
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

株式会社オクトライ

ズ
9:30 ～ 18:30 ・佐々木

〒010-0802 165,000円 （電話）018-853-0371

ハローワーク求人番号：

秋田協同印刷株式会

社
8:45 ～ 17:30 総務部・菅原　金光

〒010-0976 153,000円 （電話）018-823-7477

ハローワーク求人番号：

05010-4407111

株式会社伊藤羽州建

設
8:00 ～ 17:00 総務部・齋藤　修

〒017-0888 180,000円 （電話）0186-42-1111

ハローワーク求人番号：

05010-5071111

（メール）somu@itousyu.co.jp

普通自動車、１級又は２級土

木施工管／土木工事の工事現

場管理の経験がある方／不問

土木工事の工事現場管理業務等に従

事します

　現場監督業務、書類等の作成など

※移動には、自己所有車を使って頂

きます（ガソリン代は会社規定によ

り支給）

事前に電話連絡の上、

「履歴書(写真貼付)、職

務経歴書書」を当社(本

社)宛に郵送してくださ

い。

※／休日：日他、年間

休日日数106日秋田県大館市字水門

前75-4

～　350,000円
3 平成31年4月19日

■総合建設業：建築では一般建築から

SRC構造の大規模建築、土木では舗

装、管更生、下水道工事等を得意分野

としております

【こっちゃけ登録中】

https://kocchake.com/pages/compa

ny/c_4415

秋田市 工事現場管理

（土木）／若干

／不問

普通自動車免許／経験不問／

高卒以上

■入社1～2か月は、印刷現場および

原価計算等のキャリアを積んでいた

だきます。その後数か月程度は先輩

指導の下、実際にお得意様を回りま

す。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※営業日は会社カレン

ダーによる

土曜出社日の勤務時間

は8：45～17：00／

休日：日祝祭日、年間

休日日数10４日

秋田県秋田市八橋南

2-10-34

～　300,000円 （メール）info@akyodo.co.jp

2 平成31年4月19日

総合印刷業

■営業品目

カラー印刷(市町村勢要覧・広報・観光

パンフレット・会社案内・タウン誌・

フリーペーパー・各種カタログ・カレ

ンダー等)、自費出版・書籍・帳票類、

市町村史、各種製本、編集・企画・デ

ザイン・撮影、ホームページ制作、ﾄﾞ

ﾛｰﾝによる空撮、Googleｽﾄﾘｰﾄﾋﾞｭｰ（ｲﾝ

ﾄﾞｱﾋﾞｭｰ）、その他印刷物全般

〔会社ホームページ〕

https://www.akyodo.co.jp

秋田市 営業職／1名程度

／35歳未満（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／次のいずれ

かの開発経験があること：・

Ocjective-C(開発環

境:Xcode)　・Java(開発環

境:Android Studio) 　・

C#(開発環境:Visual Studio)

／専修学校卒以上

スマートフォン、タブレット向けア

プリ開発

(iOS、Android)

Webシステム開発

・客先での打合せ、調査等の作業を

お願いすることもあります。

◎開発中アプリの一覧

・商品、サービス等の予約システム

・数千～数万台のスマホをBLE/Wi-

Fiで制御するシステム

履歴書(自筆のもの)と、

職務経歴書(ジョブカー

ド可)を郵送ください。

書類選考ののちご連絡い

たします。

※／休日：土日祝祭

日、年間休日日数120

日

秋田県秋田市外旭川

野村２０７－１

グランパスビル２F

～　250,000円 （メール）info@octrise.co.jp

1 平成31年4月19日

■スマートフォンアプリ、パッケージ

ソフトウェア、Webシステム、

Windowsシステムの企画・開発・販売

■ネットワーク構築及び小規模情報シ

ステム構築のワンストップサービス

■IT コンサルティング

■人材教育、セミナー

〔会社ホームページ〕

https://www.octrise.co.jp/

秋田市 プログラマ／３

名程度／なし

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：秋田市）

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

1 / 28 



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：秋田市）

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

株式会社伊藤羽州建

設
8:00 ～ 17:00 総務部・齋藤　修

〒017-0888 180,000円 （電話）0186-42-1111

ハローワーク求人番号：

05010-5072711

株式会社松橋設計 8:30 ～ 17:30 総務部・渡邊　由記

〒010-0953 200,000円 （電話）018-865-0104

ハローワーク求人番号：

秋田活版印刷株式会

社
8:30 ～ 17:30 ・大森

〒011-0901 172,800円 （電話）018-888-3500

ハローワーク求人番号：

秋田活版印刷株式会

社
8:30 ～ 17:30 ・大森

〒011-0901 169,800円 （電話）018-888-3500

ハローワーク求人番号：

普通自動車免許／経験不問。

／高卒以上

■デジタル編集・製版業務 応募受付の電話、メール

にてお問合せください。

※／休日：土日祝祭

日、年間休日日数105

日

秋田県秋田市寺内字

三千刈110-1

～　288,600円 （メール）koichi@kappan.co.jp
7 平成31年4月19日

■総合印刷（デザイン・編集から印刷

製本）および出版企画、デジタルコン

テンツ制作、イベント企画、情報サー

ビスなどに関わる事業

〔会社ホームページ〕

https://www.kappan.co.jp/

秋田市 DTP編集製版職

／若干名／

普通自動車免許／経験不問。

／高卒以上

■印刷営業・出版企画・イベント企

画・デジタルコンテンツ企画提案

応募受付の電話、メール

にてお問合せください。

※／休日：土日祝祭

日、年間休日日数105

日

秋田県秋田市寺内字

三千刈110-1

～　318,600円 （メール）koichi@kappan.co.jp
6 平成31年4月19日

■総合印刷（デザイン・編集から印刷

製本）および出版企画、デジタルコン

テンツ制作、イベント企画、情報サー

ビスなどに関わる事業

〔会社ホームページ〕

https://www.kappan.co.jp/

秋田市 企画営業職／若

干名／

普通自動車免許　建築士優遇

／経験不問／大学建築科等卒

業以上　　将来的に建築士が

取得できる方

■建築意匠設計　CADによる製図

将来的には現場での工事監理も担当

応募受付の電話または

メールにてお問合せ下さ

い

※なし／休日：土日祝

祭日・夏季休暇・冬季

休暇、年間休日日数

120日

秋田県秋田市山王中

園町10-33

～　300,000円 （メール）

tm-arch@wonder.ocn.me.jp

※／休日：日他、年間

休日日数106日秋田県大館市字水門

前75-4

～　350,000円 （メール）somu@itousyu.co.jp

5 平成31年4月19日

■建築意匠設計業

■一級建築士事務所登録

第15-10A-0122号

［会社ホームページ］

https://tm-arch.jimdo.com/

秋田市 設計技術者／１

名程度／40歳未

満(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))

4 平成31年4月19日

■総合建設業：建築では一般建築から

SRC構造の大規模建築、土木では舗

装、管更生、下水道工事等を得意分野

としております

【こっちゃけ登録中】

https://kocchake.com/pages/compa

ny/c_4415

秋田市 工事現場管理

（建築）／若干

／不問

普通自動車、１級又は２級建

築施工管もしくは１級又は２

級建築士／建築工事の工事現

場管理の経験がある方／不問

建築工事の工事現場管理業務等に従

事します

　現場監督業務、書類等の作成など

※移動には、自己所有車を使って頂

きます（ガソリン代は会社規定によ

り支給）

事前に電話連絡の上、

「履歴書(写真貼付)、職

務経歴書書」を当社(本

社)宛に郵送してくださ

い。
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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：秋田市）

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

秋田活版印刷株式会

社
8:30 ～ 17:30 ・大森

〒011-0901 169,800円 （電話）018-888-3500

ハローワーク求人番号：

秋田活版印刷株式会

社
8:30 ～ 17:30 ・大森

〒011-0901 172,800円 （電話）018-888-3500

ハローワーク求人番号：

ヨコウン株式会社 8:00 ～ 17:00 管理部採用担当・佐藤誠

〒013-0072 180,000円 （電話）0182-32-3670

ハローワーク求人番号：

本荘電気工業株式会

社
秋田市 08:30 ～ 17:00 05010-22319691 室長　佐藤　英夫

〒010-0973 183,000円 1170 018-823-7281

秋田県秋田市八橋本

町3-3-3

～　271,500円 電話・メール・ホーム

ページ・郵送

sato_hideo@hecic.co.jp

ハローワーク求人番号：

05010-463011

電気設備工事の積算、設計、施工、

施工管理を行ってもらいます。

（主に商業ビル、病院、工場、トン

ネル等大型工事）

※現場は秋田県が中心　※移動は自

家用車（ガソリン代会社負担）

プロフェショナル集団の先輩が、マ

ンツーマン指導が主となります。

資格取得に対して助成金制度有りま

す。社外研修、社内での階層別研修

制度有ります。

国家資格である１級電気施工管理技

士の取得を目指してみませんか。

日、祝

１年間の変形勤務体制

（会社カレンダーによ

る）

週休２日制有　年間休

日１２２日

11 平成31年4月19日

■官公庁・企業等の電気設備工事の設

計・積算・施工管理

[会社ホームページ]

http://hecic.co.jp/

電気エンジニア

【移住支援金対

象】／2／

普通自動車免許／経験不問／

高卒以上

旧普通免許以上／経験不問／

高卒以上

日配品の配送や中長距離ドライバー

食品・工業製品・ＬＰＧ・雑貨・セ

メント・海上コンテナ等を輸送しま

す。

電話またはメールにてご

連絡をお願いいたしま

す・

※勤務部署により異な

る／休日：年間休日

105日or96日

秋田県横手市卸町8-

14

～　250,000円 （メール）

saiyo@yokoun-group.jp
10 平成31年4月19日

物流サービス全般　輸配送　物流セン

ター運営　物流不動産業　通関業

ソーラー事業

〔会社ホームページ〕

http://www.yokoun.co.jp/

秋田市 ドライバース

タッフ／２名程

度／45歳未満(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／経験不問。

／高卒以上

■グラフィックデザイン・デザイン

コンペティションへの参加・企画提

案業務

応募受付の電話、メール

にてお問合せください。

※／休日：土日祝祭

日、年間休日日数105

日

秋田県秋田市寺内字

三千刈110-1

～　318,600円 （メール）koichi@kappan.co.jp
9 平成31年4月19日

■総合印刷（デザイン・編集から印刷

製本）および出版企画、デジタルコン

テンツ制作、イベント企画、情報サー

ビスなどに関わる事業

〔会社ホームページ〕

https://www.kappan.co.jp/

秋田市 クリエーター職

／若干名／

普通自動車免許／経験不問。

／高卒以上

■印刷・製本機械オペレーター 応募受付の電話、メール

にてお問合せください。

※／休日：土日祝祭

日、年間休日日数105

日

秋田県秋田市寺内字

三千刈110-1

～　288,600円 （メール）koichi@kappan.co.jp
8 平成31年4月19日

■総合印刷（デザイン・編集から印刷

製本）および出版企画、デジタルコン

テンツ制作、イベント企画、情報サー

ビスなどに関わる事業

〔会社ホームページ〕

https://www.kappan.co.jp/

秋田市 印刷製本オペ

レーター職／若

干名／
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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：秋田市）

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

本荘電気工業株式会

社
秋田市 08:30 ～ 17:00 室長　佐藤　英夫

〒010-0973 183,000円 2972 018-823-7281

秋田県秋田市八橋本

町3-3-3

～　271,500円 電話・メール・ホーム

ページ・郵送

sato_hideo@hecic.co.jp

ハローワーク求人番号

05010-2639111

株式会社トクミツ建

築企画
8:30 ～ 17:30 採用担当・徳光慎太郎

〒010-0973 165,000円 （電話）018-824-1868

ハローワーク求人番号：

05010-2704511

秋田印刷製本株式会

社
8:30 ～ 17:00 総務部・佐々木　秀清

〒010-1425 140,000円 （電話）018-839-7554

ハローワーク求人番号：

秋田印刷製本株式会

社
8:30 ～ 17:00 総務部・佐々木　秀清

〒010-1425 140,000円 （電話）018-839-7554

ハローワーク求人番号：

普通自動車免許／経験不問。

／高卒以上

機械オペレーター、機械による印刷

作業、製本作業等、工程管理

印刷・製本作業の効率化を目指しス

マートファクトリーの実現に参画

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：日・祝日、

営業カレンダーによる

（土曜勤務もあり）。

年間休日105日

秋田県秋田市御所野

湯本2-1-9

～　261,300円 （メール）

soumu@akitainsatu.co.jp
15 平成31年4月19日

フォーム印刷　特殊印刷　平版印刷

デジタル印刷　事務用印刷　ブッキン

グ　Webサイト製作ならび支援　文

具・事務用機器・用紙類、米･酒・県産

品等販売事業、カフェ事業

会社ホームページ

https//www.akitainsatu.co.jp

秋田市 機械オペレータ･

工程管理／1名程

度／なし

技術力の高い印刷物の営業活動なら

びに印刷に限定しない得意先ニーズ

への企画・提案

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：日・祝日、

営業カレンダーによる

（土曜勤務もあり）。

年間休日105日

秋田県秋田市御所野

湯本2-1-9

～　261,300円 （メール）

soumu@akitainsatu.co.jp

秋田県秋田市八橋本

町六丁目11-14

～　290,000円 （メール）

tokumitu@jmail.plala.or.jp

14 平成31年4月19日

フォーム印刷　特殊印刷　平版印刷

デジタル印刷　事務用印刷　ブッキン

グ　Webサイト製作ならび支援　文

具・事務用機器・用紙類、米･酒・県産

品等販売事業、カフェ事業

会社ホームページ

https//www.akitainsatu.co.jp

秋田市 営業職／2名程度

／なし

普通自動車免許／経験不問。

／高卒以上

建築技術職／1名

／

普通自動車免許、建築士又は

施工管理技士／設計事務所勤

務又は現場管理経験者優遇／

高卒以上、建築系学科卒業

■各種施工図の作成業務を主として

行って頂きます。

■AutoCADでの作図となりますが、

Jw-cad経験者でも大歓迎です。操作

方法を先輩社員が1からレクチャーし

ます。

■本人の意向によって現場管理･派

遣、設計協力等の業務を行うことも

可能です。

電話又はメールにて、弊

社採用担当者までお問い

合わせ下さい。

※／休日：日曜、祝

日、第2土曜日、その

他社内カレンダーによ

る

普通自動車免許／経験不問／

高卒以上

・機械器具設置工事の設計・積算・

施工管理(マンホールポンプ、揚水機

場等保守点検、空調工事)

※現場は秋田県が中心　※移動は自

家用車（ガソリン代会社負担）

プロフェショナル集団の先輩が、マ

ンツーマン指導が主となります。

資格取得に対して助成金制度有りま

す。社外研修、社内での階層別研修

制度有ります。

国家資格である１級管工事施工管理

技士の取得を目指しませんか。

日、祝

１年間の変形勤務体制

（会社カレンダーによ

る）

週休２日制有　年間休

日１２２日

13 平成31年4月19日

■建築施工図の作成

■各種設計業務

■工事管理及び現場派遣

≪webサイト≫

http://www.tokumitsu-arch.co.jp/

※Facebookページもあります

秋田市

12 平成31年4月19日

■官公庁・企業等の電気設備工事の設

計・積算・施工管理

[会社ホームページ]

http://hecic.co.jp/

管工事エンジニ

ア【移住支援金

対象】／1／

4 / 28 



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：秋田市）

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

秋田印刷製本株式会

社
8:30 ～ 17:00 総務部・佐々木　秀清

〒010-1425 140,000円 （電話）018-839-7554

ハローワーク求人番号：

株式会社　池田薬局 8:30 ～ 17:30
経営管理本部　人事総務課・安藤

大輔

〒015-0051 287,000円 （電話）0184-22-2228

ハローワーク求人番号：

05050-2716291

中田建設株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・小林

〒010-0951 200,000円 （電話）018-864-3211

ハローワーク求人番号：

05010-2398711

中田建設株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・小林

〒010-0951 200,000円 （電話）018-864-3211

ハローワーク求人番号：

05010-16799491

1級建築施工管理技士／経験

不問。／高卒以上

建築工事現場施工管理 応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：土日祝祭

日、夏季休暇、年末年

始

秋田県秋田市山王5-

9-2

～　300,000円 （メール）

keiri-mk@nakata-k.jp
19 平成31年4月19日

総合建設業 秋田市･

能代市

工事現場施工管

理／３名程度／

不問

普通自動車免許／経験不問。

／高卒以上

土木及び建築工事現場施工管理 応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：土日祝祭

日、夏季休暇、年末年

始

秋田県秋田市山王5-

9-2

～　300,000円 （メール）

keiri-mk@nakata-k.jp
18 平成31年4月19日

総合建設業 秋田市 工事現場施工管

理／３名程度／

40歳未満(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))

薬剤師免許／不問(経験あれ

ば尚可)／不問

薬剤師業務全般

・調剤薬局における、一般調剤及び

薬剤の管理、店舗の管理業務

・薬局店舗営業における管理業務全

般

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※９時～１８時、１０

時～１９時などシフト

による／休日：日祝

他、年間休日数105日

秋田県由利本荘市川

口字八幡前261

～　430,000円 （メール）

info-hr@ikeyaku.co.jp
17 平成31年4月19日

健康サポート調剤薬局事業（保険調

剤、ＯＴＣ、化粧品、居宅介護支援、

健康栄養サポート）

【会社ホームページ】

http://www.ikeyaku.co.jp

秋田市、

由利本性市、

にかほ市、

大仙市、

横手市、

湯沢市、

能代市、

八郎潟町

薬剤師／5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。

／高卒以上

各種編集・組版業務。グラフィクデ

ザイン、Webデザインによる企画・

提案

illustrator,Photoshopを使用した作

業、Mac操作等、文字原稿の打ち込

み

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：日・祝日、

営業カレンダーによる

（土曜勤務もあり）。

年間休日105日

秋田県秋田市御所野

湯本2-1-9

～　261,300円 （メール）

soumu@akitainsatu.co.jp
16 平成31年4月19日

フォーム印刷　特殊印刷　平版印刷

デジタル印刷　事務用印刷　ブッキン

グ　Webサイト製作ならび支援　文

具・事務用機器・用紙類、米･酒・県産

品等販売事業、カフェ事業

会社ホームページ

https//www.akitainsatu.co.jp

秋田市 ／1名程度／なし
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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：秋田市）

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

中田建設株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・小林

〒010-0951 200,000円 （電話）018-864-3211

ハローワーク求人番号：

05010-16799491

東光コンピュータ・

サービス株式会社
8:30 ～ 17:30

株式会社東光ホールディングス

　求人窓口・渡部、菅原

〒017-0044 190,000円 （電話）0186-48-6000

ハローワーク求人番号：

05030-188511

株式会社住建トレー

ディング
8:00 ～ 17:00 総務部・芦野・長沼

〒010-0029 240,000円 （電話）018-836-6808

あきた就職ナビ求人番号

3163

ハローワーク求人番号：

05010-4950011

05010-4951311

トーケンホーム株式

会社
8:30 ～ 17:15 代表取締役・男鹿谷　隆

〒010-0952 191,000円 （電話）018-865-3322

ハローワーク求人番号：

05010-19462501

建築士免許、普通自動車免許

／パソコン、ＣＡＤ（ｱｰｷﾄﾚﾝ

ﾄﾞ）又はJWｷｬﾄﾞ／高卒以上

住宅設計管理、建築デザイン、アフ

ターサービス、積算、木造住宅の設

計、工務事務、図面作成、現場管

理、プラン打合せ、設計対応他

応募受付は電話にてお問

い合わせください。

※／休日：日祝他、年

間休日日数96日秋田県秋田市山王新

町19-37

～　294,000円 （メール）inho@tokenhome.jp
23 平成31年4月19日

住宅建築・リフォーム・建売住宅販

売・土地中古住宅の仲介と売買、賃

貸、管理

秋田市 建築技術者／1名

程度／59歳以下

(定年年齢を上限

(省令1号))

１・２級建築施工管理技士、

１・２級土木施工管理技士、

１・２級建築士　いずれか

普通自動車免許／建築・土木

の施工管理経験／高卒以上

官公庁・民間工事の施工管理をしま

す。

工事現場で全体の監督をする仕事で

す。

当社ホームページ、もし

くは電話にてお問い合わ

せ下さい。

※休憩時間９０分／休

日：日・祝祭日、第

２・４土曜日、お盆・

年末年始、年間休日数

１００日

秋田県秋田市楢山川

口境７－１９

～　350,000円 （メール）

22 平成31年4月19日

■総合建設業

■公共施設、民間住宅等の建築工事及

び道路、下水道等の土木工事■建設業

許可　国土交通大臣　　　　　（特-

29）第27031号

■一級建築士事務所　秋田県知事登録

17-10Ａ-0535

〔会社ホームページ〕

https://www.sumiken-t.co.jp

秋田市 建築・土木技術

職／２名程度／

なし

普通自動車免許／ＩＣＴ業界

で働いた経験がある／情報関

連の専門学校以上、大学

■ＳＥ職

　お客様の要望を聞き、システム開

発を行う

■営業職

　お客様へシステムの提案及びｺﾝ

ﾋﾟｭｰﾀ関連機器の販売を行う

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※内　休憩時間７０分

／休日：土曜（カレン

ダー）日曜、祝日、夏

季休暇、年末年始、特

別休暇　年間休日数

110日

秋田県大館市御成町

４－８－７４

～　290,000円 （メール）

tokorect@toko-akita.co.jp
21 平成31年4月19日

■コンピュータ　システム開発、導入

保守に関わる業務

■コンピュータ関連機器の販売

会社ホームページ

http://www.tcs.tokogrp.co.jp

大館市、

秋田市

システムエンニ

ア、営業／２名

程度／なし

1級土木施工管理技士／経験

不問。／高卒以上

土木工事現場施工管理 応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：土日祝祭

日、夏季休暇、年末年

始

秋田県秋田市山王5-

9-2

～　300,000円 （メール）keiri-mk@nakata-

k.jp
20 平成31年4月19日

総合建設業 秋田市･

能代市

工事現場施工管

理／３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：秋田市）

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

トーケンホーム株式

会社
8:30 ～ 17:15 代表取締役・男鹿谷　隆

〒010-0952 203,000円 （電話）018-865-3322

ハローワーク求人番号：

05010-19461201

ＮＰＯ法人アーツセ

ンターあきた
9:00 ～ 17:00 ・三富

〒010-1632 250,000円　～ （電話）018-888-8137

ハローワーク求人番号：

ＮＰＯ法人アーツセ

ンターあきた
9:00 ～ 17:00 ・三富

〒010-1632 190,000円　～ （電話）018-888-8137

ハローワーク求人番号：

なし／・パソコンソフト

（ワード、エクセル、パワー

ポイント等）を使用し、業務

遂行に必要な書類作成ができ

ること

・職務内容に関する実務実績

又はそれに相当する実績が、

合計1年以上あること。

・アートプロジェクト等の運

営やデザインに関する事業に

携わった経験があること／大

卒以上

・NPO法人アーツセンターあきたが

実施する事業の企画

・事業の実施に必要な関係者との連

絡調整や進行管理

・事業に関するリサーチ業務

・事業実施に伴う事務事業

・その他必要な業務

当社ウェブサイトをご確

認ください。

https://www.artscent

er-

akita.jp/archives/4184

※フレックスタイム制

（コアタイム10:00～

15:00）／休日：土

日・祝（担当事業等に

応じて、土日・祝日の

出勤となる場合あ

り）、年次有給休暇、

夏季休暇等

秋田県秋田市新屋大

川町12-3

（メール）

job@artscenter-akita.jp

26 平成31年4月19日

秋田公立美術大学が設立したNPO法

人。多彩な教授陣と連携して美大と地

域をつなぎ、アートとデザインを用い

た事業を企画運営。

【ウェブサイト】

https://www.artscenter-akita.jp

秋田市 コーディネー

ター（事業部

門）／1名／なし

なし／・パソコンソフト

（ワード、エクセル、パワー

ポイント等）を使用し、業務

遂行に必要な書類作成ができ

ること

・職務内容に関する実務実績

又はそれに相当する実績が、

合計7年以上あること。

・文化施設や文化芸術団体等

の事業計画の作成に携わった

経験があること。

・アートプロジェクト等の運

営やデザインに関する事業に

携わった経験があること／大

卒以上

・NPO法人アーツセンターあきたが

実施する事業の企画

・事業の実施に必要な関係者との連

絡調整や進行管理

・事業に関するリサーチ業務

・事業実施に伴う事務事業

・その他必要な業務

・担当部門の年間事業計画の作成や

その遂行管理・部門のマネジメン

ト、業務の改善・効率化や課題解決

に取り組んでいただきます。

当社ウェブサイトをご確

認ください。

https://www.artscent

er-

akita.jp/archives/4184

※フレックスタイム制

（コアタイム10:00～

15:00）／休日：土

日・祝（担当事業等に

応じて、土日・祝日の

出勤となる場合あ

り）、年次有給休暇、

夏季休暇等

秋田県秋田市新屋大

川町12-3

（メール）job@artscenter-

akita.jp

25 平成31年4月19日

秋田公立美術大学が設立したNPO法

人。多彩な教授陣と連携して美大と地

域をつなぎ、アートとデザインを用い

た事業を企画運営。

【ウェブサイト】

https://www.artscenter-akita.jp

秋田市 ディレクター

（事業部門）／1

名／なし

普通自動車免許／パソコン出

来る方（エクセル・ワード）

／高卒以上

注文住宅・不動産の営業業務に従事

していただきます。（展示場での接

客、事務所での接客及び事務作業

他）

応募受付は電話にてお問

い合わせください。

※シフトによる／休

日：水他、年間休日日

数96日

秋田県秋田市山王新

町19-37

～　290,000円 （メール）inho@tokenhome.jp
24 平成31年4月19日

住宅建築・リフォーム・建売住宅販

売・土地中古住宅の仲介と売買、賃

貸、管理

秋田市 営業／1名程度／

40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))
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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：秋田市）

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

ＮＰＯ法人アーツセ

ンターあきた
9:00 ～ 17:00 ・三富

〒010-1632 250,000円　～ （電話）018-888-8137

ハローワーク求人番号：

ＮＰＯ法人アーツセ

ンターあきた
9:00 ～ 17:00 ・三富

〒010-1632 190,000円　～ （電話）018-888-8137

ハローワーク求人番号：

株式会社半田工務店 8:00 ～ 17:00 総務部・森田

〒013-0043 170,000円 （電話）0182-33-0300

ハローワーク求人番号：

建築施工管理技士１級又は２

級,普通自動車免許／実務経

験者／高卒以上

建築工事現場における作業の指揮監

督をする。関連する作業の手順、資

材、機械等の手配と作業責任者に適

切な支持を与える。

応募受付の電話、メール

にてお問い合わせくださ

い。

※／休日：第2.4土曜,

日祝日,盆、正月他

107日

秋田県横手市安田字

堰端９－１

～　250,000円 （メール）

staff＠handa0300.co.jp
29 平成31年4月19日

一般土木建築工事業（道路工事・土地

造成・住宅建築・ガソリンスタンド・

工場・ビル等の建築工事）,不動産業,損

害保険業

秋田市、

横手市

建築現場管理／

１名／不問

なし／・パソコンソフト

（ワード、エクセル、パワー

ポイント等）を使用し、業務

遂行に必要な書類作成ができ

ること

・職務内容に関する実務実績

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／大卒以上

・経理、財務、人事、総務、施設管

理などの管理部門における業務全般

・事業の実施に必要な関係者との連

絡調整や事務作業

・その他必要な業務

当社ウェブサイトをご確

認ください。

https://www.artscent

er-

akita.jp/archives/4184

※フレックスタイム制

（コアタイム10:00～

15:00）／休日：土

日・祝（担当事業等に

応じて、土日・祝日の

出勤となる場合あ

り）、年次有給休暇、

夏季休暇等

秋田県秋田市新屋大

川町12-3

（メール）job@artscenter-

akita.jp

28 平成31年4月19日

秋田公立美術大学が設立したNPO法

人。多彩な教授陣と連携して美大と地

域をつなぎ、アートとデザインを用い

た事業を企画運営。

【ウェブサイト】

https://www.artscenter-akita.jp

秋田市 コーディネー

ター（管理部

門）／1名／なし

なし／・パソコンソフト

（ワード、エクセル、パワー

ポイント等）を使用し、業務

遂行に必要な書類作成ができ

ること

・職務内容に関する実務実績

又はそれに相当する実績が、

合計7年以上あること。

・決算業務や管理部門の制度

設計等に携わった経験がある

こと。

・経営計画の作成に携わった

経験があることが望ましい／

大卒以上

・経理、財務、人事、総務、施設管

理などの管理部門における業務全般

・事業の実施に必要な関係者との連

絡調整や事務作業

・その他必要な業務

・ディレクター職として、部門の年

間事業計画の作成やその遂行管理を

担うとともに、部門のマネジメン

ト、業務の改善・効率化や課題解決

に取り組んでいただきます。

当社ウェブサイトをご確

認ください。

https://www.artscent

er-

akita.jp/archives/4184

※フレックスタイム制

（コアタイム10:00～

15:00）／休日：土

日・祝（担当事業等に

応じて、土日・祝日の

出勤となる場合あ

り）、年次有給休暇、

夏季休暇等

秋田県秋田市新屋大

川町12-3

（メール）job@artscenter-

akita.jp

27 平成31年4月19日

秋田公立美術大学が設立したNPO法

人。多彩な教授陣と連携して美大と地

域をつなぎ、アートとデザインを用い

た事業を企画運営。

【ウェブサイト】

https://www.artscenter-akita.jp

秋田市 ディレクター

（管理部門）／1

名／なし
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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：秋田市）

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

中央土建株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・大野　道幸

〒010-0921 200,000円 （電話）018-893-5841

ハローワーク求人番号：

05010-5566411

05010- 564211

中央土建株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・大野　道幸

〒010-0921 200,000円 （電話）018-893-5841

ハローワーク求人番号：

05010-5567011

株式会社　メディ

ハーツ
8:30 ～ 17:30 採用担当・渡辺・船木・安杖

〒011-0949 243,400円 （電話）018-857-5777

ハローワーク求人番号：

05010-4461311

株式会社　ドリーム

ビルド
8:30 ～ 17:30 代表取締役・佐々木

〒010-1654 196,000円 （電話）018-828-1101

ハローワーク求人番号：

普通自動車免許／経験不問／

高卒程度

住宅建設の現場管理、施工管理に従

事していただきます。

・積算業務

・工程管理

・施工管理

電話、メールにてお問い

合わせください。

※／休日：土日祝祭

日、年間休日日数105

日

秋田県秋田市浜田字

館ノ丸152-15

～　305,000円 （メール）

sasaki@dreambuild.co.jp
33 平成31年4月19日

＊長く住み続けられる安心安全、健康

快適な住まいの設計施工、土地の提供

会社ホームページ

http；dreambuild.co.jp

秋田市 現場、施工管理

／1名程度／

薬剤師免許　普通自動車免許

／経験不問。／大卒以上

■保険薬剤師業務全般 ホームページよりエント

リー　又は応募受付の電

話、メールにてお問い合

わせください。※変形労働時間制勤務

の店舗有り／休日：土

日祝祭日、年間休日

125日

秋田県秋田市飯島飯

田1-5-5

～　381,600円 （メール）info@suzuran-

akita.com
32 平成31年4月19日

■介護相談・在宅支援・地域の医療に

関わる　保険調剤薬局全般における事

業　　　　　　〔会社ホームページ〕

http://www.suzuran-akita.com

秋田市 薬剤師／6名程度

／35歳未満(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))

普自免許・土木施工管理／1

級又は2級に必要な経験年数

／高卒以上

◎土木施工管理

下水道・舗装等の施工管理

当社ホームページからの

メール

応募受付メール

採用担当者への電話

※いずれかの方法でお問

合せ下さい。

※なし／休日：土（隔

週）日祝祭日・年間休

日日数105日

秋田県秋田市大町1-

3-8　秋田ディライト

ビル1階

～　400,000円 （メール）

oono@chuoudoken.co.jp

31 平成31年4月19日

◎総合建設業

店舗・事務所・病院・住宅等の設計施

工

下水道・河川築堤・舗装等の施工

生活支援事業

◎許可番号

秋田県知事　（特ー２８）第１９号

◎当社ホームページ

https://www.chuoudoken.co.jp

秋田市 土木施工管理／

２名程度／なし

普自免許・建築士又は建築施

工管理／1級又は2級に必要な

経験年数／高卒以上

◎設計士

住宅・店舗・事務所等の設計業務

◎建築施工管理

住宅・店舗・事務所等の施工管理業

務

当社ホームページからの

メール

応募受付メール

採用担当者への電話

※いずれかの方法でお問

合せ下さい。

※なし／休日：土（隔

週）日祝祭日・年間休

日105日

秋田県秋田市大町1-

3-8　秋田ディライト

ビル1階

～　400,000円 （メール）

oono@chuoudoken.co.jp

30 平成31年4月19日

◎総合建設業

店舗・事務所・病院・住宅等の設計施

工

下水道・河川築堤・舗装等の施工

生活支援事業

◎許可番号

秋田県知事　（特ー２８）第１９号

◎当社ホームページ

https://www.chuoudoken.co.jp

秋田市 設計・建築施工

管理／３名程度

／なし
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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：秋田市）

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　ドリーム

ビルド
8:30 ～ 17:30 代表取締役・佐々木

〒010-1654 196,000円 （電話）018-828-1101

ハローワーク求人番号：

株式会社中山組 8:00 ～ 17:00 管理部・諸井絵弥

〒010-0013 201,000円 （電話）018-832-5113

ハローワーク求人番号：

株式会社中山組 8:00 ～ 17:00 管理部・諸井絵弥

〒010-0013 201,000円 （電話）018-832-5113

ハローワーク求人番号：

ユナイテッド計画株

式会社
7:30 ～ 17:00

人事・総務グループ・

佐々木・川口

〒018-1414 263,000円 （電話）018-877-3027

ハローワーク求人番号：

05010-3969801

普通自動車免許／高専／高専

卒以上

■産業廃偽物処理施設（産廃物発電

プラント）の運営および事業開発、

企画。

■産業廃棄物の処理計画の立案、工

程、予算管理など、総合的にプラン

トの運営管理を行います。

応募受付の電話、メール

でお問い合わせのうえ

「履歴書・職務経歴書」

を郵送してください。書

類選考後、面接日時等を

連絡いたします。

※／休日：日・祝祭

日、年間休日日数105

日

秋田県潟上市豊川槻

木字槻13番地の1

～　393,000円 （メール）soumu@united-

keikaku.co.jp
37 平成31年4月19日

■土木・舗装、解体工事、産業廃棄物

処理、再生骨材販売・リサイクル事業

秋田市 産業廃棄物プラ

ント運営技術管

理者／1名程度／

■普通自動車免許（AT限定不

可）

■1級・2級建築施工技士、1

級・2級建築士の何れか／現

場施工管理経験、実績／高卒

以上

■公共工事の現場施工管理（元請工

事主体）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。

※■休憩時間

10:00～10:30

12:00～13:00

15:00～15:30／休

日：日祝日、その他会

社カレンダーによる休

日

秋田県秋田市南通築

地14-14

～　300,000円 （メール）

naka5113@gray.plala.or.jp36 平成31年4月19日

■総合建設業

建築、土木、舗装

（秋田県・秋田市共にすべてA級格付

け）

〔会社ホームページ〕

http://www.nakayama-gumi.com/

秋田市 建築工事技術者

／2名／

■普通自動車免許（AT限定不

可）

■1級土木施工技士又は2級土

木施工管理技士／現場施工管

理経験、実績／高卒以上

■公共工事の現場施工管理（元請工

事主体）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。※■休憩時間

10:00～10:30

12:00～13:00

15:00～15:30／休

日：日祝日、その他会

社カレンダーによる休

日

秋田県秋田市南通築

地14-14

～　300,000円 （メール）

naka5113@gray.plala.or.jp

35 平成31年4月19日

■総合建設業

建築、土木、舗装

（秋田県・秋田市共にすべてA級格付

け）

〔会社ホームページ〕

http://www.nakayama-gumi.com/

秋田市 土木工事技術者

／2名／

普通自動車免許／経験不問／

高卒程度

住宅建設の設計及び関連業務に従事

していただきます。

・CAD入力業務

・各種申請業務

・その他付随する業務

電話、メールにてお問い

合わせください。

※／休日：土日祝祭

日、年間休日日数105

日

秋田県秋田市浜田字

館ノ丸152-15

～　305,000円 （メール）

sasaki@dreambuild.co.jp
34 平成31年4月19日

＊長く住み続けられる安心安全、健康

快適な住まいの設計施工、土地の提供

会社ホームページ

http；dreambuild.co.jp

秋田市 設計／1名／
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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：秋田市）

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

ユナイテッド計画株

式会社
8:00 ～ 20:00

人事・総務グループ・

佐々木・川口

〒018-1414 160,000円 （電話）018-877-3027

ハローワーク求人番号：

05010-1194011

秋田プライウッド株

式会社
8:00 ～ 16:45 総務経理部・金田 憲明

〒010-0941 127,000円 （電話）018-823-8511

ハローワーク求人番号：

株式会社コハタ 8:30 ～ 17:30 総務部・白石達也

〒079-8555 146,000円 （電話）0166-48-0136

ハローワーク求人番号：

普通自動車免許(AT限定不可)

／経験不問。／高卒以上

＊農薬・農業用資材・ドローンの販

売営業及び関連業務　＊電話対応、

商品受発注業務　＊パソコン入力

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※ 4月-9月　8:30-

17:30

10月-3月　9:00-

17:30／休日：日、祝

土曜(3月-9月隔週)

北海道旭川市永山2条

3-2-16

～　280,000円 （メール）

ta-shiraishi@khts.co.jp
40 平成31年4月19日

農薬・農業用資材の卸売

〔会社ホームページ〕

http://www.khts.co.jp

秋田市、

横手市

総合営業職／2名

程度／35歳未満

(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))

なし／経験不問／不問 ◆国産材合板の製造

◆工場内設備の保守管理

◆木質バイオマス発電所の管理・運

転等

◆原材料・副資材等の仕入調達・管

理

◆品質管理

◆安全衛生管理

◆森林の保全管理・素材生産

◆生産関連事務および管理業務

上記の業務について、本人の適正等

を考慮し配属先を決定します。

まずは、当社ホームペー

ジや秋田県就活情報サイ

ト「こっちゃけ」をご覧

ください。当社に少しで

も興味をお持ちになった

方は、職場見学のお申込

みを随時、受け付けてお

ります。ご連絡お待ちし

ております。

また、採用試験に応募希

望の方は、いつでも受付

しておりますので、選考

方法・日程等について相

談しましょう。

別掲の基本給の他、条件に応じ

て13,000円～100,000円程度の

毎月固定の各種手当や、この他

に時間外手当、休出手当の支給

があります。

※配属先によっては日

勤・夜勤の交替勤務あ

り／休日：日曜日他

（１年単位の変形労働

時間制：夏季・年末年

始・ＧＷは長期休暇）

秋田県秋田市川尻町

字大川反232

～　230,000円 （メール）

kaneda@aplywood.co.jp

39 平成31年4月19日

合板及びフローリングの製造・販売

【会社ホームページ】

 http://www.aplywood.co.jp/

秋田市・

男鹿市

合板製造･素材生

産ならびに管理

業務等／３名／

40歳未満(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／経験不問／

高卒以上

■プラントの運営・維持管理を担当

して　　　　いただきます。

・天井クレーンよる廃棄物の供給作

業

・プラント施設内の保守点検、維持

管理

・重機（ローダー）とフォークリフ

トの運転

応募受付の電話、メール

でお問い合わせのうえ

「履歴書・職務経歴書」

を郵送してください。書

類選考後、面接日時等を

連絡いたします。

※８時～２０時、２０

時～８時の２交代制／

休日：週休２日制、会

社カレンダーによる

秋田県潟上市豊川槻

木字槻13番地の1

～　215,000円 （メール）soumu@united-

keikaku.co.jp38 平成31年4月19日

■土木・舗装、解体工事、産業廃棄物

処理、再生骨材販売・リサイクル事業

秋田市 産業廃棄物プラ

ントの運営・保

全管理／３名程

度／
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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：秋田市）

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

株式会社遠藤設計事

務所
9:00 ～ 18:00 総務部・阿部まり子

〒010-0914 年収600万 （電話）018-863-8011

ハローワーク求人番号：

05010-3228811

ジオテックコンサル

タンツ株式会社
9:00 ～ 18:00 総務部・三笘（みとま）、菅原

〒010-1633 200,000円 （電話）018-888-8533

ハローワーク求人番号：

05010-22955291

株式会社エスツー 10:00 ～ 19:00 経営企画部・緒方

〒010-0001 200,000円 （電話）０２２－２６５－２６６６

ハローワーク求人番号：

05010-21184501

特になし／Webのシステム開

発にかかわった経験／制限な

し

Java, .Net, PHP, Javascript等を使

用したWeb系システムの保守・開発

業務

会社ホームページの「a

doc.お問合せフォー

ム」より

または電話またはメール

にてお問い合わせくださ

い。

※休憩　12:00～

13:00／休日：土日祝

祭日　夏季・年末年始

年間120日以上

秋田県秋田市中通3-

3-10

～　400,000円 （メール）ricruit@esu2.co.jp
43 平成31年4月19日

■ITインフラ事業

■ITニアショア事業

■ITスクール事業

■届出電気通信事業者

　届出番号　I-23-00696

会社ホームページ

www.esu2.co.jp/

秋田市 プログラマー／3

名程度／

普通自動車免許／経験不問

（経験者は優遇）／高卒以上

■経験の浅い方は、経験のある有資

格者の指導のもと、実務を経験して

いただくとともに、技術士の資格取

得も目指していただきます。

■技術士等の有資格者※、関連業種

の経験者、専用スキル保持者（ＣＡ

Ｄ等）は優遇します（左記賃金額に

上乗せ。）

※技術士（建設部門）、技術士補、

ＲＣＣＭ、土木施工管理技士、地質

調査技士

■応募受付の電話、メー

ルにお問い合わせくださ

い。

■ハローワーク秋田、あ

きた就職ナビ（秋田県ふ

るさと定住機構）を通じ

てのお問合せも可能で

す。

※赤字部分R元.5.10修正

※／休日：土日祝祭日

（年間休日約120日）秋田県秋田市新屋鳥

木町1-74

～　300,000円 （メール）gtc@live.jp

42 平成31年4月19日

■土木設計…

橋梁、道路、防災施設を設計する業務

■地盤解析…

計算ソフトを使って解析する業務

■地質調査…

ダム、トンネル、橋梁などの地質調査

の管理業務

〔会社ホームページ〕

https://www.geotech-

consultants.com

秋田市

（業務範囲は

東北一円。出

張あり）

技術職（土木設

計/地質調査）／

２名／不問

●以下の部門の技術士

「建設部門：①道路②河川、

砂防および海岸海洋③都市及

び地方計画」

「上下水道部門：④上水道及

び工業用水道」

●以下の部門のRCCM

①下水道部門②道路部門③都

市計画及び地方計画部門④河

川、砂防及び海岸・海洋部門

／上記資格上の業務経験／―

建設コンサルタント業務の管理技術

者及び照査技術者として従事して頂

きます。実務ができるのであればベ

ストですが、業務の指導あるいは監

理で従事して頂くことも可能です。

応募受付の電話、メール

の他ホームページからで

も応募可能です。

※休憩時間１２時～１

３時／休日：日祝他、

年間休日日数111日

（変更有り）

秋田県秋田市保戸野

千代田町9-43

年収400万 （メール）

m_abe@endousekkei.co.jp

41 平成31年4月19日

●コンサルタント業務

道路、上下水道設計、都市計画、各種

調査測量

●各種構造物調査・診断・設計業務

下水道、河川・砂防構造物等調査、診

断、補修設計

●小水力発電システム開発・調査・設

計業務

小水力発電システム開発における調

査、測量、設計

会社HP＜http://endousekkei.co.jp/

＞

秋田市または

由利本荘市

技術職／2名程度

／60歳退職制度

をとっておりま

すが、再雇用も

可能です。
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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：秋田市）

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

菱明三菱電機機器販

売株式会社
8:30 ～ 17:30 総務部・渡部、佐々木

〒010-0924 180,000円 （電話）018-862-5511

あきた就職ナビ求人番号

1072

ハローワーク求人番号：

05010-2482311

菱明三菱電機機器販

売株式会社
8:30 ～ 17:30 総務部・渡部、佐々木

〒010-0924 180,000円 （電話）018-862-5511

あきた就職ナビ求人番号

2376

ハローワーク求人番号：

05010-6262701

普通自動車免許／機械の設計

開発、図面作成の経験／高卒

以上

当社は様々な分野のFA装置を手掛け

ており、最近はマシンビジョンなど

のAIロボティクスを活用したFA装置

の設計開発などにも挑んでおりま

す。

 具体的な業務は、各種産業用機械装

置の設計・開発 、AutoCAD、

3DCADを使用した機械図面作成で

す。

案件は構想段階からの設計も多く、

機械設計にトコトン打ち込める環境

となっております！

お客様ごとに異なる様々な装置を経

験することにより、柔軟な発想でど

んな機構の機械にも対応できる設計

者としても成長できる環境です！

「履歴書と職務経歴書」

を本社の採用担当宛まで

お送りください。

（※赤字部分H31.4.25修正）

※／休日：土日祝祭

日、年間休日日数130

日

※業務状況によっては

土日出勤があります

が、平日に振り替えて

お休み頂きます。

秋田県秋田市旭北寺

町1-2

～　350,000円 （メール）

recruit_rm@ryomei.co.jp

45 平成31年4月19日

三菱電機の各製品（冷熱・空調設備機

器、エレベーター、発電機、防災無

線、監視カメラ、受配電設備機器、産

業用ロボット、PLCなどのFA機器、製

造業向けビジョンセンサ、ネットワー

クカメラ、クラウド型セキュリティシ

ステムなど）の技術提案および販売を

自治体から民間企業まで幅広いお客様

へ行います。

また、生産設備のシステム開発やロ

ボットシステムの設計製作、3Dプリン

ターによる試作開発など、自社独自の

設計開発事業も行っており、その提

案・営業も行います

秋田市 装置機械設計者

／2名程度／

普通自動車免許／経験不問／

高卒以上

三菱電機の総合代理店として、様々

な産業分野の製品の卸販売が当社の

主な事業ですが、ただ販売するだけ

ではございません。

お客様の課題を的確にヒアリング

し、その解決に向けた製品とソ

リューション両方の技術提案を行う

ことが私たちの営業スタイルです。

 例）ビル等のセキュリティーカメラ

と、それらを管理するクラウド型の

監視システムのパッケージご提案、

空調設備と管理システムご提案、

IOT化に対応するFAシステムのご提

案etc

当社のセールスエンジニアとは、あ

なた自身の知識と経験を駆使し、オ

リジナルなアイデアでお客様の課題

を解決する非常にクリエイティブな

仕事なのです。

「履歴書と職務経歴書」

を本社の採用担当宛まで

お送りください。

（※赤字部分H31.4.25修正）

※／休日：土日祝祭

日、年間休日日数130

日

※業務状況によっては

土日出勤があります

が、平日に振り替えて

お休み頂きます。

秋田県秋田市旭北寺

町1-2

～　350,000円 （メール）

recruit_rm@ryomei.co.jp

44 平成31年4月19日

三菱電機の各製品（冷熱・空調設備機

器、エレベーター、発電機、防災無

線、監視カメラ、受配電設備機器、産

業用ロボット、PLCなどのFA機器、製

造業向けビジョンセンサ、ネットワー

クカメラ、クラウド型セキュリティシ

ステムなど）の技術提案および販売を

自治体から民間企業まで幅広いお客様

へ行います。

また、生産設備のシステム開発やロ

ボットシステムの設計製作、3Dプリン

ターによる試作開発など、自社独自の

設計開発事業も行っており、その提

案・営業も行います。

秋田市 セールスエンジ

ニア／3名程度／
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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：秋田市）

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

菱明三菱電機機器販

売株式会社
8:30 ～ 17:30 総務部・渡部、佐々木

〒010-0924 180,000円 （電話）018-862-5511

あきた就職ナビ求人番号

1217

ハローワーク求人番号：

05010-6260101

菱明三菱電機機器販

売株式会社
8:30 ～ 17:30 総務部・渡部、佐々木

〒010-0924 160,000円 （電話）018-862-5511

ハローワーク求人番号：

05010-16558791

普通自動車免許／電気・管・

土木工事施工管理技士、昇降

機検査資格者、自家発電設備

専門技術者、第一種電気工事

士などの資格があればなお良

し ／高卒以上

官公庁や民間企業へ、冷熱・空調設

備機器、エレベーター、太陽光発電

設備、オーロラマルチビジョン、防

災無線、監視カメラ、受変電設備機

器などの設計・施工、保守サービス

を行います。

 上記以外にも、発電機、受配電設備

機器、産業用ロボット、PLCなどの

FA機器、製造業向けビジョンセン

サ、ネットワークカメラ、クラウド

型セキュリティシステムなどを、幅

広く取り扱っております。

公共施設の場合では、建物竣工後に

実際に自分で納めた機器を利用する

機会もあり、自分の提案・設計した

機器が社会の中で役立っていること

を実感でき、とてもやりがいを感じ

ています。

「履歴書と職務経歴書」

を本社の採用担当宛まで

お送りください。

（※赤字部分H31.4.25修正）

※／休日：土日祝祭

日、年間休日日数130

日

※業務状況によっては

土日出勤があります

が、平日に振り替えて

お休み頂きます。

秋田県秋田市旭北寺

町1-2

～　320,000円 （メール）

recruit_rm@ryomei.co.jp

47 平成31年4月19日

三菱電機の各製品（冷熱・空調設備機

器、エレベーター、発電機、防災無

線、監視カメラ、受配電設備機器、産

業用ロボット、PLCなどのFA機器、製

造業向けビジョンセンサ、ネットワー

クカメラ、クラウド型セキュリティシ

ステムなど）の技術提案および販売を

自治体から民間企業まで幅広いお客様

へ行います。

また、生産設備のシステム開発やロ

ボットシステムの設計製作、3Dプリン

ターによる試作開発など、自社独自の

設計開発事業も行っており、その提

案・営業も行います。

秋田市 設計・施工,保

守,工事エンジニ

ア ／2名程度／

普通自動車免許／FAシステム

設計の経験者 ／高卒以上

当社は様々な分野のFA装置を手掛け

ており、最近はマシンビジョンなど

のAIロボティクスを活用したFA装置

の設計開発などにも挑んでおり、そ

の事業での電機制御技術者としてご

活躍いただきます。

 具体的にはCADを使用した電機図面

の制作、シーケンスプログラム・

タッチパネル画面の設計、制御盤・

操作盤の配線工事です。

案件は構想段階からの設計も多く、

技術開発にトコトン打ち込める環境

となっております！

お客様ごとに異なる様々な装置を経

験することにより、柔軟な発想でど

んな場面にも対応できる技術者とし

ても成長できる環境です。

「履歴書と職務経歴書」

を本社の採用担当宛まで

お送りください。

（※赤字部分H31.4.25修正）

※／休日：土日祝祭

日、年間休日日数130

日

※業務状況によっては

土日出勤があります

が、平日に振り替えて

お休み頂きます。

秋田県秋田市旭北寺

町1-2

～　350,000円 （メール）

recruit_rm@ryomei.co.jp

46 平成31年4月19日

三菱電機の各製品（冷熱・空調設備機

器、エレベーター、発電機、防災無

線、監視カメラ、受配電設備機器、産

業用ロボット、PLCなどのFA機器、製

造業向けビジョンセンサ、ネットワー

クカメラ、クラウド型セキュリティシ

ステムなど）の技術提案および販売を

自治体から民間企業まで幅広いお客様

へ行います。

また、生産設備のシステム開発やロ

ボットシステムの設計製作、3Dプリン

ターによる試作開発など、自社独自の

設計開発事業も行っており、その提

案・営業も行います。

秋田市 電気制御技術者

／2名程度／
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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：秋田市）

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

菱明三菱電機機器販

売株式会社
8:30 ～ 17:30 総務部・渡部、佐々木

〒010-0924 160,000円 （電話）018-862-5511

あきた就職ナビ求人番号

1686

ハローワーク求人番号：

05010-2483611

株式会社グリュック

ス
9:30 ～ 18:30 ・伊藤

〒010-0942 250,000円 （電話）018-863-3120

ハローワーク求人番号：

05010-14994791

株式会社グリュック

ス
9:30 ～ 18:30 ・伊藤

〒010-0942 200,000円 （電話）018-863-3120

ハローワーク求人番号：

05010-20559701

普通自動車免許／言語を使用

したソフトウェア開発

Windowsでのプログラム作

成／不問

・Windowsでのプログラム作成

　

（Perl,PHP,Javascript,C,C++,Java

）

・Windows,Linuxサーバの構築・管

理

■経験の浅い方は入社後、業務をし

ながら知識やスキルを身に付けて頂

く形となります。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：土日祝他

年末年始　夏季休暇

年間休日数122日　休

日出勤の場合は代休に

て対応

秋田県秋田市川尻大

川町1-25

～　350,000円 （メール）info@glucsks.jp

50 平成31年4月19日

■各種ソフトウェアの開発

■ECサイトの制作運用

■インフラの構築・管理

■こどもプログラミングスクールの運

営

〔会社ホームページ〕

http://glucks.jp

秋田市 プログラマー／2

名程度／35歳未

満(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／システム提

案・構築、ソフトウェア開発

／不問

・様々なシステム提案・構築

・様々な言語でのソフトウェアの開

発

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

※／休日：土日祝他

年末年始　夏季休暇

年間休日数122日　休

日出勤の場合は代休に

て対応

秋田県秋田市川尻大

川町1-25

～　400,000円 （メール）info@glucsks.jp

49 平成31年4月19日

■各種ソフトウェアの開発

■ECサイトの制作運用

■インフラの構築・管理

■こどもプログラミングスクールの運

営

〔会社ホームページ〕

http://glucks.jp

秋田市 システムエンジ

ニア／2名程度／

40歳未満(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／社内システ

ム、サーバ管理経験者 ／高

卒以上

▼具体的な業務

社内システムのネットワーク、セ

キュリティ等インフラ管理運用に関

する業務

・仮想化環境の管理

・ネットワーク及びセキュリティの

管理

・ITソリューション（IT機器、イン

フラ、アプリケーション等）の導

入、運用

・デバイスの管理やサポート業務全

般

「履歴書と職務経歴書」

を本社の採用担当宛まで

お送りください。

（※赤字部分H31.4.25修正）

※／休日：土日祝祭

日、年間休日日数130

日

※業務状況によっては

土日出勤があります

が、平日に振り替えて

お休み頂きます。

秋田県秋田市旭北寺

町1-2

～　320,000円 （メール）

recruit_rm@ryomei.co.jp

48 平成31年4月19日

三菱電機の各製品（冷熱・空調設備機

器、エレベーター、発電機、防災無

線、監視カメラ、受配電設備機器、産

業用ロボット、PLCなどのFA機器、製

造業向けビジョンセンサ、ネットワー

クカメラ、クラウド型セキュリティシ

ステムなど）の技術提案および販売を

自治体から民間企業まで幅広いお客様

へ行います。

また、生産設備のシステム開発やロ

ボットシステムの設計製作、3Dプリン

ターによる試作開発など、自社独自の

設計開発事業も行っており、その提

案・営業も行います。

秋田市 社内システム管

理、運用エンジ

ニア ／1名程度

／
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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：秋田市）

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

株式会社沢木組 8:10 ～ 17:00 総務部・関谷

〒010-0511 200,000円 （電話）0185-23-3434

ハローワーク求人番号：

05011-119211

05011-120011

05011-326911

株式会社　サンコー

ホーム
9:00 ～ 18:00 人財開発室・高橋

〒013-0064 200,000円 （電話）0182－35－4779

ハローワーク求人番号：

株式会社　サンコー

ホーム
9:00 ～ 18:00 人財開発室・高橋

〒013-0064 200,000円 （電話）0182－35－4779

ハローワーク求人番号：

株式会社　サンコー

ホーム
9:00 ～ 18:00 人財開発室・高橋

〒013-0064 200,000円 （電話）0182－35－4779

ハローワーク求人番号：

株式会社ゆう幸 8:30 ～ 17:05 人事担当・佐々木

〒010-1412 250,000円 （電話）0018-827-5636

ハローワーク求人番号：

普通自動車免許／要菓子製造

経験またはそれに準ずると認

められる経験／高卒以上

□菓子製造経験者かつ幹部候補とな

る方を募集いたします。生産管理や

商品開発等の業務にも従事していた

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：年間休日

91日秋田県秋田市御所野

下堤3-2-3

～　400,000円 （メール）

sasakiyukio@kurakichi.jp
55 令和元年5月17日

□秋田県の高品質な素材を使用した高

価値な菓子を全国に販売している会社

です。菓子創りを通して地域経済に貢

献しています。

会社ホームページ：

http://www.kurakichi.jp

秋田市 菓子製造責任者

／2名程度／特に

なし

普通自動車免許／経験不問／

高卒以上

ご建築いただいたお客様の定期点検

の訪問、急なアフターに対応します

応募受付の電話・メール

にてご応募・お問い合わ

せください※／休日：水曜定休含

む、年間休日105日秋田県横手市赤坂字

館ノ下155

～　400,000円 （メール）

recruit@sanko-home.co.jp
54 令和元年5月17日

■注文住宅の販売及び設計施工

住宅リフォーム・増改築

不動産関連事業

会社ホームページ

https://www.sanko-home.co.jp/

横手市・

大仙市・

秋田市

アフターメンテ

ナンス／3名／特

になし

普通自動車免許／経験不問／

高卒以上

展示場やイベントご来場いただいた

お客様のご案内、接客、家づくりに

関するアドバイス、ライフプランの

ご提案を行います。

応募受付の電話・メール

にてご応募・お問い合わ

せください※／休日：水曜定休含

む、年間休日105日秋田県横手市赤坂字

館ノ下155

～　350,000円 （メール）

recruit@sanko-home.co.jp
53 令和元年5月17日

■注文住宅の販売及び設計施工

住宅リフォーム・増改築

不動産関連事業

会社ホームページ

https://www.sanko-home.co.jp/

横手市・

大仙市・

秋田市

営業／5名／40

歳未満(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／経験者優遇

／高卒以上

新築住宅の設計・コーディネート、

施工管理（予算管理・資材の発注管

理・工程管理）を行います。

応募受付の電話・メール

にてご応募・お問い合わ

せください※／休日：水曜定休含

む、年間休日105日秋田県横手市赤坂字

館ノ下155

～　350,000円 （メール）

recruit@sanko-home.co.jp
52 令和元年5月17日

■注文住宅の販売及び設計施工

住宅リフォーム・増改築

不動産関連事業

会社ホームページ

https://www.sanko-home.co.jp/

横手市・

大仙市・

秋田市

設計・施工管理

／5名／40歳未

満(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　施工管理技

士／工事現場の代理人・主任

技術者／高卒以上

土木技術者・建築技術者 応募受付の電話、メール

等にお問い合わせくださ

い。

※／休日：日祝祭日、

年間休日日数99日秋田県男鹿市船川港

船川字海岸通り2-6-2

～　350,000円 （メール）

info@sawakigumi.co.jp
51 平成31年4月26日

総合建設業

http://www.sawakigumi.co.jp

秋田市・

男鹿市

技術者／３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：秋田市）

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

株式会社ゆう幸 8:30 ～ 17:05 人事担当・佐々木

〒010-1412 135,000円 （電話）0018-827-5636

ハローワーク求人番号：

株式会社ゆう幸 9:30 ～ 18:00 人事担当・佐々木

〒010-1412 135,000円 （電話）0018-827-5636

ハローワーク求人番号：

株式会社シビル設計 8:30 ～ 17:15 総務部・小野寺

〒015-0852 210,000円 （電話）018-883-0183

ハローワーク求人番号：

株式会社シビル設計 8:30 ～ 17:15 総務部・小野寺

〒015-0852 210,000円 （電話）018-883-0183

ハローワーク求人番号：

加藤建設　株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・斉藤

〒010-0916 220,000円 （電話）018-862-7947

ハローワーク求人番号：

05010-2950611

普通自動車免許　建築士・一

級建築施工管理技士又は二級

建築施工管理技士／建設現場

の施工監理経験／不問

建設現場の監理業務及び積算業務を

していただきます。（秋田県内全

域、一部他県あり）

・その他付随する業務（書類の作

成、提出/出勤簿の管理/社内業務

（見積もり等））

※マイカー使用（ガソリン代支給）

応募希望の方は事前連絡

の上、「履歴書職務経歴

書」を郵送してくださ

い。書類選考後、面接可

否等をお知らせいたしま

す。

※土曜日は９:００～

１２:００（休憩な

し）月170時間以内に

調整／休日：日祝他

（当社カレンダーによ

る）

秋田県秋田市泉北3-

4-20

～　400,000円 （メール）

k-saito@kato-kensetsu.com

60 令和元年5月24日

総合建設業。庁舎・宿泊研修施設・学

校・工場・事務所・倉庫・マンショ

ン・アパートなど、官公庁・民間の建

築工事を幅広く請け負っています。

【https://kato-construction.co.jp/】

秋田市 建設現場の監理

及び積算／1名／

不問

電気主任技術者、電気工事施

工管理技士、電気工事士、普

通自動車免許／経験不問。／

高卒以上

公共工事の積算・工事監督・行政資

料作成

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※／休日：完全週休二

日、祝祭日、年末年

始、年間休日日数119

日

秋田県由利本荘市一

番堰18-10

～　270,000円 （メール）

honodera@akcivil.co.jp
59 令和元年5月24日

■国等が実施する公共事業の技術的行

政支援業務（発注者支援業務、公物管

理補助業務）及び測量設計

[会社ホームページ］

http://www.akcivil.co.jp/

秋田県内

（主に秋田

市、湯沢市、

能代市）

技術員／１名程

度／

土木施工管理技士、技術士、

技術士補、普通自動車免許／

経験不問。／高卒以上

公共工事の積算・工事監督・行政資

料作成

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※／休日：完全週休二

日、祝祭日、年末年

始、年間休日日数119

日

秋田県由利本荘市一

番堰18-10

～　270,000円 （メール）

honodera@akcivil.co.jp
58 令和元年5月24日

■国等が実施する公共事業の技術的行

政支援業務（発注者支援業務、公物管

理補助業務）及び測量設計

[会社ホームページ］

http://www.akcivil.co.jp/

秋田県内

（主に秋田

市、湯沢市、

能代市）

技術員／２名程

度／

特になし／百貨店等の販売経

験者優遇／高卒以上

□百貨店及び商業施設等での接客販

売に従事していただきます。未経験

の方は、研修やOJTにより業務に慣

れていただきます。また、百貨店や

商業施設等での販売業務の経験者の

方は優遇いたします。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※所属店舗の営業時間

及び勤務シフトによる

／休日：年間休日91

日

秋田県秋田市御所野

下堤3-2-3

～　180,000円 （メール）

sasakiyukio@kurakichi.jp
57 令和元年5月17日

□秋田県の高品質な素材を使用した高

価値な菓子を全国に販売している会社

です。菓子創りを通して地域経済に貢

献しています。

会社ホームページ：

http://www.kurakichi.jp

秋田市 販売業務従事者

／2名程度／特に

なし

普通自動車免許／経験不問／

高卒以上

□菓子製造の担当者となる方を募集

いたします。秋田県の素材を使用し

た菓子を全国に対し製造・販売した

いという意欲の高い方をお待ちして

います。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※／休日：年間休日

91日秋田県秋田市御所野

下堤3-2-3

～　180,000円 （メール）

sasakiyukio@kurakichi.jp
56 令和元年5月17日

□秋田県の高品質な素材を使用した高

価値な菓子を全国に販売している会社

です。菓子創りを通して地域経済に貢

献しています。

会社ホームページ：

http://www.kurakichi.jp

秋田市 菓子製造担当者

（未経験）／2名

程度／35歳未満

(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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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：秋田市）

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

加藤建設　株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・斉藤

〒010-0916 135,000円 （電話）018-862-7947

ハローワーク求人番号：

05010-395311

加藤建設　株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・斉藤

〒010-0916 150,000円 （電話）018-862-7947

ハローワーク求人番号：

05010-2949411

株式会社

測地コンサルタント
8:30 ～ 17:30 総務部・大澤

〒011-0902 250,000円 （電話）018-846-2081

ハローワーク求人番号：

05010-19349801

普通自動車免許（ＡＴ限定

可）／土木設計の経験者／不

問

道路や河川等の社会基盤整備や維持

管理に係る建設コンサルタントとし

て、社会資本整備の計画や調査・設

計を行います。

業務を行う主な部門は①河川、砂防

及び海岸、海洋②道路③森林土木④

土質および基礎部門⑤鋼構造及びコ

ンクリート部門です。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

技術士またはRCCM有資格者優遇

※始業時間前後2時間

のフレックスタイム制

度導入／休日：土日祝

祭日、年間休日日数

110日

秋田県秋田市寺内堂

ノ沢2-1-1

～　500,000円 （メール）

sokuchi@seagreen.ocn.ne.jp

63 令和元年5月31日

測量業務：基本測量、公共測量、工事

測量

建設コンサルタント業務：河川、

砂防及び海岸・海洋、道路、森林土

木、土質及び基礎、鋼構造の設計・施

工管理、許認可申請手続き

補償コンサルタント業務：土地調査

〔会社ホームページ〕

https://www.sokuchi.ecnet.jp

秋田市 建設コンサルタ

ント技術者／１

名／６５歳未満

(定年年齢を上限

(省令1号))

普通自動車免許（AT限定可）

／不問　木造建築構造物の施

行経験者優遇

やる気があれば未経験者でも

可／不問

〇建設現場の監理業務を担当してい

ただきます。（見習いの方には補佐

業務から従事していただきます）

・現場は秋田県内全域、一部他県あ

り

・書類の作成、提出

・社内業務（見積もり等）

・その他付随する業務

※業務にはマイカーを使用（ガソリ

ン代　　支給します）

※未経験の方にも丁寧にご指導いた

します。

応募希望の方は事前連絡

の上、「履歴書職務経歴

書」を郵送してくださ

い。書類選考後、面接可

否等をお知らせいたしま

す。

※土曜日は９:００～

１２:００（休憩な

し）月170時間以内に

調整／休日：日祝他

（当社カレンダーによ

る）

秋田県秋田市泉北3-

4-20

～　400,000円 （メール）

k-saito@kato-kensetsu.com

62 令和元年5月24日

総合建設業。庁舎・宿泊研修施設・学

校・工場・事務所・倉庫・マンショ

ン・アパートなど、官公庁・民間の建

築工事を幅広く請け負っています。

【https://kato-construction.co.jp/】

秋田市 木造住宅の建設

現場の監理（見

習い可）／1名／

不問

普通自動車免許（AT限定可）

／不問／不問

〇作業員として現場作業の補助業務

に従　事。

・基礎工事（鉄筋・型枠など）の手

伝い

・事務所の清掃

・その他付随する業務

応募希望の方は事前連絡

の上、「履歴書職務経歴

書」を郵送してくださ

い。書類選考後、面接可

否等をお知らせいたしま

す。

※土曜日は９:００～

１２:００（休憩な

し）月170時間以内に

調整／休日：日祝他

（当社カレンダーによ

る）

秋田県秋田市泉北3-

4-20

～　150,000円 （メール）

k-saito@kato-kensetsu.com

61 令和元年5月24日

総合建設業。庁舎・宿泊研修施設・学

校・工場・事務所・倉庫・マンショ

ン・アパートなど、官公庁・民間の建

築工事を幅広く請け負っています。

【https://kato-construction.co.jp/】

秋田市 現場作業員／1名

／40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))
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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：秋田市）

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

社会保険労務士法人

秋田労務行政事務所
9:00 ～ 18:00 代表社員・所長・土田　将勝

〒010-0001 250,000円 （電話）018-835-2388

ハローワーク求人番号：

05010-166811

株式会社

測地コンサルタント
8:30 ～ 17:30 総務部・大澤

〒011-0902 200,000円 （電話）018-846-2081

ハローワーク求人番号：

05010- 2921601

株式会社エポックコ

ミュニケーションズ
8:45 ～ 18:45

代表取締役　大久保　利彦・代表

取締役　大久保　利彦

〒010-0942 180,000円 （電話）018-863-8637

ハローワーク求人番号：

普通自動車免許／経験実績３

年以上／専門学校または大卒

以上

ICTを活用し、インターネット付随

サービス全般（メディアコンテン

ツ、デザイン等）を立案提案する。

それらに伴う広告プランの企画作

成・提案。

電話連絡、メール等でお

問い合わせください。

追って面接、簡単な試験

日をご連絡します。
※／休日：土日祝祭

日、年間休日日数１２

０日以上

秋田県秋田市川尻大

川町4-7

～　320,000円 （メール）

okubo@epochcom.co.jp
66 令和元年6月28日

広告業、総合広告計画。広告媒体のコ

ンテンツ制作。イベントプロデュー

ス、Webサイトの企画・制作、開発.

会社のHP

https://www.epochcom.co.jp

秋田市 Web制作、開

発。／２名／無

し

測量士・普通自動車免許（Ａ

Ｔ限定可）／不問／不問

繁華街や住宅街などの街中のほか、

郊外地や山地、河川や海岸などの現

場において測量に関する作業を行い

ます。

現場は主に東北管内で通勤時間によ

り日帰り、宿泊勤務となります。

現場までは社有車またはレンタカー

使用し、作業は2～3人で行います。

1地区の作業期間は概ね1週間～２ケ

月くらいです。デスクワークは本社

でデータ入力、計算、CAD図作成が

主な作業です。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※始業時間前後2時間

のフレックスタイム制

度導入／休日：土日祝

祭日、年間休日日数

110日

秋田県秋田市寺内堂

ノ沢2-1-1

～　300,000円 （メール）

sokuchi@seagreen.ocn.ne.jp

65 令和元年6月7日

測量業務：基本測量、公共測量、工事

測量

建設コンサルタント業務：河川、

砂防及び海岸・海洋、道路、森林土

木、土質及び基礎、鋼構造の設計・施

工管理、許認可申請手続き

補償コンサルタント業務：土地調査

〔会社ホームページ〕

https://www.sokuchi.ecnet.jp

秋田市 測量技術者／１

名／４０歳未満

(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))

社会保険労務士／不問／大卒

以上

人事労務管理の相談、指導及び社会

保険・労働保険の事務手続き（届

出、申請書、報告書類等の作成）、

給与計算及び社会保険労務士法に基

づく書類の作成の業務を行います。

　・官庁への届け出業務（AT社有車

使用）

　・契約した企業、団体への相談指

導業務

　・その他、付随する業務

履歴書、職務経歴書、大

卒証（写）、社会保険労

務士試験合格証（写）を

ご郵送ください。
※／休日：土日祝祭

日、年間休日数122日秋田県秋田市中通6-

1-24

～　410,000円 （メール）

64 令和元年5月31日

■社会保険労務士業

【ホームページ】

https://akita-roumugyousei.com/

秋田市 社会保険労務士

／１名／
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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：秋田市）

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ＡＣＦイン

ターナショナル
8:30 ～ 17:15 移住・定住促進担当・樋渡

〒010-0001 127,000円 （電話）

ハローワーク求人番号：

幸和機械株式会社 8:00 ～ 17:20 総務部・齊藤

〒016-0179 170,000円 （電話）0185-89-5605

ハローワーク求人番号：

05020-3667101

本荘電気工業株式会

社
8:30 ～ 17:00 社長室・佐藤　英夫

〒010-0973 183,000円 （電話）018-823-7281

ハローワーク求人番号：

05010-2639111

・普通自動車免許

・電気、機械器具設置工事に

興味のある方／経験不問

管工事施工管理技士1～2級所

持の方優遇／高卒以上

■機械器具設置工事の設計・積算・

施工管理に従事していただきます。

主にマンホールポンプ設置、揚水機

場等保守点検、空調工事

　＊現場は秋田県内が中心。

　＊移動には自家用車を使用(ガソリ

ン代等費用は会社負担)

　＊転勤あり　秋田県内営業所

　＊資格取得に関しては、会社で全

面的にバックアップします。

電話・メール・ホーム

ページ・郵送にて受付

後、応募書類(履歴書・

職務経歴書・健康診断

書）を送付

住宅手当10,000円～15,000円

運転手当5,000円　工具手当

1,550円　役付、資格、技術、通

勤手当

※／休日：土日祝日そ

の他会社が定める日(1

年間変形勤務体制）

秋田県秋田市八橋本

町3-3-3

～　271,500円 （メール）

sato_hideo@hecic.co.jp

69 令和元年8月2日

■官公庁・企業等の電気設備工事の設

計・積算・施工管理

[会社ホームページ]

http://hecic.co.jp/

秋田市 管工事エンジニ

ア／１名／不問

普通自動車免許／経験不問。

／高卒以上

土木建設機械・林業機械・各種産業

機械等の販売及びレンタル

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

又は履歴書を御郵送くだ

さい。

※／休日：日曜日、お

盆、年末年始、第2･4

土曜日他、年間休日

93日

秋田県能代市浅内字

横道19-1

～　240,000円 （メール）

kei@kowakikai.co.jp68 令和元年7月26日

土木建設機械・林業機械・各種産業機

械等の販売及びレンタル

ホームページ

http://www.kowakikai.co.jp

秋田市 営業／１名／40

歳未満(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／経験不問／

大卒以上

秋田県および周辺各県のお客様先へ

訪問し、繊維製品または建築資材の

卸売をしていただきます。繊維製品

については加工を要することが多

く、経験者を優先します。

応募受付のメールにお問

い合わせください。

※テレワークによる在

宅勤務制あり／休日：

土日祝日

秋田県秋田市中通2-

1-48 B1Mag

（メール）

acfmikiko@gmail.com

67 令和元年7月4日

繊維卸売業 顧客のご要望に応えるべく

提案、繊維製品を仕入れ加工販売

秋田市 営業／1名／なし
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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：秋田市）

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

三国商事株式会社 - ～ - 総務部・今野、目黒

〒018-3102 167,850円 （電話）0185-73-3311

ハローワーク求人番号：

05031-483911

05031-484111

05031-486811

三国商事株式会社 - ～ - 総務部・今野、目黒

〒018-3102 167,850円 （電話）0185-73-3311

ハローワーク求人番号：

05031-199011

05031-200811

05031-201211

三国商事株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・今野、目黒

〒018-3102 167,850円 （電話）0185-73-3311

ハローワーク求人番号：

05031-216111

・普通自動車免許・危険物乙

種4類（あれば尚可）／経験

不問。／不問。

■企業向け燃料等の営業販売を行っ

ていただきます。

※営業業務全般（ルート営業・新規

開拓）

※営業車両、会社携帯電話使用

※ノルマはありません。

※未経験者には1年程度の研修

（OJT）を実施します。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※／休日：日他。年間

休日95日。秋田県能代市二ツ井

町小繋字恋の沢77-1

～　202,500円 （メール）h.meguro@sm-

mikuni.co.jp

72 令和元年8月9日

■石油製品販売

（ガソリンスタンド・灯油、軽油配

送・オイル、カー用品販売）

【会社ホームページ】

http://mikuni-energy.co.jp/

秋田市、由利

本荘市、大仙

市、横手市、

北秋田市、能

代市

営業／3名程度／

なし

・普通自動車免許・危険物乙

種4類（あれば尚可）／経験

不問。／不問。

■灯油、軽油の配送業務を担当して

いただきます。（ミニローリーでの

一般家庭への灯油配送、企業等へ軽

油配送）　　　■新規勧誘活動、

カー用品、贈答品等の受注業務、集

金、チラシ配布、その他付随する業

務。

※冬期間（11月～4月）は配送業務

が中心で、残業があります。（月45

時間程度）

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※8:00～20:00の間

の8時間程度。／休

日：ローテーションに

よる。年間休日95

日。

秋田県能代市二ツ井

町小繋字恋の沢77-1

～　202,500円 （メール）h.meguro@sm-

mikuni.co.jp

71 令和元年8月9日

■石油製品販売

（ガソリンスタンド・灯油、軽油配

送・オイル、カー用品販売）

【会社ホームページ】

http://mikuni-energy.co.jp/

秋田市、由利

本荘市、大仙

市、横手市、

北秋田市、能

代市

灯油、軽油配送

スタッフ／3名程

度／なし

・普通自動車免許・危険物乙

種4類（あれば尚可）／経験

不問。／不問。

■ガソリンスタンド業務全般に従事

していただきます。給油作業の他、

窓拭きや洗車業務、その他車に関す

る軽整備（オイル・タイヤ交換等）

があります。伝票作成、現金での精

算業務等その他雑務もあります。

※ガソリンスタンド業務に対応でき

る体力を必要とします。接客業の

為、笑顔で明るく元気な対応をして

いただきます。

※危険物乙4類の資格ある方歓迎、優

遇いたします。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。※8:00～17:00、

10:00～19:00

※又は7:00～22:00

の間の8時間程度。／

休日：4週7休（シフ

ト制による）、年間休

日95日

秋田県能代市二ツ井

町小繋字恋の沢77-1

～　202,500円 （メール）h.meguro@sm-

mikuni.co.jp

70 令和元年8月9日

■石油製品販売

（ガソリンスタンド・灯油、軽油配

送・オイル、カー用品販売）

【会社ホームページ】

http://mikuni-energy.co.jp/

秋田市、由利

本荘市、大仙

市、横手市、

北秋田市、能

代市

ガソリンスタン

ドスタッフ／3名

程度／なし
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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：秋田市）

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

ユナイテッドリ

ニューアブルエナジ

―株式会社

秋田市 0:00 ～ 0:00 05010-16865291 松井、土井

0101601 155,000円 018-838-4884

秋田県秋田市向浜1-

8-1

～　220,000円 電話または電子メール kanri@united-re.jp

株式会社きららホー

ルディングス
秋田市 トリミング講師・トリマー・動物看護士・ドックトレーナー08:30 ～ 17：30 事務部長　渡辺光昭

0100921 155,000円 018-895-7272

秋田県秋田市大町2-

5-1きららアーバンパ

レス1階

～　155,000円 電話連絡の上、履歴書

（写真貼付）、職務経歴

書、資格証（写し）、ハ

ローワーク紹介状（無く

ても応募可能）をご持参

ください

不問／不問／不問 秋田ペット美容学院にて講師とし

て、トリミングを中心とした授業を

行っていただきます

■実習講師・座学講師　■お客様対

応（トリミング・ペットホテル）

■ペット管理（お世話）他付随する

業務

※トリマー講師経験のない方歓迎

月、その他

月曜定休　※他勤務シ

フトによる

バイオマス発電プラントの運転・管

理業務に従事します。

・中央操作室でのプラント監視（ボ

イラー管理、電気保守等）

・天井クレーンの操作

・プラント内の各種点検

・ローダー等重機を運転しての燃料

（木材チップ等）の供給作業

＊クレーン等必要な資格は入社後取

得可能（資格助成制度あり）

ハローワーク求人番号

05010-862411

その他

会社カレンダーによ

る。（日勤、日勤、夜

勤、夜勤、休日、休日

を原則としたローテー

ション）

74 令和元年9月20日

■高齢者福祉事業【特定入居者生活介

護/短期入所生活介護/通所介護/訪問介

護/居宅介護支援事業所/福祉用具販

売・貸与/住宅改修/介護タクシー他】

■児童福祉事業【認可保育園/放課後児

童学童クラブ】

■医療分野【調剤薬局/訪問看護事業】

■介護資格取得事業「きらら医療福祉

アカデミー」（介護職員初任者研修・

実務者研修）

■有料職業紹介・労働者派遣事業　■

不動産事業　■ペットトリマー養成事

業

福祉（高齢者・児童）以外にも様々な

分野（事務・総務部、研修部、不動

産・相続事業部、人材総合サービス、

総合企画営業部等）があり、あなたや

る気とアイディア次第で自分の可能性

にチャレンジできる環境です。

【http://www.kirara-tp.co.jp/】

ペットトリマー

講師募集！講師

経験不問です。

あなたのトリ

マー資格活かし

てみませんか！

子育て中の方歓

迎です。／2人／

73 令和元年9月6日

【】 バイオマス発電

所のプラント運

転員【移住支援

金対象】／／18

歳～59歳(定年年

齢を上限(省令1

号))

普通自動車免許／不問／高卒

以上
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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：秋田市）

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

株式会社きららホー

ルディングス
秋田市 総合企画営業部 07:00 ～ 19：00 05010-14118091 事務部長　渡辺光昭

0100921 200,000円 018-895-7272

秋田県秋田市大町2-

5-1きららアーバンパ

レス1階

～　500,000円 電話連絡の上、履歴書

（写真貼付）、職務経歴

書、資格証（写し）、ハ

ローワーク紹介状（無く

ても応募可能）をご持参

ください

株式会社きららホー

ルディングス
秋田市 薬剤師 08:30 ～ 18:00 05010-19010691 事務部長　渡辺光昭

0100921 400,000円 018-895-7272

秋田県秋田市大町2-

5-1きららアーバンパ

レス1階

～　700,000円 電話連絡の上、履歴書

（写真貼付）、職務経歴

書、資格証（写し）、ハ

ローワーク紹介状（無く

ても応募可能）をご持参

ください

不問／不問／不問 ■保険薬局における薬剤師業務全般

■処方箋調剤　■薬の監査

■窓口で個々のお客様に対して服薬

指導

■薬歴等の管理　■顧客、調剤等の

管理業務　■他付随する業務

土、日

その他、月に１回程度

の土曜または日曜の出

勤あり

高齢者・児童福祉事業の総合職とし

て従事していただきます。■新規事

業企画立案・マーケティング・営業

等　■施設運営・事業所のフォロー

■営業企画（企業・法人への提案型

営業等）　※福祉の知識がなくても

応募可能です

土、日

その他、月に１回程度

の土曜または日曜の出

勤あり

76 令和元年9月20日

■高齢者福祉事業【特定入居者生活介

護/短期入所生活介護/通所介護/訪問介

護/居宅介護支援事業所/福祉用具販

売・貸与/住宅改修/介護タクシー他】

■児童福祉事業【認可保育園/放課後児

童学童クラブ】

■医療分野【調剤薬局/訪問看護事業】

■介護資格取得事業「きらら医療福祉

アカデミー」（介護職員初任者研修・

実務者研修）

■有料職業紹介・労働者派遣事業　■

不動産事業　■ペットトリマー養成事

業

福祉（高齢者・児童）以外にも様々な

分野（事務・総務部、研修部、不動

産・相続事業部、人材総合サービス、

総合企画営業部等）があり、あなたや

る気とアイディア次第で自分の可能性

にチャレンジできる環境です。

【http://www.kirara-tp.co.jp/】

【業務拡大につ

き薬剤師募

集！】手厚い研

修制度で安心♪

調剤経験不問で

す！／2人／

75 令和元年9月20日

■高齢者福祉事業【特定入居者生活介

護/短期入所生活介護/通所介護/訪問介

護/居宅介護支援事業所/福祉用具販

売・貸与/住宅改修/介護タクシー他】

■児童福祉事業【認可保育園/放課後児

童学童クラブ】

■医療分野【調剤薬局/訪問看護事業】

■介護資格取得事業「きらら医療福祉

アカデミー」（介護職員初任者研修・

実務者研修）

■有料職業紹介・労働者派遣事業　■

不動産事業　■ペットトリマー養成事

業

福祉（高齢者・児童）以外にも様々な

分野（事務・総務部、研修部、不動

産・相続事業部、人材総合サービス、

総合企画営業部等）があり、あなたや

る気とアイディア次第で自分の可能性

にチャレンジできる環境です。

【http://www.kirara-tp.co.jp/】

福祉系総合職募

集！あなたの

キャリア・スキ

ルを活かして働

いてみません

か！３０代～５

０代活躍中で

す！／2人／

不問／不問／不問

23 / 28 



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：秋田市）

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

株式会社きららホー

ルディングス
秋田市 介護職（正社員） 0:00 ～ 0:00 05010-15975791 事務部長　渡辺光昭

0100921 150,000円 018-895-7272

秋田県秋田市大町2-

5-1きららアーバンパ

レス1階

～　200,000円 電話連絡の上、履歴書

（写真貼付）、職務経歴

書、資格証（写し）、ハ

ローワーク紹介状（無く

ても応募可能）をご持参

ください

池田ライフサポート

＆システム株式会社
8:30 ～ 17:30

経営管理本部　人事総務課・安藤

大輔

〒015-0013 230,000円 （電話）0184-22-2228

ハローワーク求人番号：

秋田県由利本荘市石

脇字田尻野7-3

～　290,000円 （メール）

info-hr@ikeyaku.co.jp

訪問看護師／／

59歳以下(定年年

齢を上限(省令1

号))

看護師又は准看護師、普通自

動車免許（ＡＴ限定可）／不

問／不問

訪問看護業務全般

・住宅で療養されているお客様に予

防・リハビリ・処置等を行っていた

だきます。

・その他、看護的なサービスの提

供。

応募受付の電話、メール

にお問い合わせくださ

い。

訪問手当：訪問月70回を超えた

回数×3,000円

※／休日：土日他、年

間休日日数105日

■高齢者介護業務全般　■独立した

研修部やシスターブラザー制度で未

経験の方でも安心してお仕事が可能

です　■介護事業所は11事業所あ

り、働き方の選択も可能です　■介

護職員初任者研修、介護福祉士実務

者研修が社内アカデミーで取得可能

です　■新規事業所開設予定につ

き、キャリアアップしたい方も大歓

迎です！

その他

完全週休二日制（年間

休日107日）

78 令和元年9月27日

ディサービス「わかば」、「わかば武

道島」、ショートステイ訪問介護「わ

かば」、居宅介護支援「わかば」、配

食サービス住宅型有料老人ホーム「わ

かば」、訪問看護「わかば」

【会社ホームページ】

http://www.ikeda-wakaba.jp

秋田市

77 令和元年9月20日

■高齢者福祉事業【特定入居者生活介

護/短期入所生活介護/通所介護/訪問介

護/居宅介護支援事業所/福祉用具販

売・貸与/住宅改修/介護タクシー他】

■児童福祉事業【認可保育園/放課後児

童学童クラブ】

■医療分野【調剤薬局/訪問看護事業】

■介護資格取得事業「きらら医療福祉

アカデミー」（介護職員初任者研修・

実務者研修）

■有料職業紹介・労働者派遣事業　■

不動産事業　■ペットトリマー養成事

業

福祉（高齢者・児童）以外にも様々な

分野（事務・総務部、研修部、不動

産・相続事業部、人材総合サービス、

総合企画営業部等）があり、あなたや

る気とアイディア次第で自分の可能性

にチャレンジできる環境です。

【http://www.kirara-tp.co.jp/】

未経験者・子育

て中大歓迎！こ

れからの地域を

支える人材とし

て活躍しません

か！資格がなく

ても応募可能で

す♪【移住支援

金対象】／各事

業所1～2名程度

／

不問／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：秋田市）

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　マスター

ピース
秋田市 管理者候補の正社員 08:00 ～ 17:00 05010-2028401 豊沢　明

0101429 260,000円 2669 018-889-6411

秋田県秋田市山手台

1-1-1秋田県秋田市山

手台１－１－１

～　424,000円 応募受付は電話及び応募

フォームから行ってくだ

さい。

株式会社　マスター

ピース
秋田市 管理者候補の正社員 08:00 ～ 17:00 05010-2027101 豊沢　明

0101429 260,000円 3198 018-889-6411

秋田県秋田市山手台

1-1-1秋田県秋田市山

手台１－１－１

～　424,000円 電話連絡の上、書類送

付。

弊社は木造建築に特化した建設会

社。建設部は工務6名、設計3名、プ

ランニングスタッフ6名で構成。全県

をカバー。平均年齢34，4歳。新築

戸建て住宅を中心に賃貸、店舗を請

け負い。箱物の木造建物の分離発注

を受ける体制を準備中。需要を受け

るための中心管理者の募集です。

ハローワーク求人番号

05010-2870611

その他

週休2日だが会社休日

カレンダーによる。基

本的には土、日曜日お

休みですが月一回程

度、土曜日出勤あり。

年末年始、GW,お盆

ハローワーク求人番号

05010-2871911

その他

週休2日だが会社休日

カレンダーによる。基

本的には土、日曜日お

休みですが月一回程

度、土曜日出勤あり。

年末年始、GW,お盆

80 令和元年10月4日

私たちマスターピースは、平成13年

（2001年）に創業いたしました。「秋

田で家を建てる人のためになりたい」

という思いを胸に、やっとここまで歩

むことができました。これも、いまま

で支えていただいた皆さまのおかげ

と、心から感謝いたします。 当社のマ

スターピースとは、「傑作」という意

味です。これから先、さらにお客さま

に満足いただける「傑作」をお届けで

きるよう、このたび五つの約束をいた

します。そして、この五つの約束を実

現するために、新しいコーポレートス

ローガンを設定いたしました。 それが

「Think about the best」です。 この

スローガンのもと、社員・スタッフひ

とりひとりが、地域やお客さまにとっ

てなにがベストかを考え、行動してま

いります。　　採用情報サイト

https://masterpiece-

akita.jp/recruit/

【https://masterpiece-akita.jp/】

設計士（設計）

有資格者【移住

支援金対象】／1

／

一級建築士　普通自動車免許

（AT限定可）／現場管理実務

／高卒以上

79 令和元年9月27日

私たちマスターピースは、平成13年

（2001年）に創業いたしました。「秋

田で家を建てる人のためになりたい」

という思いを胸に、やっとここまで歩

むことができました。これも、いまま

で支えていただいた皆さまのおかげ

と、心から感謝いたします。 当社のマ

スターピースとは、「傑作」という意

味です。これから先、さらにお客さま

に満足いただける「傑作」をお届けで

きるよう、このたび五つの約束をいた

します。そして、この五つの約束を実

現するために、新しいコーポレートス

ローガンを設定いたしました。 それが

「Think about the best」です。 この

スローガンのもと、社員・スタッフひ

とりひとりが、地域やお客さまにとっ

てなにがベストかを考え、行動してま

いります。　　採用情報サイト

https://masterpiece-

akita.jp/recruit/

【https://masterpiece-akita.jp/】

現場管理者（工

務）有資格者

【移住支援金対

象】／1／

一級建築施工管理技士　普通

自動車免許（AT限定可）／現

場管理実務／高卒以上

弊社は木造建築に特化した建設会

社。建設部は工務6名、設計3名、プ

ランニングスタッフ6名で構成。全県

をカバー。平均年齢34，4歳。新築

戸建て住宅を中心に賃貸、店舗を請

け負い。箱物の木造建物の分離発注

を受ける体制を準備中。需要を受け

るための中心管理者の募集です。
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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：秋田市）

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

加藤建設株式会社 秋田市 08:00 ～ 17：00 05010-22958091 齋藤

0100916 200,000円

秋田県秋田市泉北3-

4-20

～　300,000円 ハローワークから事前連

絡のうえ「履歴書・職務

経歴書・紹介状」

医療法人社団宝樹会 秋田市 09:00 ～ 19:00

0100201 450,000円 018-853-5045

秋田県潟上市天王字

二田219-122

～　1,200,000円 応募受付の電話、メール

又はウェブサイトから応

募ください。

info@houju-kai.or.jp

医療法人社団宝樹会 秋田市 09:00 ～ 19:00

0100201 220,000円 018-853-5045

秋田県秋田市天王字二田

219-122

～　280,000円 応募受付の電話、メール又は

ウェブサイトから応募くださ

い。

info@houju-kai.or.jp

歯科衛生士免許／経験不問／ 歯科衛生士業務

日、祝、その他

シフト制

※2020年1月からは、水曜

日も休診日となる予定

歯科医師業務

日、祝、その他

シフト制

83 令和元年11月8日

法人リクルートサイト

https://www.akita-kyujin.com/

【https://www.houjukai.net/】

歯科衛生士募集！

【移住支援金対

象】／1／

82 令和元年10月25日

秋田・山形・神奈川県（川崎）に6医院

ある医療法人です。

理事長はICOI指導医をはじめ、スタ

ディーグループBBDAの理事を務め国内

外で活躍しております。

マニュアル完備、勉強会・研修制度が

充実しており、著名な先生方による院

内セミナーがあります。

マイクロ・CT・セレック完備と最新設

備充実の環境です。

社保完備・年間休123日・住宅手当制

度など、大型医療法人で労働環境も

整っています。

法人リクルートサイト

https://www.akita-kyujin.com/

【https://www.houjukai.net/】

歯科医師募集！

移住したら最大

100万円支給！

【移住支援金対

象】／1／

歯科医師免許／経験不問／

普通自動車免許（AT限定者

可）／木造建築構造物の施工

経験者優遇　　やる気があれ

ば未経験者でも可／不問

建設サービス産業を目指し、社会に

貢献することを目的とする。

・流通店舗に関しては土地情報の提

供による受注活動

・ASJの住宅ｲﾍﾞﾝﾄを通じて全国の登

録建築家と顧客をマッチングさせ設

計から施工まで顧客をサポートする

業務

秋田県内全域、一部他県あり

マイカー使用（ガソリン代支給）

日、祝、その他

会社カレンダーによる

81 令和元年10月11日

総合建設業。庁舎・宿泊研修施設・学

校・工場・事務所・倉庫・マンショ

ン・アパートなど、官公庁・民間の建

築工事を幅広く請け負っています。

【https://kato-construction.co.jp/】

営業／１名／
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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：秋田市）

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

医療法人社団宝樹会 秋田市 09:00 ～ 19:00

0100201 6,000,000円 018-853-5045

秋田県秋田市天王字二田

219-122

～10,000,000円 応募受付の電話又はメールに

より応募ください。

info@houju-kai.or.jp

社会福祉法人新秋会 秋田市 ～ 05010-735001 伊藤　功典

0110945 150,000円 2705 018-816-0377

秋田県秋田市土崎港

西3-11-5特別養護老

人ホームひなた内

～　165,000円 下記いずれかにてご応募

ください

・ハローワークより事前

連絡のうえ、「履歴書、

紹介状」を事業所宛てに

郵送

・事前連絡のうえ「ＨＰ

のエントリーシート、履

歴書」を事業所宛てに郵

送

headoffice@shinshukai.site

社会福祉法人新秋会 秋田市 08:30 ～ 17：30 05010-736301 伊藤　功典

0110945 180,000円 2752 018-816-0377

秋田県秋田市土崎港

西3-11-5特別養護老

人ホームひなた内

～　250,000円 下記いずれかにてご応募

ください

・ハローワークより事前

連絡のうえ、「履歴書、

紹介状」を事業所宛てに

郵送

・事前連絡のうえ「ＨＰ

のエントリーシート、履

歴書」を事業所宛てに郵

送

headoffice@shinshukai.site

法人施設内での看護業務

・入居者の健康管理（脈拍、血圧、

体温の測定等）

・薬の管理

・受診援助（車の運転はありませ

ん）

・嘱託医との連絡調整

＊ブランクある方、安心して就業で

きます

＊介護業務はほとんどありません

ハローワーク求人番号

05010-732611

その他

週休二日制（休日、勤

務日はシフトによる交

代制）

86 令和元年11月22日

【http://shinshukai.site】 看護職員募集／3

名／

看護師または准看護師／不問

／不問

不問（介護福祉士・初任者研

修・実務者研修修了者あれば

尚可）／不問／不問

法人施設内において、入所者の入

浴・食事・排泄などの日常生活の生

活介護全般

ハローワーク求人番号

05010-731311

その他

週休二日制（休日、勤

務日はシフトによる交

代制）

・歯科医師等の採用、人事管理

・医療法人運営本部の統括

・経営マネジメント　等
祝、その他

シフト制

85 令和元年11月22日

【http://shinshukai.site】 介護職員募集／3

名／

84 令和元年11月8日

法人リクルートサイト

https://www.akita-kyujin.com/

【https://www.houjukai.net/】

総務・人事担当部

長募集！【移住支

援金対象】／1／

／人事・総務・経理関連業務／
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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：秋田市）

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　アド東北 秋田市 09:00 ～ 17：00 05010-22492791 斉藤　英樹

0100921 190,500円 2992

書類郵送（履歴書/写真

添付、職務経歴書、ハ

ローワーク等の紹介状）

e-saitou@ad-tohoku.co.jp

ハローワーク求人番号：

05010-4020901

株式会社　アド東北 秋田市 0 09:00 ～ 17：00 05010-22756091 斉藤　英樹

0100921 190,500円 2991

秋田県秋田市大町1-

3-34ADTビル

～　225,084円 書類郵送（履歴書/写真

添付、職務経歴書、ハ

ローワーク等の紹介状）

e-saitou@ad-tohoku.co.jp

WEBプランナー/WEB広告全般につ

いて、協力会社のWEBデザイナー・

ディレクターと共に、スポンサーの

要望に応えるよう企画・構築・運

営・管理等を行います。未経験者は

先輩と同行しながら業務の知識を吸

収し、経験を積んでいきます。

土、日、祝

土日祝日勤務には代休

申請可

88 令和元年12月13日

福利厚生面では充実しており、当社独

自の制度もあります。健康保険、介護

保険、労働保険、厚生年金はもちろ

ん、全額会社負担の年金基金に加入し

ており、退職後に支給を受けることが

できます。健康診断は年1回「一般健

診」を全員会社負担で受けられます。

休暇に関しては、有給休暇の取得の促

進を行っており、さらに「私傷病特別

休暇制度」があり、長期入院が必要と

なった場合、有給休暇+私傷病特別休

暇で、最長80日の有給休暇を利用でき

ます。【http://www.ad-

tohoku.co.jp】

WEBプランナー

【移住支援金対

象】／1名程度／

普通自動車運転免許/AT限定

可／経験不問／不問

普通自動車運転免許/AT限定

可／経験不問／大卒以上

企画営業/テレビ・ラジオ・新聞・雑

誌・ＷＥＢ・チラシ等の広告・企画

の提案営業。受注後、協力会社のデ

ザイナーやクリエーターにコンテン

ツの制作を依頼し、制作進行管理を

行います。お客様の校正が終了した

素材をメディアへ納品を行います。

その後、お客様のフォローを行い次

の広告や企画を提案します。

土、日、祝

秋田県秋田市大町1-

3-34ADTビル

～　225,084円 土日祝日勤務には代休

申請可

87 令和元年12月13日

福利厚生面では充実しており、当社独

自の制度もあります。健康保険、介護

保険、労働保険、厚生年金はもちろ

ん、全額会社負担の年金基金に加入し

ており、退職後に支給を受けることが

できます。健康診断は年1回「一般健

診」を全員会社負担で受けられます。

休暇に関しては、有給休暇の取得の促

進を行っており、さらに「私傷病特別

休暇制度」があり、長期入院が必要と

なった場合、有給休暇+私傷病特別休

暇で、最長80日の有給休暇を利用でき

ます。【http://www.ad-

tohoku.co.jp】

企画営業【移住

対象求人】／1名

程度／35歳まで
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