
　　 応募要件・仕事の内容についての詳細は、求人票並びに窓口でご確認ください。

雇用・労災 パソコンワープロ可
18歳以上 時給

パソコン表計算可

05030- 4514501

普通自動車免許一種

(1)17時00分～11時00分

又は15時00分～0時00分の
間の5時間程度

パート労働者 900円～1,000
円

法令の規定に
より年齢制限

がある

普通自動車免許ＡＴ
18歳以上 日給

秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めなし

法令の規定に
より年齢制限

がある

普通自動車免許ＡＴ
日給

雇用・労災
18歳以上

【週間求人情報は、次の場所でも配布しています】

大館市北地区コミュニティセンター本館、 大館市役所

比内・田代各総合支所、大館中央公民館、 ハチ公プラザ、

北部男女共同参画センター、 あきた就職活動支援センター

いとく大館ショッピングセンター、いとく片山店

　　　以 下 の 事 項 に ご 留 意 下 さ い

応募要件・仕事の内容についての詳細は、求人票並びに窓口でご確認ください。

※ 紙面の関係上、全内容が掲載されておりませんのでご注意ください。

※ 応募希望の際には、『ハローワーク』にお問い合わせのうえ、『紹介状』の交付を受けてください。

雇用・労災
不問 時給

06030- 7390901

05030- 4516301
又は8時30分～19時00分の
間の6時間以上

又は9時00分～20時00分の
間の5時間程度

法令の規定に
より年齢制限

がある
8,800円～
10,000円

不問パート労働者 800円～800円

13

本間物産　株式会社 【ベル比内店】販売：
レジ

〇レジ担当
※雇用期間は【６ヶ月毎の契約更新】を行って
おり、更新時期は、毎年４月と１０月になりま
す。 2人

12

株式会社　タクト 駐車場警備（いとく
ショッピングセン
ター）

◆いとく大館ショッピングセンター駐車場内に
おいて、歩行者及び車両誘導、警備業務に従事
していただきます
・研修期間４日間あります（その間、日給＠
６，３３６円）
・月１５～２０日程度の勤務（お店のイベント
や催事等により実働１日６ｈ～９．５ｈ、月１
２０ｈ未満の勤務）

1人
秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

パート労働者

山形県飽海郡遊佐町比子字白木２３－３６
２

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

11

株式会社　タクト 交通誘導警備業務【大
館・鹿角・北秋田市地
域】

◆各種イベント会場等の駐車場管理、道路及び
工事現場での人・車両などの誘導業務に従事し
ます
◎各現場までは、自家用自動車使用となります
◎未経験者歓迎します
◎研修期間：４日間あります
（その間、日額＠６，３３６円）
◎月１５日程度の勤務

1人

雇用・労災

パート労働者 8,800円～
10,000円

05030- 4515001

(1)8時00分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市

10

株式会社　大館ロイヤルホテル フロントスタッフ（ナ
イト勤務）

◆ホテルフロント係の業務に従事していただき
ます
・予約受付、電話応対
・キャッシャー（レジ業務）
・パソコンへのデータ入力等
・施設維持管理他
【急募】

1人

9

東北ビル管財　株式会社 日常清掃（扇田保育
園）

◆園内の日常清掃業務に従事していただきます
◎事務所・遊戯室・保育室・トイレ等の掃除機
掛け、洗浄作業
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件） 1人

秋田県大館市片山字中通６－２ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市字長倉９３－２ 雇用期間の定めなし

就業場所

就業場所 秋田県大館市

不問 1,000円～
1,000円

(1)13時00分～17時00分

05030- 4513201

労災

64歳以下 時給

青森県弘前市大字西城北２丁目６－３ 雇用期間の定めなし

定年を上限

不問 時給

8

バンドーウエルフェアグループ株式会社介
護サービス事業部

施設介護スタッフ 有料老人ホームに入居されている方々の身の回
りのお世話をしていただきます。
おやつと食事の準備や介助、離床や臥床援助な
ど、介護職員の補助をしていただきます。 3人

雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者 980円～980円

02030- 8973801

(1)7時00分～16時00分

(2)10時00分～19時00分

(3)9時00分～18時00分

就業場所 秋田県大館市

不問パート労働者 800円～800円

雇用・労災
不問 時給

13010-94607201
又は9時00分～19時00分の
間の5時間程度

7

内藤商事株式会社 婦人服及び手芸用品販
売／大館市

婦人服及び手芸用品販売
レジ打ち
棚整理

1人

6

学校法人　日景学園 保育補助（有資格者） ◎未満児（０～３歳）のクラスにおける保育補
助に従事していただきます
※就業時間及び日数相談に応じます
※保育に関心のある方希望します
※保育士又は幼稚園教諭のいずれかの資格をお
持ちの方

1人
秋田県大館市釈迦内字館６８－１ 雇用期間の定めなし

パート労働者

東京都中央区東日本橋３－１３－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許一種
不問 時給

秋田県大館市釈迦内字山神社後３０－１５ 雇用期間の定めなし

不問

幼稚園教諭免許（専修・１種・２
不問 時給

保育士

雇用・労災

不問 850円～920円
又は7時30分～18時30分の
間の6時間05030- 4528401

5

株式会社　田代食品 配　送 ◆学校、病院、施設、スーパー等へ野菜、果物
等を配送する業務に従事していただきます
◎配送には、２ｔ箱型車、ワゴンタイプの車
（マニュアル車）又は軽自動車を使用
◎配送する野菜・果物等の積込み作業もありま
す
（２０ｋｇ程度の重量物を取り扱う作業あり）

1人

労災

パート労働者 792円～792円

05030- 4527101

(1)6時45分～9時45分

(2)6時45分～11時15分

(1)7時30分～11時30分

不問

不問

不問パート労働者 820円～820円

労災
不問 時給

05030- 4525601

03010-19927801

時給

800円～850円

(1)9時00分～15時00分

4

東北ビル管財　株式会社 日常清掃（ＪＡグリー
ン中央店）

◆店内の日常清掃
◎店内及び事務所、男女トイレ他の掃き拭き清
掃作業に従事していただきます
※週２日勤務（木曜日と日曜日）
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）

1人

3

みちのくコカ・コーラボトリング　株式会
社

ピッキングスタッフ
（製品仕分け作業／大
館市）

倉庫内での製品（飲料）仕分け作業および検品
等
・リスト（紙）を見ながら、配送先ごとに製品
を仕分けていくお仕事です。
・仕分け作業は、台車やローリフトを使用し運
びます。（製品１箱１０ｋｇ程度）
・仕分け後に、配送先ごとに検品をしていただ
きます。

1人
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第１地割２
７９

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）
パート労働者

秋田県大館市片山字中通６－２ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災

不問 時給

秋田県大館市御成町３－７－５８ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問
又は8時30分～20時00分の
間の6時間就業場所 秋田県大館市

パート；週刊求人情報 

2

（株）伊徳　いとく大館ショッピングセン
ター

【ダイソー】部門ス
タッフ

◆ダイソー売場において下記の業務に従事して
いただきます
・販売・レジ操作、及び接客業務
・陳列、デスプレイ、商品の品出し
・その他付随する業務等
＊土、日、祝日は交替で休む事が出来ます
＊就業時間相談に応じます
※時給加算について（９時～１８時ー＠８１０

1人

雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者

1

（株）伊徳　いとく大館ショッピングセン
ター

衣料品売場スタッフ

810円～810円

05030- 4545401

秋田県大館市御成町３－７－５８ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

◆売場において、下記の業務に従事していただ
きます
・販売・レジ操作、及び接客業務
・陳列、ディスプレイ、商品の品出し
・その他付随する業務等
☆土、日、祝日は交替で休む事が出来ます
○働き方改革関連企業【秋田県】男女イキイキ
職場宣言事業所☆就業時間相談に応じます

1人

05030- 4544101

雇用・労災・
健康・厚生

就業場所 秋田県大館市

（10月16日10月23日発行

就業時間年齢 賃金 加入保険等 必要な免許資格№ 求人者名・所在地・就業場所 職種 仕事の内容 採用
人数

[次回10月30日発行予定]

https://www.hellowork.mhlw.go.jp

〒017-0046　　秋田県大館市清水1丁目５－２０

お問合せ先  ：　０１８６－４２－２５３１

ご利用時間  ：　午前８時３０分～午後５時１５分

休　　　　 日  ：　土曜・日曜・祝日・年末年始　

ハローワークインターネットサービス

～10月22日受付分）

不問パート労働者 810円～810円

不問 時給

又は8時30分～20時00分の
間の6時間

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/


有限会社　ほのぼの　ショートステイ　ほ
のぼの

見守り ◆ショートステイにおいて、入所者の見守りの
業務に従事していただきます。
◎定員１０人
◎月１０日程度の勤務
◎３人のローテーションで担当していただきま
す
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）
＊６０歳以上の方も応募可能です

1人

(1)21時00分～7時00分 雇用・労災
18歳以上 日給

秋田県大館市根下戸新町１－１５ 雇用期間の定めなし

法令の規定に
より年齢制限

がある
パート労働者 8,000円～

8,000円
05030- 4510401

有期雇用派遣パート

秋田県大館市二井田字前田野３７－６ 雇用期間の定めなし
普通自動車免許ＡＴ

不問パート労働者 800円～800円

雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可

05030- 4509601

佐藤商事株式会社　大館支店 一般事務 ◆当社において下記業務に従事していただきま
す
◎電話応対
◎パソコン業務（伝票入力等⇒ソフトあり）
◎営業補助（受注・発注等の処理）

1人

(1)9時00分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

不問

パソコンワープロ可
不問 時給

(2)11時00分～18時00分

(3)13時00分～20時00分

不問 900円～900円

(1)9時00分～16時00分 雇用・労災

18

20

19

21

株式会社フルキャスト　大館営業課 ギフト販売員 ◆ギフト製品の包装及びＰＣ操作等を行ってい
ただきます

2人

(1)9時00分～16時00分 雇用・労災

有期雇用派遣パート 900円～900円

05030- 4507001

パソコンワープロ可
不問 時給

(2)11時00分～18時00分

不問有期雇用派遣パート 900円～900円
又は8時10分～17時10分
の間の8時間程度

雇用・労災
不問 時給

05030- 4506501

17

株式会社フルキャスト　大館営業課 組み立て及び検査業務 ◆車載用品の組み立て作業及び付帯する関連業
務に従事していただきます

2人

16

重寿し ホール及び調理補助・
洗場業務

◆下記の業務に従事します
・お客様のご案内、注文伺い、配膳等ホール内
での接客業務
・厨房内での調理補助、食器洗浄、厨房や洗い
場の清掃業務
※就業日数、時間、曜日等相談に応じます
（就業時間は１日４～６時間、週２０時間未満
で調整します）

2人
秋田県大館市中町４５－２ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市字水門前７５－２　グリーン
アイ長木川１Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マグナ
スビル

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

就業場所 秋田県大館市

不問 時給
労災

不問 900円～950円
又は16時00分～22時00分
の間の4時間以上05030- 4504801

必要な免許資格

○食品製造の工場にて、きりたんぽの製造業務
などをお願いいたします
＊ラインでの製造
＊出来上がったきりたんぽを運ぶ、箱詰めする
＊その他付随する業務

2人

05010-18046601

15

株式会社　テクノ・サービス　秋田営業所 食品の製造など（きり
たんぽ出荷業務）【大
館市】

○食品製造の工場にて、きりたんぽの出荷業務
などをお願いいたします
＊機械に通しての検品作業
＊出荷用段ボールのセット
＊その他付随する業務

1人

(1)9時00分～16時00分 雇用・労災

有期雇用派遣パート

14

株式会社　テクノ・サービス　秋田営業所 食品の製造など（きり
たんぽ製造業務）【大
館市】

950円～950円

05010-18047901

不問 時給
(2)14時00分～22時00分

№ 求人者名・所在地・就業場所 職種 仕事の内容 採用
人数

年齢 賃金 就業時間 加入保険等

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災
不問 時給

(2)8時00分～13時00分
秋田県秋田市中通２丁目１－３６　マグナ
スビル

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） (3)11時00分～18時00分

不問有期雇用派遣パート 1,000円～
1,000円就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

就業場所

秋田県大館市字水門前７５－２　グリーン
アイ長木川１Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満） (3)13時00分～20時00分

05030- 4508301

株式会社フルキャスト　大館営業課 ギフト販売員（１１／
２５～）

◆ギフト製品の包装及びＰＣ操作等を行ってい
ただきます

2人
秋田県大館市字水門前７５－２　グリーン
アイ長木川１Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）


