
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

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：

05010-16387691

本荘電気工業株式会

社
8:30 ～ 17:00 社長室・佐藤　英夫

〒010-0973 171,000円 （電話）018-823-7281

ハローワーク求人番号：

東北木材株式会社 8:00 ～ 16:40 総務部・續

〒016-0807 180,000円 （電話）0185-54-1533

ハローワーク求人番号：

05020-3110591

東北木材株式会社 8:00 ～ 16:40 総務部・續

〒016-0807 160,000円 （電話）0185-54-1533

ハローワーク求人番号：

05020-1056301

◎将来は管理職としての幹部候補。

　そのために、製造・販売に精通す

る能力を高めるために一から学んで

いただきます。

◎製造とは、製材工場において、建

築用材の生産工程を実践して学びま

す。

◎販売とは、得意先を知り、顧客の

ニーズに応じて納品活動をします。

応募受付の電話にお問い

合わせください。

※／休日：会社年間

カレンダーにより所

定休日を指定　年間

休日数９３日

秋田県能代市字大森

山１番地１８

～　180,000円 （メール）

honsha@tohokumokuzai.jp
4 平成31年4月19日

◎建築用材の製造

〔会社ホームページ〕

http://www.tohokumokuzai.jp/

能代市 管理職／２名／ 普通自動車免許／経験不問／

大卒以上

◎工場入荷原木の検品業務。

◎山林毎木調査及び資産業務。

◎木材伐採現場の指導の補助及び監

督。

応募受付の電話にお問い

合わせください。

※／休日：会社年間

カレンダーにより所

定休日を指定　年間

休日数９３日

秋田県能代市字大森

山１番地１８

～　250,000円 （メール）

honsha@tohokumokuzai.jp
3 平成31年4月19日

◎建築用材の製造

〔会社ホームページ〕

http://www.tohokumokuzai.jp/

能代市 山林部管理職／

１名／

普通自動車免許／経験不問／

大卒または林業大学校卒

■官公庁および企業への営業活動。

積算、入札事務、入札等届出にかか

る書類提出

　＊営業範囲は各管内の官公庁及び

企業

　＊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　秋田県内営業所及び

東京支社（東京都千代田区）

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）を送付

住宅手当10,000円～15,000円

運転手当5,000円　　役付、資

格、技術、通勤手当

（※赤字部分H31.4.26修正）※／休日：土日祝日

その他会社が定める

日

秋田県秋田市八橋本

町3-3-3

～　211,000円 （メール）

sato_hideo@hecic.co.jp
2 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/

秋田市・

由利本荘市・

能代市・

大仙市

営業／１名／不

問

・普通自動車免許

・ＰＣ(ワード・エクセル)／

経験不問／高卒以上

■電気工事の設計・積算・施工管理

に従事していただきます。主に商業

ビル、病院、工場、トンネル、道路

照明等大型工事

　＊現場は秋田県内が中心。稀に県

外への出張もあり。

　＊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　秋田県内営業所及び

東京支社（東京都千代田区）

　＊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）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

（※赤字部分H31.4.26修正）
※／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

1 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/

秋田市・

由利本荘市・

能代市・

大仙市

電気工事エンジ

ニア／２名／不

問

・普通自動車免許

・電気工事施工管理技士に興

味のある方／経験不問／高卒

以上

秋田県移住支援金対象求人情報（勤務地：能代市）

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：能代市）

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　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：

05050-2717591

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：

05010-11069891

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：

05010-11068791

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：

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：

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
9 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／

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
8 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

1級土木施工管理技士／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
7 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

1級建築施工管理技士／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
6 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／

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

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、１

０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
5 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))

薬剤師免許／不問(経験あれ

ば尚可)／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：能代市）

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：

有限会社　石井電気

工事
8:00 ～ 17:00 ・石井

〒016-0014 178,000円 （電話）0185-55-0973

ハローワーク求人番号：

有限会社　石井電気

工事
8:00 ～ 17:00 ・石井

〒016-0014 148,000円 （電話）0185-55-0973

ハローワーク求人番号：

05020-1647211

株式会社　鹿渡工業 8:00 ～ 17:00 ・鎌田　一明

〒016-0179 180,000円 （電話）0185-87-2270

ハローワーク求人番号：

05020-3995691

（メール）

kazuaki-kdk@r2.dion.ne.jp

普通自動車免許／経験不問／

高卒以上

地質・土木・設備・水道・管理・技

術職員募集。

興味・やる気・根気のある方、仕事

の大小にかかわらず楽しみを見いだ

せる方。

未経験でも社内研修等があるので安

心して働けます。

電話連絡の上メールにお

問い合わせください。

※／休日：会社カレ

ンダーによる。年間

休日数95日

秋田県能代市浅内字

横道34-4

～　350,000円

13 令和元年7月12日

地質調査、建設コンサルタントに係る

管理・実務全般、給排水冷暖房衛生設

備工事、水道工事、井戸工事、融雪工

事

能代市、

山本郡三種町

専門的・技術的

職業／土木技術

者／３名程度／

不問

電気工事士1､2種/普通自動車

免許（AT限定不可）／不問

（電気工事経験あれば尚可）

／不問

■工場・住宅・公共施設等の屋内配

線工事

事前に電話連絡の上、履

歴書（写真貼付）を郵送

してください。

※時間外あり　月平

均10時間

休憩時間　100分／

休日：日他　週休二

日制隔週

会社カレンダーによ

る

秋田県能代市落合字

上前田139

～　200,000円 （メール）

12 令和元年6月28日

■建物等の電気工事及び管理業務全般

　工場・住宅・公共施設等の

　屋内配線工事

能代市、

三種町

電工／２名／59

歳以下(定年年齢

を上限(省令1

号))

電気工事施工管理1､2級/普通

自動車免許（AT限定不可）／

不問／不問

■建物等の電気工事及び管理業務全

般

＊工場・住宅・公共施設等の屋内配

線工事

事前に電話連絡の上、履

歴書（写真貼付）を郵送

してください。

※時間外あり　月平

均10時間

休憩時間　100分／

休日：日他　週休二

日制隔週

会社カレンダーによ

る

秋田県能代市落合字

上前田139

～　230,000円 （メール）

11 令和元年6月28日

■建物等の電気工事及び管理業務全般

　工場・住宅・公共施設等の

　屋内配線工事

能代市、

三種町

電工（管理業務

含む）／２名／

59歳以下(定年年

齢を上限(省令1

号))

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
10 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／
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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：能代市）

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

秋木製鋼株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・高橋

〒016-0814 180,000円 （電話）0185-52-6311

ハローワーク求人番号：

05020-555111

秋木製鋼株式会社 8:00 ～ 17:00 総務部・高橋

〒016-0814 180,000円 （電話）0185-52-6311

ハローワーク求人番号：

05020-554911

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：

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：

・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

17 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

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.jp

秋田県能代市能代町

字中川原26

～　350,000円 （メール）j

un@akimoku.co.jp

16 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

能代市 営業／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

非破壊検査工／

３名程度／年齢

は不問

非破壊検査資格（ＰＴ２、Ｍ

Ｔ２等）／検査業務従事者／

特に無し

鋳鋼品の非破壊検査を行ってもらい

ます。

浸透探傷試験ＰＴ２

磁気探傷試験ＭＴ２

超音波探傷試験ＵＴ２

放射線探傷試験ＲＴ２

以上の資格保有者の求人となりま

す。

電話、メールなどで応募

をお願い致します。

※／休日：年間１０

８日（当社カレン

ダーによる）

※必要に応じて２交

代を実施します。

８：００～１７：０

０

２０：００～７：０

０／休日：年間１０

８日（当社カレン

ダーによる）

秋田県能代市能代町

字中川原26

～　350,000円 （メール）jun@akimoku.co.jp

15 令和元年7月19日

鋳鋼品の製造、加工、組立及び各種機

械設備のメンテナンスを行っておりま

す。

具体的には、発電プラント向けタービ

ンケーシング等の高温高圧向けや各種

用途のバルブ及び破砕機部品の鋳鋼品

を取り扱っております。

（会社ホームページ）

http://www.akimoku.co.jp

能代市

14 令和元年7月19日

鋳鋼品の製造、加工、組立及び各種機

械設備のメンテナンスを行っておりま

す。

具体的には、発電プラント向けタービ

ンケーシング等の高温高圧向けや各種

用途のバルブ及び破砕機部品の鋳鋼品

を取り扱っております。

（会社ホームページ）

http://www.akimoku.co.jp

能代市 ＮＣ旋盤工／２

名程度／年齢は

不問

特に無し／旋盤加工に精通し

ており、経験豊富な方／特に

無し

大型ＮＣ旋盤（φ1,500×6,000）を

使用して旋盤加工を行ってもらいま

す。

当社製品は複雑形状かつ一品ものば

かりで、また材質も多品種あり、工

具選択や加工治具の取扱などもあ

り、やりがいが非常にあります。

電話、メールなどで応募

をお願い致します。
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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：能代市）

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：

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

高田住宅工業株式会

社
山本郡八峰町峰浜 08:00 ～ 17：00 舛屋

0100963 270,000円 0185-76-3493

秋田県能代市昭南町

7-1

～　350,000円 電話及びメール。 minehama@takajuu.co.jp

ハローワーク求人番号：

05020-1040511

木造注文住宅を主体に鉄筋コンク

リート・鉄骨造建築物の設計及び現

場管理、官庁への届出書類作成及び

提出、仕事の現場は主に能代山本地

区、賃金は資格・経験等により考慮

します。60才以上の方も大歓迎で

す。

日、その他

正月お盆連続休暇

有。

20

令和元年9月6日

当社では木造注文住宅の設計施工を主

体に、鉄筋コンクリート・鉄骨構造建

築物の施工から一般土木工事まで、民

間・公共工事ともに総合的な営業受注

をしております。木造住宅の建築にお

いては資金繰・返済計画の相談や、秋

田県・能代市・八峰町などの各種補助

金の申請手続の代行等も行っておりま

す。不動産業としての土地の売買・分

譲・造成や、アパートの斡旋、新築・

増改築はもちろん、細かな補修工事

や、建築後のアフターサービスの充実

を図っております。

【http://www.takajuu.co.jp】

建築士（1級また

は2級）、または

建築施工管理士

（1級または2

級）／2名／

普通自動車免許（軽トラ等マ

ニュアル車も私用の為AT限定

不可）。／既記資格の範疇。

／不問。

・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

19 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

18 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
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