム）

○歯科衛生士業務全般を担当していただきます。
・歯科治療補助、歯垢・歯石の除去
・口腔衛生指導、訪問診療
・その他、付随する業務（清掃など）
○デンタルエステ
・近赤外線療法、酸素カプセル、水素バーなど
＊デンタルエステについては当院ホームページをご参照くだ
さい。【ｈｔｔｐｓ：／／ｔａｍａｋｉ‐ｄ．ｃｏｍ】

歯科衛生士免許

日祝他 医療法人　慶尊会　玉木デンタルクリ
ニックな　し
秋田県秋田市旭南３丁目２－７３

11人 018-827-5427

不問

10人 018-892-6300

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9835091

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 9897991

歯科衛生士

○歯科衛生士業務全般に従事していただきます。
【仕事内容詳細】
・診療補助
・歯科衛生指導
・器具の洗浄、消毒、管理
・受付業務
・準備のための清掃　等

歯科衛生士免許

水祝他 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

その他
秋田県秋田市茨島４丁目６－３７

12人 018-866-5533

不問
12人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9869091

看護師または准看護師

○外来看護業務全般に従事していただきます。
・診察補助
・医師のサポート
・注射、血圧測定等
・環境整備等、付随する業務



看護師または准看
護師

日祝他 医療法人　水沢医院

看護師または准看護師

〇外来看護業務全般に従事していただきます。
　（夜勤はありません。）
・診察の補助
・採血、血圧測定、点滴
・検査等
・その他、付随する看護業務全般


看護師又は准看護
師

水日祝他 医療法人　きびら内科クリニック
毎　週

秋田市新屋天秤野５－１０

9人 018-888-0112

臨床経験（１年以
上）

9人 018-845-3579

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9840291

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 9827191

看護師又は准看護師

○内科外来の看護業務全般に従事していただきます。
・診察における医師介助
・検査（エコー、Ｘ線等）の準備及び補助
・採血、点滴、血圧測定等
・内視鏡検査の介助
＊スタッフ増員による募集です。
＊長期勤務可能な方を希望します。
【就業規則改正により第一木曜日が休日になりました】


看護師又は准看護
師免許

日祝他 医療法人　及川医院（内科　胃腸内
科及川医院）その他
秋田県秋田市飯島新町３丁目１－２
０

その他
秋田県秋田市雄和石田字苗代沢１８

46人 018-886-2626

病院、福祉施設経
験者に限る

81人 秋田県秋田市

17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04030- 2754091

看護師または准看護師
（特別養護老人ホーム）

○特別養護老人ホームにおける、入所者の健康管理、受診
付き添い、日常動作の機能訓練などに従事していただきま
す。
・夜間オンコール体制あり（週１～２回体制で、呼び出しは月
１回程度）
・看取りケア実施
・公用車（ＡＴ車）で嘱託医へ薬を取りに行くこともあります。


看護師又は准看護
師
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　雄和福祉会

電気通信工事現場技
術者（未経験者応募
可）［秋田市」

一般電気工事から移動体通信設備等、幅広い電気を中心と
した仕事です。
携帯電話会社（ソフトバンク・ａｕ・ドコモ）の基地局工事
チーム（２人～４人）で作業します。仕事内容は指導致しま
す。３ヶ月の研修あります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
短期出張あり
手に職をつけたい方に指導して行きます。
技術を身につけて将来有望な業界です。

普通車運転免許
（ＡＴ限定不可）必
須

土日祝他 ＥＣ－ＷＡＮ　株式会社
毎　週

宮城県宮城郡利府町しらかし台６丁
目１－１２

1人 022-781-8388

不問

令和元年5月20日発行（令和元年5月17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

調査・測量・設計等業
務

・治山ダム、山腹工、林道等の現地調査と測量、施設の設計
　を行い、キャド等で図化し報告書として取りまとめる。
・森林の公益的機能の調査研究、普及啓発、林業技術者の
　研修等の社会貢献、公益業務を行う。
・公用車使用

※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限定可）
測量士補以上

土日祝他 一般社団法人　秋田県林業コンサル
タント毎　週
秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－１６９

25人 018-865-1133

不問
25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9910791

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 154,000円～154,000円
就業場所

正社員以外 TEL
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) 9時00分～18時00分

月給

4人 154,000円～154,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 180,200円～200,900円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 200,000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30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

10人 153,000円～153,000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45分～17時15分 就業場所

月給

1人 140,000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 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 130,088円～135,744円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 134,589円～134,589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 134,589円～134,589円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

2人 140,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
特定曜日のみ(2)(3) 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時15分～18時00分 就業場所
(2) 8時15分～12時30分
(3) 8時15分～13時00分

月給

1人 130,000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) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9856791

医療事務

○医療事務職として勤務していただきます。
【仕事内容詳細】
・医療事務一般及び受付業務
・医療保険請求（レセプトコンピューター使用）
・薬剤室助手
・その他、付随する業務


不問

日祝他 医療法人　内科胃腸科濱島医院
その他

秋田県秋田市保戸野すわ町１５－２
０

8人 018-823-5252

医療事務できる方
（経験者尚可）

9人 018-845-3579

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9841591

令和元年7月1日～令
和元年12月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 9810091

医療事務

○医療事務業務全般を担当していただきます。
・受付、会計
・患者対応、電話応対
・診療報酬請求
・電子カルテ入力（ラボテックスーパークリニック使用）
・帳簿記入
・書類作成
・クラーク業務
・院内環境整備　等

不問

日祝他 医療法人　及川医院（内科　胃腸内
科及川医院）その他
秋田県秋田市飯島新町３丁目１－２
０

毎　週
秋田県秋田市山王４丁目１番１号

15人 018-860-2411

パソコンの一般的
な操作

3,500人 秋田県秋田市

3,500人 秋田県秋田市
令和元年7月1日～令
和元年12月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 9809291

一般事務補助（建築住
宅課）

・パソコン操作、入力、資料作成
・電話応対、来客の取り次ぎ、湯茶準備
・各種システム入力
・その他行政事務の補助

＊専用システム等の操作方法は指導します。

不問

土日祝他 秋田県建設部　建設政策課

一般事務補助（建設政
策課）

・パソコン操作、入力、資料作成
・電話応対、来客の取り次ぎ、湯茶準備
・各種システム入力
・その他行政事務の補助

＊専用システム等の操作方法は指導します。

不問

土日祝他 秋田県建設部　建設政策課
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１番１号

50人 018-860-2411

パソコンの一般的
な操作

183人 018-888-9063

パソコン操作の出
来る方（文字入力
のできる方）

27,144人 秋田県秋田市
～令和2年6月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9816891

雇用・労災・健康・厚生
04030- 2755391

専門スタッフ（事務）

○損害保険に関する内務事務
・契約内容チェック
・電話応対、来客対応、書類整理
・伝票発行、ＰＣ入力、経費支払チェック
・エクセル、ワードによる書類作成
・庶務全般
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
　次世代法認定マーク（くるみんマーク）を取得

不問

土日祝他 損害保険ジャパン日本興亜　株式会
社　秋田コールセンター室毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１－５０　Ｃ
Ｒファクトリー

毎　週
宮城県宮城郡利府町しらかし台６丁
目１－１２

1人 022-781-8388

・ＡＵＴＯ　ＣＡＤ操
作必須
・マイクロソフト　オ
フィス操作必須

17人 秋田県秋田市

3,000人 秋田県秋田市
令和元年7月1日～令
和元年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

03010-12661791

設計及び一般事務［秋
田市］

一般電気工事から移動体通信設備等、幅広い電気を中心と
した仕事をしている会社です。
携帯電話会社（ａｕ・ドコモ・ソフトバンク）の基地局等の作業に
係わる書類の作成やサポートを行って頂きます。

また、ＡＵＴＯ　ＣＡＤを使用しての設計業務、施工完了後の完
成図書作成（エクセルにて）がメインです。

普通車運転免許
（ＡＴ限定不可）必
須

土日祝他 ＥＣ－ＷＡＮ　株式会社

事務用機器操作及び
電話対応（秋田市）

派遣先事業所において、下記業務を行っていただきます。
・代理店からのお申込みに基づき回線サービス・付加サービ
ス等の商品説明・勧奨、お問合せ応対。
・オーダ内容、応対結果等の業務システムへの登録、内容確
認・クレーム対応等。
・その他上記付随する業務。

　　　　　　　　　　　≪　急募　≫

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

13人 019-621-5088

電話応対、ＰＣ基本
操作や入力ができ
る方

19人 018-853-5793

25人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 9905291

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 9825291

介護支援専門員

○居宅介護支援事業所において、介護支援専門員の業務全
般に従事していただきます。
・ケアプランの作成
・ご利用者、ご家族への支援
・関係機関との連絡調整
・給付管理・請求業務　等

介護支援専門員としての実務経験

土日他 株式会社　凜
毎　週

秋田県秋田市茨島２丁目１５番３５号

毎　週
秋田県秋田市雄和石田字苗代沢１８

5人 018-886-2626

81人 秋田県秋田市

752人 秋田県秋田市
～令和2年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9818591

介護支援専門員【急
募】

○居宅介護支援事業所における居宅介護支援業務全般を担
当していただきます。


土日祝他 社会福祉法人　雄和福祉会

生活支援員【夜勤なし】

○知的障害者の生活支援業務に従事していただきます。

【仕事内容詳細】
・入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言
のほか、必要な日常生活上の支援
・その他付随する業務


不問

他 社会福祉法人　秋田県社会福祉事
業団　高清水園その他
秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
１４－１

89人 018-829-3577

89人 018-829-3577

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）可能
な方

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）可能
な方

752人 秋田県秋田市

放課後等デイサービス
事業支援補助

○障害をもつ小・中・高校生の生活能力向上の為の支援。
　（学習、食事、排せつ、運動　等）

＊定員１０人に対して職員４～５人体制
＊送迎業務あり（公用車使用）

～令和2年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9817291

下記のいずれか
保育士／児童指導員
／２年以上の障害福
祉施設勤務経験

他 社会福祉法人　秋田県社会福祉事
業団　高清水園毎　週
秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢
１４－１

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
主任介護支援専門
員　又は　介護支
援専門員
（他に社会福祉士
又は社会福祉主事
保有者は優遇）

主任介護支援専門
員（令和３年３月３
１日までに取得予
定の方を含む）
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可・自
家用車使用）

5ページ中 2ページ

令和元年5月20日発行（令和元年5月17日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号



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 150,000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30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

1人 133,120円～149,760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15分～17時15分 就業場所

月給

1人 140,500円～172,500円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 5時30分～14時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時00分
(3)14時30分～23時00分

月給

2人 140,500円～147,500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30分～15時30分 就業場所
(2)15時10分～21時00分
(3) 7時50分～20時30分

月給

1人 158,000円～163,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 154,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 161,700円～177,300円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 7時15分～16時15分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 147,800円～147,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2) 7時15分～16時15分
(3)10時00分～19時00分

月給

1人 142,000円～255,000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30分～17時00分
(3) 9時30分～13時30分

月給

2人 170,000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) 9時20分～18時30分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9820691

その他
秋田県秋田市手形字山崎１５８－２

19人 018-836-0606

美容師経験のある
方

19人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9837691

美容師（スタイリスト）

○美容師スタイリスト業務に従事していただきます。
・シャンプー、カラー、パーマ、カット、トリートメント、
　ヘッドスパなど美容師業務全般
・その他、付随する業務

美容師免許

月他 株式会社　ｂｒｉｌｌｅｒ

歯科助手兼受付

○歯科助手・受付業務全般に従事していただきます。
・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、予約管理など
・レセプト業務もあります。

＊未経験の方でも丁寧にご指導致します。

不問

水祝他 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

不問

秋田県秋田市雄和石田字苗代沢１８

46人 018-886-2626

81人 秋田県秋田市
～令和2年3月31日

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 9829391

81人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 9828091

介護職員【臨時職員・
資格あり】特別養護老
人ホーム

○特別養護老人ホームにおける老人介護業務全般に従事し
ていただきます。
・食事介助、入浴介助、排泄介助等の介護業務　等
＊夜勤勤務あり：１６：３０～翌９：３０　（４～６回程度／月）
＊特養５０床、ショートステイ１５床を３人の夜勤体制で行いま
す。
＊「ターミナルケア」に積極的に取り組んでいます。
＊痰吸引、胃ろう、経管栄養等の研修も行っています。
＊ハロトレ（公的職業訓練）修了の方の応募も歓迎します。

他 社会福祉法人　雄和福祉会
その他

介護職員【正社員】特
別養護老人ホーム

○特別養護老人ホームにおける老人介護業務全般に従事し
ていただきます。
・食事介助、入浴介助、排泄介助等の介護業務　等
＊夜勤勤務あり：１６：３０～翌９：３０
　　　　　　　（４～６回程度／月）
＊特養５０床、ショートステイ１５床を３人の夜勤体制で
　行います。
＊「ターミナルケア」に積極的に取り組んでいます。
＊痰吸引、胃ろう、経管栄養等の研修も行っています。

介護福祉士または
介護福祉士受験資
格

他 社会福祉法人　雄和福祉会
その他

秋田県秋田市雄和石田字苗代沢１８

46人 018-886-2626

不問

2人 0120-77-6640

不問
60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-62605691

雇用・労災・健康・厚生
04010-33348091

「保険コミュニティ」店舗
スタッフ／秋田市

秋田市の来店型保険相談ショップ「保険コミュニティ」にて保険コンサ
ルタントとして就労して頂きます。
チームワークをモットーに店舗全員でお客様の対応をしており、個人
ノルマ等は一切なく、知人・親類への勧誘はありません。
充実した教育体制が整っているため、未経験者も歓迎です。
※店舗の雰囲気や１日のスケジュールは以下ＨＰよりご確認くださ
い。
「ばんせい　保険」で検索下さい。
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｏｋｅｎ‐ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ．ｊｐ

不問

他 ばんせい保険コミュニティ株式会社
毎　週

東京都中央区新川１－２１－２　茅場
町タワー１４階

毎　週
宮城県仙台市若林区卸町１丁目２－
１０

3人 022-235-3786

不問
55人 秋田県秋田市

395人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9907191

小売店内販売［秋田
市］

ラ・ビアン秋田店内　靴の小売販売
接客、レジ、商品管理
　・主に婦人靴（８割程度）を扱っています。
　・３０～６０代を対象とした商品がメインとなります。
　・１０ｋｇの箱を取扱う事もあります。



不問

他 株式会社　エド商事

旅客サービス業務、運
航業務

○ＪＡＬからの委託業務
　運航業務：運航情報の管理、航空機運航行程の管理業務

＊週労働時間は４０時間以内の勤務
　就業時間（３）は、法定時間を超えた時間は時間外勤務扱
　い（週１回程度）

不問

他 秋田中央交通　株式会社
その他

秋田県秋田市川元山下町６－１２

40人 018-823-4411

パソコンのできる方
（ワード・エクセル）
文書作成、表作成
程度

40人 018-823-4411

基本的なパソコン
操作（ワード、エク
セル）

395人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9906591

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 9861691

運行管理事務（バス）


・収入金精算管理等の事務
・電話、来客者対応
・貸切バスの受付業務全般
・本社との連絡業務（社有車使用）

＊正社員登用あり

働き方改革関連認定企業【くるみん】

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 秋田中央交通　株式会社
その他

秋田県秋田市川元山下町６－１２

秋田県秋田市大町４丁目３－３５

22人 018-823-4311

販売事務業務、端末
入力、帳票作成、文
書・表計算ソフトによ
る書類作成

22人 秋田県秋田市

秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9815791

事務職（仕入業務）

○事務職の仕入（買掛）業務に従事していただきます。
・伝票端末入力、帳票作成など

＊習熟してきた後には、受発注（電話応対、ｗｅｂ発注など）や
書類作成（見積書、納品書など）、その他付随する業務（検
品、仕入先問い合わせなど）を行います。

＊３ヵ月経過後は勤務状況、能力により正社員登用の可能
性があります。

不問

土日祝他 株式会社　那波伊四郎商店
毎　週

○税理士補助業務に従事していただきます。
・月次決算を中心とした財務コンサルティング
・中期経営計画や単年度経営計画の導入、運用サポート
・財務セミナーの開催　
　　以上の補助業務

＊詳しくはホームページをご覧下さい。

＊将来税理士志望者に適した仕事です。

・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）
・日商簿記３級以上
有れば尚可

土日祝他 税理士法人　ＲＩＮＧＳ
毎　週

秋田県秋田市御所野堤台１丁目６番
８５号

15人 018-838-7107

・パソコン操作（Ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌ）
・パワーポイント出来
る方尚可

15人

介護職員実務者研
修修了または修了
見込、介護職員初
任者研修修了　
＊いずれか必須

令和元年5月20日発行（令和元年5月17日受付分)　Ｎｏ．３

5ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

税理士補助業務（フル
タイム）

℡ 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 145,000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 40歳以下 (1) 9時20分～18時30分 就業場所

月給

1人 158,000円～158,000円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

1人 356,000円～393,800円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～61歳 (1) 9時00分～18時00分 就業場所
(2)13時00分～22時00分
(3)22時00分～ 9時00分

時給（月額換算）

1人 168,000円～168,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 168,000円～168,000円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～16時00分 就業場所

月給

2人 142,000円～142,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 195,000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 35歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 166,320円～207,900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

時給（月額換算）

1人 151,200円～151,200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) 7時00分～16時00分 就業場所

時給（月額換算）

5人 211,200円～211,200円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

その他

6人 124,358円～124,358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～ 4時00分 就業場所

5ページ中 4ページ

令和元年5月20日発行（令和元年5月17日受付分)　Ｎｏ．４
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

美容師（アシスタント）

○アシスタント業務に従事していただきます。
・シャンプー、カラー、パーマ、カット、トリートメント、
ヘッドスパなど美容師業務全般
・その他、付随する業務

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9821991

美容師免許

月他 株式会社　ｂｒｉｌｌｅｒ
その他

秋田県秋田市手形字山崎１５８－２

19人 018-836-0606

7人 019-629-2384

不問

不問
19人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　共立メンテナンス

調理師（南秋田郡）

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

＊利用者数：７０名程度

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

調理師免許
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

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

不問
7,840人 秋田県秋田市

45,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
03010-12613591

ドーミーイン秋田／ホテ
ル管理職（支配人候
補）

当社直営ビジネスホテルフロント運営業務全般
現場のプレーヤーとして活躍しながら運営全般の
マネジメント業務

＊支配人候補

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
東京都千代田区外神田２丁目１８－
８

20人 03-5295-7793

令和元年6月3日～令
和元年7月31日 雇用・労災

05010- 9894091

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010-62800491

フロント及び配膳業務
【秋田市】

○ゴルフ場でのフロント業務、食事の配膳などを行っていただ
きます。

・その他付随する業務あり


※更新の場合でも１１月末頃までのお仕事です。

不問

他

0人 0120-709-707

ＰＣ入力程度

0人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県秋田市

不問

日祝他 株式会社　友愛ビルサービス

ゴルフ場のキャディさん
の手伝い・荷物の積下
ろし【秋田市】

・ゴルフ場においてキャディさんのお手伝いをお願いします。

・主にお客様の荷物の積み下ろし作業です。
・ＰＣを使用してのスコア入力
・更新の場合でも１１月末頃までのお仕事です。

不問

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

パソコン操作できる
方（エクセル・ワー
ド）

725人 秋田県秋田市

14,000人 秋田県秋田市
令和元年6月3日～令
和元年7月31日 雇用・労災

05010- 9893191

マンション管理スタッフ

○マンション管理業務に係る事務に従事していただきます。
・マンション管理組合の会計処理全般
・マンション会計ソフト使用による出納事務
・請求書等発行、入金確認、修繕費用等の支払い手続き
・銀行の入出金業務
・受付電話応対および庶務業務

トーホクガス　株式会社
その他

宮城県仙台市青葉区上杉３丁目７－
６

毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

8人 018-823-1251

雇用・労災・健康・厚生
04010-33293691

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9830791

顧客サービス［秋田市］

プロパンガスに関する入退去手続（開栓閉栓）
保安点検・売掛管理・器具の修理等もお願いします。


＊エリア：秋田県内

＊社用車使用

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他

12人 018-833-0121

図面を基に製作加
工出来る方

6人 022-268-1311

不問
152人 秋田県秋田市

不問

土日祝 株式会社　テクノ・サービス　秋田営
業所

建築金物製作・溶接
工・プレス工・金物取付

・ステンレス及び鉄製品を機械を使用して製作加工します。
・２～３人で現場での取付作業を行います。

＊定型品ではなく、一個一個注文を受けて製作加工するのが
　基本となります。
＊重量物を扱うため、体力を要します。
＊金物取付の場合、県外出張あり（日帰り・宿泊）



中型自動車免許（８
ｔ限定可）
アーク溶接、アルゴ
ン溶接

日他 株式会社　東建
その他

秋田県秋田市楢山城南新町３３－１
７

不問
14,000人 秋田県南秋田郡大潟村

13人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010- 9832291

餃子の加工・製造

餃子を製造している工場にて、
米粉の皮に餃子のあんを包む等の作業、
および付随する作業全般をお願いいたします。

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

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マ
グナスビル

0人 0120-709-707

令和元年6月3日～令
和元年7月31日 雇用・労災

05010- 9895391

令和元年6月3日～令
和元年7月31日 雇用・労災

05010- 9888691

電気機器製造（交替
制）　　　　【五城目町】

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

※その他、付随する作業あり。

＊就業開始日相談可能

不問

日他

その他
秋田県秋田市寺内後城２２番２号

13人 018-838-5281

不問

20人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県南秋田郡五城目町

13人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9900691

タクシーの乗務員（１９
時～４時）

○タクシーの運転業務です。
・秋田市内での営業となります。
・駅前やフォンテ前等での客待ち及び流しを行います。
・運行前点検、乗車後の洗車（毎時ではありません）を行います。
・報告書を作成し、業務終了時にタコメーターの記録とともに管理者
へ提出します。
＊基本的に１台の車を２名で使用します。
＊未経験者の方には、指導いたします。
＊採用後１～１０日間の訓練期間があります。経験、未経験により日
数は異なります。

普通自動車二種免
許

他 こまちタクシー企業組合



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

その他

7人 124,358円～124,358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）

3人 178,600円～208,600円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

3人 195,300円～282,100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 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 138,600円～346,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～17時30分 就業場所

月給

2人 180,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 205,200円～237,600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 130,000円～130,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 170,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 150,000円～160,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時30分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 125,200円～125,200円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

5ページ中 5ページ

令和元年5月20日発行（令和元年5月17日受付分)　Ｎｏ．５

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

タクシーの乗務員（８時
～１７
時）

○タクシーの運転業務に従事していただきます。
・秋田市内での営業となります。

＊雇用契約３ヶ月毎または６ヶ月毎の更新となります。
＊未経験者の方には、指導いたします。
＊夜勤を希望の方はご相談ください。
＊採用後１～１０日間の訓練期間があります。期間中は時給
７６２円です。経験、未経験により日数は異なります。

普通自動車二種免
許

他 こまちタクシー企業組合
その他

秋田県秋田市寺内後城２２番２号

13人 018-838-5281

不問
13人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9901991

セールスドライバー

○２～４ｔ車による集配業務に従事していただきます。
・集配エリアは主に秋田市内となります。


＊フォークリフトの運転業務がある場合もあります。
　フォークリフトの運転免許は採用後取得も可能です。

※採用から６か月後、正社員登用となります。


中型自動車免許
※フォークリフト免
許あれば尚可

日祝他 北海道東北名鉄運輸　株式会社　秋
田支店その他
秋田県秋田市御所野湯本１丁目１－
２

30人 018-826-1221

不問
600人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010- 9863491

大型ダンプ運転手【トラ
イアル雇用】

○大型ダンプ（１０ｔ）での資材運搬業務です。
・主に砕石などの運搬
・秋田県内全域
※発注状況、天候などによっては、勤務時間、休日の変動も
あります。会社都合による休日は休業手当で対応します。
　（詳細は面接時に説明します）
※年金受給者の場合、年金額が減額されないよう働く日数を
調整いたします。

大型自動車運転免
許

日他 有限会社　伊藤建設
その他

秋田県潟上市天王字蒲沼１２３―７

9人 018-878-6849

不問
9人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05011-  686591

型枠大工

○型枠加工及び組立
型枠大工経験５年以上あれば尚可。ただし、見習いとして
応募する方は未経験でも可
＊現在は秋田県内中心の現場ですが、今後県外現場での就
労の可能性もあります。



普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日他 平安建設　有限会社
その他

秋田県男鹿市船越字根木３３８－２

32人 0185-22-6301

経験者希望
ただし、未経験者
は見習いとしての
応募になります。

32人 秋田県男鹿市

雇用・労災・健康・厚生
05011-  696391

土木作業員

○主にＪＲ用地内の線路の維持、補修等の土木作業に従事
　します。
・線路法面の草刈り作業
・その他付随する業務

＊作業場所によっては、直行直帰となる場合があります。
＊ＪＲ関係の作業となるため、仕事は安定しています。

普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）必須　・中
型大型は尚可
建設業関連資格等保
持は尚可

日他 有限会社　センケン
その他

秋田県潟上市飯田川下虻川字街道
下一本木４８

13人 018-855-5311

不問
13人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9824891

土木・舗装

○各現場において土木および舗装工事に従事していただき
ます（手元としての作業です。）。
・ダンプ運転あります。
・現場は秋田市内が中心です（市外もあり）。

※基本的に会社に集合し、現場に向かいます。




普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　東明建設
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１１９－２

17人 018-847-1311

不問
17人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9867591

消防設備点検・消火器
販売
【急募】

・消防設備点検
・消火器販売
・秋田県内のアパート、施設等のエリアでの作業
・社用車使用

＊急な退職者有りの為

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　ＰＡＴＥＫ
その他

秋田県秋田市茨島２丁目６－２３

1人 018-853-1077

不問
90人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9847491

リサイクル資源分別作
業員【年間休日７０日】

○工場内において産業廃棄物の分別の作業に従事していた
だきます。
・建設現場などで発生した廃材等の産業廃棄物から資源にな
るものを分別します。
・分別した資源の運搬
（フォークリフト・バックフォー使用）
・木くず、紙くず、廃プラスチック類を原料としてＲＰＦ
（次世代の代替燃料として期待されている固形燃料）の製造

不問

日祝他 有限会社　清水産業　グリーン・ウィ
ル・秋田その他
秋田県秋田市向浜１丁目３－４

8人 018-893-5769

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9836391

リサイクル資源分別作
業員【年間休日１０５
日】

○工場内において産業廃棄物の分別の作業に従事していた
だきます。
・建設現場などで発生した廃材等の産業廃棄物から資源にな
るものを分別します。
・分別した資源の運搬
（フォークリフト・バックフォー使用）
・木くず、紙くず、廃プラスチック類を原料としてＲＰＦ
（次世代の代替燃料として期待されている固形燃料）の製造

不問

日祝他 有限会社　清水産業　グリーン・ウィ
ル・秋田その他
秋田県秋田市向浜１丁目３－４

8人 018-893-5769

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010- 9838991

作業員

市内体育施設の整備清掃（屋外施設）

＊雇用期間：４～１１月（季節雇用） 不問

土日祝 秋田市スポーツ振興課
毎　週

秋田県秋田市山王一丁目１番１号

10人 018-888-5611

不問
59人 秋田県秋田市

令和元年6月1日～令
和元年11月30日 雇用・公災・健康・厚生

05010- 9813991

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



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

　

　
　　ハローワーク秋田１階相談室において、下記日程の午前１０時～１２時と午後２時～４時にそれぞれ
　　開催します。（午後開催のみ●で表示していますので、お間違えのないようお願いします）
　　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．　５月２０日　㈱虹の街【介護支援専門員、看護師、介護員、生活相談員、調理員　他】
　　　　　　　　　　　　※６０歳以上応募歓迎！
　２．　５月２０日●(社福)昭和ふくし会「特別養護老人ホーム昭寿苑」【介護職員】
　３．　５月２１日　西武　秋田店【化粧品販売メンバー】
　４．　５月２２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）】
　５．　５月２３日　国際タクシー㈱【タクシー乗務員】　※６０歳以上応募歓迎！
　６．　５月２４日　㈱全建【平ボデー乗務員、大型ウイング乗務員、一般事務員】
　７．　５月２７日　㈱ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ【見積・申込書受付業務、受付ｽﾀｯﾌ、英語対応ｽﾀｯﾌ】
　８．　５月２７日●㈱ｼﾞｪｲｴｲ秋田葬祭ｾﾝﾀｰ（ＪＡ葬祭ﾚｾﾞｰﾙ）【ｾﾚﾓﾆｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（営業職）】
　９．　５月２８日　㈲やさしい手秋田【訪問看護員】　※６０歳以上応募歓迎！
１０．　５月２９日　㈱ニチイ学館秋田支店【看護職員、生活相談員、介護員、調理員、医療事務　他】
１１．　５月２９日●社会福祉法人秋田聖徳会【正看護師又は准看護師、保育士、調理員、運転士】
　　　　　　　　　　　　※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!!

●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．　５月２０日　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＞

　
　２．　５月２４日　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：北日本運輸㈱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【大型運転手、中型運転手、経理事務及び総務事務】※正社員＞

『会社説明会』のご案内


