
職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 220,000円～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15分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

6人 149,984円～149,984円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～300,000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～17時30分 就業場所

月給

2人 200,000円～218,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 173,000円～218,000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 192,000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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

月給

2人 200,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～180,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

7人 018-824-6480

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10468691

05010-10523691

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。
・ＰＭＴＣ：予防のためのスケーリング、歯石とり、メンテナンス
・ＴＢＩ　：歯ブラシ指導　等
・来院者応対
・処置の説明
・文書作成
・商品説明
・その他、付随する業務
＊制服貸与

歯科衛生士免許

水日祝他 おやすみ通り歯科医院
毎　週

秋田県秋田市川尻御休町１番１９号

毎　週
秋田県秋田市土崎港相染町字沼端
７７－３３

0人 000-000-0000

脳卒中リハビリ
テーションの経験
が３年以上

0人 秋田県秋田市

0人 秋田県秋田市

05010-10524991

作業療法士

○患者さんのリハビリ対応
・患者さんに対し、手芸・工作等の作業により、バランス感覚
や手指の細かな動き等を改善し、入浴・着替え等の応用動作
が行えるようリハビリ対応をしていただきます。

＊１１月１日開院予定
＊１０月１１日頃の採用予定

作業療法士免許

月日祝他 あをによしリハビリ脳神経外科クリ
ニック

理学療法士

○患者さんのリハビリ対応
・患者さんに対し、体操等の運動療法、マッサージや電気等
の物理療法により、立つ・歩く・座る等の基本動作が行えるよ
うリハビリ対応をしていただきます。

理学療法士免許

月日祝他 あをによしリハビリ脳神経外科クリ
ニック毎　週
秋田県秋田市土崎港相染町字沼端
７７－３３

0人 000-000-0000

脳卒中リハビリ
テーションの経験
が３年以上

4人 018-874-8297

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10516991

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10435491

正看護師又は准看護
師

○児童発達支援・放課後等デイサービスにおける看護業務
全般に従事していただきます。
・計画書の作成・実施（時々送迎あり。）
　送迎は、ＡＴ軽・ワゴン車使用し、施設と学校、自宅となりま
す。
・その他付随する業務

＊利用定員は最大１０名です。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
正看護師又は准看
護師のいずれか

土日他 株式会社　りは・ぽっと
毎　週

秋田県秋田市手形字西谷地１８８－
１

毎　週
秋田県秋田市茨島１丁目４－９０

18人 018-865-7305

実務経験１年以上
1,155人 秋田県秋田市

1,155人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10436791

システムエンジニア

システムエンジニア及び関連業務に従事していただきます。

○Ｌｉｎｕｘ、Ｗｉｎｄｏｗｓ、Ｃ＋＋、ＵＭＬ、ＭＦＣＣ＃、制御、計
測、組込み、システム開発
○制御システムの開発の保守、他

不問

土日祝他 株式会社　コア　秋田技術センター

システムエンジニア
（シーケンサ技術者）

○シーケンサを使用した制御に従事していただきます。（ＯＭ
ＲＯＮ、三菱、ファナック）

＊海外出張あり
＊長期的に勤務できる方、歓迎します。
＊素直でコミュニケーションがとれる方を歓迎します。

不問

土日祝他 株式会社　コア　秋田技術センター
毎　週

秋田県秋田市茨島１丁目４－９０

14人 018-865-7305

実務経験３年以上

7人 018-823-6871

パソコン（ワード、エ
クセル）基本的な操
作ができる方

180人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10512191

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10438291

設計業務
・主に上下水道に関わる設計・監理業務を行っていただきま
す。（土木、建築、電気、機械等）

・パソコン操作によるデータ作成業務、ＣＡＤ等による図面作
成業務、その他

・社用車使用

＊未経験の方はＯＪＴにより指導します。

普通自動車免許Ａ
Ｔ限定可

土日祝他 新日本設計　株式会社　東北支社
秋田事務所毎　週
秋田県秋田市旭北栄町１－４８　セン
タープレイスビル５階

その他
秋田県秋田市仁井田本町５丁目１－
６２

30人 018-839-6516

実務経験者
30人 秋田県秋田市

32人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生
04010-36191991

一般住宅リフォームの
現場管理

○住宅リフォームの現場管理、積算業務に従事していただき
ます。
・現場管理（建築、リフォーム）
・積算業務
・現場は秋田市内が中心です。
・朝会社に集合してから社用車で現場に向かいますが、直行
直帰していただく場合もあります。

　

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　北勢工業

（派）部品製造加工・検
査［南秋田部五城目
町］

自動車部品（ワイヤーハーネス）の加工及び検査

不問

土日 株式会社　ジェイ・クリエイター
毎　週

宮城県仙台市宮城野区小田原２丁
目１－２８　アブニール小田原１階

1人 022-766-9507

不問

令和元年6月4日発行（令和元年6月3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

機械設計（３ＤＣＡＤ使
用）

○電子部品（コネクタ）の組立設備・治工具等の設計製作業
務に従事していただきます。
・その他付随する業務


不問

日祝他 横浜電子工業　株式会社
その他

秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字
中羽立２０６

85人 018-875-3861

３ＤＣＡＤによる機
械設計実務経験者
（３年以上）

85人 秋田県南秋田郡八郎潟町

雇用・労災・健康・厚生
05010-10528291

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 150,000円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 182,500円～192,500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 39歳以下 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

2人 132,000円～155,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

1人 140,000円～145,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 185,000円～203,500円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳～34歳 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 147,000円～176,400円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 149,600円～149,600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

月給

1人 135,000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) 9時30分～18時00分 就業場所
(2)11時20分～19時50分

月給

2人 200,000円～400,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

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 156,000円～168,000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～17時45分 就業場所
(2)17時15分～ 9時15分
(3) 7時20分～16時20分

166人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10504191

介護福祉士（なぎさ）
【正社員】

○入所者（３０名程度）の入浴、食事介助等、介護業務全般
に従事していただきます。

＊就業時間は、（１）～（５）で週の労働時間を法定内
　に調整しております。

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

介護福祉士

他 医療法人　運忠会
その他

秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

67人 018-845-4151

不問

5人 03-6635-1833

不問
307人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13010-70537491

雇用・労災・健康・厚生
05010-10518791

ハウスメーカー・工務店
等への営業等／秋田
支店

●主に法人へのリフォーム営業
●一般住宅への営業・現場確認・打合せ
●防水・断熱工事、シロアリ駆除工事          など
業界Ｎｏ．１の給与を目指しており、努力すればするほど昇給
することが出来ます。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。
※経験のない業務でも、丁寧に指導・教育致します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ピコイ
その他

東京都千代田区神田東松下町１７
フリージアグループ本社ビル５Ｆ

毎　週
秋田県秋田市外旭川字三後田２３１

2人 018-853-7746

不問
2人 秋田県秋田市

12人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10536291

営業職（正社員）

・新電力ハルエネ秋田でんきの地域創生プランのご案内と申
込みの獲得のお仕事です。
・お客様はプランの変更申込だけで電気料金の割引で削減で
きるメリットがあり、気軽にご利用頂ける今が旬な商材です。
もちろん営業職なので獲得利益によりインセンティブ賞与が
あるので実績により稼げる仕事です。
　
＊社用車あり

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 秋田エナジー株式会社

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
その他

秋田県秋田市御所野下堤３丁目２－
３

4人 018-827-5636

不問

5人 078-221-1593

不問
550人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

28020-13061791

令和元年7月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-10469991

ビースリー秋田店／婦
人服販売スタッフ募集

ストレッチパンツ専門ブランド「Ｂ－Ｔｈｒｅｅ（ビースリー）」での
販売業務全般。（個人ノルマなし）　　　

直営ショップは全国に２００店舗以上あり、お客様は２０代～６
０代まで、幅広い年齢層の女性。
　
ファッション性だけではなく、はき心地・機能にこだわった「魔
法のパンツ」はＴＶ・雑誌にも多数紹介されています。

不問

他 株式会社　Ｈ＆Ｂ．ＥＡＳＴ
毎　週

兵庫県神戸市中央区坂口通７丁目２
番１７号

毎　週
秋田県秋田市八橋大畑二丁目１２－
５５　秋田県自動車会議所３階

5人 018-863-5377

パソコン操作のできる
方
（ワード・エクセルで文
書作成、表計算の実
務ができる方）

5人 秋田県秋田市

510人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10456191

一般事務

・健康保険組合加入者約６，５００名のデータ管理をする。
・健康保険加入者にかかるデータの新規入力、保険証カード
の発行及び通知書の発送。被扶養者の認定に関する事務。
・健康保険料、介護保険料の決定及び徴収事務。
・歳入簿の作成
・現金給付の支給決定にかかる事務。保険給付等求償事
務。
・保険事業等にかかる事務。
・事業所、銀行、役所への用務。ＡＴ社用車（普通車）使用

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 秋田県自動車販売健康保険組合

支配人候補【トライアル
雇用併用求人】

１）先ずはフロントスタッフとして従事して頂きます。
　主にチェックイン、チェックアウトなどの接客応対・インター
ネット、電話からの予約受付。

２）フロントの仕事を習得後、一定期間の研修を経てホテル責
任者として管理室業務に従事して頂きます。
・売上集計管理、設備維持保守管理
・その他ホテル業務に付随する一切の管理業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　ホテル・アルファーワン秋
田毎　週
秋田県秋田市中通４丁目１６－１

13人 018-836-5800

不問

2人 018-838-0295

不問
2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10514391

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10510291

障がい者就労支援員

○精神疾患を抱える人への職業指導や、公的機関と連携し就労支
援を行っています。
○障害福祉に興味のある方を歓迎します。内外の研修が充実し、障
害福祉の知識・スキル習得に最適な職場です。
・未経験の方には丁寧にサポートしますので、安心してご応募くださ
い。
・福祉の経験のある方には、支援する方の目標管理や相談支援、公
的機関への同行サポート等、よりやりがいのある業務を担っていた
だきます。
・障がい者を支援する仕事ですが、障がい者との関わりを通じての
気づきや学びにより、自分も成長できる職場です。

不問

土日祝他 合同会社ダイバーシティあきた　就労
継続支援Ｂ型事業所毎　週
秋田県秋田市山王６丁目１６番１１号
マツオカビル２　２階

その他
秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１２
番地８

24人 018-853-5806

基本的なパソコン
操作（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅ
ｌなど）が使用でき
る。

24人 秋田県秋田市

24人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10509491

病理診断標本作製・細
胞診断標本作製【契約
社員】

○病理診断標本作製、細胞診断標本作製業務を行っていた
だきます。
【主な仕事内容】
＊県内外の病院・医院から提出された組織片や細胞診検体
の仕分け、検体処理、標本作成、受付、発送等を担当し、正
確かつ迅速な診断ができるようサポートする。
＊来客対応等も行っていただきますので、明るく笑顔の対応
が求められます。
＊外出用務あり（社用車・ＡＴ使用）

　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　秋田病理組織細胞診研
究センター

病理診断標本作製・細
胞診断標本作製

○病理診断標本作製、細胞診断標本作製業務を行っていた
だ　きます。
【主な仕事内容】
＊県内外の病院・医院から提出された組織片や細胞診検体
の仕分け、検体処理、標本作成を担当し、正確かつ迅速な診
断ができるようサポートする。
＊外出用務あり（社用車・ＡＴ使用）

　普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
　臨床検査技師

日祝他 株式会社　秋田病理組織細胞診研
究センターその他
秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１２
番地８

24人 018-853-5806

不問

栄養士経験
725人 秋田県秋田市

令和元年6月16日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-10521091

栄養士

他 株式会社　友愛ビルサービス
その他

秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

14人 018-823-1251

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

栄養士

○ノースアジア大学の給食栄養士
　・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。



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 139,000円～161,100円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時45分 就業場所
(2)17時15分～ 9時15分
(3) 7時20分～16時20分

時給（月額換算）

2人 138,007円～154,102円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時45分～17時00分 就業場所
(2)16時30分～ 9時00分
(3) 9時45分～18時00分

月給

1人 146,000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) 9時30分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～19時00分

時給（月額換算）

3人 143,212円～143,212円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 5時00分～13時30分 就業場所
(2) 6時40分～15時10分
(3) 9時30分～18時00分

月給

1人 140,000円～165,000円
就業場所

正社員 TEL
交替制あり 企業全体

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

時給（月額換算）

1人 131,673円～131,673円
就業場所

正社員以外 TEL
交替制あり 企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)15時00分～ 0時00分
(3)10時00分～19時00分

月給

2人 145,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時25分 就業場所

月給

1人 140,000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 就業場所

時給（月額換算）

6人 161,250円～161,250円
就業場所

無期雇用派遣 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15分～17時00分 就業場所
(2)16時45分～ 1時30分
(3) 0時45分～ 9時00分

月給

1人 175,000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 40歳以下 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

5人 018-847-4252

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

64人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10451491

雇用・労災・健康・厚生
04010-36155191

作業員（秋田充填所）


【業務内容】
・ＬＰガス容器のガス充填作業
・容器等のルート配送業務
・顧客の設備点検業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 タプロス　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内後城３２２－３

その他
宮城県仙台市宮城野区小田原２丁
目１－２８　アブニール小田原１階

0人 022-766-9507

不問
32人 秋田県南秋田郡八郎潟町

40人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10467391

（派）電子部品製造［南
秋田郡八郎潟町］

自動機オペレーター及び設備調整

＊令和元年６月～の勤務となります。 不問

他 株式会社　ジェイ・クリエイター

食品製造及び清掃ス
タッフ
《急募》

【製造管理者候補の募集です！！】
○自社ブランド食品の製造及び清掃スタッフ業務に従事して
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

食品衛生責任者又
は食品衛生管理者
資格

土日祝他 ノリット・ジャポン　株式会社
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

28人 018-823-5351

不問
28人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10429891

令和元年6月16日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-10520191

印刷機械オペレーター
および製本業務

○印刷製造業務に従事していただきます。
・印刷機械のオペレーター
・機械のメンテナンス
・用紙の準備や片付け等
・その他、付随する業務

＊作業着の貸与
＊経験が無くても指導します。

不問

日祝他 株式会社　三戸印刷所
その他

秋田市旭北錦町３－５０

毎　週
秋田県秋田市山王３丁目１－７　東カ
ンビル２Ｆ

24人 018-823-1251

簡単なパソコン操
作

725人 秋田県秋田市

40人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10515691

駐車場管理員

○なかいち駐車場受付管理全般
・場内巡回清掃、監視
・発券機、精算機操作管理
・緊急対応駐車券の作成（ＰＣ）

　等　管理業務全般

不問

他 株式会社　友愛ビルサービス

調理員

○デイサービス、ショートステイにおける利用者様の食事の
調理業務全般に従事してしていただきます。
・食材の仕込み、調理、盛り付け
・片付け、食器洗浄、清掃
・その他、付随する業務

＊最大で、朝夕２８人、昼７３人分を３～４人体制で調理

不問

他 有限会社　夢紡
毎　週

秋田県秋田市茨島４丁目５番１０号

40人 018-896-0071

不問

22人 018-823-4116

不問
456人 秋田県秋田市

～令和元年9月30日
雇用・労災・健康・厚生

05010-10455591

雇用・労災
05010-10428791

給食業務（秋田厚生医
療センター）

○「秋田厚生医療センター」にて入院患者様への給食業務に
従事していただきます。
・調理業務全般　食材の下処理、盛付、調理、仕込み
・配膳、下膳
・厨房内の清掃など

＊勤務開始日は相談に応じます。

＊契約は年度毎の更新予定です。

不問

他 株式会社　光風舎
毎　週

秋田県秋田市保戸野すわ町６－１６

その他
秋田県秋田市川尻総社町１８－２１

1人 018-823-6832

不問
1人 秋田県秋田市

27人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10430191

理容師（スタイリスト）ま
たはアシスタント

○理容業務全般、接客をしていただきます。
・カット、シャンプー、お顔そり、レディースエステシェービング、カラー
等
＊丁寧な仕事と心地よい接客でお客様をおもてなしします。
・カット（フェード、ツーブロック、パーマなど幅広く）
＊２０代後半～４０代のビジネスマンや公務員のお客様が多いです。
＊リフトアップ、美白など季節ごとにコースを設けています。毎月３割
ほど女性のお客様がいらっしゃいます。
・ヘッドスパ、耳エステ、マッサージ等癒しの技術
・その他、付随する業務

理容師免許

月他 Ｒｅｌａｘｙ

看護補助者

○病棟の看護補助業務全般を担当していただきます。
（現在、３５人の入院患者さんがいます）
・食事介助
・入浴介助
・排泄介助

＊当直（２人）が月３～４回有ります。
＊就業時間（１）は平日、（２）は当直、（３）は遅番　　　　　　　

不問

他 医療法人　飯川病院
その他

秋田県秋田市中通６丁目１－２１

27人 018-833-2535

不問

不問
166人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10505091

介護職員初任者研
修

他 医療法人　運忠会
その他

秋田県秋田市土崎港中央４丁目４－
２６

67人 018-845-4151

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

介護職員（なぎさ）初任
者研修　【正社員】

○入所者（３０名程度）の入浴、食事介助等介護業務全般に
従事していただきます。

＊就業時間は（１）～（５）で週の労働時間を法定内に調整し
ております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
働き方改革関連認定企業【くるみん】
「秋田県介護サービス事業所認証評価制度」認証事業所。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 150,000円～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 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 131,150円～215,000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30分 就業場所

月給

1人 150,000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 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所
令和元年7月1日～令
和2年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10567991

毎　週
秋田県秋田市千秋久保田町６番６号

123人 018-831-2011

不問
350人 秋田県秋田市

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10439591

浄化槽検査員

○県内の住宅及び事業所に設置されている浄化槽の検査
・浄化槽検査員の資格がない方は浄化槽検査員講習会を受講し、
資格を取得していただきます。（費用については会社負担です。講習
会は２０１９．８．２０～８．２６東京）
・浄化槽検査員資格取得後は年度ごとに更新予定。資格取得出来
なかった場合については、雇用期間終了とします。
【学歴、資格について】
大学（短期大学を除く）において、理学、薬学、工学、若しくは、農学
の課程または、これらに相当する過程を修めて卒業している方、ま
たは、浄化槽管理士の資格を有する方

普通自動車免許
ＡＴ限定可
仕事の内容欄参照

土日祝 公益財団法人　秋田県総合保健事
業団

日祝他 株式会社　北勢工業
その他

秋田県秋田市仁井田本町５丁目１－
６２

30人 018-839-6516

018-873-2664

土木関係経験者

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
＊第２種電気工事
士、電気工事施工
管理技士等の有資
格者は給与面で優
遇します。

4人 秋田県秋田市
～令和元年12月31日

雇用・労災
05010-10534791

機械技能工

○自治体が管理している、浄水場や下水処理場の機械整備
の点検作業

○下水マンホールに設置されているポンプの保守点検作業

　その他、上記作業に付随する業務全般を行っていただきま
す。
　作業は複数人で行います。また、未経験の方でも丁寧に指
導します。


その他
秋田県秋田市仁井田本町５丁目１－
６２

作業員・運転手

・工事現場にて土木作業
・２ｔ・４ｔダンプで残土・砕石等の運搬
・外構工事などのコンクリート工事・塗り壁・住宅基礎・左官工
事等


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
（中型あれば尚可・
８ｔ限定可）

日他 宇佐美左官
その他

秋田県秋田市下新城笠岡字笠岡２６
８－１

4人

所在地・就業場所

求人番号

30人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10440391

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
＊給水装置工事主
任技術者、排水設
備工事責任技術
者、配管技　能士
等あれば給与面で
優遇します。

日祝他 株式会社　北勢工業

配管工

○建築設備、住宅設備、上水道工事等の配管工事に従事し
て頂きます。
・現場は秋田市内が中心です。
・朝会社に集合してから、社用車で現場に向かいます。
・作業服、作業靴、ヘルメットは貸与します。

＊未経験者可
　

30人 018-839-6516

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

　　　　●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　４日　㈱シンワ「拓稜はうす土崎南」「拓稜ハウス割山」【介護職員】
　２．　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）】
　３．　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】
　４．　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）】
　５．　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】
　６．　６月１２日　㈱イースリー【電気工事及び設備工事補助】
　７．　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】
　８．　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！
　９．　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】
１０．　６月１７日　社会福祉法人幸楽会【介護員、訪問介護員】
１１．　６月１７日●三協フロンテア㈱【営業職】
１２．　６月１８日　西武　秋田店【化粧品販売メンバー】

ミニ面談会（CoCo de 面談会）のご案内

履歴書不要!! 手ぶらでＧＯ!!



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 243,500円～327,500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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 185,500円～185,500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00分～17時00分 就業場所

月給

2人 272,550円～343,650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)11時00分～20時00分 就業場所

月給

1人 190,000円～210,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 240,000円～310,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 230,000円～240,095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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 196,750円～216,750円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

6人 210,000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) 7時30分～18時30分 就業場所
(2) 8時30分～19時30分

月給

1人 302,000円～302,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

2人 187,100円～331,300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30分～17時15分 就業場所

経験者
15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10654691

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
一級電気工事施工
管理技士

日祝他 株式会社　雄和電気工事所
その他

秋田県秋田市雄和田草川字太田１１
０番地１

15人 018-886-2512

令和元年6月5日発行（令和元年6月4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

電気工事施工管理（経
験者）

＊工事現場の工程管理、電気工事設計図、施工図作成、積
算
＊軽微な修繕対応

＊工事現場へは軽ライトバン（ＭＴ車）使用
＊秋田市内が中心です
　（現場によっては直行直帰の場合もあります）



電気工事施工管理（見
習い）

＊工事現場の工程管理、電気工事設計図、施工図作成、積
算のアシスタント
＊軽微な修繕対応

＊工事現場へは軽ライトバン（ＭＴ車）使用
＊秋田市内が中心です
　（現場によっては直行直帰の場合もあります）



日祝他 株式会社　雄和電気工事所
その他

秋田県秋田市雄和田草川字太田１１
０番地１

15人 018-886-2512

15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10656491

Ｗｅｂシステムエンジニ
ア

○Ｗｅｂアプリケーションの設計開発、保守
　
＊必要な経験
・ＰＨＰとＭｙＳＱＬ、テータベースを用いた実務経験
　あれば尚可
・ＨＴＭＬ、ＣＳＳ、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔを用いたＷｅｂ
　制作の実務経験者

＊添付できる作品があれば、応募書類に同封してください。

不問

日祝他 マイティバンク　株式会社
その他

秋田県秋田市南通亀の町１２番４１
号

8人 018-853-7222

仕事の内容欄に記
載

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10685091

歯科衛生士

・口腔内クリーニング
・口腔衛生指導、歯石除去
・院内の清掃
・消耗品準備、雑務等
・その他、付随する業務

歯科衛生士免許

木日祝 堀部歯科医院
毎　週

秋田県秋田市新屋表町１１－３

6人 018-828-4323

不問
6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10691591

あんまマッサージ指圧
師（正）／秋田市

・健康保険が適用になる歩行困難の方や障害をお持ちの方
を対象に訪問して、マッサージを提供していただきます。
＊未経験者であっても研修制度が充実していますので、安心
してご応募下さい。
・博多営業所にて２ヶ月間研修し、その後エリア内新規開設
・交通費・社宅は全額会社負担（光熱費等は自己負担）
＊エリア：秋田市内とその近郊、社用車あり
＊直行直帰もできます
＊営業活動一切なし
＊制服貸与

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
あんま・マッサージ
指圧師（国家資格
者）

日祝他 株式会社オファサポート　ＯＦＡ療養
サポートセンターその他
福岡県大野城市中３丁目１５－１２
グリーンハイツ１Ｆ

0人 092-707-8340

不問
160人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
40180-10026991

鍼灸師（在宅訪問）【秋
田】

【訪問鍼灸】医師の同意の下、歩行困難な利用者宅や施設へ
車で訪問し鍼灸を行います。１日あたり１０名前後、お１人あ
たり、２０分で行います。利用者の獲得は専門の担当者（相談
員）が行いますので、集患業務はございません。訪問に必要
な車両、ユニフォーム、携帯電話等は無料貸与します。

はり師・きゅう師
普通自動車運転免
許（ＡＴ限定も可）

日他 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

22人 0120-938-841

不問
700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
13070-52078691

デイサービスの生活相
談員

○利用者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（利用者）
・デイサービスの介護業務の協力　秋田市内
・食事、入浴、排泄等の身体介護、車の乗降の介護

【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
毎　週

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

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10651191

保育業務全般

＊０～６歳児の保育業務全般に従事していただきます。

＊定員１９名

＊令和元年７月１日以降随時採用予定

保育士免許

日他 株式会社　いわま薬局
毎　週

秋田県秋田市東通仲町４番１号　秋
田拠点センタ－アルヴェ１Ｆ

0人 018-884-0911

不問
55人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10634591

地域包括支援センター
業務
（嘱託職員・産休代替）

・地域包括支援センターの支援業務
・市が主催する地域包括支援センター職員を対象とする研修
の開催業務
・高齢者虐待に関する業務
・その他高齢者施策に関する業務
＊外出用務時は公用車使用（ＡＴ車）
＊雇用期間：年度更新の可能性あり
【必要な免許、資格・経験】社会福祉士、主任介護支援専門
員、介護支援専門員、保健師、看護師のいずれか。普通自
動車運転免許（ＡＴ限定可／業務上）かつ、免許取得から１年
以上。

土日祝他
秋田市役所

秋田県秋田市旭北錦町１番４７号
秋田県商工会館４階

毎　週
秋田県秋田市山王１丁目１－１

26人 018-888-5429

2,547人 秋田県秋田市

令和2年4月1日～
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10669191

令和元年9月1日～令
和2年3月31日 雇用・公災・健康・厚生

05010-10657791

指導職

『商工会は地域の商工業者が会員となって、小規模事業者を
中心とした会員事業所の経営改善やまちづくりのために活動
を行う総合経済団体です』
○県内の中小・小規模事業者の経営全般に関する相談対応
及び経営支援業務
○地域の振興に係る業務

＊原則として令和２年４月１日採用
（但し、令和元年１０月１日以降欠員が生じた場合、早期採用
あり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
＊その他詳細は受
験案内を参照

土日祝他

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
一級電気工事施工
管理技士又は、二
級電気工事施工管
理技士あれば尚可

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）

看護師資格の方は、
高齢者の保健福祉に
関する相談または援
助業務に従事した経
験を有していること

34人 018-863-8491

＊詳細は受験案内
を参照

258人 秋田県秋田市

秋田県商工会連合会
毎　週

℡ 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 183,600円～183,600円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 144,160円～144,160円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 145,000円～170,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 144,637円～144,637円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時30分 就業場所

月給

8人 145,900円～221,200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30分～17時15分 就業場所

月給

1人 120,120円～128,700円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
交替制あり 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～13時00分

月給

1人 118,580円～127,050円
就業場所

無期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

2人 161,000円～230,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

2人 240,000円～260,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 170,000円～180,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 5時00分～14時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3) 8時30分～17時30分

4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

障害者スポーツ指導

○障害者に対するスポーツ指導
（指導種目：室内競技、スキー、スケート、水泳等）
○障害者スポーツ関係行事の企画、運営
○各種事務処理（文書作成等／ＰＣ使用）

＊学校や施設からの依頼による指導や、在宅の障害者向け
のスポーツ教室の開催
＊指導に出向く際は、自家用車にて移動（交通費別途支給）
　秋田県全域が対象です。

～令和2年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-10633291

・普通自動車免許（Ａ
Ｔ限定可）
・高校教員免許（保健
体育）ある方（必須）

土日祝他 一般社団法人　秋田県障害者スポー
ツ協会毎　週
秋田県秋田市旭北栄町１－５

4人 018-864-2750

5人 018-838-0365

ＰＣ操作（Ｅｘｃｅｌ，
Ｗｏｒｄ）

・パソコン操作（ｗｏｒ
ｄ、Ｅｘｃｅｌ）
・（障害者スポーツ指
導員又はスポーツ指
導の経験者尚可）

4人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 北辰工業　株式会社

ドライバー及び事務補
助

○社用車（ＡＴ車）を運転して、視覚障害のあるマッサージ師
の先生の送迎。
○視覚障害者の先生の移動時の誘導・身の回りの補助
○役所・病院などに提出する書類の作成・提出。
○パソコン業務の補助

※マイカー使用の場合は交通費別途支給します。
　
※送迎エリアは秋田市内です。

普通自動車免許
（業務用・ＡＴ限定
可）

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

パソコン操作（エク
セル・ワード）
事務経験者優遇

345人 秋田県秋田市

21人 秋田県秋田市
3ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-10683591

一般事務【秋田市】

◇一般事務業務全般
・お茶出し、事務所清掃
・電話応対
・現金、勤務表管理
・パソコンによる書類作成他
・雑務等のため、社有車（ＡＴ車）運転業務あり。

日本司法支援センター秋田地方事務
所（法テラス秋田）毎　週
秋田県秋田市中通五丁目１番５１号
北都ビルディング６階

毎　週
青森県八戸市石堂四丁目１５－８

54人 0178-51-6291

～令和2年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-10647991

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 02020- 8891091

一般事務（年度契約）

　○事務全般の補助業務
　○来客・電話対応
 不問

土日祝他

018-863-8491

9人 050-3383-5550

パソコン操作可能
な方（ワード・エクセ
ル）

900人 秋田県秋田市

・簿記３級以上（商
工会、日商、全経、
全商、何れも可）・
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）＊そ
の他詳細は受験案
内を参照

（財）日本医療教育財
団主催試験合格者
＊他団体資格の方ご
相談下さい。

日祝他 株式会社　ニチイ学館　秋田支店

事務職

『商工会は地域の商工業者が会員となって、小規模事業者を
中心とした会員事業所の経営改善やまちづくりのために活動
を行う総合経済団体です』
○商工会員に対する記帳指導（帳簿のつけ方や決算の指
導）
○パソコンの操作指導
○共済の普及（傷害保険等）
○一般事務
＊原則として令和２年４月１日採用（但し、令和元年１０月１日
以降欠員が生じた場合、早期採用あり）

土日祝他 秋田県商工会連合会
毎　週

秋田県秋田市旭北錦町１番４７号
秋田県商工会館４階

34人

不問
92,410人 秋田県秋田市

258人 秋田県秋田市
令和2年4月1日～

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10667291

医療事務（クリニック）
【秋田市内】

・患者対応、電話対応
・診察券発行、金銭授受
・問診表整理、現金出納帳記入
・診療、データの医事端末への取り込み
・入力、診療報酬明細書点検、修正、送信　
・予防接種、健診請求書作成
・自賠責、労災、公務災害に関する請求業務等
※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

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

その他
秋田県秋田市中通２丁目４－１９　商
工中金第一生命秋田ビル５Ｆ

3人 018-835-4276

雇用・労災・健康・厚生
05010-10632891

雇用・労災・健康・厚生
05010-10631791

医療事務【秋田市内】

・窓口受付、電話受付、金銭授受
・コンピュータ入力、請求業務
・各書類の作成
・予防接種等の事務処理　他

※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

（財）日本医療教育財
団主催試験合格者
＊他団体資格の方ご
相談下さい。

土日祝他

9人 018-833-3141

不問

3人 018-835-4276

不問
92,410人 秋田県秋田市

不問

他 株式会社　オンワード樫山　仙台支
店

一般事務

○電話応対
・伝票の打ち込み
・店頭での接客
・外出業務有り（自家用車使用、車両手当有）
・その他、付随する業務

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 有限会社　豊田商会
隔　週

秋田県秋田市仁井田二ツ屋１丁目２
－１５

不問
5,084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 05010-10628391

婦人服販売員［秋田
市］

・１Ｆ「組曲」「Ｊプレス」各ショップでの試着販売

＊販売の他にも、多岐にわたる仕事があります
＊実働７時間２０分のシフト制
＊１年毎契約更新（基準日：５月１日）
＊正社員登用制度あり

株式会社　Ｈ・Ｏ・Ｃ
その他

北海道帯広市東２条南６丁目２０番
地　長谷川産業株式会社３階

その他
宮城県仙台市青葉区二日町１２－３
４

17人 022-262-8411

雇用・労災・健康・厚生
01040- 7221791

～令和2年4月30日
雇用・労災・健康・厚生

04010-37491891

法人営業（秋田・シャー
プ）／正社員

法人企業（新規のお客様、弊社既存のお客様・業者様）へ情
報通信機器を介したコンサルティング業務を行っていただき
ます。

＊コミュニケーション能力が必要です。
＊取扱い商材：シャープ複合機（コピー機等）、新電力、アイリ
スオオヤマのＬＥＤ等

不問

日祝他

その他
秋田県秋田市大町３－３－１５　ユニ
バースビル６Ｆ

14人 018-888-1333

不問

10人 011-218-4150

不問
220人 秋田県秋田市

15,000人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10705591

調理師業務（秋田けや
き会）

○特別養護老人ホーム「秋田けやき会」における調理師業務
に従事していただきます。

・盛付け、配膳、洗浄その他付随する業務

＊朝食、夕食　＝　約１００食
　 昼食　　　　  ＝　約１３０食　を２名体制で行います。

調理師

他 株式会社　メフォス北日本　東北事
業部　秋田支店



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～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)11時00分～20時40分 就業場所
(2)11時50分～21時30分

時給（月額換算）

1人 134,540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) 8時00分～16時00分 就業場所
(2)12時00分～22時00分
(3)14時00分～22時00分

月給

1人 180,000円～283,000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 176,000円～184,000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

時給（月額換算）

2人 126,969円～126,969円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 150,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 6時00分～15時10分 就業場所
(2) 6時00分～11時30分

時給（月額換算）

3人 155,520円～190,080円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

月給

2人 177,750円～248,850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)11時00分～20時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 165,600円～310,500円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 205,500円～261,500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00分～17時00分 就業場所

令和元年6月5日発行（令和元年6月4日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

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
その他

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

雇用・労災・健康・厚生
05010-10661391

受付・サービス係

○日帰り入浴施設「天王温泉くらら」で受付・フロント業務、レ
ストランホール業務全般に従事していただきます。
・温泉来館者（券売機で入浴券を購入した来館者）受付
・売店・宴会の会計（レジ操作含む）
・岩盤浴、カラオケボックス予約状況確認後に受付
・レストランで注文受付、料理や飲み物の配膳、下膳
・レストランレジ業務（会計）
・開店の準備、閉店の片付け業務
・多少の宴会業務（配膳、下膳）

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・健康・厚生

05010-10679391

製造管理

○鋳物工場の製造スタッフとして、全般を管理する業務を担
当していただきます。
・生産管理
・生産技術
・安全管理
・設備保守
・物流管理　等
＊製造部門スタッフは現在４名（男性３名、女性１名）です。円
滑な工場運営のためには現場とのコミュニケーションがかか
せません。やる気のある方をお待ちしております。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝 株式会社　イトー鋳造
毎　週

秋田県秋田市川尻町字大川反１７０
－７３

45人 018-801-1100

不問
80人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10630491

旋盤工・フライス盤工・
溶接工

○旋盤・フライス盤で機械部品の加工・製作をしていただきま
す。
・作業内容に応じて溶接の作業もあります。
・取引先への納品や工場内の雑用もあります。

＊納品等には社有車使用（軽トラック）
　（主に秋田市内となります）


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日祝他 有限会社　塚田技研工業
毎　週

秋田県秋田市浜田字元中村２－１

2人 018-888-9122

旋盤・フライス盤の
経験者

2人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10699891

製造工（大潟村）

○洋・和菓子の製造作業を行っていただきます。
【主な仕事内容】
＊パイの包餡作業を行います。
＊焼き作業、包装作業等も行います。
＊その他付随する業務あり。
＊立ち作業になります。

※制服（作業服・シューズ）貸与します。

不問

日祝他 日南工業　株式会社
その他

秋田県にかほ市院内字此木沢６

17人 0184-36-2111

不問
48人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05050- 2548191

食肉加工処理

○食肉加工場にて加工処理に従事していただきます。
・牛肉や豚肉の骨抜き・カット
・業務用の包丁で部位ごとに分け、整形する
・その他付随する業務

＊立ち仕事になります。
＊作業着、長靴貸与します。

不問

日他 株式会社　肉の若葉
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町４－４６

15人 018-828-6221

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10733391

日本酒製造スタッフ

・日本酒の仕込み作業
　（原料米処理、仕込み）
・日本酒の瓶詰、品質管理



【雇用期間は相談に応じます】

不問

他 新政酒造　株式会社
その他

秋田県秋田市大町６丁目２－３５

33人 018-823-6407

不問
33人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10644091

ＤＴＰデザイナー

○当社が発行する月刊情報誌のデザイン、制作に従事して
いただきます。
・主にＩｌｌｕｓｔｒａｔｏｒとＰｈｏｔｏｓｈｏｐを使用し、誌面掲載のデザイ
ン、制作を行います。

＊未経験者の応募歓迎です。当社にてしっかりと研修を行い
技術を身につけていただきます。

不問

日祝他 マイティバンク　株式会社
その他

秋田県秋田市南通亀の町１２番４１
号

8人 018-853-7222

不問
11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10687691

塗装工【急募】

○塗装業務に従事していただきます。
・一般住宅の屋根や外壁などの塗装
・鉄工所内でのサビ止め塗装
・高所作業あり
・ＭＴ社有車での荷物等の運搬（軽バン、１ｔトラック）
＊退職者補充の為

＊現場は秋田市内中心（稀に県外日帰り出張あり）

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日他 佐藤建装
毎　週

秋田県秋田市新屋寿町２－２５

1人 018-862-3062

不問
1人 秋田県秋田市

雇用・労災
05010-10721291

電気工事作業員（経験
者）

○住宅、事務所ビル、工場等の電気工事全般
・配線工事、照明器具の取り付け作業等

＊工事現場へは軽ライトバン（ＭＴ車）使用
＊秋田市内が中心です
　（現場によっては直行直帰の場合もあります）



普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
第一種、第二種電
気工事士（実務経
験要）

日祝他 株式会社　雄和電気工事所
その他

秋田県秋田市雄和田草川字太田１１
０番地１

15人 018-886-2512

経験者
15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10655991

℡ 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 171,500円～171,500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 25歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 165,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 250,000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) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 220,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 8時30分～18時00分 就業場所

4ページ中 4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．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

電気工事作業員（見習
い）

○住宅、事務所ビル、工場等の電気工事全般
・配線工事、照明器具の取り付け作業等

＊工事現場へは軽ライトバン（ＭＴ車）使用
＊秋田市内が中心です
　（現場によっては直行直帰の場合もあります）



普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）


日祝他 株式会社　雄和電気工事所
その他

秋田県秋田市雄和田草川字太田１１
０番地１

15人 018-886-2512

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10658891

電工〈経験者〉

○電工として、業務に従事していただきます。
【主な仕事内容】
・一般住宅の屋内配線作業
・手元作業
・その他付随する作業
＊現場のみに携わっていただきます。
＊主に現場は秋田市内となります。
＊作業着貸与します。


電気工事士（第二
種）
普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 有限会社　川村電気
その他

秋田県秋田市東通３丁目７－８

4人 018-833-5305

電工実務経験者　
屋内配線経験者優
遇

4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10664491

電工（見習い可）

○電工見習いとして、業務に従事していただきます。
【主な仕事内容】
・一般住宅の屋内配線作業
・手元作業の補助
・その他付随する作業
＊主に現場は秋田市内となります。
＊作業着貸与します。
＊最初は、電工を学んでいただきます。
＊正社員登用の可能性あり。


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

土日他 有限会社　川村電気
毎　週

秋田県秋田市東通３丁目７－８

4人 018-833-5305

不問
4人 秋田県秋田市

2ヶ月
雇用・労災

05010-10665791

配達兼店舗販売業務


○建築資材、電動工具等の店頭販売及び配達業務
（秋田市および周辺地域を中心に秋田県内全域）

○社用車（トラック）


普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　豊田商会
隔　週

秋田県秋田市仁井田二ツ屋１丁目２
－１５

9人 018-833-3141

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10629691

〔契約〕ドーミーイン秋
田／清掃及び施設管
理

当社直営ビジネスホテル清掃・施設管理

・清掃（客室、大浴場などの共用部分）
・清掃後のチェック
・簡単なシフト作成

＊責任者候補

不問

他 株式会社　共立メンテナンス
その他

東京都千代田区外神田２丁目１８－
８

20人 03-5295-7793

不問
7,840人 秋田県秋田市

～令和2年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

13010-70801791

【急募】地盤調査・地盤
改良工事／秋田支店

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

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日祝他 株式会社　ピコイ

雇用・労災・健康・厚生
13010-71248991

その他
東京都千代田区神田東松下町１７
フリージアグループ本社ビル５Ｆ

5人 03-6635-1833

不問
307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！

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　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

月給

1人 255,000円～287,000円
就業場所

正社員以外 TEL
フレックス 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00分～22時00分
(3)10時00分～15時00分

月給

1人 188,000円～301,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 220,500円～363,500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

2人 207,000円～415,000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 191,800円～278,500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) 8時15分～17時15分 就業場所
(2) 8時30分～17時30分

月給

1人 270,000円～320,000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～18時30分 就業場所
(2) 8時30分～12時30分

月給

1人 160,600円～201,100円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 168,600円～242,100円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 184,500円～291,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)10時00分～19時00分 就業場所

月給

4人 145,000円～250,000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 就業場所

特記事項欄参照
10人 秋田県秋田市

～令和2年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-10947891

不問

土日祝他 ＮＰＯ法人アーツセンターあきた
毎　週

秋田県秋田市新屋大川町１２－３
アトリエ　ももさだ内

7人 018-888-8137

令和元年6月6日発行（令和元年6月5日受付分)　Ｎｏ．１

4ページ中 1ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

管理部門ディレクター

（１）法人の管理部門の年間事業計画の作成やその遂行管
理
（２）管理部門のマネジメント、業務改善・効率化や課題解決
業務
（３）経理、総務などの管理部門における業務全般
（４）関係者（大学や自治体、企業等）との連絡調整や事務手
続き
（５）その他、必要な業務

＊募集内容の詳細は当法人ウェブサイトにも掲載しておりま

管理者（愛の家さくら
館）／秋田市

＊放課後等デイサービスの運営・管理
　・職員の管理、教育
　・営業
　・経理管理　等

＊問い合わせはハローワークを通してお願いします

＊応募には、「ハローワークの紹介状」が必要です

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 株式会社　さわやか倶楽部
その他

北九州市小倉北区熊本２丁目１０番
１０号　内山ビル１階

5人 093-551-5555

不問
2,700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
40060-12231791

建築施工管理業務［秋
田市］

鉄骨工事及び外壁工事の施工管理業務
・品質管理、工程管理、協力会社の安全管理・・・など

「鉄骨工事」が事業の大きな柱であり、マンション、商業施設、
オフィスビル、公共施設など大型の箱モノ工事を得意としてい
ます。
◎ひとりに負荷がかからないよう、業務はチームで分担




２級建築施工管理
技士以上

土日祝他 カメイ　株式会社
毎　週

宮城県仙台市青葉区国分町３丁目１
－１８

34人 022-264-6113

建築工事の施工管
理経験

1,848人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-38258491

技術職

・地質調査現場管理（山、トンネル、橋など）
・地質解析（パソコンで計算する）
・報告書作成（ワード、エクセル使用）
・土木設計（主に道路、防災施設）
（社用車使用　ＡＴ車）

＊現場は東北一円
＊出張あり（東北一円）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 ジオテックコンサルタンツ　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋鳥木町１－７４

15人 018-888-8533

不問
15人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10867891

看護師（経験３年以上）

○障害者（主に身体）で常時介護を必要とする方の支援を行
う施設、老人の介護を行う施設で健康管理、通院している利
用者の看護の仕事です。

＊就業時間（１）（２）のシフト制
＊試用期間３ヶ月


看護師
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 社会福祉法人　井川町福祉会
毎　週

秋田県南秋田郡井川町寺沢字綱木
沢１３３－２

57人 018-874-2272

看護師経験３年以
上

113人 秋田県南秋田郡井川町

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10865491

臨床検査技師　≪急募
≫

○当病院での検査業務に従事していただきます。
【主な仕事】
・心電図、負荷心電図、ホルター心電図
・検査伝票の整理、呼吸機能検査　等

＊詳しくは面接にて説明させていただきます。

　


臨床検査技師

日祝他 佐々木内科・循環器科医院
その他

秋田県秋田市土崎港東四丁目５－３
８

9人 018-880-2380

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10870391

指導員（愛の家さくら
館）／秋田市

・放課後等デイサービス利用児童の支援、指導
　（学習の見守り、身辺自立の指導、知育、運動遊び、表現活
動や調理活動、行事など）
・児童の送迎

＊問い合わせはハローワークを通してお願いします

＊応募には、「ハローワークの紹介状」が必要です

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
（保育士あれば尚
可）

他 株式会社　さわやか倶楽部
その他

北九州市小倉北区熊本２丁目１０番
１０号　内山ビル１階

5人 093-551-5555

不問
2,700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
40060-12211691

保育士（愛の家さくら
館）／秋田市

・放課後等デイサービス利用児童の支援、指導
　（学習の見守り、身辺自立の指導、知育、運動遊び、表現活
動や調理活動、行事など）
・児童の送迎

＊問い合わせはハローワークを通してお願いします

＊応募には、「ハローワークの紹介状」が必要です

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
保育士

他 株式会社　さわやか倶楽部
その他

北九州市小倉北区熊本２丁目１０番
１０号　内山ビル１階

5人 093-551-5555

不問
2,700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
40060-12241291

児童発達支援管理責
任者（愛の家さくら館）
／秋田市

・放課後等デイサービスにて発達障害児の社会適応能力の
向上を目的に個別指導、計画に基づいた支援
・利用児童の保護者との面談、個別支援計画等の作成

＊問い合わせはハローワークを通してお願いします

＊応募には、「ハローワークの紹介状」が必要です

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
児童発達支援管理
責任者

他 株式会社　さわやか倶楽部
その他

北九州市小倉北区熊本２丁目１０番
１０号　内山ビル１階

5人 093-551-5555

不問
2,700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
40060-12252091

保育教諭

○保育業務全般

・幼稚園クラスの担任、保育クラスの担当、保護者との連絡
など　
　　　

日祝他 学校法人　ノースアジア大学
毎　週

秋田県秋田市下北手桜字守沢４６－
１

38人 018-836-3319

378人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10883891

幼稚園教諭免許、保
育士資格、小学校教
諭免許、養護教諭免
許
のうちいずれか

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 140,000円～145,000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～16時40分 就業場所

月給

1人 190,000円～221,000円
就業場所

正社員以外 TEL
フレックス 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00分～22時00分
(3)10時00分～15時00分

月給

1人 165,000円～165,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

日給（月額換算）

1人 126,480円～126,480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15分～18時00分 就業場所
(2)11時15分～20時00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) 9時00分～17時00分 就業場所
(2)12時00分～20時00分

日給（月額換算）

2人 135,915円～135,915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 133,926円～133,926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 137,904円～137,904円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時15分 就業場所

月給

1人 140,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 130,000円～130,000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 236,240円～433,300円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

4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

幼稚園教諭

○幼稚園教諭業務全般

・さくら幼稚園において、幼稚園業務全般を行っていただきま
す。

・その他付随する業務もあります。
　　　

幼稚園教諭

土日祝他 学校法人　ノースアジア大学
毎　週

秋田県秋田市下北手桜字守沢４６－
１

10人 018-836-3319

018-888-8137

不問
378人 秋田県秋田市

職務内容に関する
実務経験、又はそ
れに相当する実績
が合計１年以上あ
ること。会計ソフト
の入力業務の経験
があること。

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10884291

不問

水木他 医療法人　Ｓａｃｒｅｄ　Ａｒｔｓ　あんどう
矯正歯科クリニック

管理部門コーディネー
ター

（１）経理、総務などの管理部門における業務全般（経理中
心）
（２）関係者（大学や自治体、企業等）との連絡調整や事務手
続き
（３）その他、必要な業務

土日祝他

ＮＰＯ法人アーツセンターあきた

毎　週
秋田県秋田市新屋大川町１２－３
アトリエ　ももさだ内

7人

パソコン操作できる
方（エクセル、ワー
ド）
医療事務経験者尚
可

14人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市
～令和2年3月31日

雇用・労災・健康・厚生
05010-10942391

歯科受付業務

○歯科医院での受付業務に従事していただきます。
・窓口での受付、電話応対、予約管理
・レセプト請求業務
・レセプトコンピュータへの入力
・会計業務
・パソコン操作あり（ワード、エクセル）

＊受付業務のみで診療補助等は一切ありません。
＊制服貸与（院内シューズ等必要物品支給）

秋田市立中央図書館　明徳館
毎　週

秋田県秋田市千秋明徳町４番４号

毎　週
秋田県秋田市東通４－４－１８

14人 018-837-6480

令和元年7月1日～令
和元年12月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10890491

雇用・労災・健康・厚生
05010-10887091

図書管理業務（臨時職
員）

○中央図書館明徳館文庫での図書管理業務です。
・カウンター業務
・子どもへの読み聞かせ
・返却された図書の整理等

不問

他

27人 018-862-5983

不問

6人 018-832-9220

・基本的なパソコン操
作（ワード・エクセル）
・子どもへの読み聞
かせができる方

40人 秋田県秋田市

不問

土日祝 秋田県花き種苗センター

一般事務員

○事務所での電話対応並びに、それに付随する業務
・お客様から電話にて注文を受け、パソコンにて伝票を発行し
ていただきます。
・請求書の管理や現金の集計をしていただきます。
・仕入伝票の入力をしていただきます。

※店舗での接客業務は原則ありません。
※働き方改革関連認定企業
【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　英雄
その他

秋田県秋田市旭南３丁目７番４８号

パソコン操作（ワー
ド・エクセルでの
データ入力、表計
算）

20人 秋田県秋田市

38人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10891791

事務補助


・書類の作成業務

・電話対応
　
・データ入力

・その他雑務

秋田県秋田地域振興局建設部
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－２

毎　週
秋田県潟上市昭和豊川竜毛字山ノ
下１－１

20人 018-877-7787

令和元年7月11日～令
和2年1月10日 雇用・公災・健康・厚生

05010-10888391

令和元年8月1日～令
和2年1月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10886191

一般事務補助（臨時）

○一般事務補助業務に従事していただきます。
（主な仕事内容）
・書類整理
・電話対応、来客応対
・パソコン操作（入力程度）可能な方
　（エクセル、ワード等）
・その他、付随する業務
＊雇用期間：勤務状況により更新の可能性あり
　　　　　（更新期間は令和２年３月末まで）

不問

土日祝他

21人 018-860-1912

パソコン操作可能
であること

114人 018-860-3312

パソコン操作（入力
程度）

283人 秋田県秋田市

不問

木日他 いなば御所野乳腺クリニック

一般事務補助

○一般事務補助
・文書整理
・パソコン操作（一太郎・Ｅｘｃｅｌ等）
・電話応対
・接客（お茶出し等）


不問

土日祝他 秋田県農林水産部　林業木材産業
課毎　週
秋田市山王４丁目１－１

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

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

05010-10889691

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

有限会社　吉村商事　スパーク薬局
毎　週

秋田県秋田市川元山下町７－３２

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

雇用・労災・健康・厚生
05010-10898691

雇用・労災・健康・厚生
05010-10875891

医療事務

【主な仕事の内容】
・レセコン操作
・窓口受付
・書類整理
・雑用（掃除等）
＊作業着支給します。
＊レセコン操作については、採用後３～５日程度の研修があ
ります。

不問

土日祝他

毎　週
宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０
－３３　第２日本オフィスビル７階

3人 022-797-7191

不問

4人 018-865-5067

パソコン操作可能
な方（ワード・エクセ
ル）

7人 秋田県秋田市

52人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-38073491

施工管理補助（土木
課）［秋田県］

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

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　オンサイト



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 180,000円～200,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 就業場所

時給（月額換算）

1人 146,016円～159,120円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 9時15分～18時15分 就業場所
(2)11時00分～20時00分

月給

2人 149,400円～160,600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)11時00分～20時00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 40歳以下 (1) 8時25分～17時00分 就業場所

月給

2人 146,600円～150,600円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 163,500円～173,500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

月給

2人 145,000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
(2)17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

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) 6時00分～14時30分 就業場所
(2) 9時30分～18時00分
(3)11時30分～20時00分

月給

1人 251,442円～348,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 45歳以下 就業場所

月給

2人 170,000円～200,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1)14時00分～22時00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．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

一般職（スーパー業務
全般）【秋田市・男鹿
市・能代市】

◆スーパーマーケットにおいて、商品加工・品出し・発注・接
客などを担当して頂きます。
※技術や知識の習得状況と評価をもとに正社員登用を行い
ます。
※経験・未経験を問わず、将来正社員として活躍していただ
ける人材の発掘を目的としています。
※配属部門は希望と適性を考慮し決定致します。
※募集の詳細は、当社ホームページのチャレンジ社員募集を
ご覧下さい。

不問

他 株式会社　伊徳
その他

秋田県大館市清水４－４－１５

111人 0186-49-2255

＊５年以内に正社
員での職務経験が
あること（業種問わ
ず）

2,107人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05030- 2884091

販売スタッフ（フォンテ
秋田店）

○婦人服販売スタッフ業務に従事していただきます。
・婦人服販売及び店内業務
・商品の整理整頓
・商品の在庫管理及び売上管理
・搬入、検品

＊ミセスの婦人服専門店です。
＊ノルマはありません
　【６０歳以上の方も歓迎します】

不問

他 カトレア　株式会社
その他

秋田県秋田市山王沼田町２－１

2人 018-865-1265

不問
50人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10945491

店舗スタッフ［秋田市］

レジ、接客
商品の買取、販売
買取商品のメンテナンス
タイヤ交換、カー用品取付等

＊自動車についての難しい知識がなくても大丈夫！
　未経験の方にも親切に指導いたします。
＊商品購入時、社員特典あり。
※制服は貸与します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

他 株式会社　ホットマン　（イエローハッ
トＦＣ）その他
宮城県仙台市太白区西多賀４丁目４
－１７

7人 022-243-5091

不問
1,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-38120791

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営業販売（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
＊社用車使用（通勤も社用車使用）

＊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 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

3人 019-696-2400

不問
29人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
03010-14131091

介護職員（準職員）

○利用者の介護業務全般に従事していただきます。
・身体、入浴、食事の介助等
・まれに外出用務もあり

※充実した教育システムを完備しています。
※１年毎の更新あり
※正社員への登用あり

日他 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

34人 018-838-2338

158人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10894591

介護職員（正職員）

○利用者の介護業務全般に従事していただきます。
・身体、入浴、食事の介助等
・まれに外出用務もあり

※充実した教育システムを完備しています。



介護福祉士（必須）
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 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

34人 018-838-2338

不問
158人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-10895191

介護員

○小規模多機能型居宅介護住居（９室）において入所者の身
体介護などのお世話をしていただきます。
・食事の介助、排せつ介助、入浴介助
・居室の清掃

＊夜勤もあります（月４～５回）
＊未経験者の方も応募可

　

不問

他 株式会社　愛好苑
その他

秋田県秋田市柳田字境田１４０

10人 018-834-2288

不問
10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10897391

≪急募≫給食業務

○「中通リハビリテーション病院」での給食業務です。
・調理業務全般
（一般食・特別食・嚥下食　等）

＊１８０食程度を２０名で調理します。
＊就業時間（１）～（３）の交替制。
　時間については相談に応じます。

＊６ヶ月毎の契約更新あります。


不問

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

270人 018-833-1131

不問
1,591人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-10876291

店長候補［居酒屋　寧
／秋田泉店］

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

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

不問

他 株式会社　アトム　東北営業本部

宮城県仙台市青葉区中央４丁目６－
１　ＳＳ３０ビル２７階

25人 022-266-5802

不問
9,200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10946791

雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-38138791

接客　（割烹　かめ清）

○割烹料亭での接客業務全般に従事して頂きます。
・お客様の案内、注文受け
・会席料理の提供と、飲物をお作りして運ぶ
・後片付け　等
・その他付随する業務
＊制服は貸与します。
＊未経験の方には丁寧に指導いたします。
　若女将を目指したい方、歓迎します。
＊６０歳以上の方の応募も歓迎します。

不問

日他

介護職員初任者研修
（ヘルパー２級）あれ
ば尚可
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

10人 018-862-2729

不問
10人 秋田県秋田市

有限会社　割烹　かめ清
その他

秋田県秋田市大町４丁目１－１６

その他

℡ 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 151,200円～151,200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) 9時00分～19時00分 就業場所
(2) 9時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

月給

1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 149,600円～149,600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

時給（月額換算）

2人 149,600円～149,600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

4ページ中 4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．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

接客（観光客等への観
光案内業務）

○ＪＲ秋田駅構内にある秋田市観光案内所および、秋田空港
到着口付近に新設予定の観光案内カウンターにおいて、観
光客（外国人・日本人）への道案内や観光スポットなどの案内
をしていただきます。

＊制服貸与します。
＊土日祝日勤務可能な方を希望します。
※外国人観光客も増えており、英会話の実力向上にもってこ
いの仕事です。

不問

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

4人 018-824-1211


英会話　＊外国の
方との日常会話が
可能な方（必須）

14人 秋田県秋田市
令和元年6月17日～令
和2年3月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10899991

看板製作工

○看板製造及び取付
・看板にインクジェットシートの貼り付け
・機械、道具を使っての複合板カット作業
・看板の組み立て、たてこみ作業
○板金・鉄骨作業
・大型看板の枠組み製作
・鉄骨部分ペンキ塗り　等
＊社用車使用（１．５ｔ～２ｔトラック）
※即戦力となる方を求めています。経験者大歓迎です。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

日祝他 有限会社　サトウ工芸
その他

秋田県秋田市新屋勝平町８－３８

4人 018-863-4222

不問
4人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-10868291

アイスクリームの配送・
陳列・自販機への納品
等

◇ルート配送　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・２ｔトラックを使用して、アイスクリーム等の配送業務
　・スーパー、コンビニ等の得意先回り、アイスクリーム冷凍
食品を配送・陳列業務　　　　　　　　　　　　　
　・自販機への納品　等　
◇１日の配送距離と店舗数は１００～１５０ｋｍ内で、４～６店
を回ります。

※正社員登用制度あり。

・準中型自動車運
転免許以上

日他 東北フローズン　株式会社　秋田支
店その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－９１

12人 018-888-8707

不問
130人 秋田県秋田市

令和元年6月17日～令
和元年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10877591

倉庫の入庫・ピッキング
（契約社員）

○冷凍庫内での商品の入庫と、店舗ごとのピッキング作業を
担当していただきます。



【正社員登用制度あり】

不問

日他 東北フローズン　株式会社　秋田支
店その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－９１

12人 018-888-8707

不問
130人 秋田県秋田市

令和元年6月17日～令
和元年8月31日 雇用・労災・健康・厚生

05010-10879091

　　　　●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

月給

1人 315,800円～558,140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 242,800円～447,980円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 200,000円～300,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3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) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

3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 39歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

2人 275,000円～325,000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

1人 189,000円～189,000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30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

1人 243,400円～338,600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 144,700円～144,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 9時10分～18時10分 就業場所

施工管理経験
51人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-38624391

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　オンサイト
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０
－３３　第２日本オフィスビル７階

3人 022-797-7191

令和元年6月7日発行（令和元年6月6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

現場監督（空調・衛生
設備）［秋田県］

マンション・オフィスビル・商業施設・病院・工場等、様々な現場での
空調・衛生設備施工管理を行って頂く仕事です。
多種多様な物件に携わることも可能ですので、就業環境に関しての
ご相談はお気軽にどうぞ。
＊ブランクがある方も歓迎します！
＊配属現場は経験やスキル、本人の希望等を考慮いたします
＊ブランクのある方でも安心して頂ける環境づくりを心掛け
　ております
ハローワークの求人検索パソコンで画面下の『事業所情報表示』を
クリックすると画像情報をご覧いただけます

総合職（技術・図面業
務：空調衛生設備）［秋
田／横手／大仙

各建設現場における設備施工管理業務に従事して頂きま
す。

＊未経験の方には丁寧に基本から教育させて頂きます。
＊未経験やブランクのある方も歓迎致します。
＊随時、各地域にて面接や会社説明会を行っております。
　予約や今後のスケジュール等はお気軽にご連絡ください。
＊就業場所は応相談させて頂きます。


普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　メイジン
毎　週

宮城県仙台市青葉区本町１丁目１－
８　第１日本オフィスビル７階

87人 022-224-6841

パソコン操作（エク
セル、ワード）

273人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
04010-38752891

現場管理

・現場監督、施工管理業務。

＊当社は注文に応じた設計、施工を主とするプレハブメー
カーです。事務所・店舗・工場・集合住宅など広く対応しており
ます。


＊外出用務あり（自家用車使用、ガソリン代支給）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日祝他 明和ハウス工業　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－３５

20人 018-828-7100

20人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-11033991

建築・土木工事施工管
理（経験者）

○秋田市及び能代市周辺を中心とする県内の建築・土木現
場で、主として現場代理人としての施工管理業務を行って頂
きます。
＊建築は主に商業施設や公共施設の工事となります。
＊土木は主に公共工事が主となります。
＊自家用車使用（走行距離に応じて借り上げ料支給）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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

土日祝 中田建設　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目９－２

・２級建築士または
２級建築施工管理
技士　以上
・普通自動車免許
（ＡＴ限定可）
現場管理経験者

50人 018-864-3211

122人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11068791

建築施工管理技士１
級または、土木施工
管理技士１級のいず
れか
普通自動車免許（ＡＴ
限定可）

建築土木現場での施
工管理業務経験者

建築・土木工事施工管
理（未経験者可）

○秋田市及び能代市周辺を中心とする県内の建築・土木現
場で、主として現場代理人としての施工管理業務を行って頂
きます。未経験の方は、現場代理人の補助業務に従事して
いただきます。
＊建築は主に商業施設や公共施設の工事となります。
＊土木は主に公共工事が主となります。
＊自家用車使用（走行距離に応じて借り上げ料支給）

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）

土日祝 中田建設　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王５丁目９－２

50人 018-864-3211

不問
122人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11069891

土木施工管理技士

○土木工事及び舗装工事の管理業務に従事していただきま
す。
・写真管理
・高さ、幅員、厚さの管理
・書類作成
・その他、付随する業務

＊移動は社有車使用
　　　　　　　　　　　　　　　

２級土木施工管理
技士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日他 株式会社　秋田サンロード
その他

秋田県秋田市寺内字三千刈３２６－
１

6人 018-874-7401

パソコン操作（Ｅｘｃ
ｅｌ、Ｗｏｒｄ、ＣＡＤ）
できる方

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11045291

システム開発及び保守

・システム開発、開発付帯作業（開発資産管理）、保守（障害
修正、検証作業）、及び保守作業に関するＱＡ対応等の顧客
サポート 不問

土日祝 株式会社　三協情報センター
毎　週

秋田県秋田市大町３丁目３－１５　ユ
ニバース秋田ビル６階

1人 018-865-6363

パソコン操作に慣
れている人（開発や
運用経験者優遇）

43人 秋田県秋田市
～令和元年6月30日

雇用・労災
05010-11084791

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

※未経験でも、研修がありますので覚えられます。

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
3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

05010-11023391

薬剤師

○保険調剤薬局における調剤業務に従事していただきます。
・患者さんの接客、応対
・処方箋による投薬
・監査
・服薬指導
・薬歴の管理（電子薬歴の為パソコン操作をします）
・その他、付随する業務
＊他、秋田市内に５店舗ありますので、勤務場所について希
望がある方は相談可能です。

薬剤師免許

日祝他 株式会社　メディハーツ
毎　週

秋田県秋田市飯島飯田１丁目５－５

15人 018-857-0770

不問
37人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11109291

教習指導員（見習い）

○自動車学校での教習指導員として業務に従事していただき
ます。
＊入社後、教習指導員の資格を取得していただきます。
・学科教習・技能教習・講習　等
○資格取得までは教習生のバス送迎、受付、校内・コース内
の整備、その他付随する業務を行っていただきます。
＊教習指導員資格：２１歳以上
＊バスの送迎は秋田市内と近郊

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
＊１年間無事故無
違反の方

他 株式会社　割山自動車教習所
その他

秋田市新屋割山町１－２６

9人 018-864-3434

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11047191

℡ 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 160,000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30分～17時30分 就業場所

時給（月額換算）

2人 152,250円～152,250円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時45分～17時15分 就業場所

月給

1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00分～17時00分 就業場所

月給

1人 160,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 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

時給（月額換算）

1人 127,360円～135,320円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 155,000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 不問 (1) 8時30分～18時30分 就業場所
(2) 9時30分～18時30分
(3) 8時30分～12時00分

月給

1人 144,700円～144,700円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 35歳以下 (1) 9時10分～18時10分 就業場所

月給

2人 165,200円～166,200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 18歳～62歳 (1) 9時00分～ 8時59分 就業場所
(2) 0時00分～ 9時00分
(3) 9時00分～18時00分

月給

1人 135,000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 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 141,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 就業場所

月給

1人 185,000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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

5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

総務事務員

・電話及び来客対応
・資材伝票の整理、リース料の計算、労務日報の管理、原価
計算
・安全書類の作成、技術資格者の管理
＊６ヶ月、上記業務について指導教育いたします。

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

雇用・労災・健康・厚生
05010-11035791

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日他 珍田工業　株式会社
その他

秋田県秋田市新屋天秤野１－３６

30人 018-862-8241

6人 019-621-5221

不問

不問
30人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　日誠工業

コールセンタースタッフ
（秋田市）

派遣先事業所において以下の業務を担当していただきます。
・お客様、関係企業からの問い合わせ対応。
・通信関連商品、権利内容に関する申込、解約等の受付。
・専用システムへの登録、データの修正など。

不問

土日祝他 マンパワーグループ　株式会社　盛
岡支店毎　週
岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁目９－
１　マリオス　１５Ｆ

パソコン使用できる
方

22人 秋田県潟上市

1,450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

03010-14247091

一般事務

・電話応対
・来客応対
・パソコンによる文書作成
・銀行用務（入金・記帳）ほか、外出用務
・報告書作成

＊外出はマイカー使用（当社規定によりガソリン代支給）

ロイヤルネットワーク株式会社
その他

山形県酒田市浜田１丁目７－２０

その他
秋田県潟上市昭和乱橋字大籠４９番
地

22人 018-854-8566

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

06030- 5692691

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11036891

事務／リネン工場（リネ
ン秋田事業部）【契約社
員】

○工場内事務作業全般
・当社システムの運用による売上計上業務、伝票入力
・在庫、棚卸、管理業務
・労務事務業務、従業員の勤怠集計など

※雇用期間は１年毎の契約社員。

普通自動車免許
（ＡＴ限定：可）

他

133人 018-862-3821

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）

33人 0234-21-1888

不問
2,750人 秋田県秋田市

不問

日祝他 医療法人　真和会　真崎耳鼻咽喉科
医院

事務補助

○事務補助業務を担当していただきます。
・電話交換、来客受付対応
・郵便物、宅配便の受発信、新聞、印刷物のとりまとめ
・書類作成（ワード、エクセル）
・その他、庶務
＊外出用務をしていただく可能性もあります
　（社有車使用／ＡＴ車）
＊雇用開始：応相談
＊２ヶ月の契約期間は試用期間として、その後の更新を予定
しています。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社ユアテック秋田支社
毎　週

秋田市川尻町字大川反２３３－９

　経験者に限る
11人 秋田県秋田市

3,845人 秋田県秋田市
2ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-11085891

医療事務

○耳鼻咽喉科における事務全般を担当していただきます。
・受付対応及びレジ会計業務
・レセプトコンピュータの操作
・その他の事務補助業務全般

＊就業時間（１）～（４）のローテーション制です。

【８月２１日からの採用です】

株式会社　割山自動車教習所
その他

秋田市新屋割山町１－２６

毎　週
秋田県秋田市土崎港中央６丁目８ー
３

11人 018-845-0234

雇用・労災・健康・厚生
05010-11048091

令和元年8月21日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-11078291

経理事務

○自動車学校での経理事務に従事していただきます。
・給与計算
・社会保険等書類作成
・来客対応など

※経理事務のほか、教習指導員の資格取得を目指していた
だきます。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）
＊１年間無事故無
違反の方

他

105人 018-829-2176

パソコン（エクセル・
ワード）入力程度

9人 018-864-3434

不問
9人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 ゴンタロー製菓　株式会社

料金所スタッフ（各料金
所）

○有料道路の料金所で通行料金を収受する業務に従事していただ
きます。
・ＥＴＣ機器等の監視
・トラブル対応
・お客様問い合わせ対応
・料金所内外の清掃作業等
・有料道路上の移動のため社有車（ＡＴ限定可）使用
・その他、付随する業務　＊協和料金所及び秋田南料金所は料金
精算機のモニター監視　やインターフォンによるお客様対応となりま
す。
【採用は７月～です】

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

他 株式会社　ネクスコ・トール東北　秋
田事業部その他
秋田県秋田市上北手古野字大繋沢
３０－２

不問
20人 秋田県男鹿市

1,600人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11021191

菓子販売員

○お菓子の販売業務全般を担当します。
・店内販売、レジ業務
・商品の陳列、管理
・近隣への商品の配達（社用車、軽ミニバンＡＴ車）
・その他、接客など

※店舗によって勤務時間は異なります。

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

その他
秋田県男鹿市船川港船川字船川１６
８

15人 0185-23-2333

雇用・労災・健康・厚生
05010-11056391

雇用・労災・健康・厚生
05011-  812591

ベーカリーカフェでのパ
ンの　販売レジ業務

○ベーカリーカフェ内にて、パンの陳列や包装、レジ業務など
のパンの販売業務と、簡単なドリンクや軽食の提供作業もあ
ります。


＊幅広い年齢層のお客様が来店されるベーカリーです。

不問

他

その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－９８

6人 018-828-8905

不問

10人 018-853-1199

不問
50人 秋田県秋田市

60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11063091

ガソリンスタンド店長候
補

・ガソリンスタンドの販売管理、その他付随する業務
・新規客獲得営業（会社を主体とした営業活動）


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

普通自動車免許必
須（ＡＴ限定不可）
危険物資格あれば
尚良し

他 株式会社　男鹿興業社



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

3人 152,000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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18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 34歳以下 (1) 9時15分～18時15分 就業場所

時給（月額換算）

1人 192,000円～192,000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)10時00分～19時00分 就業場所

月給

1人 166,200円～227,900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00分 就業場所

月給

2人 200,000円～290,000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30分 就業場所

月給

1人 150,000円～169,000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30分～15時30分 就業場所
(2)10時30分～19時30分
(3) 8時30分～17時30分

月給

1人 187,800円～224,650円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 150,000円～170,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 160,300円～197,700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
(2) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

月給

2人 153,700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 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所
(2) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

令和元年6月7日発行（令和元年6月6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

ガソリンスタンド員

○ガソリンスタンド業務全般に従事していただきます。
・ガソリン等の給油業務
・その他付帯する業務
＊就業時間はシフト制
（１）～（３）は代表的な就業時間であり、他にも短時間のシフトあり
＊１カ月単位の変形労働時間制により、法定労働時間内に調整。
＊早出、時間外あり　　＊制服貸与
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

普通自動車免許必
須（ＡＴ限定不可）
危険物免許乙種

他 株式会社　男鹿興業社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－９８

6人 018-828-8905

不問
60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11087591

営業

○主に宴会・仕出しに対する業務を行うお仕事です。

・法人顧客に対するルート営業
・催事のプランニング及び打合せ
・自社イベントの企画

　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

4人 018-835-1187

不問
360人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11082991

（派）ルート営業
指定した量販店１５店
舗の巡回

・１日４店舗内外の取り決めた店舗を訪問

・清涼飲料の商品案内、商品陳列等

＊月に２回程、仙台と盛岡でミーティングあり。
＊マイカー使用出来る方

＊現場エリア：秋田市内及び由利本荘市内直行直帰可

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　スタープランニング　仙台
支店毎　週
宮城県仙台市青葉区本町１丁目３－
９　第六広瀬ビル５階

0人 022-713-7760

不問
250人 宮城県仙台市青葉区

令和19年7月1日～令
和20年7月31日 雇用・労災・健康・厚生

04010-38776491

ルート営業及び事務

○既存の取引先（地元の建設業者など）に対する営業活動に
従事していただきます。（県内中心の営業・月１回程度仙台出
張あり）
○セメントメーカー、生コンメーカーとの仕入れ交渉。
○上記営業取引先の各種データをパソコンにて管理。
○その他電話応対、見積書・契約書作成等付随する事務業
務あり。
＊社用車・業務用携帯電話貸与
※最初は慣れていただくために、先輩に同行しながら業務の
流れや取引先を覚えていただきます。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 陸羽物産　株式会社
毎　週

秋田県秋田市山王２丁目１－５４　三
交ビル３階

7人 018-865-1031

パソコンの基本操作
（ワード、エクセル）で
きる方
簡単な文書作成や表
作成ができること

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11052291

チラシ配布及び軽作業
【トライアル併用求人】
（正社員）

○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

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

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

3人 018-893-4355

不問
200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11075491

介護職

○介護全般を担当していただきます。
・入所する高齢者（３０名）に対するサービス
　（食事、入浴、排泄等身体介護）
＊専任スタッフによる実務研修を１ヶ月程度実施しますので
未経験者の方でも安心して勤務できます。
＊介護職員１５名（交替制）で対応しております。
＊夜勤は月平均５～６回、２人体制
＊夜勤は経験や状況に応じて対応します。

介護職員初任者研修
又はホームヘルパー
２級
介護福祉士あれば尚
可

他 株式会社　ほほえみ館
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字大谷
地３５－１

21人 018-893-6825

不問
21人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11028891

介護員「特別養護老人
ホーム　中通アネック
ス」

○特別養護老人ホームにおける、介護業務全般に従事して
いただきます。
・利用者様の入浴、食事、排泄等の介助、その他、付随する
業務。

＊中通アネックスは定員２９名のユニット型施設です。「真心・
笑顔」で入居者様の生活を支援します。

「秋田県介護サービス事業所認証評価制度」認証事業所

介護福祉士

他 社会福祉法人　北杜
その他

秋田県秋田市下新城中野字街道端
西１１－１

29人 018-873-7801

不問
161人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11031391

介護職員【トライアル雇
用併用求人】

○デイサービス利用者様への介護サービス
・利用者の食事・入浴の介助
（女性利用者様の入浴介助あり）
・社用車での送迎業務（乗降の際の介助等）
（４人乗り普通自動車：ＡＴ車）

＊利用定員１日１８人、利用者１日１０名～１６名を職員８人
で対応
＊仕事に前向きに取り組める方を希望します。


介護職員初任者研修
（ヘルパー２級）以上
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

9人 018-884-0350

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11080391

介護職員（介護福祉
士）
　≪事業拡大の為急募
≫

小規模多機能型居宅介護施設（定員２４名）での介護業務・食事介
助（調理は専任がします）・介助、入浴、排泄等　・訪問業務、送迎
・自宅待機（問い合わせ携帯所持）シフトで月４～５回程度
・利用者の要介護度は低く、見守りが主となります。
＊夜勤の出来る方　
＊利用者の宿泊は実績で月５～１５日程度。宿泊受入は１日最大６
人。夜勤職員１名体制。
＊シフトにより夜勤は月１～４回（変動あり）。
※施設での勤務が不安な方には、職員による丁寧な指導がありま
す。安心してご応募下さい。

介護福祉士
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 あきた湖東農業協同組合
その他

秋田県南秋田郡五城目町字七倉１２
３－２

14人 018-855-1510

不問
170人 秋田県南秋田郡八郎潟町

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11089091

介護職員（実務者研修
修了者）
　≪事業拡大の為急募
≫

小規模多機能型居宅介護施設（定員２４名）での介護業務・食事介
助（調理は専任がします）・介助、入浴、排泄等　・訪問業務、送迎
・自宅待機（問い合わせ携帯所持）シフトで月４～５回程度
・利用者の要介護度は低く、見守りが主となります。
＊夜勤の出来る方　
＊利用者の宿泊は実績で月５～１５日程度。宿泊受入は１日最大６
人。夜勤職員１名体制。
＊シフトにより夜勤は月１～４回（変動あり）。
※施設での勤務が不安な方には、職員による丁寧な指導がありま
す。安心してご応募下さい。

介護職員実務者研
修修了
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 あきた湖東農業協同組合
その他

秋田県南秋田郡五城目町字七倉１２
３－２

14人 018-855-1510

不問
170人 秋田県南秋田郡八郎潟町

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11090991

℡ 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 148,800円～162,100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
(2) 7時00分～16時00分
(3)10時00分～19時00分

日給（月額換算）

2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15分～16時45分 就業場所

月給

1人 144,976円～144,976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10分 就業場所
(2) 8時30分～13時00分

月給

1人 241,500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 18歳以上 (1)22時00分～ 8時30分 就業場所
(2)23時00分～10時00分

月給

1人 173,500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 18歳以上 (1) 8時00分～17時00分 就業場所
(2)13時30分～22時30分
(3)22時00分～ 8時30分

月給

2人 160,000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) 5時00分～14時30分 就業場所

月給

1人 200,000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 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

2人 170,000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 30歳以下 (1) 8時30分～17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

月給

1人 143,000円～203,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 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) 8時00分～17時00分 就業場所

雇用・労災・健康・厚生
05010-11055091

その他
秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
４３

72人 018-845-8822

不問
103人 秋田県秋田市

103人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11054191

大型トラック乗務員（長
距離）

○大型トラック（１５ｔ車）による関東・中部方面への輸送（飲料
水、合板、巻取紙等の運送）の業務です。
＊手積み、手降ろしはほとんどありません。
＊トラックはウィング車限定です。
＊長距離未経験者は、近距離から始め、後に長距離へ移行
します。


大型自動車免許
（一種）

日祝他 日の出運輸企業　株式会社

大型トラック乗務員
（短・中距離）

○大型トラック（１５ｔ車）による県内輸送業務です。

・飲料水・巻取紙・合板等を輸送します。
・近距離から始め、東北圏への輸送となります。

＊手積み、手降ろしはほとんどありません。
＊トラックはウイング車限定です。

大型自動車免許
（一種）

日祝他 日の出運輸企業　株式会社
その他

秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－
４３

72人 018-845-8822

不問

5ページ中 4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．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（初任者研修
修了者）
　≪事業拡大の為急募
≫

小規模多機能型居宅介護施設（定員２４名）での介護業務・食事介
助（調理は専任がします）・介助、入浴、排泄等　・訪問業務、送迎
・自宅待機（問い合わせ携帯所持）シフトで月４～５回程度
・利用者の要介護度は低く、見守りが主となります。
＊夜勤の出来る方　
＊利用者の宿泊は実績で月５～１５日程度。宿泊受入は１日最大６
人。夜勤職員１名体制。
＊シフトにより夜勤は月１～４回（変動あり）。
※施設での勤務が不安な方には、職員による丁寧な指導がありま
す。安心してご応募下さい。

介護職員初任者研
修修了
普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他 あきた湖東農業協同組合
その他

秋田県南秋田郡五城目町字七倉１２
３－２

14人 018-855-1510

不問
170人 秋田県南秋田郡八郎潟町

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11091491

給食調理員（嘱託職
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。

○長期休業など学校給食がない日は、休日となります。

不問

土日祝他 秋田市教育委員会
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

4人 018-888-5803

不問
2,532人 秋田県秋田市

～令和2年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-11029291

保育所調理員

○入所定員１５０名の保育園において、給食調理業務を担当
していただきます。
（仕事内容詳細）
・栄養士補助
・その他付随する業務

＊契約更新は、勤務状況等により決定します。

不問

日祝他 社会福祉法人　新屋厚生会　日新保
育園毎　週
秋田県秋田市新屋町字関町後７７番
３号

37人 018-828-3211

不問
75人 秋田県秋田市

～令和2年3月31日
雇用・労災・健康・厚生

05010-11034491

ナイトホテルスタッフ（正
社員）

○ホテルスタッフとしての業務全般
・フロント業務として、チェックインやチェックアウト及びお客様
のお問い合わせへの対応等
・客室及びホテル内清掃
・営業活動
・レストランでの接客
・その他付随する業務

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その他
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・健康・厚生・財
形 05010-11105991

ホテルスタッフ（正社
員）

○ホテルスタッフとしての業務全般
・フロント業務として、チェックインやチェックアウト及びお客様
のお問い合わせへの対応等
・客室及びホテル内清掃
・営業活動
・レストランでの接客
・その他付随する業務

＊全国転勤可能な方尚可

不問

他 ルートインジャパン　株式会社　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

33人 018-880-2320

不問
14,700人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11106491

弁当盛付・調理補助
（正社員）

○コンビニエンスストアやスーパーマーケット向けの弁当、お
にぎり製品の盛り付け・加工、または食材の調理補助（蒸し
物、焼き物、揚げ物他）を行っていただきます。


不問

他 秋田米飯給食事業協同組合
毎　週

秋田県秋田市新屋町字天秤野８８－
２５

170人 018-865-1415

不問
170人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11020591

自動車修理及び板金
塗装

○自動車の整備、修理をやっている会社です。

＊自動車修理全般および自動車塗装全般の仕事です。
＊テキパキと動ける方を希望します。
＊長期間勤務可能な方を希望します。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
中型自動車免許あ
る方尚可

日祝他 有限会社　鏡自動車
その他

秋田県秋田市茨島２丁目９－２６

8人 018-823-0009

自動車板金又は自
動車整備　５年以
上

8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11070191

自動車修理及び板金
塗装（見習い）

○自動車の整備、修理をやっている会社です。

＊自動車修理全般および自動車塗装全般の仕事です。
＊自動車の整備および塗装の技術者を育てています。
＊テキパキと動ける方を希望します。
＊未経験の方には丁寧に指導致します。
＊手工具を使える方尚可。

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）
中型自動車免許あ
る方尚可

日祝他 有限会社　鏡自動車
その他

秋田県秋田市茨島２丁目９－２６

8人 018-823-0009

不問
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11071091

大型運転手


○主に秋田市を中心に、県内全域の土木・建設現場等への
建設・資材の搬入・搬出の運搬業務に従事していただきま
す。

大型自動車免許
（必須）、車両系あ
れば尚可

日祝他 株式会社　ホクセイ

雇用・労災・健康・厚生
05010-11025991

その他
秋田県秋田市山王新町２－１７　中
田第一マンション２０２号

14人 018-893-6706

不問
14人 秋田県秋田市



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

2人 280,000円～450,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 157,000円～177,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～175,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 7時00分～16時00分 就業場所

月給

3人 264,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

2人 140,400円～183,600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

5人 220,000円～250,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 64歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 150,400円～159,800円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 180,000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 30歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 292,500円～292,500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

月給

3人 144,500円～144,500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 21歳以下 (1) 8時25分～16時55分 就業場所
(2) 8時20分～17時00分
(3) 8時20分～16時50分

149人 018-833-4529

不問
534人 秋田県秋田市

令和元年10月1日～
雇用・労災・健康・厚生

05010-11081691

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11032691

技術サービス係

・ＪＲ車両基地にて秋田新幹線こまちや在来線等の鉄道車両
のメンテナンス
・こまち車体、台車カバーの脱着
・車両の検査、修繕、部品の取り外し、洗浄
・車両センター構内での車両誘導、信号扱い等の構内作業
（車両の運転は除く）
＊応募前見学を実施します。希望の方は事前連絡をお願い
します。職場や職業の理解を深め適切な職業選択に活かし
てください。

不問

他 ＪＲ秋田鉄道サービス　株式会社
その他

秋田県秋田市東通仲町１２番１７号

その他
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１７－１７

7人 018-846-2001

不問
261人 秋田県秋田市

10人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11049391

建設機械関連業務（秋
田営業所）

建設機械関連業務全般を行っていただきます。

・建設機械、車両等の洗車業務
・工事現場への小物配達等の業務
・その他、関連する指示された業務
・銑板吊り作業（重機使用）

＊配達は社用車を使用。配達する物に応じ４ｔ車まで運転。

中型自動車免許（８
ｔ限定）以上

日祝他 東亜リース株式会社　秋田営業所

廃棄物関連業務作業
員

・産業廃棄物収集業務
・浄化槽保守点検
・貯水槽清掃
・地下タンク漏洩検査

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）
（大型自動車免許
あれば尚可）

日祝他 有限会社　秋田環境保全
その他

秋田県秋田市新屋豊町４－７０

9人 018-863-4886

不問

6人 018-828-8905

不問
60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11064391

雇用・労災・健康・厚生
05010-11046591

配達員（灯油・軽油・Ａ
重油）

○灯油、軽油、Ａ重油等の配達作業を担当していただきま
す。
　ミニタンク（２ｔ～４ｔ車）を使用します。
　その他付帯する業務あります。

【配達地域】
　広面勤務＝秋田市内全域
　男鹿勤務＝男鹿市内全域
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

中型自動車運転免
許（８ｔ限定可・ＡＴ
限定不可）以上
危険物取扱丙種

日祝他 株式会社　男鹿興業社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－９８

その他
秋田県秋田市寺内字三千刈３２６－
１

6人 018-874-7401

不問
6人 秋田県秋田市

4人 秋田県潟上市

雇用・労災・健康・厚生
05011-  813191

舗装作業員

○舗装工事と土木作業にかかわる作業に従事していただき
ます。
・側溝据付、縁石据付及びその補助
・スコップ作業で砕石敷均し、舗装材料の敷均し
・２ｔダンプの運転（運転免許ある方）
・現場自体は秋田県内全域。主に秋田市周辺



不問

日他 株式会社　秋田サンロード

土木作業員

○工事現場において、土木作業、解体作業等に従事していた
だきます。
・各工事現場での土木作業
・一般住宅など家屋の解体作業　など

※工事現場は、主に男鹿市～秋田市となります。
　事務所に集合してから、社用車で現場に向かいます。



普通自動車免許
（通勤用）

土日他 有限会社　後藤土建
毎　週

秋田県潟上市天王字二田１０－１

4人 018-878-5306

不問

018-874-7401

6人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11043791

車両系建設機械（締
固め機械あれば尚
可）
普通自動車免許（ＡＴ
限定不可）

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11088191

重機オペレーター

○舗装工事に係わる重機オペレーター及び土木工事に係わ
るオペレーターに従事していただきます。

【舗装工事に係わる重機オペレーター】
・バックホー、ブルドーザー、モーターグレダー、各種ローラー
【土木工事に係わるオペレーター】
・バックホー
　　　　　　　　　　　　　　　

日他 株式会社　秋田サンロード
その他

秋田県秋田市寺内字三千刈３２６－
１

6人

その他
秋田県秋田市新屋鳥木町１－９８

6人 018-828-8905

大型自動車の運転経
験者（必須）
※タンクローリーの運
転経験者でなくとも可

60人 秋田県秋田市

60人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11062191

タンクローリー運転手

○県内及び隣県へガソリン、軽油、灯油、Ａ重油、生アスファ
ルト等の燃料油を配送
・配送先での伝票処理
・車の点検、整備　等
・その他、付随する業務
＊タンクローリーの運転経験者でなくとも可（ただし大型自動
車の運転業務経験は必須）
働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

大型自動車免許
危険物丙種以上

日祝他 株式会社　男鹿興業社

廃油回収営業運転員

秋田県内のガソリンスタンドや整備工場等から廃油（使用済
みオイル等）を４ＫＬタンクローリーで回収し、男鹿市の廃油貯
蔵施設に運搬する業務及びその他付帯する業務

＊試用期間６カ月あり（同条件）

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

旧普通自動車免許ま
たは中型自動車運転
免許
危険物取扱丙種以上

日祝他 株式会社　男鹿興業社
その他

秋田県秋田市新屋鳥木町１－９８

8人 018-828-8905

不問

経験者優遇
未経験者も可（添乗
指導を行います）
運転免許取得支援制
度有り

130人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
15010-22682791

大型免許

日祝他 西川運輸興業　株式会社
その他

新潟市東区木工新町４３１番地２

20人 025-271-7111

5ページ中 5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．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

大型運転手（秋田県）

（１）新潟～東北間の一般雑貨の定期運行
（２）関東方面への一般雑貨の配送

＊主に（１）のルートでの運行です。　　　　　　　　　　
＊大型運転経験者は優遇いたします。
　未経験者も可（添乗指導を行います）。

＊会社概要の詳細については、当社ホームページをご覧くだ
さい。

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



●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

日給（月額換算）

1人 135,915円～135,915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

4人 180,000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 59歳以下 (1) 8時10分～17時10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) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

2人 203,000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 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 220,000円～230,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 160,000円～225,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

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

月給

1人 201,400円～201,400円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

月給

1人 145,000円～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) 7時00分～16時00分 就業場所
(2) 8時00分～17時00分
(3) 9時00分～18時00分

月給

1人 163,513円～226,016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～16時45分 就業場所

月給

1人 142,900円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

不問
110人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-11237891

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

110人 018-881-3330

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

作物部臨時職員（研究
補助）

　○イネサンプリング　　　　○サンプル調査・サンプル粉砕
　○分析補助、器具洗浄
　○イネ種子脱穀
　○その他、試験栽培等に係る補助

＊ほ場での作業もあります

【７月上旬からの採用予定です】

制御設計

○自動化・省力化設備の制御設計業務に従事していただき
ます。
【主な担当業務】
＊回路設計及びソフト設計、配線全般を行います。
＊自動化・省力化設備の設計からプログラムの動作確認
＊依頼顧客工場での設備据付、立上げ、動作確認
＊納めた設備のメンテナンスや改造作業等


不問

日祝他 秋田精工　株式会社
その他

秋田県由利本荘市西目町沼田字新
道下５７２－２

130人 0184-33-2143

ＰＬＣ制御経験
（同業種業務経験
あれば尚可）

250人 秋田県由利本荘市

雇用・労災・健康・厚生
05050- 2575391

技術職（水車開発・設
計・付帯業務）

○エンジニアリング部にて機械設計を中心に技術業務を担当
していただきます。
・水車の流体・機械設計並びに開発、販売に関する技術的付
帯業務
・２Ｄ（ＡＵＴＯＤＥＳＫ）、３Ｄ（ＳＯＬＩＤＷＯＲＫＳ）を用いた設計
業務

＊自家用車使用の場合あり（ガソリン代支給）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 東北小水力発電　株式会社
毎　週

秋田県秋田市新屋町字砂奴寄４－２
１　秋田県産業技術センター　高度技

5人 018-883-0733

２Ｄ・３Ｄ　ＣＡＤソフ
ト業務経験
（水車設計業務経
験あれば尚可）

5人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11224391

建築施工管理技士

○公共工事・ＪＲ関連・民間建築工事の施工管理業務に従事してい
ただきます。
・国、秋田県、秋田市等、公共建築物
・ＪＲ各駅、車両基地、社員住宅等建築物
・民間建築物
＊移動には自家用車を使用していただきます。
（車両借り上げ手当支給）
＊資格を取得したばかりの人でも、安心して働いていただけ　ます。
　働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車免許（自
家用車使用）
建築施工管理技士又
は建築士のいずれか

土日祝他 株式会社　粟野工務店
毎　週

秋田県秋田市仁井田二ツ屋１丁目８
－２８

11人 018-834-3435

建築工事の施工管
理業務経験者

11人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11189991

診療放射線技師（正社
員）

○当院での診療放射線技師業務全般に従事していただきま
す
・一般撮影及びＭＲＩ、ＣＴ、骨密度検査等
・その他付随する業務

＊水曜、土曜日は午前中のみの勤務です。
＊施設詳細については当院ホームページをご参照下さい。

診療放射線技師

日祝他 医療法人　城東整形外科
その他

秋田県秋田市東通６丁目７－６

88人 018-832-0023

不問
115人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11178391

歯科衛生士及び歯科
助手

・医師の指示による歯科診療の補助業務
・歯科衛生士業務
・歯科予防処置
・歯科診療補助
・歯科保健指導

歯科衛生士

日祝 真宮歯科医院
な　し

秋田県秋田市川尻みよし町１３－３２

8人 018-824-5188

実務経験あること
8人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11186091

支援相談員（正社員）

・デイケア（通所リハビリテーション）に関わる手続き
　相談業務
・居宅介護支援事業所及び家族との連絡調整
・朝、夕の利用者の送迎

＊外出用務時には社用車使用





社会福祉主事任用
資格あればなお可
普通自動車免許
（ＡＴ可）

土日祝他 社会福祉法人　新成会　介護老人保
健施設　友愛の郷毎　週
秋田県秋田市浜田字元中村２８０－
２９

77人 018-828-1100

相談業務経験（必
須）

130人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11193191

保育（正社員）

○保育業務全般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。


保育士


土日祝他 小規模保育事業所　もりのらくえん
毎　週

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

雇用・労災・健康・厚生
05010-11211891

養護教諭（臨時）

○小学校の養護教諭を担当していただきます。
・児童の救急看護
・児童の健康診断及び健康相談
・保健指導の計画と実施
・学校環境衛生の維持・管理
・その他付随する業務

養護教諭免許状
（一種又は二種）

土日祝 秋田県教育庁　中央教育事務所
毎　週

秋田県秋田市山王４丁目１－２

29人 018-860-3241

不問
29人 秋田県秋田市

6ヶ月
雇用・公災・健康・厚生

05010-11174291

一般事務、購買業務、
営農指導、農機・自動
車整備　等

○農業協同組合内の次のような部署の業務に従事していただ　きま
す。人事異動により様々な業務を担当します。
・事務一般：パソコン操作や伝票発行、電話応対等
・購買業務：生産資材の提供等
・営農指導：農畜産物の生産指導等
・販売業務：農畜産物の販売等
・整備業務：農業機械や自動車の整備等
・スーパー業務
・システム開発、運用
・その他
＊社用車使用

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 大潟村農業協同組合
その他

秋田県南秋田郡大潟村中央１－５

112人 0185-45-2211

不問
112人 秋田県南秋田郡大潟村

雇用・労災・健康・厚生
05010-11198491

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

1人 140,000円～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 40歳以下 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 136,000円～136,000円
就業場所

正社員以外 TEL
企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 9時00分～17時45分 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) 8時00分～17時00分 就業場所
(2) 9時00分～18時00分
(3)12時00分～20時30分

月給

1人 140,000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 30歳以下 (1) 8時30分～17時30分 就業場所

日給（月額換算）

1人 125,860円～125,860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 190,000円～310,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 186,500円～235,000円
就業場所

正社員 TEL
企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時30分～17時00分 就業場所

月給

1人 150,000円～220,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (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
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 40歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

月給

1人 140,000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 40歳以下 (1) 9時30分～18時30分 就業場所

月給

1人 222,800円～327,700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 59歳以下 (1) 9時00分～18時00分 就業場所

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

工務事務

○事務業務全般を担当して頂きます。

・パソコンへのデータ入力業務
　　積算、加工指示書の入力、
　　各種文書作成（ワード・エクセル）
・素材手配
・出荷チェック
・金融機関その他への外出用務（社用車使用／ＡＴ車）
・給茶、清掃等もあり 雇用・労災・健康・厚生

05010-11206591

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

日祝他 株式会社　共同スチール
隔　週

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１１３－１

9人 018-880-6808

96人 018-835-5404

一般事務作業、ＰＣ
（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ、ビ
ジネスメール等）の
経験

不問
9人 秋田県秋田市

普通自動車免許
（ＡＴ可）

他 こまちタクシー企業組合

庶務事務

・一般事務作業
・書類作成
・社内システムへのデータ入力
・書類等のデータチェック
・受付業務
・電話応対
・事務所の清掃
・総務的な業務
・その他付随する業務
＊まれに外出用務あり。社用車（ＡＴ）使用。

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他 エイデイケイ富士システム　株式会
社毎　週
秋田市手形字山崎１１０－３

パソコン操作（ワー
ド、エクセル）【必
須】

26人 秋田県秋田市

134人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-11214191

事務員【急募】

○事務の仕事全般を行っていただきます。

・経理、給与計算（ソフトを使用）
・売上げ集計
・乗務員の出勤、退勤の確認
・電話応対、文書作成
・車検の車を整備工場へ移動することもあります

＊運行管理者補助者の資格取得後は乗務員のアルコール
　チェックをする仕事もあります。

株式会社　藤トーヨー住器
毎　週

潟上市天王字北野２３７－３

その他
秋田県秋田市寺内後城２２番２号

26人 018-838-5281

雇用・労災・健康・厚生
05010-11230191

雇用・労災・健康・厚生
05010-11225691

事務員

・住宅資材の見積り、発注、請求業務（ＰＣ使用）
・電話応対

＊外出業務あり（社有車使用）

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

土日祝他

14人 018-888-5429

パソコン（一太郎、
ワード、エクセル）
で簡単な文書や表
が　作成できる方

6人 018-870-6010

パソコン操作（エク
セル・ワード）

6人 秋田県潟上市

普通自動車免許（ＡＴ
限定可）
（必要な資格は順次
取得していただきま
す）

日他 株式会社　共同スチール

事務補助（臨時職員：
秋田市民俗芸能伝承
館）

○民俗芸能伝承館（ねぶり流し館）で受付を中心とした事務
補助に従事していただきます。
・受付カウンターでのチケット販売・現金集計
・観覧や施設使用申込みの受付
・エクセルを使用したデータ入力作業　　など

国内外から大勢のお客様が訪れる、秋田市を代表するまつり
「竿燈」を体感できる施設です。

不問

他 秋田市役所
毎　週

秋田県秋田市山王１丁目１－１

不問
9人 秋田県秋田市

2,561人 秋田県秋田市
6ヶ月

雇用・公災・健康・厚生
05010-11196691

工務担当

○製作工程管理
○積算、加工指示書の入力
○素材手配
○出荷チェック・出荷補助業務

パワーテックテクノロジー秋田株式会
社毎　週
秋田県秋田市雄和石田字山田８９番
地２

その他
秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１１３－１

9人 018-880-6808

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11283391

雇用・労災・健康・厚生
05010-11207191

半導体製品の信頼性
評価業務

品質保証部門にて、半導体製品製造工程における信頼性評
価業務に従事していただきます。

１．製品の信頼性評価と観察
２．評価設備の点検
３．評価サンプルの管理
４．評価手順の整備
５．薬品管理

不問

土日祝他

3人 018-896-0844

不問

318人 018-886-2011

エクセル、ワード、
パワーポイントが使
用できること

320人 秋田県秋田市

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 有限会社　パキザ商事　秋田支店

営業

○建設資材・土木資材の販売業務に従事していただきます。
・お客様（業者）との打ち合わせ
・見積書の作成（ＰＣ使用）
・電話応対
・現場の確認

＊営業範囲：主に秋田県内の建設関連事業所
　　　　　（社有車ＡＴ車使用）
＊配達業務はありません。


普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 加藤総業　株式会社　秋田営業所
その他

秋田県秋田市新屋豊町７－７９　六
長ビル２ＦＤ室

不問
13人 秋田県秋田市

45人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11190891

中古車販売

○中古自動車販売業務に従事していただきます。
・電話応対
・来店されたお客様の接客対応
・洗車
・店舗管理　等

株式会社　みどり光学社
その他

秋田県秋田市旭北錦町２－３６

その他
秋田県秋田市飯島穀丁１５－１０

7人 018-816-0588

雇用・労災・健康・厚生
05010-11205291

雇用・労災・健康・厚生
05010-11223091

店舗スタッフ（広面店）

○店内での販売業務他全般を担当して頂きます。
・写真プリントの受付
・カメラ、写真用品販売
・スタジオでの撮影補助
＊写真・カメラが好きな方、体力のある方希望
ホームページもご覧ください
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｔｕｄｉｏ－ｄｏｒｅｍｉ．ｊｐ
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅ－ｍｉｄｏｒｉ．ｃｏ．ｊｐ

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

他

毎　週
東京都文京区本郷３－２５－１１

7人 03-3813-7200

営業経験２年以上
（業界や個人・法人
は不問）

3人 018-862-5180

不問
19人 秋田県秋田市

280人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生・財
形 13010-73804491

医療機器営業／業界
未経験歓迎／秋田市

○ご志向に合わせて、肺機能検査装置、人口呼吸器、睡眠
時無呼吸症候群の関連機器のいずれかをご担当いただきま
す。
○肺機能検査の領域ではトップシェアを誇り、知名度が高く安
定感があります。

※業界未経験でも歓迎しています。
　ほとんどの社員が中途入社なのでなじみやすい環境です。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝 チェスト株式会社



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 200,000円～300,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

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

月給

1人 150,000円～190,000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
(2) 8時30分～12時00分

月給

2人 150,000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 59歳以下 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

時給（月額換算）

1人 226,380円～232,260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)19時00分～ 9時00分

月給

2人 195,000円～245,000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) 5時30分～12時00分 就業場所
(2)16時00分～22時00分

時給（月額換算）

1人 151,200円～151,200円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 6時30分～15時30分 就業場所
(2) 9時00分～18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

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

月給

1人 210,000円～330,000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

令和元年6月10日発行（令和元年6月7日受付分)　Ｎｏ．３

4ページ中 3ページ

求人数
年齢

必要な免許
資格・経験

求人事業所名

休日・従業員数・加入保険 所在地・就業場所

求人番号

営業

○新車・中古車・カー用品の販売等の業務に従事していただ
きます。
・来客対応、電話対応
・見積書作成
・その他付随する業務

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定不可）

他 有限会社　あすなろオートガ－デン
その他

秋田市土崎港西三丁目７－３２

7人 018-846-3555

不問
7人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11181791

営業補佐（秋田）

・介護施設への配送業務（紙おむつ等の介護用品）
・福祉用具（介護ベッド等）の搬出業務
・上記に伴う書類作成、整備
（エリア：秋田市を含む近郊市町村）

＊社用車使用（ＡＴ、ＭＴあり）

普通自動車運転免許
（ＡＴ限定不可）
（福祉用具専門相談
員または介護福祉士
あれば尚可）

日祝他 株式会社　小田島アクティ　介護用
品部　秋田営業所その他
秋田県秋田市御所野下堤２丁目１番
７

6人 018-889-6355

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）

139人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-11219491

営業（本店）

○牛乳宅配の営業及び商品・顧客管理などの業務に従事し
ていただきます。
（一般ご家庭に試供品をお届けし、試飲後に牛乳の継続を、
　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、健康飲料をお勧めします）
＊社有車使用
＊慣れるまでは、同行等教育をいたします。
＊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。

普通自動車免許
（ＡＴ限定可）

土日祝他 株式会社　サンシーアイ
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

雇用・労災・健康・厚生
05010-11262891

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。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

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
200人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11172791

調理スタッフ（和・洋食）

○和・洋食の調理スタッフとして勤務していただきます。
【主な仕事内容】
・朝食を中心に、メニュー作成、食材等の発注、仕込み、
　原価管理等厨房業務全般。
・食器や調理器具等の洗浄、厨房内清掃他付随する業務
＊必ずしもホテルでの経験は必要ありません。柔軟な発想と
創造力をフルに活用してくださる、活気のある方をお待ちして
おります。

不問

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

18人 018-865-2111

不問
4,700人 秋田県秋田市

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-11220291

（請）調理スタッフ［秋田
市］

～７月リニューアルオープンにつきスタッフ募集！！～
カウンターでの接客・調理・仕込み・盛り付け・配膳・洗浄等家
事の延長のような作業内容になります。

〇交通費全額支給〇マイカー通勤可〇各種保険完備〇制服
支給〇食事手当あり

不問

日祝他 株式会社　ＬＥＯＣ　東北支社
毎　週

宮城県仙台市太白区柳生１丁目１１
－８　仙光ビル３階

0人 022-306-3241

（給食）調理経験
17,000人 宮城県仙台市太白区

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生・財
形 04010-39119791

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 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
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

05010-11218991

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

0人 0120-709-707

ＰＣ入力程度
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

05010-11227491

ほ場作業員（総務管理
室付き）季節雇用

○農作業補助員として次のような職務に従事していただきま
す。
・手作業での田植え、稲刈り
・畑作物、野菜、花の定植から収穫
・草刈りなどの日常的な栽培管理
・農業資材や農作物等の洗浄
・その他付随する作業
※ほとんどが屋外作業


不問

土日祝 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

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・健康・厚生

05010-11235491

鉄骨の加工

○鉄骨加工業務（仮付け、半自動溶接）
○塗装業務

＊軽量形鋼ＣＬ形・Ｃ形・溝形鋼・角形鋼管の切断、溶接、塗
装、出荷業務

＊未経験者も可。
　先輩社員の指導のもと、業務を行っていただきます。
　必要な資格も順次取得していただきます。

不問

日他 株式会社　共同スチール
その他

秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１１３－１

9人 018-880-6808

不問
9人 秋田県秋田市

雇用・労災・健康・厚生
05010-11208091

℡ 018-864-4111

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所）

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

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

さい。



職種・雇用形態・雇用期間 仕事内容 賃金形態・賃金・就業時間

月給

3人 133,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

月給

2人 133,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

月給

1人 133,000円～150,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

時給（月額換算）

1人 211,200円～211,200円
就業場所

有期雇用派遣 TEL
交替制あり 企業全体

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

月給

1人 270,000円～350,000円
就業場所

正社員 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

日給（月額換算）

1人 166,600円～226,100円
就業場所

正社員 TEL
変形（１ヶ月単位） 企業全体

雇用期間の定めなし 不問 (1) 8時00分～17時00分 就業場所

月給

1人 140,000円～160,000円
就業場所

正社員以外 TEL
変形（１年単位） 企業全体

雇用期間の定めあり 不問 (1) 8時30分～17時10分 就業場所

月給

1人 140,000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10分 就業場所

4ページ中 4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．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

ファッションオペレー
ター
（嘱託）

○高級ブランド品のメンズ・レディースのジャケット、コー
　ト等の縫製ミシン作業およびアイロン作業等を担当していた
だきます。
・ミシン作業は工業用ミシン（ＪＵＫＩ製）使用。
※未経験者の方は、１～２ケ月程度の研修により、基礎が身
についてから適性を見て配属し、作業の流れに入っていた
だきます。
※物作りが好きな社員たちで頑張っています。最新のファッ
ションをいち早く見ることができます。
　子育中の方も多くいます。

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-11199791

不問

日祝他 秋田ファイブワン工業　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
２９

90人 018-862-5141

90人 018-862-5141

不問

不問
90人 秋田県秋田市

不問

日祝他 秋田ファイブワン工業　株式会社

プレス・アイロン仕上げ
（嘱託社員）

○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
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
２９

不問
90人 秋田県秋田市

90人 秋田県秋田市
12ヶ月

雇用・労災・健康・厚生
05010-11194091

洋服のマトメ作業（嘱
託）

○洋服のまつり、糸くず取り、釦付等のマトメ手作業
○洋服の部分縫い
＊各作業は手縫いとなります。

＊ものづくりが好きな社員たちで頑張っています。
　子育て中の方も多くいます。

＊働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

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

その他
秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
２９

90人 018-862-5141

令和元年6月21日～令
和元年7月22日 雇用・労災

05010-11216391

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-11195391

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

98人 018-875-2151

不問

20人 0120-709-707

不問
14,000人 秋田県南秋田郡五城目町

普通自動車免許
（ＡＴ限定不可）

日他 小熊工業

大型運転手


＊構造用集成材（柱・梁）の運送（１０ｔ車使用）

＊運送場所によっては、泊付きの場合もあります。
　（首都圏への配送の場合あり）

大型自動車運転免
許

他 株式会社　宮盛
その他

秋田県南秋田郡五城目町大川大川
字沖面１９５

不問
1人 秋田県潟上市

98人 秋田県南秋田郡五城目町

雇用・労災・健康・厚生・財
形 05010-11212291

土木・建築作業員

＊住宅基礎工事に係る一連の作業をしてもらいます。
・土木作業

＊単純作業なのですぐに覚えられます。
＊未経験者も歓迎




秋田ファイブワン工業　株式会社
その他

秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
２９

その他
秋田県潟上市昭和大久保字北野白
洲野４０－３

1人 090-1492-1355

12ヶ月
雇用・労災・健康・厚生

05010-11203791

雇用・労災
05010-11197991

業務運営・管理（嘱託）
○各メーカー、取引先（２５社以上）との納期交渉
○各ブランド製品の荷受、出荷作業、他
○原反（～２０Ｋｇ）・資材の荷受、整理、検品
○社内、外注先の納期管理と資材発注管理
○内職、加工製品の出荷、受取及び管理
○メール、データ入力等のＰＣ操作
・取扱いブランド名…ユナイテッドアローズ、プランテーシ　ョン、パパ
ス、アタッチメント、クラシコ、ミナ他多数
※力仕事もあります。
　働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他

その他
秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－
２９

90人 018-862-5141
・基本的なパソコン操
作が出来る方
・同職種の経験のあ
る方（納期管理、受注
発注等）

90人 018-862-5141

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
05010-11204891

業務運営・管理（正社
員）

○各メーカー、取引先（２５社以上）との納期交渉
○各ブランド製品の荷受、出荷作業、他
○原反（～２０Ｋｇ）・資材の荷受、整理、検品
○社内、外注先の納期管理と資材発注管理
○内職、加工製品の出荷、受取及び管理
○メール、データ入力等のＰＣ操作
・取扱いブランド名…ユナイテッドアローズ、プランテーション、パパ
ス、アタッチメント、クラシコ、ミナ他多数
※力仕事もあります。
　働き方改革関連認定企業
　【秋田県】男女イキイキ職場宣言事業所

普通自動車運転免
許（ＡＴ限定可）

日祝他 秋田ファイブワン工業　株式会社


