
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 1,100円～1,300円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 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

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1)10時00分～14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
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

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～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～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 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

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 就業場所

時給

1人 820円～950円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 就業場所

3人 022-782-0233

不問
1,600人 秋田県秋田市

労災
04010-36400891

雇用・労災
05010-10433691

自販機、カフェサー
バー等の
ルートセールス［秋田
市］

＊自販機への中身原料・商品補充
　カフェサーバーの原料納品とメンテナンス等

＊使用車両（社有車）：ハイエースクラス

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 株式会社　アペックス　仙台営業所
毎　週

宮城県仙台市宮城野区扇町３丁目１
－９

毎　週
秋田県秋田市御所野下堤３丁目２－
３

4人 018-827-5636

不問
10人 秋田県秋田市

800人 秋田県秋田市

労災
07032- 1043191

和洋菓子の販売

○西武秋田店において、和洋菓子の販売業務に従事してい
ただきます。
・品出し
・レジ業務
・商品管理
・清掃
・その他付随する業務

不問

他 株式会社　ゆう幸

衣服販売員（エムズ＆
レトロガール秋田アル
ス店）

＊婦人カジュアル衣料販売業務全般と店舗運営・管理全般
　・商品・在庫管理
　・レジ業務・接客・商品説明
　・ラッピング・店内ディスプレイ
　・商品補充・店内清掃
　・その他付随業務
　※社員割引制度あり
　※社員登用制度あり
　※報奨金制度あり

不問

他 株式会社　Ｒ１０００
毎　週

福島県喜多方市字押切南２丁目１１
番地

4人 0241-22-2814

不問

241人 018-837-3000

不問
68,927人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災

05010-10449091

雇用・労災
05010-10462891

ネットスーパー業務

○インターネット等で承った商品を売り場からピッキングし揃
えて、発送の準備をするお仕事です。

・簡単なパソコン操作あり。

※６ヶ月毎の契約更新制

不問

他 イオンリテール　株式会社　イオン秋
田中央店その他
秋田県秋田市楢山川口境５－１１

毎　週
秋田県秋田市大町３丁目５－８
ウィング・グラン４Ｆ

3人 018-874-7547

不問
40人 秋田県秋田市

1,543人 秋田県秋田市
～令和元年9月30日

雇用・労災・健康・厚生
05010-10473191

食品製造・事務スタッフ
（パート）

○自社ブランド食品等の製造・事務作業を行っていただきま
す。
・乳製品などの製造に関わる業務全般に従事していただきま
す。
・清潔な環境で、工場スタッフが親切に指導します。


　働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

土日祝 ノリット・ジャポン　株式会社

普通銀行業務（将軍野
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。
　　　　　
＊当初は令和元年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
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目１－４１

8人 018-833-4211

不問

18人 018-833-4211

不問
1,543人 秋田県秋田市

～令和元年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-10471291

令和元年7月1日～令
和元年12月31日 雇用・労災

05010-10525491

普通銀行業務（泉支
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。
　　　　　
＊当初は令和元年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
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目１－４１

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目２－３２

3人 018-827-3662

不問
110人 秋田県秋田市

725人 秋田県秋田市
令和元年6月15日～

雇用・労災
05010-10522391

事務職

○事務対応を行っていただきます。
・受付事務
・電話対応
・書類整理
・軽微な経理事務　等

＊雇用期間は、７／１～１２／３１（更新予定あり）

不問

土日祝 株式会社　秋田スパ・アンド・ドライブ
イン・サービス

栄養士（パート）

○明桜高校スポーツ寮の栄養士
　・栄養バランスを考えた食事の献立作りです。
　・その他付随業務全般 栄養士

土日祝他 株式会社　友愛ビルサービス
毎　週

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

14人 018-823-1251

不問

不問
4,000人 秋田県秋田市

労災
34010-30329391

正・准看護師

日祝他 株式会社　アイグラン
その他

広島県広島市中区光南２－１－２０

3人 082-504-6588

令和元年6月4日発行（令和元年6月3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

看護師／秋田市

看護師（パート）の求人です。

アイグランが運営する保育園で、子供たちの看護業務をお願
いします。
保育に入りながら子供の健康管理が主な仕事です。
身体測定をしたり、保健だよりを作ったり、お仕事は様々で
す。


℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 800円～2,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～20時00分 就業場所

時給

4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) 8時30分～14時30分 就業場所
(2)14時00分～18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00分～14時00分 就業場所
(2) 8時30分～14時30分
(3) 9時00分～15時00分

時給

3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 59歳以下 (1)10時00分～13時00分 就業場所
(2)18時00分～21時00分
(3)18時00分～22時30分

時給

3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 59歳以下 (1)10時00分～13時00分 就業場所
(2)19時00分～22時00分

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) 9時00分～13時30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

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)18時00分～23時00分 就業場所

時給

3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) 8時30分～14時00分 就業場所
(2)10時00分～15時00分

時給

3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～15時00分 就業場所
(2)18時00分～21時00分
(3)21時00分～ 0時00分

時給

3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～14時00分 就業場所
(2)10時00分～18時00分
(3)18時00分～21時00分

時給

3人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～14時30分 就業場所
(2)18時00分～21時00分
(3)21時00分～ 0時00分

秋田県秋田市

労災
05010-10494491

ホールスタッフ・調理補
助
　【茨島店】

○ラーメン店での仕事です。
・ホールサービス
・調理補助
・レジ精算
・食器洗浄
・店内清掃等の業務に従事します。
※指導致しますので、未経験の方でも応募可能です。
※将来、正社員を目指したい方大歓迎。
※仕事を覚えていくごとに時給ＵＰ可能です。
※週２日～、１日３ｈ～相談に応じます。

不問

他 株式会社　幸楽苑　茨島店
毎　週

秋田県秋田市茨島６丁目１０－２６


13人 018-896-1005

不問

16人 018-892-6022

不問
秋田県秋田市

労災
05010-10492691

労災
05010-10490091

ホールスタッフ・調理補
助
　【仁井田店】

○ラーメン店での仕事です。
・ホールサービス
・調理補助
・レジ精算
・食器洗浄
・店内清掃等の業務に従事します。
※指導致しますので、未経験の方でも応募可能です。
※将来、正社員を目指したい方大歓迎。
※仕事を覚えていくごとに時給ＵＰ可能です。
※週２日～、１日３ｈ～相談に応じます。

不問

他 株式会社　幸楽苑　仁井田店
毎　週

秋田県秋田市仁井田栄町１０番２７
号

毎　週
秋田県秋田市広面字堤敷７０－１


20人 018-884-3135

不問
秋田県秋田市

秋田県秋田市

労災
05010-10479791

ホールスタッフ・調理補
助
　【広面店】

○ラーメン店での仕事です。
・ホールサービス
・調理補助
・レジ精算
・食器洗浄
・店内清掃等の業務に従事します。
※指導致しますので、未経験の方でも応募可能です。
※将来、正社員を目指したい方大歓迎。
※仕事を覚えていくごとに時給ＵＰ可能です。
※週２日～、１日３ｈ～相談に応じます。

不問

他 株式会社　幸楽苑　広面店

ホールスタッフ・調理補
助
【イオン秋田中央店】

○ラーメン店での仕事です。
・ホールサービス
・調理補助
・レジ精算
・食器洗浄
・店内清掃等の業務に従事します。
※指導致しますので、未経験の方でも応募可能です。
※将来、正社員を目指したい方大歓迎。
※仕事を覚えていくごとに時給ＵＰ可能です。
※週２日～、１日３ｈ～相談に応じます。

不問

他 株式会社　幸楽苑イオン秋田中央店
毎　週

秋田県秋田市楢山川口境１－１５
イオン秋田中央店

7人 018-853-1886

不問

3人 018-853-8121

不問
3人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10452791

12ヶ月
雇用・労災・財形

13130-18319891

料理配膳、接客

○接客、お酒の提供、配膳、洗いものが主なお仕事です。
○１７席ほどの小さなお店です。


＊時間や休日等は出来る限り柔軟に対応します。
＊県外のお客様も多いのでお世話好きな方も歓迎です。



不問

日他 かまど炊き　あきた飯
毎　週

秋田県秋田市中通４丁目１７－８　駅
前あっちゃんビル５Ｆ

毎　週
東京都江東区木場６－１５－６

4人 03-3699-0488

不問
450人 秋田県秋田市

秋田県潟上市

労災
05010-10487791

調理補助＜秋田県秋
田市＞

○社員食堂の調理補助
　昼のみ７０食程度

・食材の切り込み、下処理等
・後片付け

不問

土日祝他 株式会社　藤給食センター

ホールサービス及び調
理補助

○ホールでの接客、及び調理補助全般の業務です。
・ホール接客全般（オーダー受け、商品提供、会計など）
・簡単な調理、洗浄業務
・店内清掃など
※店長が優しく指導します。
※就業時間、勤務日、休日などは相談に応じます。
※土、日、祝日の休みについても相談に応じます。
※就業時間が２２時を超える場合は１８歳以上の方の募集と
なります。（省令２号、深夜勤務の就業制限）

不問

他 株式会社　幸楽苑　天王店
毎　週

秋田県潟上市天王字蒲沼６３－３０


15人 018-872-2717

不問

10人 018-853-7790

不問
秋田県潟上市

労災
05010-10484691

12ヶ月
労災

05010-10526791

ホールサービス及び調
理補助

○ホールでの接客、及び、調理補助全般の業務です。
・ホール接客全般（オーダー受け、レジ、会計など）
・簡単な調理、洗浄業務、店内清掃など

※就業時間、勤務日、休日などは相談に応じます。
※土・日・祝日の休みについても相談に応じます。
※就業時間が２２時を超える場合は、１８歳以上の方の募集
となります（省令２号、深夜勤務の就業制限）。

不問

他 株式会社　幸楽苑　メルシティ潟上店
毎　週

秋田県潟上市飯田川飯塚字古開９０
番７

毎　週
秋田県秋田市大町３－３－１５　ユニ
バースビル６Ｆ

5人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県秋田市

0人 秋田県秋田市
令和元年8月1日～

05010-10489291

調理員（土崎カトリック
こども園）

○施設内での調理業務を担当していただきます。
・食材の検品、下処理、調理、盛付、配膳、下膳、洗浄、清掃
等全般業務

＊調理経験や、資格をお持ちの方尚可

不問

日祝他 株式会社　メフォス北日本　東北事
業部　秋田支店

調理スタッフ【９月１日
新規オープン予定】

・小規模多機能型居宅介護事業所での食事の調理、それに
おける業務全般に従事していただきます。
・メニューなども考えていただき、利用者の方にも従業員にも
喜んでいただける食事の提供を目指していただきたいと考え
ています。
・利用者様との交流もある程度あり、距離が近いのでダイレク
トな反応を見る事ができます。
＊就業は８月１日からの予定、最大でも３０人程度の食事、
後片付け、準備等の業務です。

不問

他 株式会社　りぼん
毎　週

秋田県秋田市泉馬場１０－２９

0人 090-7064-4730

調理が好きな方

経験者（１年以上）
180人 秋田県秋田市

労災
13010-70360791

美容師免許

他 株式会社　ビューティトップヤマノ
山野愛子美容室毎　週
東京都中央区銀座３－４－８

11人 03-6834-2488

4ページ中 2ページ

令和元年6月4日発行（令和元年6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

ブライダルヘアメイク／
秋田市

ブライダルヘアメイク業務全般



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

3人 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～14時00分 就業場所
(2)18時00分～21時00分
(3)21時00分～ 0時00分

時給

3人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～14時30分 就業場所
(2)18時00分～21時00分
(3)21時00分～ 0時00分

時給

1人 780円～820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00分～18時30分 就業場所
(2)12時30分～17時00分
(3)15時00分～19時30分

時給

1人 780円～820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30分～15時00分 就業場所
(2)16時30分～21時00分

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) 7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

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～10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) 8時00分～11時00分 就業場所

時給

2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 就業場所

時給

3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) 8時30分～11時00分 就業場所

時給

3人 765円～765円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時30分～10時45分 就業場所
(2)10時00分～11時00分
(3)23時00分～ 0時30分

15人 018-872-2717

不問
秋田県潟上市

労災
05010-10485991

労災
05010-10482091

清掃作業、仕込み作業

・開店前の清掃と簡単な仕込み作業を行っていただきます。
・閉店前後の片づけと清掃、簡単な仕込み作業もあります。

※接客のお仕事はありません。
※食事補助制度あり
※制服貸与

※就業時間が２２時を超える場合は１８歳以上の方の募集と
なります。（省令２号、深夜勤務の就業制限）

不問

他 株式会社　幸楽苑　天王店
毎　週

秋田県潟上市天王字蒲沼６３－３０


毎　週
秋田県潟上市飯田川飯塚字古開９０
番７

10人 018-853-7790

不問
秋田県潟上市

5人 秋田県秋田市

労災
05010-10481191

清掃作業、仕込み作業
【メルシティ潟上店】

・オープン前の清掃と簡単な仕込み作業
・未経験者大歓迎
（就業時間については相談に応じます）
・ダブルワークＯＫです

＊接客のお仕事はありません
＊食事補助制度あり
＊制服貸与

不問

他 株式会社　幸楽苑　メルシティ潟上店

ルームクリーニング

○主に秋田市内でのハウスクリーニング及びルームクリーニ
ング作業（一般家庭、アパート、マンションが主）
・業務上、家具の移動、照明器具や換気扇等取り外し作業も
あります。　　　　　　　　　　　　　　
・アパートの外部の掃き拭き清掃及び除草


＊就業日数、時間等相談に応じます（ダブルワーク可）



普通自動車免許
（ＡＴ限定可・業務
使用あり）

他 ベストケミカル
その他

秋田県秋田市中通６丁目７－９　秋
田県畜産会館６Ｆ

5人 018-838-6166

不問

1人 018-888-5371

不問
187人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-10454291

労災
05010-10466091

清掃スタッフ（上北手）

○ご契約いただいている事業所の清掃
・簡単な拭き・掃き清掃が中心の清掃となります。
・現場への直行直帰となります。 不問

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

毎　週
秋田県秋田市大町３丁目５－８
ウィング・グラン４Ｆ

3人 018-874-7547

不問
40人 秋田県秋田市

55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10476691

食品製造補助・清掃ス
タッフ
（パート）【早朝】

○自社ブランド食品の製造補助業務を行っていただきます。
（朝、牛乳受入れ、材料計量、清掃等）

＊力仕事のため、体力が必要とされます。


　働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

土日祝他 ノリット・ジャポン　株式会社

製造・配達作業

○秋田銘菓「金萬」東通工場でのお仕事です
・金萬の製造と配達業務に従事していただきます。
＊繁忙期（お盆・正月・連休等）には、勤務時間が延長になる
場合があります。
＊就業時間は相談に応じます。
＊金萬工場・社宅・その他の清掃作業をお願いすることがあ
ります（詳細は面接時説明します）
＊正社員登用の可能性あります。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　金萬
毎　週

秋田市中通二丁目３－８　アトリオン
８Ｆ

25人 018-832-6789

不問

30人 018-827-3662

不問
110人 秋田県秋田市

～令和2年3月31日
雇用・労災

05010-10530391

～令和2年3月31日
雇用・労災

05010-10529591

ホール係（道の駅あき
た港）

○「道の駅あきた港」内の１Ｆレストランでの業務に従事してい
ただきます。
・ホール内での業務（オーダー、レジ）
・店内清掃　等

＊就業時間（１）～（２）のシフト勤務
＊雇用期間は年度ごとの更新予定あります

不問

他 株式会社　秋田スパ・アンド・ドライブ
イン・サービス毎　週
秋田県秋田市中通２丁目２－３２

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目２－３２

30人 018-827-3662

不問
110人 秋田県秋田市

秋田県秋田市

労災
05010-10498591

レジスタッフ（道の駅あ
きた港）

○「道の駅あきた港」内の１Ｆ物産館での業務に従事していた
だきます。
・レジ業務
・商品陳列
・レジ締め作業　等

＊就業時間（１）～（３）のシフト勤務
＊雇用期間は年度ごとの更新予定あります

不問

他 株式会社　秋田スパ・アンド・ドライブ
イン・サービス

ホールスタッフ・調理補
助
　【秋田寺内店】

○ラーメン店での仕事です。
・ホールサービス
・調理補助
・レジ精算
・食器洗浄
・店内清掃等の業務に従事します。
※指導致しますので、未経験の方でも応募可能です。
※将来、正社員を目指したい方大歓迎。
※仕事を覚えていくごとに時給ＵＰ可能です。
※週２日～、１日３ｈ～相談に応じます。

不問

他 株式会社　幸楽苑　幸楽苑　秋田寺
内店毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ２７－１


13人 018-893-4436

不問

不問
秋田県秋田市

労災
05010-10496891

不問

他 株式会社　幸楽苑　土崎店
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町字沼端
７７－１３

20人 018-880-5671

令和元年6月4日発行（令和元年6月3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

ホールスタッフ・調理補
助
　【土崎店】

○ラーメン店での仕事です。
・ホールサービス
・調理補助
・レジ精算
・食器洗浄
・店内清掃等の業務に従事します。
※指導致しますので、未経験の方でも応募可能です。
※将来、正社員を目指したい方大歓迎。
※仕事を覚えていくごとに時給ＵＰ可能です。
※週２日～、１日３ｈ～相談に応じます。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

3人 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) 8時30分～11時00分 就業場所

時給

2人 800円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～11時00分 就業場所

時給

3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) 8時30分～11時00分 就業場所

時給

3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) 8時30分～11時00分 就業場所

時給

3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) 8時30分～11時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～11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

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1)13時00分～16時00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) 9時00分～14時00分 就業場所7,184人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
13040-67237091

客室清掃員（秋田）

◆客室のベッドメイク
◆掃除機がけやゴミ収集、水周りの清掃など

不問

他 大和ライフネクスト　株式会社
毎　週

東京都港区赤坂５－１－３３

10人 03-5549-7066

不問

1人 018-862-3251

不問
453人 秋田県秋田市

労災
05010-10578891

労災
05010-10506391

清掃業務（秋田市新屋
ガラス工房）

○秋田市の施設「秋田市新屋ガラス工房」の清掃業務です。
・ギャラリー、ホール、事務室、男女トイレ等館内の清掃

＊月・金・土・日の午後３時間のお仕事です

＊勤務中、禁煙に対応できる方を希望します。

不問

火水木 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

毎　週
秋田県秋田市寺内蛭根３丁目２４－
３１

3人 018-862-2502

不問
50人 秋田県秋田市

秋田県秋田市

労災
05010-10497291

施設内清掃、北都ビル
ディング
（旧北都銀行別館）

○ビル内の清掃
・事務室、廊下、給湯室、トイレ等の掃除機かけ、モップがけ、
事務所内くずかごのごみ回収等 不問

土日祝他 企業組合　秋田中高年雇用福祉事
業団

清掃作業、仕込作業
　【秋田寺内店】

・オープン前の清掃と簡単な仕込み作業
・未経験者大歓迎
（就業時間については相談に応じます
・ＷワークＯＫです

＊接客のお仕事はありません
＊食事補助制度あり
＊制服貸与

不問

他 株式会社　幸楽苑　幸楽苑　秋田寺
内店毎　週
秋田県秋田市寺内字イサノ２７－１


13人 018-893-4436

不問

20人 018-880-5671

不問
秋田県秋田市

労災
05010-10495791

労災
05010-10493991

清掃作業、仕込み作業
　【土崎店】

・オープン前の清掃と簡単な仕込み作業
・未経験者大歓迎
（就業時間については相談に応じます
・ＷワークＯＫです

＊接客のお仕事はありません
＊食事補助制度あり
＊制服貸与

不問

他 株式会社　幸楽苑　土崎店
毎　週

秋田県秋田市土崎港相染町字沼端
７７－１３

毎　週
秋田県秋田市茨島６丁目１０－２６


13人 018-896-1005

不問
秋田県秋田市

秋田県秋田市

労災
05010-10491391

清掃作業、仕込み作業
　【茨島店】

・オープン前の清掃と簡単な仕込み作業
・未経験者大歓迎
（就業時間については相談に応じます
・ＷワークＯＫです

＊接客のお仕事はありません
＊食事補助制度あり
＊制服貸与

不問

他 株式会社　幸楽苑　茨島店

清掃作業、仕込み作業

・オープン前の清掃と簡単な仕込み作業
・未経験者大歓迎
（就業時間については相談に応じます
・ＷワークＯＫです

＊接客のお仕事はありません
＊食事補助制度あり
＊制服貸与

不問

他 株式会社　幸楽苑　仁井田店
毎　週

秋田県秋田市仁井田栄町１０番２７
号

16人 018-892-6022

不問

不問
秋田県秋田市

労災
05010-10488891

不問

他 株式会社　幸楽苑　広面店
毎　週

秋田県秋田市広面字堤敷７０－１


20人 018-884-3135

4ページ中 4ページ

令和元年6月4日発行（令和元年6月3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

清掃作業、仕込み作業
　【広面店】

・オープン前の清掃と簡単な仕込み作業
・未経験者大歓迎
（就業時間については相談に応じます
・ＷワークＯＫです

＊接客のお仕事はありません
＊食事補助制度あり
＊制服貸与

●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．　６月１０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：㈱虹の街＞
　　　　　　　　　　　【介護支援専門員、看護師・准看護師、介護員、調理員　他】

  １．　６月１３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：㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」＞
　　　　　　　　　　　【栄養士、介護職員】

『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 1,300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 就業場所

時給

1人 1,100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 就業場所

時給

1人 1,150円～1,150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) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分

時給

1人 770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) 7時30分～12時30分 就業場所
(2)13時30分～18時30分

時給

2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 59歳以下 (1) 9時00分～16時00分 就業場所
(2)13時00分～20時00分

時給

2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 就業場所

時給

1人 780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) 5時30分～11時30分 就業場所
(2)10時00分～15時00分
(3)14時30分～20時30分

時給

2人 850円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時15分～14時15分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3) 5時15分～11時45分

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)11時00分～15時00分 就業場所
(2)17時00分～23時00分

時給

1人 770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)10時00分～16時00分 就業場所
(2)11時00分～17時00分
(3)17時00分～22時00分

令和元年6月5日発行（令和元年6月4日受付分)　Ｎｏ．１

2ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

歯科衛生士（土曜日の
み）

○歯科衛生士業務全般に従事していただきます。
・歯科医師の指示による診療補助
・歯科予防処置（歯石除去）他
・その他歯科衛生士業務全般


【土曜日のみ勤務です】

歯科衛生士

月火水木金日祝 将軍野歯科診療所
毎　週

秋田県秋田市将軍野南１丁目１０－
５２

6人 018-845-0863

不問
6人 秋田県秋田市

労災
05010-10666891

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。
・歯科医師の指示による診療補助
・その他歯科衛生士業務全般

＊就業時間及び就業曜日については応相談。また、週労働
時間数によっては雇用保険にも加入します。

＊休憩時間は１日の就業時間数に応じて決定します。

歯科衛生士

日祝他 将軍野歯科診療所
毎　週

秋田県秋田市将軍野南１丁目１０－
５２

6人 018-845-0863

不問

社会福祉士、社会
福祉主事、社会福
祉主事任用資格、
介護支援専門員
（実務経験１年以
上）のいずれか
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

6人 秋田県秋田市

労災
05010-10668591

デイサービスの生活相
談員　　　【契約社員】

○お客様およびご家族と他事業所等への連絡業務
（訪問時は社有車ＡＴ車使用）
・２５名前後（１日のお客様数）
・デイサービスの介護業務への協力
・食事、入浴、排泄等の身体介護、車の乗降等の介護

【働き方改革関連認定企業】【秋田県】介護サービス事業所認
証評価制度取得
　　　　　　　　　　　　　　　　　

日他 株式会社　虹の街　まごころセンター
その他

秋田県秋田市牛島西１丁目１０番１６
号

21人 018-884-1152

404人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-10652091

販売員【食菜館くらら】
（パート）

○農山漁村活性化施設「食菜館くらら」産直で、地産地消の
野菜・魚介類・加工品を主に販売、レジ業務全般に従事して
いただきます。
・レジ業務（会計）
・出荷組合より納品された野菜、魚介類等の品出し、棚への
陳列業務
・開店の準備、閉店の片付け、店内清掃業務（店内全般）

不問

他 天王グリーンランド　株式会社
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

12ヶ月
雇用・労災

05010-10673791

販売員

◆秋田店Ｋｏｎｄｉｔｏｒｅｉ・Ｊｉｎ（コンディトライ・　ジン）において店
頭での販売業務に従事して頂きます。
　◎洋菓子の販売・レジ・包装・商品の陳列。
　◎接客及び電話対応等。

※就業時間は９：００～２０：００までの６時間のシフト制。（相
談にて決定）
※面接時には、ハローワークの紹介状と履歴書を持参して下
さい

不問

火他 有限会社　平泉菓子本舗
毎　週

秋田県能代市二ツ井町字太田面２６
－５

5人 0185-73-2605

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災
05020- 2713191

販売員

◆秋田店Ｋｏｎｄｉｔｏｒｅｉ・Ｊｉｎ（コンディトライ・ジン）において店頭
での販売業務に従事して頂きます。
　◎洋菓子の販売・レジ・包装・商品の陳列。
　◎接客及び電話対応等。

※就業時間は１０：００～１８：００までの４～６時間のシフト
制。（時間帯は応相談）
※面接時には、ハローワークの紹介状と履歴書を持参して下
さい。

不問

火他 有限会社　平泉菓子本舗
毎　週

秋田県能代市二ツ井町字太田面２６
－５

5人 0185-73-2605

不問
6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

05020- 2714091

調理員（秋田けやき会）
（パート）

○福祉施設での調理業務全般に従事していただきます。
・下処理、盛り付け、配膳
・洗浄、清掃　等
＊食数は１００～１４０食程度

不問

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

12人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災

05010-10701491

調理員（高清水園）

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

・食数　９０食程度
　朝食、昼食は　３名
　夕食は　　　　　２名で勤務

不問

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

8人 018-888-1333

不問
15,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10707091

ホール係

○パキスタン・インド料理店においてホール業務を担当してい
ただきます。
・ホール接客
・配膳、下膳
・レジ精算
・片付け、店内清掃　等

不問

他 有限会社　パキザ商事　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市飯島穀丁１５－１０

5人 018-816-0588

不問
7人 秋田県秋田市

労災
05010-10660091

ホール係（レストランくら
ら）

○レストランくららにおいて、ホール業務に従事していただき
ます。
・料理や飲み物の配膳、下膳
・テーブルの片づけ
・レジ業務
・ホール清掃
・宴会がある場合は、料理付、片付け等あります。

＊就業時間：シフトによる交替制

不問

他 天王グリーンランド　株式会社
毎　週

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

12ヶ月
雇用・労災

05010-10672491

℡ 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 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 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所
(2)13時30分～17時30分

時給

1人 800円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 18歳以上 (1) 4時00分～ 9時00分 就業場所

時給

1人 762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

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 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 18歳～64歳 (1)23時00分～ 1時00分 就業場所

2ページ中 2ページ

令和元年6月5日発行（令和元年6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

児童指導員（保育士）

○障害のある児童に対する指導全般を担当します。
・日常生活の指導や支援
・児童の送迎（普通車、軽自動車、ＡＴ車を運転）
・余暇活動の提供など
※正社員希望の方は相談に応じます。
※就業時間（土曜、祝日、学校の長期休み期間中）
　（シフト制、休憩時間６０分）
（３）０８：００～１７：００
（４）０８：３０～１７：３０

保育士
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）


日他 株式会社　Ｋ＆Ｋ
毎　週

秋田県潟上市天王字長沼６４－１２

5人 018-893-5801

保育士の経験
10人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010-10639991

児童指導員

○障害のある児童に対する指導全般を担当します。
・日常生活の指導や支援
・児童の送迎（普通車、軽自動車、ＡＴ車を運転）
・余暇活動の提供など
※正社員希望の方は相談に応じます。
※就業時間（土曜、祝日、学校の長期休み期間中）
　（シフト制、休憩時間６０分）
（３）０８：００～１７：００
（４）０８：３０～１７：３０

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　Ｋ＆Ｋ
毎　週

秋田県潟上市天王字長沼６４－１２

5人 018-893-5801

児童福祉施設等で
の３年以上の経験
者

10人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010-10642591

配達及び現場作業【急
募】

○２ｔの冷凍トラックを使用して市内の配達に従事していただ
きます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　金森水産
毎　週

秋田県秋田市外旭川三千刈１７２－
１

14人 018-866-3201

２ｔトラック運転経験
者に限る

44人 秋田県秋田市
～令和元年7月31日

雇用・労災
05010-10638691

清掃作業員

○清掃業務に従事していただきます。
・オフィスビルや一般住宅の床やガラス清掃が主な仕事です
・その他、付随する業務

＊現場は主に秋田市内です。

＊作業は、最低２名、通常３～４名で行います。

＊社用車あり（普通車／ＡＴ車）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 あさひ美装　株式会社
毎　週

秋田県秋田市泉中央２丁目３番２２
号

4人 018-827-3750

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10663991

クリーニングスタッフ
（パート）

○当院のクリーニングスタッフとして下記の業務を担当してい
ただきます。

・当院の清掃業務
・器具の片づけ、洗浄、消毒作業



不問

土日祝他 医療法人　興仁会　あいば歯科医院
毎　週

秋田県秋田市茨島２丁目３－２

42人 018-863-8787

不問
42人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10689491

清掃業務（ビイギャル
外旭川店）

○「ビイギャル外旭川店」での清掃業務です。営業終了後、店
舗内の清掃をお願いします。
・床、球台、トイレ等の清掃として、ホウキ・モップ・ぞうきん掛
けなど。

＊深夜帯２時間位の勤務です。
＊勤務中、禁煙対応出来る方を希望します。
＊時給は１，０００円です。（８００円＋深夜割増手当）

不問

他 株式会社　東北ビルカンリ・システム
ズ

労災
05010-10713291

毎　週
秋田県秋田市大町３丁目３－３６

6人 018-862-3251

不問
453人 秋田県秋田市

　　　　●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．　６月　５日　㈱木村スタンド【ガソリンスタンドスタッフ（正社員、契約社員、パート）】
　２．　６月１０日　㈱和敬園　ショートステイ「御所野の森」、デイサービス「森のテラス」【介護職】
　３．　６月１０日●㈱ｼﾞｪｲｴｲ秋田葬祭ｾﾝﾀｰ（ＪＡ葬祭ﾚｾﾞｰﾙ）【セレモニーアドバイザー（営業）】
　４．　６月１１日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　５．　６月１２日　㈱イースリー【電気工事及び設備工事補助】
　６．　６月１３日　㈱ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ【受付ｽﾀｯﾌ、英語対応ｽﾀｯﾌ、保育士】
　７．　６月１４日　国際タクシー㈱【タクシー乗務員】　※６０歳以上応募歓迎！
　８．　６月１４日●㈱へいあん秋田【ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ、ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、典礼ｱｼｽﾀﾝﾄ　他】
　９．　６月１７日　社会福祉法人幸楽会【介護員、訪問介護員】
１０．　６月１７日●三協フロンテア㈱【営業職】
１１．　６月１８日　西武　秋田店【化粧品販売メンバー】
１２．　６月１８日●㈲やさしい手秋田【サービス提供責任者、訪問介護員】　※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!!



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 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) 9時30分～14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
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

日給（時給換算）

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

3人 890円～1,230円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時30分～16時30分 就業場所
(2) 9時30分～14時30分

時給

1人 910円～910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) 9時00分～15時45分 就業場所
(2)10時15分～17時00分

時給

1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～1,000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～17時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分

時給

2人 762円～762円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

5人 780円～975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～ 9時00分 就業場所
(2)13時00分～17時00分

時給

1人 1,200円～1,200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30分～ 9時30分 就業場所

令和元年6月6日発行（令和元年6月5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

電話予約受付、ホール
準備作業（遊食さい賀・
割烹かめ清）

○料亭での予約電話の受付及びホールの準備作業に従事し
て頂きます。
・来客対応
・１週間に１回位ランチ時の接客業務もあります
・その他付随する業務
＊日数、時間は相談に応じます。
＊制服は貸与します。
＊美味しい賄付き。（無料）
＊６０歳以上の方の応募可です。

不問

日他 有限会社　割烹　かめ清
毎　週

秋田県秋田市大町４丁目１－１６

10人 018-862-2729

不問
10人 秋田県秋田市

労災
05010-10938791

営業事務

◇アパート、貸家のリフォームとクリーニングの営業のアシス
タント業務
・見積書作成、伝票起票等の事務作業やお客様とのアポ取
等
・営業マンのアシスタント事務（稀にお客様宅に同行する場合
あり）
◆【５～８時間の勤務希望でもＯＫ】
・勤務時間についてはご相談下さい。
・水曜、日曜休日
　その他休日についてもご相談に応じます。

・パソコン操作
（ワード、エクセル）
／入力程度
・普通自動車免許
（ＡＴ可）

水日他 株式会社　ホームクリニック　秋田営
業所毎　週
秋田県秋田市泉字登木２２７－２　ソ
ルナビル２Ｆ

8人 018-863-9998

不問
20人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10859891

事務補助（職業訓練）
【急募】

○施設内における事務補助（職業訓練に関する事務補助）業
務を担当していただきます。
・書類整理
・パソコン入力
・その他付随する業務

＊月１４日の勤務です。

不問

土日祝他 独立行政法人　高齢・障害・求職者
雇用支援機構　秋田支部毎　週
秋田県潟上市天王字上北野４－１４
３

58人 018-873-3177

パソコン（ワード・エ
クセル）の使用経
験がある方

6,707人 秋田県潟上市
令和元年6月17日～令
和元年12月16日 労災

05010-10863691

事務補助（７／１～１２
／３１）

○事務補助の業務に従事していただきます。

・データー入力（エクセル・ワード等）
・エクセルデーター等の読み合わせ、確認業務
・書類整理
・郵便物の発送等

不問

土日祝 東北農政局秋田県拠点
毎　週

秋田県秋田市山王７丁目１－５

113人 018-862-5611

パソコン入力業務
113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

05010-10885591

事務系スタッフ（調達
課）

調達課において事務系スタッフとして次のような業務に従事し
ていただきます。

・納品確認、伝票整理及びパソコンへの入力業務
・文書授受、発注整理及び電話対応などの庶務的業務


　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

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

950人 018-884-6010

ワード、エクセルな
どパソコンが使用
できること

1,400人 秋田県秋田市
令和元年8月1日～令
和3年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10892891

医療事務兼クラーク

○乳腺疾患外来に特化した当クリニックにおいて、下記の業
務に従事していただきます。
・窓口での受付対応、電話応対
・レセプト請求業務
・ドクターズクラーク業務
・患者様の院内誘導、案内等の看護補助業務
・整理整頓、清掃等の付随業務全般

不問

木日他 いなば御所野乳腺クリニック
毎　週

秋田県秋田市御所野下堤２丁目１番
９号

8人 018-838-1785

ＰＣ操作（エクセル・
ワード）
実務経験あれば尚
可

8人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10880991

パソコン入力・編集補
助・営業　（パート）

○パソコン・編集補助業務を担当していただきます。
・インターネット閲覧による情報収集
・事務補助、記事の入力（ワード、エクセル使用）
・取材業務補助
・新聞作成業務に係る補助

土日祝他 株式会社　秋田建設工業新聞社
毎　週

秋田市山王６丁目８－４２

12人 018-863-4114

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10874791

・パソコン操作（Ｗ
ｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）
・インターネット閲
覧可能な方
（タッチタイピング
できる方は尚可）

売場担当者（レジ業務
もあり）


・接客、商品の発注、返品処理
・商品の陳列、売場の維持・管理、バックヤード整理
・清掃、その他付随する業務

＊土、日、祝日、年末年始も勤務可能な方を希望します。
＊繁忙時はレジ業務もあり

不問

他 株式会社　サンデー　秋田土崎店
毎　週

秋田市土崎港相染町家の下３７－１

11人 018-857-0301

不問
1,777人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10944991

販売員

・セブンイレブン店内業務全般
（商品の発注、品出し、陳列、レジ業務、店内清掃など）
＊就業時間、休日に関しては相談に応じます。 不問

他 株式会社　セブンイレブンジャパン
秋田卸町３丁目店毎　週
秋田県秋田市卸町３丁目１番２号

19人 018-824-7322

不問
19人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10893291

介護職員（夜勤専従）
≪急募≫

○入所定員２０名の有料老人ホームでの夜勤介護業務
○夜勤業務・食事介助、排泄介助等介護業務全般

＊急な退職者補充の為の急募




介護職員初任者研
修以上

他 有限会社　ケアサービスおちあい　有
料老人ホーム　彩べえ　いいじまその他
秋田県秋田市飯島字飯島水尻５０１
－１

20人 018-838-7011

不問
74人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10896091

℡ 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 770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 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所
(2)10時00分～14時30分
(3) 9時00分～15時30分

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) 6時00分～14時00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

雇用期間の定めなし 不問 (1)17時00分～22時00分 就業場所

時給

2人 770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) 9時30分～14時00分 就業場所
(2)17時00分～22時00分

時給

4人 762円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～14時00分 就業場所
(2)11時00分～17時00分
(3)17時00分～21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

雇用期間の定めあり 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

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

3人 800円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 790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) 9時00分～14時50分 就業場所

時給

2人 762円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15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 不問 (1) 8時15分～16時45分 就業場所

3ページ中 2ページ

令和元年6月6日発行（令和元年6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

調理員（秋田市八橋デ
イサービスセンター）

○調理業務全般
・食材の検品
・下処理
・調理
・盛り付け
・配膳、下膳
・洗浄、清掃などの業務
【賃金について】
　　経験者・有資格者　８５０円～１，０００円
　　経験・資格問わず　７７０円～　　８５０円

12ヶ月
雇用・労災

05010-10907291

不問

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

3人 018-888-1333

3人 018-866-2990

調理業務経験者

不問
15,000人 秋田県秋田市

不問

土日祝 味処　しの八

給食の調理（パート・無
資格）「御所野の森」

○介護施設での給食の調理・後片付け等の業務に従事して
いただきます。

・朝食３０人分を１人で調理、昼食３０人分を２人で調理してい
ただきます。

＊制服貸与

不問

他 株式会社　新星食品
毎　週

秋田県秋田市八橋本町２丁目５－２
８

不問
5人 秋田県秋田市

27人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10910691

ホール係

○ホール業務に従事していただきます。
・配膳、後片付けなど
・レジ会計
・電話対応
・洗い物、盛付け等の補助業務
・その他付随する業務

＊日数、時間はご相談に応じます

株式会社　ぺペロンチーノ
毎　週

秋田県秋田市大町４丁目１－１６

毎　週
秋田市山王４丁目２－３　市町村会
館内地下

5人 018-864-5530

雇用・労災
05010-10916591

労災
05010-10913791

ホール係（リストランテ・
ラ・グロッタ）

○イタリアンレストランでのホール接客業務を担当していただ
きます。
・お客様を案内して、注文を取り、料理を運び、下げて、ドリン
クをお出しします。
＊就業時間（１）（２）選択可。
　就業日数は相談に応じます。
＊制服貸与します。
＊美味しい賄付き。（無料）
＊６０歳以上の方の応募歓迎します。

不問

月他

28人 018-873-6975

不問

9人 018-862-2729

不問
20人 秋田県秋田市

不問

他 （株）キタムラ

接客、厨房ほか【本店】

○接客、厨房業務に従事していただきます。
・接客業務（ホール）
・お客様のオーダー取り
・配膳、片づけ
・レジ業務
・厨房作業（洗いもの他）
・その他、付随する業務
＊すし職人見習い
＊＊アルバイト希望の方も相談に応じます。

不問

他 株式会社　勇心
毎　週

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
４３９－５

不問
8,718人 秋田県秋田市

28人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10948291

販売スタッフスタジオマ
リオ　マリオ秋田／広面
店

★こども写真スタジオマリオでの「短期」のお仕事です★
（１）子ども写真スタジオ接客・販売
（２）受付・電話応対・着付け・ヘアメイク・撮影・販売・アシスタ
ント業務
（３）その他店内付帯業務

※未経験者歓迎
※親切丁寧に指導致しますので、ご安心ください
※詳細は応募の際に必ずご確認ください

（株）キタムラ
その他

高知市本町４丁目１－１６高知電気
ビル３Ｆ

その他
高知市本町４丁目１－１６高知電気
ビル３Ｆ

5人 045-476-0777

令和元年7月1日～令
和元年12月30日 労災

39010-14464691

令和元年7月1日～令
和元年12月30日 労災

39010-14458491

販売スタッフスタジオマ
リオ　マリオ秋田／将軍
野店

★こども写真スタジオマリオでの「短期」のお仕事です★
（１）子ども写真スタジオ接客・販売
（２）受付・電話応対・着付け・ヘアメイク・撮影・販売・アシスタ
ント業務
（３）その他店内付帯業務

※未経験者歓迎
※親切丁寧に指導致しますので、ご安心ください
※詳細は応募の際に必ずご確認ください

不問

他

1人 0185-45-2801

不問

6人 045-476-0777

不問
8,718人 秋田県秋田市

不問

日他 株式会社　マルイシフーズ

農作業

◎農作業（畑作）全般及び補助作業。
◎草刈り作業が（主に草刈り機を使用）メインとなります。




※面接時には、ハローワークの紹介状と履歴書を持参して下
さい。

不問

他 自然栽培米プロジェクト
毎　週

秋田県南秋田郡大潟村字西２丁目３
－１３

不問
47人 秋田県秋田市

3人 秋田県南秋田郡大潟村
令和元年6月17日～令
和元年7月15日 労災

05020- 2730091

こんにゃく製造

○こんにゃく製造補助
・コンテナに入れた商品移動
・コンテナ洗浄、その他

＊１２か月の契約（更新予定あり）

＊週５日程度の勤務

有限会社　渡部畳店
その他

秋田県潟上市昭和大久保字堤の上
９１－１１５

その他
秋田県秋田市泉南１丁目４－３９

33人 018-823-0247

雇用・労災
05010-10869591

12ヶ月
雇用・労災

05010-10864991

畳製造及び襖張の補
助作業

○畳の製造や襖張りの補助作業を行っていただきます。

畳といえば「針を持って手縫い」というイメージが有るかも知
れませんが、当社では最新のコンピューターシステム自動縫
着ラインを導入しておりますので、畳を機械にセットしてボタン
を押すだけ、手作業の部分もありますが、特別な技術は必要
ありません。
簡単に工作を楽しむような感覚で仕事が出来ます。

不問

日他

毎　週
秋田県秋田市泉字登木２２７－２　ソ
ルナビル２Ｆ

8人 018-863-9998

不問

14人 018-877-3207

不問
14人 秋田県潟上市

20人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10860191

アパート清掃

○秋田市内のアパートの清掃に従事していただきます。
・ハウスクリーニング（キッチン、床、トイレ、水回りの清掃）作
業

＊移動には社有車又は自家用車（ガソリン代別途支給）を使
用します。

＊就業時間は状況により変動する場合あり

＊経験者優遇　未経験者の方　歓迎します

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　ホームクリニック　秋田営
業所



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

1人 1,000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～12時00分 就業場所

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時30分～18時00分 就業場所
(2)13時30分～20時00分

令和元年6月6日発行（令和元年6月5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

≪急募≫給食食器洗
浄員（午前）

○「中通リハビリテーション病院」での給食食器洗浄業務全般
を担当していただきます。

＊午前のみ３．５時間の勤務です。
＊６ヶ月毎の契約更新あります。

＊制服貸与します。

＊フルタイム給食業務・パート給食食器洗浄員（午後）も募集
中です

6ヶ月
雇用・労災

05010-10878191

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

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
1,591人 秋田県秋田市

1,591人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-10882791

≪急募≫給食食器洗
浄員（午後）

○「中通リハビリテーション病院」での給食食器洗浄業務全般
を担当していただきます。

＊午後のみの勤務です。
（１）１３：３０～１８：００
（２）１３：３０～２０：００
　上記時間帯を週代わりで勤務していただきます
＊６ヶ月毎の契約更新あります。
＊制服貸与します。

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

℡ 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．　６月１０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：㈱虹の街＞
　　　　　　　　　　　【介護支援専門員、看護師・准看護師、介護員、調理員　他】

  １．　６月１３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：㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」＞
　　　　　　　　　　　【栄養士、介護職員】

『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 1,220円～1,250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) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

1人 1,220円～1,250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) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

1人 1,050円～1,250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) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

1人 1,130円～1,230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 1,050円～1,250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) 8時30分～17時30分 就業場所

時給

10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 766円～766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30分～17時30分 就業場所
(2) 8時30分～20時15分

時給

2人 790円～910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)19時00分～23時00分 就業場所

時給

2人 790円～910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)16時00分～23時00分 就業場所

時給

3人 900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) 9時00分～16時00分 就業場所

令和元年6月7日発行（令和元年6月6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

看護職員／デイサービ
ス（ツクイ秋田川尻）

・デイサービスを利用されるお客様に対する入浴前後のバイ
タルチェックおよび健康管理業務全般、入浴・排泄・食事等介
助、各種記録
・機能訓練時の補助業務、他スタッフと連携してのケア業務
全般等
＊お客様は１日２０名程度（定員３０名）
＊勤務時間・日数等は相談に応じます。お気軽にお問い合わ
せください（労働日数により加入保険が変更される場合があり
ます）
＊土日、祝日のみの勤務可

正看護師または准
看護師


他 株式会社ツクイ　関東・南東北圏
その他

福島県郡山市安積北井２丁目１９３

29人 024-937-1617

不問
19,700人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

07040-11315691

看護職員（デイサービ
ス）／ツクイ秋田川尻

・デイサービスを利用されるお客様に対する入浴前後のバイ
タルチェックおよび健康管理業務全般、入浴・排泄・食事等介
助、各種記録
・機能訓練時の補助業務、他スタッフと連携してのケア業務
全般等
＊お客様は１日２０名程度（定員３０名）
＊勤務時間・日数等は相談に応じます。お気軽にお問い合わ
せください（労働日数により加入保険が変更される場合があり
ます）
＊土日、祝日のみの勤務可

正看護師または准
看護師


他 株式会社ツクイ　関東・南東北圏
その他

福島県郡山市安積北井２丁目１９３

22人 024-937-1617

不問
19,700人 福島県郡山市

6ヶ月
労災

07040-11328291

機能訓練指導員／デイ
サービス（ツクイ秋田川
尻

・ご利用者様一人ひとりに対する個別機能訓練の計画作成、実施、
評価
・集団機能訓練プログラムの作成、実施、評価
・スタッフやご家族への動作介助の指導
・レクリエーション補助等のデイサービスでの業務一般、各種記録
＊チームでのお仕事ですので、未経験の方・ブランクの長い方でも
大歓迎です。
＊お客様は１日２０名程度（定員３０名）
＊ご利用者は要介護者のため、業務を安全に遂行するためには、
体力を要します。

他 株式会社ツクイ　関東・南東北圏
その他

福島県郡山市安積北井２丁目１９３

29人 024-937-1617

19,700人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
07040-11317491

生活相談員／デイサー
ビス（ツクイ秋田川尻）

・デイサービスを利用されるお客様やご家族に対して、生活
上の相談・援助を行うお仕事です。
・お客様が自立した日常生活を送れるように、健康状態、生
活環境、ご家族の状況を伺った上で計画書を作成します。ま
た、サービス利用の手続き、他スタッフと連携してのケ　ア業
務全般、機能訓練時の補助業務、送迎等を行います。
＊チームでのお仕事ですので、未経験の方・ブランクの長い
方でも大歓迎です。
＊お客様は１日２０名程度（定員３４名）
＊使用車：１０人乗り、軽自動車

他 株式会社ツクイ　関東・南東北圏
その他

福島県郡山市安積北井２丁目１９３

29人 024-937-1617

19,700人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
07040-11321091

社会福祉士、精神
保健福祉士、社会
福祉主事、介護支
援専門員
普通自動車免許
（ＡＴ可・ペーパード
ライバー不可）

機能訓練指導員（デイ
サービス）／ツクイ秋田
土崎

・ご利用者様一人ひとりに対する個別機能訓練の計画作成、
実施、評価
・集団機能訓練プログラムの作成、実施、評価
・スタッフやご家族への動作介助の指導
・レクリエーション補助等のデイサービスでの業務一般、送
迎、各種記録
＊チームでのお仕事ですので、未経験の方・ブランクの長い
方でも大歓迎です。
＊定員４０名：１日平均利用人数２５名程度
＊使用車：１０人乗りワゴン車、軽自動車

他 株式会社ツクイ　関東・南東北圏
毎　週

福島県郡山市安積北井２丁目１９３

22人 024-937-1617

19,700人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
07040-11326791

ＷＥＢライター

○ＷＥＢコンテンツの制作業務です。
・ユーザーが商品をインターネットで購入する場合、どのよう
な情報を知りたいかという視点でコンテンツの構成を考え、実
際に使ってみて使いやすさなどを検証します。

＊更新は３ヶ月です。

不問

土日祝他 株式会社　マイベスト　秋田オフィス
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目１－４８　仲
小路ビル地下１Ｆ

1人 090-2213-4020

不問
55人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05010-11037291

一般事務等

・職員の事務補助
・来館者応対
・電話応対
・館内清掃

不問

水他 一般財団法人　秋田市勤労者福祉
振興協会毎　週
秋田県秋田市御所野地蔵田３丁目１
－１

5人 018-826-1800

不問
43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・労災

05010-11042491

レジ担当　【新国道店】
（１９：００～２３：００）

○お客さまのお買いもの商品の会計、接客をします。
＊扱ったレジの売上集計
＊商品の傷み等のチェック
○サービスカウンターの作業をします。
＊電話応対、買い物券等の販売
＊お客さまからの依頼により包装作業
○初めての方でも研修指導いたしますので、ご安心下さい。
○日、祝祭日も勤務できる方を希望します。
○１年毎の契約更新です。

不問

他 株式会社　伊徳　新国道店
毎　週

秋田県秋田市高陽幸町１４番２７

180人 018-896-1133

不問
2,600人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

05010-11057691

レジ担当　【新国道店】
（１６：００～２３：００）

○お客さまのお買いもの商品の会計・接客をします。
＊扱ったレジの売上集計
＊商品の傷み等のチェック
○サービスカウンターの作業をします。
＊電話応対、買い物券等の販売
＊お客さまからの依頼により包装作業
○初めての方でも研修指導いたしますので、ご安心下さい。
○日、祝祭日も勤務できる方を希望します。
○１年毎の契約更新です。

不問

他 株式会社　伊徳　新国道店
毎　週

秋田県秋田市高陽幸町１４番２７

180人 018-896-1133

不問
2,600人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-11073691

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-11059491

サービスサポートスタッ
フ

・窓口応対やお客様への訪問の他、インターネットや電話に
よるお手続き、ご相談への対応など、当社ご契約者へのアフ
ターサービス及びコンサルティング営業。
＊アポイントなしの訪問はありません。
＊自家用車使用（ガソリン代支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝

理学療法士、作業
療法士、言語聴覚
士、柔道整復師の
いずれか
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

普通自動車免許（ＡＴ
可／業務上使用の場
合あり）理学療法士、
作業療法士、言語聴
覚士、柔道整復師の
いずれか

22人 018-836-5644

不問
71,871人 秋田県秋田市

日本生命保険相互会社　ライフプラ
ザ秋田毎　週
秋田県秋田市中通４－２－７　日本
生命秋田中央通ビル３Ｆ

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

日給（時給換算）

2人 857円～1,214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～17時00分 就業場所

時給

1人 800円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

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

時給

1人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～12時00分 就業場所

日給（時給換算）

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時15分～16時45分 就業場所

時給

1人 820円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給

2人 780円～820円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

時給

1人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)22時00分～ 8時00分 就業場所
(2)22時30分～ 9時00分

時給

3人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)19時00分～ 3時00分 就業場所
(2)20時00分～ 4時00分
(3)21時00分～ 5時00分

時給

3人 800円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1)19時00分～ 3時00分 就業場所
(2)20時00分～ 4時00分
(3)21時00分～ 5時00分

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 60歳以上 (1)13時00分～16時00分 就業場所

時給

1人 770円～770円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時30分 就業場所

3ページ中 2ページ

令和元年6月7日発行（令和元年6月6日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

チラシ配布及び軽作業
（パート）

○戸建住宅のリフォームに関するチラシを各家庭にポスティ
ングするお仕事です。
・チラシ折り、配布エリアの地図作成など、ポスティングに付
随する軽作業
・その他、社員の補助業務
＊未経験者歓迎
＊マイカー持込みできる方
（ガソリン代は業務使用分を別途支給）
＊配布地域は秋田市内近郊 雇用・労災

05010-11076791

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　Ｂｉｒｔｈ４７　建材事業部Ｎ
ＯＮ工業毎　週
秋田県秋田市土崎港北２丁目１９－
１６

3人 018-893-4355

9人 018-884-0350

不問

不問
200人 秋田県秋田市

不問

土日祝他 地方独立行政法人　市立秋田総合
病院

送迎車運転職員

○デイサービス利用者様に対するサービス送迎車
（箱型カローラ）の運転、乗降の際の介助、清掃等。
・最初は介護職員が同乗しますが、慣れたら１人で行ってい
ただきます。
・１日当たりのデイサービス利用者は平均１３名。
＊明るく、仕事に前向きに取り組める方を希望します。
＊午前１Ｈ・午後２Ｈの中抜け勤務となりますが、その間に介
護補助（食事・入浴の介助）をできる方も歓迎します。
　（介護経験・資格は問いません）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日他 有限会社　介護センターふるさと
毎　週

秋田県秋田市手形字才ノ浜２７－６

簡単なパソコン操
作

768人 秋田県秋田市

9人 秋田県秋田市

労災
05010-11079591

検査助手（臨床検査
科）

○臨床検査科において、補助業務を行っていただきます。
・受付（患者さんの誘導及び案内）
・機器の準備や片付け
・簡単なパソコン操作
・電話応対
・検体運搬等
・その他、検査科における補助業務

秋田市教育委員会
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

毎　週
秋田県秋田市川元松丘町４－３０

768人 018-823-4171

～令和元年7月19日
労災

05010-11030091

～令和2年3月31日
雇用・労災

05010-11022091

給食調理員（臨時職
員）

○学校の給食調理場で学校給食の準備、調理、および清掃
などの業務を行っていただきます。

＊週２日の勤務です。

不問

土日祝他

16人 018-826-1800

不問

4人 018-888-5803

不問
2,532人 秋田県秋田市

不問

他 ナガハマコーヒー　株式会社

調理全般

・簡単な調理
・接客応対
・電話応対
・厨房内の清掃
・４名体制

不問

他 一般財団法人　秋田市勤労者福祉
振興協会毎　週
秋田県秋田市御所野地蔵田３丁目１
－１

不問
60人 秋田県秋田市

43人 秋田県秋田市
令和元年7月1日～令
和2年3月31日 労災

05010-11044891

接客・調理補助（広面
店）

○自社焙煎の高品質なコーヒーとパスタやスイーツなどオリ
ジナルの商品を提供、販売しているカフェのお仕事です。
・接客は主にラウンジでのお客様応対や豆の販売などを行い
ます。
・調理補助はパスタ、サンドイッチ、デザートなどの作成や仕
込みを行います。

＊お客様とコミュニケーションを取り、明るく前向きに仕事がで
きる方、大歓迎です。
＊就業時間、曜日についてはご相談下さい。

ルートインジャパン　株式会社　ホテ
ルルートイン秋田土崎その他
秋田県秋田市土崎港西２丁目１２－
３０

毎　週
秋田県秋田市外旭川字小谷地１１０
－１

24人 018-869-7666

雇用・労災・健康・厚生
05010-11107791

雇用・労災
05010-11040691

フロント準社員（ナイト
スタッフ）

○フロント業務に従事していただきます
［主な仕事内容］
　・フロントカウンターでの接客応対、チェックアウト業務
　・電話、ＰＣでの予約応対
　・事務、経理的な業務
　・フロント周りの簡易清掃業務
＊業務においてパソコンを使用します。
（ワード・エクセル、ホテル業務システム）
＊事務作業中心のお仕事です。

不問

他

6人 090-4312-9856

不問

33人 018-880-2320

パソコン操作出来
る方（入力作業等）

14,700人 秋田県秋田市

２種普通自動車免
許

他 秋田県民代行

運転手（１種免許）【伴
走車運転】

○お客様の車を自宅まで届ける仕事に従事していただきま
す。
・伴走車の運転を担当していただきます。
・代金授受等をします。

＊伴走車（社用車）はＡＴの軽自動車又は普通車です。

＊営業範囲は主に秋田市内です。

【男女とも活躍できます】

１種普通自動車免
許（ＡＴ限定可）

他 秋田県民代行
毎　週

秋田県秋田市楢山石塚町２１－２５

不問
6人 秋田県秋田市

6人 秋田県秋田市

労災
05010-11067491

運転手（２種免許）

○お客様の車を自宅まで届ける仕事に従事していただきます

・お客様の車の運転を担当します。
・代金授受等行います。　　　　　　　
＊営業範囲は主に秋田市内です。
＊２種普通免許が必要です。

【男女ともに活躍できます】

さわやか清掃サービス
毎　週

秋田県潟上市天王字宮の後２８７－
４

毎　週
秋田県秋田市楢山石塚町２１－２５

6人 090-4312-9856

3ヶ月
労災

05010-11074991

労災
05010-11058991

汲み取り助手

○バキューム車による一般住宅等のし尿汲み取りや運搬作
業を行います。
・２人体制で、助手をやっていただきます。
・運転をすることもあります（３ｔ車）。
・地域は潟上市内（主に天王・飯田川地域）です。

＊作業上、ある程度の体力を必要とする仕事です。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

水土日祝他

毎　週
岩手県紫波郡矢巾町流通センター南
２－４－２１

17人 019-611-2412

不問

2人 018-878-3359

不問
2人 秋田県潟上市

420人 秋田県秋田市
2ヶ月

労災
03010-14208991

倉庫業務（秋田営業
所）

○営業所倉庫での飲料等の荷役が主な業務です。
・フォークリフトでの商品荷下ろし
・倉庫製品仕分け業務
・入荷検品
・その他、上記に関連する業務

＊ユニフォーム、安全靴は無償貸与します。

フォークリフト有資
格者

土日他 みちのくキヤンテイーン　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

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 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～12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～15時00分 就業場所
(2) 8時00分～14時30分

時給

1人 800円～800円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～15時00分 就業場所

令和元年6月7日発行（令和元年6月6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

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

05010-11026491

清掃員（新秋木工業）

○請負契約先事業所の清掃業務に従事していただきます。
・事業所棟の掃き拭き掃除（２人体制）
・トイレ、更衣室、浴室等の清掃
・ゴミの回収　
・その他、付随する業務

＊２人体制なので急な休みにも対応できます。

不問

日祝他 株式会社　タクト　秋田支店
その他

秋田県秋田市豊岩小山字狐森３２３
－２

2人 018-853-8666

不問
1,000人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010-11027791

清掃業務（秋田県総合
食品研究センター）

○建物内の清掃業務を担当していただきます。
・建物内、廊下、トイレ（男女用トイレあり）、階段　等
・ほうき、モップ、掃除機等を使用して清掃を行います。


＊直行直帰となります。
＊雇用期間：年度毎の更新あり（本人の勤務状況による）

不問

土日祝 株式会社　エイビック
毎　週

秋田県秋田市東通仲町２０－１６

2人 018-833-3957

不問
170人 秋田県秋田市

～令和2年3月31日
雇用・労災

05010-11053591

ハウスキーパー（客室
清掃係）

○客室、館内清掃等業務に従事していただきます。

・ベッドメイク、室内の物品補充、清掃を行いお部屋をきれい
にします。
・大浴場清掃
・館内清掃
・その他付随する業務
＊未経験者には親切に指導します。

不問

他 ルートインジャパン　株式会社　ホテ
ルルートイン秋田土崎毎　週
秋田県秋田市土崎港西２丁目１２－
３０

33人 018-880-2320

不問
14,700人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-11104691

℡ 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．　６月１０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：㈱虹の街＞
　　　　　　　　　　　【介護支援専門員、看護師・准看護師、介護員、調理員　他】

  １．　６月１３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：㈲クリーンマジック「ハートフルケア秋田」＞
　　　　　　　　　　　【栄養士、介護職員】

『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．　６月１０日　㈱和敬園　ショートステイ「御所野の森」、デイサービス「森のテラス」【介護職】
　２．　６月１０日●㈱ｼﾞｪｲｴｲ秋田葬祭ｾﾝﾀｰ（ＪＡ葬祭ﾚｾﾞｰﾙ）【セレモニーアドバイザー（営業）】
　３．　６月１１日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　４．　６月１２日　㈱イースリー【電気工事及び設備工事補助】
　５．　６月１３日　㈱ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ【受付ｽﾀｯﾌ、英語対応ｽﾀｯﾌ、保育士】
　６．　６月１４日　国際タクシー㈱【タクシー乗務員】　※６０歳以上応募歓迎！
　７．　６月１４日●㈱へいあん秋田【ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ、ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、典礼ｱｼｽﾀﾝﾄ　他】
　８．　６月１７日　社会福祉法人幸楽会【介護員、訪問介護員】
　９．　６月１７日●三協フロンテア㈱【営業職】
１０．　６月１８日　西武　秋田店【化粧品販売メンバー】
１１．　６月１８日●㈲やさしい手秋田【サービス提供責任者、訪問介護員】　※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!!



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

時給

3人 1,400円～1,400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～ 9時00分 就業場所

時給

1人 990円～1,090円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～16時00分 就業場所
(2) 9時00分～13時30分

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

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時30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

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時00分～17時00分 就業場所

時給

2人 770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)11時00分～13時00分 就業場所

時給

2人 770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)15時00分～20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) 9時00分～14時00分 就業場所

時給

1人 850円～1,000円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時30分～15時30分 就業場所

時給

1人 910円～910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

時給

1人 910円～910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15分～17時00分 就業場所

763人 018-889-2215

・ＰＣ操作全般（Ｅｘ
ｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、電子
メール等）が出来る
こと。

2,334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・労災・健康・厚生

05010-11177091

令和元年7月1日～令
和3年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-11175591

事務系スタッフ（理工学
研究科　１０時１５分～）

所属先：理工学研究科
・産学連携事業（ＡＬＬ事業）窓口業務、諸連絡業務
・文書、郵便物等の接受、教職員・学生への諸連絡
・予算管理及び物品購入に関する諸手続き
・教員の出張、研修、休暇の申請、勤務時間管理に係る諸手
続き
・その他一般事務補助
　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

秋田県秋田市手形学園町１－１

毎　週
秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215
・ＰＣ操作全般（Ｅｘ
ｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、電子
メール等）が出来る
こと【必須】　・外国
人と英語によるコ

2,334人 秋田県秋田市

13人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-11221591

事務系スタッフ（理工学
研究科　９時１５分～）

所属先：理工学研究科
・文書、郵便物等の接受、教職員・学生への諸連絡
・予算管理及び物品購入に関する諸手続き
・教員の出張、研修、休暇の申請、勤務時間管理に係る諸手
続き
・外国人の研究員等の受け入れ手続き
・その他一般事務補助、学術書類の複写作業
　働き方改革関連認定企業【くるみん】

不問

土日祝他 国立大学法人　秋田大学

会計事務

○税理士事務所で事務に従事していただきます。

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

＊事務所内での業務であり、外出用務はありません。

不問

土日祝他 税理士法人　ＭＩＲＡＩ
毎　週

秋田県秋田市土崎港南２丁目３－６
４

13人 018-857-3588

エクセル・ワード入
力できる方
（経理経験者なお
可）

2人 018-866-3387

不問
2人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-11215091

～令和2年3月31日
雇用・労災

05010-11191291

一般事務

○事務員として下記業務を行っていただきます。
・電話対応
・受付対応
・書類作成
・書類提出等外出用務（官公庁・取引先等へ）
・買い出し等雑務
・お茶出し　その他付随する業務
＊外出時はマイカーを使用していただきますが、自転車でも
大丈夫です。マイカー使用時はガソリン代支給します。

不問

土日祝他 株式会社　建築企画
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目８番１５号

毎　週
秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

66人 018-835-4276

不問
92,410人 秋田県秋田市

92,410人 秋田県秋田市
～令和2年3月31日

労災
05010-11187391

案内業務１５時～（秋田
市　病院）

○病院内における案内業務
・案内、誘導業務
・電話対応
・ＰＣ検索

＊年度更新予定

○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　ニチイ学館　秋田支店

案内業務１１時～（秋田
市　病院）

○病院内における案内業務
・案内、誘導業務
・電話対応
・ＰＣ検索

＊年度更新予定

○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　ニチイ学館　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

66人 018-835-4276

不問

7人 018-862-7352

ＰＣ基本操作
7人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-11209391

雇用・労災
05010-11210791

事務

○一般事務業務に従事していただきます。
・電話対応
・伝票発行
・ＰＣ入力（商い奉行等）
・来客対応
・帳簿記載
・請求処理
○一部商品梱包等軽作業
○店舗販売手伝い

不問

土日祝他 株式会社　光和物産
毎　週

秋田県秋田市大町１丁目５－３０

その他
秋田県秋田市桜３丁目９－３

13人 090-4631-1960

不問
13人 秋田県秋田市

2人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災
05010-11213591

保育（パート）

○保育補助を行っていただきます。
　対象年齢は０～２歳児です。

＊現在園児１４名（０歳児３名、１歳児４名、２歳児７名）を保
育士１２名で保育しています。
　
「保育」

保育士免許（必須）

日祝他 小規模保育事業所　もりのらくえん

歯科衛生士

○歯科衛生士業務全般を担当していただきます。
（仕事内容詳細）
・歯科受付
・歯科診療介助
・その他、付随する業務

＊統合医療、東洋医学・漢方等に興味ある方、歓迎します。

歯科衛生士免許

日祝他 いとう歯科医院
その他

秋田県秋田市山王５丁目１－１５　朝
日プラザ欅通１０１

2人 018-888-1388

不問

不問
502人 秋田県秋田市

～令和2年3月31日
雇用・労災

05010-11301891

看護師または准看
護師

他 医療法人　久幸会
その他

秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼
１２４－１

53人 018-873-5188

令和元年6月10日発行（令和元年6月7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

看護師・准看護師（ニコ
ニコ苑）【夜勤専従】

＊入所定員１００名の介護老人保健施設です。

○高齢者、認知症高齢者の看護業務を行っていただきます。
・入居者様の健康管理（バイタルチェック、服薬管理）や
　医師の診療補佐、指示による看護業務
＊年度末での契約更新

℡ 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 910円～910円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～15時45分 就業場所

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

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)17時00分～21時00分 就業場所
(2)18時00分～22時00分

時給

1人 907円～907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45分～21時00分 就業場所

時給

4人 787円～907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45分～21時00分 就業場所

時給

2人 770円～820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30分～11時00分 就業場所
(2) 8時30分～14時00分
(3)11時00分～17時00分

時給

1人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2)10時00分～19時00分
(3)12時00分～21時30分

日給（時給換算）

2人 916円～916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
(2)10時00分～17時00分

時給

2人 900円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～15時00分 就業場所

時給

1人 918円～1,093円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～13時00分 就業場所
(2)14時00分～19時00分

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～19時00分 就業場所
(2)19時00分～ 9時00分

200人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-11173891

日常生活アシスタント
（介助）「秋田市・泉」

○身体に障害をお持ちの利用者様のご自宅にて日常生活全
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。
・利用者様からの指示が出るまでは、見守りの為、実働は拘
束時間より短くなります。
・就業場所まで、直行、直帰となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

不問

他 一般社団法人ＨＫ　在宅介護支援お
おがたその他
秋田県秋田市飯島川端１丁目６－３
０

34人 050-5897-1963

不問

24人 018-880-5557

不問
32人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-11226991

雇用・労災
05010-11266091

介護職員

○短期入所生活介護施設（定床３４名）の介護業務に従事し
ていただきます。
［主な仕事内容］
・食事、入浴、排泄の介助
・レクレーション等
・その他、付随する業務




普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 有限会社　福寿の会　シルバーステ
イ福寿その他
秋田県秋田市飯島飯田２丁目９－２
８

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央６丁目１０
番１０号

20人 018-845-0422

不問
50人 秋田県秋田市

180人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-11188691

営業（本店）

○牛乳宅配の営業
（一般のご家庭に牛乳の試供品をお届けし、試飲後に商品の
継続をお勧めする仕事です。また、イベント会場にて骨密度
測定会を実施し、牛乳をお勧めします）
＊車両持ち込み可能な方
（車輛借上げ代とガソリン代を別途支給します）
＊営業経験がなくても大丈夫です。
＊２ヶ月目から独り立ちできます。現在１２名の男女が仕事に
携わっています。
＊慣れるまでは、同行等教育をいたします。

普通自動車免許
（車の持ち込み可
能な方）

土日祝 株式会社　サンシーアイ

アドバイザー（販売）

・自社ブランドの補正下着の販売
・顧客アフターフォロー（採寸、下着の点検等）

＊新規開拓（ＴＥＬ、アンケート）
＊社用車あり（軽：ＡＴ）
＊販売ノルマはありません。
＊能力次第で昇格、昇給あり（正社員登用あり）
＊経験・未経験は問いません。親切にサポートいたします
＊ノルマは一切ありません。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　ジェノバ　秋田支店
毎　週

秋田県秋田市中通３丁目３－１０　ス
カイプラザ３Ｆ

2人 018-884-1768

不問

10人 046-284-5672

不問
1,400人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
14100- 7298591

6ヶ月
労災

05010-11201991

手作りコスメの販売・接
客（時給制正社員）イオ
ンモール秋田

新鮮なフルーツ・野菜を原料とした量り売りソープや
スキンケアコスメの販売・接客をしていただきます。
店長や副店長を目指して頂くことが出来ます。
ホームページも是非ご覧下さい。

不問

他 株式会社　ラッシュジャパン
その他

神奈川県愛甲郡愛川町中津４０２７
－３

その他
秋田県秋田市土崎港中央３丁目１２

16人 018-857-3975

不問
10,000人 秋田県秋田市

505人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災
05011-  818491

ハンバーガーの販売

○ハンバーガーの販売業務に就いていただきます。
【主な仕事】
・接客、オーダー、レジ業務
・店内清掃等
・その他付随する業務

＊制服の貸与あり
＊「土・日・祝」勤務可能な方歓迎

不問

他 株式会社　ロッテリア　７号秋田土崎
店

一般食品販売員（御所
野店）

○一般食品部門の販売業務を担当します。
・発注
・品出し
・売り場づくり
・賞味期限チェック、など
※雇用期間は雇入れの日から３ヶ月、その後は６ヶ月毎の更
新となります。
※原則、シフトによる勤務となりますが、勤務時間、休日につ
いては相談に応じます。
○社員登用制度あり　○「働き方改革関連認定企業」

不問

他 株式会社　アマノ
その他

秋田県男鹿市船越字内子８９番地

160人 0185-22-6300

不問

160人 0185-22-6300

不問
505人 秋田県秋田市

3ヶ月
雇用・労災

05011-  817991

6ヶ月
雇用・労災

05010-11185191

酒販売員（御所野店）

○酒部門の販売業務を担当します。
・品出し
・売り場づくり
・レジ操作、など
※雇用期間は雇入れの日から３ヶ月、その後は６ヶ月毎の更
新となります。
※原則、シフトによる勤務となりますが、勤務時間、休日につ
いては相談に応じます。
○社員登用制度あり　○「働き方改革関連認定企業」

不問

他 株式会社　アマノ
その他

秋田県男鹿市船越字内子８９番地

毎　週
秋田県秋田市新屋鳥木町１番９２号

57人 018-888-8333

不問
100人 秋田県秋田市

28人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-11183291

倉庫商品管理（常温倉
庫）

○倉庫管理業務に従事していただきます。
・一般倉庫での入庫出庫管理
・出荷商品の品揃え及び積載業務
・その他、付随する業務

不問

土日祝他 株式会社　アキタサトー商会

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

24人 018-888-8054

不問

パソコン操作全般
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、Ｐ
ｏｗｅｒＰｏｉｎｔ等）が
出来ること。

2,334人 秋田県秋田市
令和元年8月19日～令
和元年10月13日 雇用・労災・健康・厚生

05010-11179691

不問

土日祝他 国立大学法人　秋田大学
毎　週

秋田県秋田市手形学園町１－１

763人 018-889-2215

4ページ中 2ページ

令和元年6月10日発行（令和元年6月7日受付分)　Ｎｏ．２
求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

事務系スタッフ（理工学
研究科）【産休育休代
替】

所属先：理工学研究科

理工学研究科生命科学専攻の学科事務として配置されま
す。
・専攻に所属する教員の研究資料、講義資料の整理及び作
成補助
・各種書類、帳票等の整理
・理工学研究科事務部及び他専攻との連絡事務
・その他一般事務補助
　働き方改革関連認定企業【くるみん】



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 800円～840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) 7時30分～12時30分 就業場所
(2)10時00分～15時00分

時給

2人 780円～850円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～14時00分 就業場所

時給

6人 820円～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～21時30分 就業場所
(2)16時30分～21時30分

時給

2人 900円～1,200円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時30分～10時30分 就業場所
(2)16時00分～22時00分

時給

1人 1,000円～1,000円
就業場所

有期派遣パート TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～15時00分 就業場所

日給（時給換算）

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（時給換算）

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

時給

2人 770円～820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30分～11時00分 就業場所
(2) 8時30分～14時00分
(3)11時00分～17時00分

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) 8時30分～14時50分 就業場所
(2) 9時00分～14時50分

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00分～16時00分 就業場所

3人 018-823-4061

不問
600人 秋田県秋田市

～令和2年3月31日
雇用・労災

05010-11270891

12ヶ月
雇用・労災

05010-11202491

清掃員（アルテンハウ
ゼ手形住吉町）

○建物内の日常清掃業務を担当していただきます。
・男女トイレの清掃
・通路等の清掃
・床の拭き、掃き等

＊月火木金の週４日の勤務です。

＊雇用期間は年度毎の契約更新あります。

不問

水土日 厚生ビル管理　株式会社
毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

毎　週
秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
２９

90人 018-862-5141

不問
90人 秋田県秋田市

10,000人 秋田県秋田市
6ヶ月

労災
05010-11200691

プレス・アイロン仕上げ
（パート社員）

○高級ブランド品のメンズ・レディースのジャケット、コート等
のアイロン及びプレス仕上げ作業を担当していただきます。
＊流れ作業にて行います。
＊製品の種類や個数はその日により異なります。
＊初心者でも一から教えます。

＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

日祝他 秋田ファイブワン工業　株式会社

ハンバーガーの製造

○ハンバーガーの製造業務に就いていただきます。
【主な仕事】
・ハンバーガー等の製造
・店内清掃等
・その他付随する業務

＊制服の貸与あり
＊「土・日・祝」勤務可能な方歓迎

不問

他 株式会社　ロッテリア　７号秋田土崎
店その他
秋田県秋田市土崎港中央３丁目１２

16人 018-857-3975

不問

110人 018-881-3330

不問
110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・労災

05010-11238291

～令和元年11月8日
雇用・労災

05010-11236791

研究補助員（生産環境
部）アルバイト【～１２／
３１】

○屋外作業
　・ほ場での作物育成調査補助
　・土壌調査補助（ノートキーパー、用具・資料運搬等）
○屋内作業
　・試料の粉砕、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。
（８４日間の勤務です）

不問

土日祝他 秋田県農業試験場
毎　週

秋田県秋田市雄和相川字源八沢３４
－１

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

14,000人 秋田県秋田市
令和元年6月21日～令
和元年7月22日 雇用・労災

05010-11217691

研究補助員（生産環境
部）
アルバイト【～１１／８】

○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。


不問

土日祝他 秋田県農業試験場

レストランホール業務
【秋田市】

○ゴルフ場レストランでのホール業務


※１１月頃までの予定のお仕事です。（契約更新の場合）

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

0人 0120-709-707

不問

18人 018-865-2111

不問
4,700人 秋田県秋田市

6ヶ月
労災

05010-11222191

～令和元年8月10日
労災

05010-11234991

調理補助・ホールサー
ビス
（朝食）

○ホテルレストランでの朝食の調理補助および朝食時のホー
ルサービスの仕事です。
・料理の仕込み、盛り付け
・案内、配膳等のサービス業務
・後片付け、洗い物作業
・清掃業務等

＊料理はバイキングです。
＊最初は６カ月の契約で、その後１年更新となります。

不問

他 ホテルマネージメントインターナショナ
ル　株式会社毎　週
秋田県秋田市大町３丁目４－１８

毎　週
秋田県秋田市中通１丁目３番５号

26人 018-834-1141

不問
571人 秋田県秋田市

27人 秋田県潟上市

雇用・労災
05010-11192591

ビアガーデン調理補助


○料理の盛り付け
○オープンの準備など
○袋から食材を出して並べたり、フライドポテトなどを揚げた
りする簡単な作業です。

働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

不問

日祝他 株式会社　秋田キャッスルホテル

給食の調理【資格無】
≪ショートステイかたが
み≫

○介護施設「ショートステイかたがみ」での給食の調理、
　盛り付け、後片付け等の業務に従事していただきます。

＊朝食３０人分程度を１人で、昼食３０人分程度を２人で調理
していただきます。

不問

他 株式会社　新星食品
毎　週

秋田県秋田市八橋本町２丁目５－２
８

0人 018-866-2990

不問

不問
17,000人 秋田県秋田市

12ヶ月
労災

04010-39117991

不問

日祝 株式会社　ＬＥＯＣ　東北支社
その他

宮城県仙台市太白区柳生１丁目１１
－８　仙光ビル３階

0人 022-306-3241

令和元年6月10日発行（令和元年6月7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

（請）キッチンホールス
タッフ［秋田市］

～７月リニューアルオープンにつきスタッフ募集！！～

企業内社員食堂でのお食事提供のお仕事
カウンターでの接客・調理・仕込み・盛り付け・洗浄などの家
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制服支給〇食事手当
あり

℡ 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～900円
就業場所

パート労働者 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1)13時00分～17時00分 就業場所

時給

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) 9時00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) 8時30分～11時30分 就業場所

労災
05010-11180491

毎　週
秋田県秋田市泉字登木２２７－２　ソ
ルナビル２Ｆ

1人 018-863-9998

不問
20人 秋田県秋田市

24,000人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災
05010-11275391

マンション清掃（パート）

○パークヒルズ泉の清掃業務を担当していただきます。
・共有部やマンション外周の清掃業務、マンション入居者様の
クリーニング預かり、ビルサービス全般、館内見回り
・その他、付随する業務

＊自家用車使用あり（ガソリン代支給）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 株式会社　ホームクリニック　秋田営
業所

クリーンクルー（市内業
務現場）

○建物等の清掃作業に従事していただきます。
・秋田市内の業務提携先を訪問し作業を行います。
　
【業務概要】
　提携先ホテル２件のベッドメイク以外の特別清掃を行いま
す。（客室のポット、ドライヤー等、エアコン吹出し口の除塵な
ど）

＊常にチームでの行動です。


不問

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

12人 018-874-7622

不問

不問
600人 秋田県秋田市

～令和2年3月31日
雇用・労災

05010-11272591

不問

日 厚生ビル管理　株式会社
な　し

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

2人 018-823-4061
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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

清掃員（悠久荘・午後）

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

＊採用開始日は相談に応じます。

＊雇用期間は年度毎の契約更新あります。

　　　　●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．　６月１０日　㈱和敬園　ショートステイ「御所野の森」、デイサービス「森のテラス」【介護職】
　２．　６月１０日●㈱ｼﾞｪｲｴｲ秋田葬祭ｾﾝﾀｰ（ＪＡ葬祭ﾚｾﾞｰﾙ）【セレモニーアドバイザー（営業）】
　３．　６月１１日　大同生命保険㈱秋田営業部【法人営業・アフターサービス】
　４．　６月１２日　㈱イースリー【電気工事及び設備工事補助】
　５．　６月１３日　㈱ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ【受付ｽﾀｯﾌ、英語対応ｽﾀｯﾌ、保育士】
　６．　６月１４日　国際タクシー㈱【タクシー乗務員】　※６０歳以上応募歓迎！
　７．　６月１４日●㈱へいあん秋田【ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ、ｾﾚﾓﾆｰﾌﾟﾗﾝﾅｰ、典礼ｱｼｽﾀﾝﾄ　他】
　８．　６月１７日　社会福祉法人幸楽会【介護員、訪問介護員】
　９．　６月１７日●三協フロンテア㈱【営業職】
１０．　６月１８日　西武　秋田店【化粧品販売メンバー】
１１．　６月１８日●㈲やさしい手秋田【サービス提供責任者、訪問介護員】　※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!!


