
法人名称／所在地 事業内容 就業場所
募集職種／募集人

数／年齢制限

必要な免許・資格／経験／学歴

等

雇用形態／

賃金
仕事の内容

ハローワーク求人番号／

あきた就職ナビ求人番号

／応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

田鉄産業有限会社 8:00 ～ 17:00 総務・経理部・児玉めぐみ

〒014-0366 250,000円 （電話）0187-54-4011

ハローワーク求人番号：

株式会社瀧神巧業 7:50 ～ 17:10 採用担当・平岡、坂本

〒014-0368 170,000円 （電話）0187-54-2711

ハローワーク求人番号：

株式会社瀧神巧業 7:50 ～ 17:10 採用担当・平岡、坂本

〒014-0368 170,000円 （電話）0187-54-2711

ハローワーク求人番号：

株式会社瀧神巧業 7:50 ～ 17:10 採用担当・平岡、坂本

〒014-0368 170,000円 （電話）0187-54-2711

ハローワーク求人番号：

溶接関連資格保有者優遇

普通自動車免許（AT限定不

可・業務用）／不問(実務経

験者優遇）／不問

■自社工場内にて自社製品（主にｹﾞｰ

ﾄ）の製作を行っていただきます。図

面に沿って専用機械で鋼材のｶｯﾄ、溶

接、塗装、機械加工等を行っていた

だきます。

■資格については、入社後に実務経

験を積みながらｷｬﾘｱｱｯﾌﾟとして資格

取得を目指していただきます。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：日・祝他

年間休日93日秋田県仙北市角館町

中菅沢77-7

～　430,000円 （メール）

saiyou@takigami.jp4 平成31年4月19日

総合建設業と水門工事業として地域の

発展に貢献している。

建築工事・土工事・管工事・機械器具

設置工事・鋼構造物工事。新規事業と

して、飲食業も行なっております。

仙北市 工場製作工／２

名／５９歳以下

(定年年齢を上限

(省令1号))

建築関連資格保有者優遇

普通自動車免許／不問（実務

経験者優遇）／不問

■CADｿﾌﾄやｴｸｾﾙを用いて自社製品

の製図を行っていただきます。お客

様に提出する計算書等付随資料も作

成していただきます。

■DRA-CADを使用しております。入

社後に先輩社員に教わりながらｷｬﾘｱ

ｱｯﾌﾟしていただきます。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：日・祝他

年間休日93日秋田県仙北市角館町

中菅沢77-7

～　430,000円 （メール）

saiyou@takigami.jp
3 平成31年4月19日

総合建設業と水門工事業として地域の

発展に貢献している。

建築工事・土工事・管工事・機械器具

設置工事・鋼構造物工事。新規事業と

して、飲食業も行なっております。

仙北市 設計職／２名／

５９歳以下(定年

年齢を上限(省令

1号))

土木・建築施工管理技士2級

以上

普通自動車免許（AT限定不

可・業務用）／不問（実務経

験者優遇）／不問

■水門および建築現場での施工管理

を行っていただきます。

■現場管理や書類作成、積算等の業

務も行います。

■保有資格に合わせて現場代理人や

主任・専任技術者として現場管理を

担当していただきます。

■その他社内業務に従事していただ

きます。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：日・祝他

年間休日93日秋田県仙北市角館町

中菅沢77-7

～　430,000円 （メール）

saiyou@takigami.jp2 平成31年4月19日

総合建設業と水門工事業として地域の

発展に貢献している。

建築工事・土工事・管工事・機械器具

設置工事・鋼構造物工事。新規事業と

して、飲食業も行なっております。

仙北市 施工管理技士／

４名／５９歳以

下(定年年齢を上

限(省令1号))

普通自動車免許／経験不問／

不問

■幹部社員の求人です。

■国産広葉樹原木の買付け、在庫管

理及び製材製品・無垢フローリング

等

　内装製品の販売（全国出張あり）

■経験の浅い人は、原木を覚えるこ

とからスタート。

■業種を問わず、商売感覚のある方

を優遇します。

■住宅補助します。

応募受付の電話、メール

にてお問い合わせ下さ

い。

※変形労働制を採用

／休日：日曜祝祭

日、土曜は変則。年

間休日105日

秋田県仙北市角館町

下菅沢110-1

～　500,000円 （メール）tatetu@seizai.jp

1 平成31年4月19日

■国産広葉樹の製材・販売

■国産無垢内装製品の販売

■SDG'sやESG投資に合致した地球に

優しい事業です。

[会社ホームページ]

http://www.seizai.jp

仙北市 総合職／1名／

50歳以下(長期勤

続によるキャリ

ア形成のため若

者等を対象(省令

3号ｲ))

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：仙北市）

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

法人情報 求人情報

就業時間／休日
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法人名称／所在地 事業内容 就業場所
募集職種／募集人

数／年齢制限

必要な免許・資格／経験／学歴

等

雇用形態／

賃金
仕事の内容

ハローワーク求人番号／

あきた就職ナビ求人番号

／応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：仙北市）

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

法人情報 求人情報

就業時間／休日

株式会社門脇木材 仙北市 08:00 ～ 17：00 05041-174101 千葉　真奈実

0141113 140,000円 3630 0187-44-2942

秋田県仙北市田沢湖

卒田字柴倉135

～　180,000円 応募希望者はハローワー

ク窓口にて相談・事前連

絡の上、履歴書・紹介状

を郵送又は持参願いま

す。

株式会社　畠山建設

工業
正社員 8:00 ～ 17:00 総務・畠山

014-1201 248,000円 （電話）0187-43-0395

ハローワーク求人番号：

05041-1488411

株式会社　畠山建設

工業
正社員 8:00 ～ 17:00 総務・畠山

〒014-1201 163,000円 （電話）0187-43-0395

ハローワーク求人番号：

株式会社　畠山建設

工業
正社員 8:00 ～ 17:00 総務・畠山

〒014-1201 161,700円 （電話）0187-43-0395

ハローワーク求人番号：

05041-1069611

普通自動車免許（AT限定不

可）／不問／不問

○作業現場において重機の運転や土

木作業の補助を行う

＊重機を操作しての掘削作業等

＊土砂の埋戻し等の土木作業全般

＊使用する重機は主にバックホーで

す

◇資格のない方でも取得の支援をし

ます。（資格取得費用は全額負担）

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※休憩時間90分／休

日：会社年間カレン

ダーによる

お盆と正月は5日程

度休み

希望により完全週休

二日制も可能

秋田県仙北市田沢湖

生保内字相内端57-4

～　207,900円 （メール）

hataryu@lime.ocn.ne.jp
8 平成31年4月19日

■土木工事･水道工事･管工事の公共事

業・民間工事の施工

仙北市 重機オペレー

ター兼土木作業

員見習い／3名程

度／不問

○土木工事の施工管理全般に従事し

ていただきます。

＊測量業務

＊現場担当者として工程管理、安全

管理業

＊役所等への提出書類の作成

◇資格のない方でも取得の支援をし

ます。（資格取得費用は会社で全額

負担）

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※休憩時間90分／休

日：会社年間カレン

ダーによる

お盆と正月は5日程

度休み

希望により完全週休

二日制も可能

秋田県仙北市田沢湖

生保内字相内端57-4

～　185,000円 （メール）

hataryu@lime.ocn.ne.jp

秋田県仙北市田沢湖

生保内字相内端57-4

～　415,000円 （メール）

hataryu@lime.ocn.ne.jp

7 平成31年4月19日

■土木工事･水道工事･管工事の公共事

業・民間工事の施工

仙北市 土木施工管理技

士見習い／3名程

度／不問

普通自動車免許（AT限定不

可）／不問／高卒以上

土木施工管理技

士／3名程度／不

問

1級又は2級土木施工管理技士

普通自動車免許（AT限定不

可）／パソコン基本操作及び

ワード・エクセル／高卒以上

○土木工事の施工管理全般に従事し

ていただきます。

＊測量及び設計業務、積算業務

＊現場責任者として工程管理･安全管

理業務

＊役所等への折衝及び提出書類の作

成　　　＊その他工事に関する付随

業務

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※休憩時間90分／休

日：会社年間カレン

ダーによる

お盆と正月は5日程

度休み

希望により完全週休

二日制も可能

・製材機械を操作して丸太等を建築

用などの角材や板に製材していただ

きます。

　フォークリフトを使用して製材前

の原木や製材品の運搬作業がありま

す。（フォークリフト資格者）

・その他の作業として、製材品の仕

分けや板材の結束などの補助作業も

あります。

※会社全額負担による資格取得制度

があります。

ハローワーク求人番号：

05041-1198611

日、祝

土曜日は隔週休み

6 平成31年4月19日

■土木工事･水道工事･管工事の公共事

業・民間工事の施工

仙北市

5 平成31年4月19日

【事業内容】

・造林保育　・伐採　・集材搬出　・

林業作業一般

・土木工事　・製材、土木工事用木製

品製作

構内製材作業員

【移住支援金対

象】／／64歳未

満５９歳以下(定

年年齢を上限(省

令1号))

普通自動車免許（通勤用）、

フォークリフト資格／不問／

不問
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法人名称／所在地 事業内容 就業場所
募集職種／募集人

数／年齢制限

必要な免許・資格／経験／学歴

等

雇用形態／

賃金
仕事の内容

ハローワーク求人番号／

あきた就職ナビ求人番号

／応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：仙北市）

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

法人情報 求人情報

就業時間／休日

株式会社　畠山建設

工業
正社員 8:00 ～ 17:00 総務・畠山

〒014-1201 161,700円 （電話）0187-43-0395

ハローワーク求人番号：

05041-1402511

インスペック株式会

社
8:30 ～ 17:20 管理部総務課・後藤　勉

〒014-0341 300,000円 （電話）0187-54-1888

ハローワーク求人番号：

インスペック株式会

社
8:30 ～ 17:20 管理部総務課・後藤　勉

〒014-0341 350,000円 （電話）0187-54-1888

あきた就職ナビ求人番号

2051

ハローワーク求人番号：

インスペック株式会

社
8:30 ～ 17:20 管理部総務課・後藤　勉

〒014-0341 300,000円 （電話）0187-54-1888

ハローワーク求人番号：

05041-1682801

普通自動車免許／画像処理シ

ステムの開発経験者、プログ

ラミング能力（Ｃ、Python

等を使いこなせる方）／高卒

以上

0 応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※ー／休日：土日祝

祭日、年間休日日数

128日

秋田県仙北市角館町

雲然荒屋敷79-1

～　500,000円 （メール）goto@inspec21.com

12 令和元年8月2日

半導体、ＩＴ関連デバイスの外観検査

装置のシステム開発、設計、製造販売

・AIシステムの開発、製造販売

〔会社ホームページ〕

https://www.inspec21.com

仙北市 ＡＩエンジニア

／１名／ー

普通自動車免許／ソフトエン

ジニアまたはメカトロニクス

エンジニアで。製品開発の経

験者／高卒以上

画像データ処理を伴う装置の開発プ

ロジェクトリーダー

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※ー／休日：土日祝

祭日、年間休日日数

128日

秋田県仙北市角館町

雲然荒屋敷79-1

～　650,000円 （メール）goto@inspec21.com

11 令和元年8月2日

半導体、ＩＴ関連デバイスの外観検査

装置のシステム開発、設計、製造販売

・AIシステムの開発、製造販売

〔会社ホームページ〕

https://www.inspec21.com

仙北市 開発プロジェク

トリーダー／１

名／35歳前後～

50歳前後(長期勤

続によるキャリ

ア形成のため若

者等を対象(省令

3号ｲ))

日商簿記１級程度／経理財務

経験者／高卒以上

経理財務の責任者としての業務

将来のＣＦＯ（最高財務責任者）候

補として経営企画等も携わっていた

だきます。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※ー／休日：土日祝

祭日、年間休日日数

128日

秋田県仙北市角館町

雲然荒屋敷79-1

～　600,000円 （メール）goto@inspec21.com

10 令和元年8月2日

半導体、ＩＴ関連デバイスの外観検査

装置のシステム開発、設計、製造販売

・AIシステムの開発、製造販売

〔会社ホームページ〕

https://www.inspec21.com

仙北市 ＣＦＯ候補／１

名／ー

普通自動車免許（AT限定不

可）／不問／不問

○工事現場において、配管作業又は

補助的な作業を行う

◇経験が無くても指導いたします

◇資格のない方でも取得の支援をし

ます。　　　（資格取得費用は全額

会社負担）

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※休憩時間90分／休

日：会社年間カレン

ダーによる

お盆と正月は5日程

度休み

希望により完全週休

二日制も可能

秋田県仙北市田沢湖

生保内字相内端57-4

～　300,300円 （メール）

hataryu@lime.ocn.ne.jp
9 平成31年4月19日

■土木工事･水道工事･管工事の公共事

業・民間工事の施工

仙北市 配管工／2名程度

／不問
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法人名称／所在地 事業内容 就業場所
募集職種／募集人

数／年齢制限

必要な免許・資格／経験／学歴

等

雇用形態／

賃金
仕事の内容

ハローワーク求人番号／

あきた就職ナビ求人番号

／応募方法

応募連絡先

（部署・担当者）

（電話）

（メール）

備考

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：仙北市）

整理番号

求人情報

掲載開始

月日

法人情報 求人情報

就業時間／休日

インスペック株式会

社
8:30 ～ 17:20 管理部総務課・後藤　勉

〒014-0341 250,000円 （電話）0187-54-1888

あきた就職ナビ求人番号

1300

ハローワーク求人番号：

05041-1371511

インスペック株式会

社
8:30 ～ 17:20 管理部総務課・後藤　勉

〒014-0341 250,000円 （電話）0187-54-1888

ハローワーク求人番号：

インスペック株式会

社
8:30 ～ 17:20 管理部総務課・後藤　勉

〒014-0341 250,000円 （電話）0187-54-1888

ハローワーク求人番号：

角館木材加工有限会

社
仙北市 07:50 ～ 16:50 鈴木　砂緒里

0140366 165,000円 3081 0187-54-2480

秋田県仙北市角館町

下菅沢110-1

～　200,000円 応募受付の電話又はメー

ルで応募ください。

tatetu@seizai.jp

・無垢製材品を使用して、無垢フ

ローリング・羽目板・巾木・見切・

廻縁・デッキ材等の内装品を製作す

る際の

　現場作業。

・木工機械を使用。

土、日、祝

変形労働制採用。日

曜・祝日は原則休

み。土曜は隔週で休

み。年間休日105日
16 令和元年9月20日

木工作業員／1～

2人／45(長期勤

続によるキャリ

ア形成のため若

者等を対象(省令

3号ｲ))

普通自動車免許／不問／不問

普通自動車免許／半導体関連

エンジニアの経験者／高卒以

上

電子回路設計（主にデジタル回路設

計）

上記に関するソフト開発

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※ー／休日：土日祝

祭日、年間休日日数

128日

秋田県仙北市角館町

雲然荒屋敷79-1

～　600,000円 （メール）goto@inspec21.com

15 令和元年8月2日

半導体、ＩＴ関連デバイスの外観検査

装置のシステム開発、設計、製造販売

・AIシステムの開発、製造販売

〔会社ホームページ〕

https://www.inspec21.com

仙北市 製品開発・デジ

タル回路設計／

１名／ー

普通自動車免許／半導体関連

エンジニアの経験者／高卒以

上

半導体パッケージ等の外観検査装置

を、客先に納入したときの立上作

業、アフターフォロー、メンテナン

ス業務

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※ー／休日：土日祝

祭日、年間休日日数

128日

秋田県仙北市角館町

雲然荒屋敷79-1

～　500,000円 （メール）goto@inspec21.com

14 令和元年8月2日

半導体、ＩＴ関連デバイスの外観検査

装置のシステム開発、設計、製造販売

・AIシステムの開発、製造販売

〔会社ホームページ〕

https://www.inspec21.com

仙北市 フィールドエン

ジニア／１名

／ー

普通自動車免許／Ｃ++、

VC、Boland、Ｃ言語の経験

者／高卒以上

超高解像度の画像処理エンジンの開

発

BIOS、アプリ、検査アプリ、認識ソ

フト、ホストの開発

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※ー／休日：土日祝

祭日、年間休日日数

128日

秋田県仙北市角館町

雲然荒屋敷79-1

～　600,000円 （メール）goto@inspec21.com

13 令和元年8月2日

半導体、ＩＴ関連デバイスの外観検査

装置のシステム開発、設計、製造販売

・AIシステムの開発、製造販売

〔会社ホームページ〕

https://www.inspec21.com

仙北市 ソフト開発／２

名程度／25歳前

後～40歳前後(長

期勤続による

キャリア形成の

ため若者等を対

象(省令3号ｲ))
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