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就業場所 秋田県大館市

定年を上限パート労働者 850円～900円

59歳以下 時給

又は8時00分～18時00分の
間の8時間程度

（11月6日11月13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11月20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

～11月12日受付分）パート；週刊求人情報 

2

株式会社　タクト 洗濯業務（大館園） ◆施設内の洗濯業務に従事します
◎洗濯業務（職員の業務使用後のエプロン）
◎（１）～（３）の交替勤務となります（就業
時間参照）
＊月１０～１５日程度の勤務です
※試用期間：１ヶ月間（その間、労働条件変更
なし）
☆働き方改革関連認定企業【秋田県】男女イキ

1人

雇用・労災

パート労働者

1

株式会社　あきた創生マネジメント 介護職員

792円～792円

05030- 4938901

秋田県能代市二ツ井町切石字竜毛沢１７－
２

雇用期間の定めなし

(1)8時30分～17時00分

◇介護施設での介護業務に従事していただきま
す。
＊デイサービス：定員１２名の介護業務。
・入浴、食事介助等。 2人

05020- 4482601

雇用・労災

就業場所 秋田県大館市

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）

不問

(2)8時30分～16時30分

(3)8時30分～15時00分

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生

不問 時給

4

オレンジ代行 代行運転手（客車担
当）

◎お客様の車を運転し、お客様の目的地までお
送りする業務
◎運転前車両点検（随伴車）
◎その他、付随する業務全般に従事します 3人

3

有限会社　近代システム フロント係兼清掃係 ◆フロント係及び清掃係として下記の業務に従
事します
◎フロント業務、電話応対
◎飲食メニューの準備、配膳
◎客室の清掃
※研修７～１０日程度あり
（その間、１日３時間程度：時給７９２円）
試用期間：２～３ヶ月（その間、時給＠８００

1人
秋田県大館市茂内字鬼ケ台９ー１１ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市御成町２丁目８－３４ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

就業場所 秋田県大館市

法令の規定に
より年齢制限

がある

18歳以上

法令の規定に
より年齢制限

がある
パート労働者 792円～792円

労災 普通自動車第二種免許
20歳以上 時給

05030- 4930401
又は19時00分～2時00分の
間の5時間程度

05030- 4927001

普通自動車免許ＡＴ
時給

820円～1,000
円

(1)0時00分～9時00分

5

オレンジ代行 代行運転手（随伴車担
当）

◎代行車（随伴車）の運転業務
◎料金精算及び運行記録記載業務
◎運転前車両点検
◎その他付随する業務全般に従事します
※未経験者の方、歓迎します
丁寧に指導いたしますので安心して応募して下
さい

3人

労災

パート労働者 792円～792円

05030- 4931701
又は19時00分～2時00分の
間の5時間

普通自動車免許一種
20歳以上 時給

秋田県大館市御成町２丁目８－３４ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上） 法令の規定に

より年齢制限
がある

美容師
不問 時給

雇用・労災

不問 850円～1,000
円 又は10時00分～19時00分

の間の5時間以上05030- 4935001

7

株式会社　すき家 接客・調理／７号大館
店

牛丼のすき家での接客、調理、販売、清掃業務
です。
・接客（お客様のご案内、オーダーとり、料理
提供、食器の片付け）
・調理（料理の簡単な仕込み、盛り付け、洗い
物）
・清掃（店頭と店内を清潔に保つお掃除）
※難しい仕事内容ではありません。未経験の方

2人

6

Ｃｌａｓｓ　ｈａｉｒ＆ｅｙｅｌａｓｈ
（クラス　ヘアーアンドアイラッシュ）

美容師スタイリスト・
アシスタント

◆当店において、美容師として美容業務全般に
従事して頂きます
＊カット、パーマ、カラー等の業務
＊脱毛、フェイシャル等の業務
＊接客応対、電話応対などの業務
＊店内の清掃、整理整頓
※就業日数及び休日等相談に応じます


1人
秋田県大館市字向町７ 雇用期間の定めなし

パート労働者

東京都港区港南二丁目１８番１号　ＪＲ品
川イーストビル５階

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

就業場所 秋田県大館市

不問パート労働者 880円～880円

労災
不問 時給

13040- 5875102
又は9時00分～8時59分の
間の2時間以上

8

いとくデリカセンター（株）伊徳 きりたんぽ製造【期間
限定】

【業務拡大につき大募集！】
■いとくの青果コーナーで販売している、いと
くオリジナルたんぽや、県外に販売しているた
んぽの製造業務に従事していただきます。
※就業時間帯や曜日はお気軽にご相談下さい
※公共交通機関がありませんので、ご自分で通
勤出来る方
※雇用期間：採用日～令和３年１／１５迄

5人

雇用・労災

パート労働者 920円～920円

05030- 4920901
又は12時00分～20時00分
の間の6時間程度就業場所 秋田県大館市

不問 時給

秋田県大館市二井田字前田野３７－２９ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

不問

パソコンワープロ可
不問 時給

不問 850円～850円

(1)9時00分～13時00分

05030- 4923701

労災

秋田県大館市

10

株式会社　あきた六次会 梱包・発送作業及び食
肉加工補助

◆当社において、下記の業務に従事していただ
きます
＊梱包・発送作業
＊食肉加工の補助
※１日４～８時間、週４～６日程度の勤務とな
ります
（勤務時間や週の勤務日数は相談に応じます）

1人

9

株式会社　ＥＣＯワールド 事務 ◆当社において下記業務に従事していただきま
す
◎見積書及び請求書作成
◎ネット出品
◎商品の清掃及び梱包
◎電話応対等

2人
秋田県大館市池内字池内１５１番地１ 雇用期間の定めなし

パート労働者

秋田県大館市釈迦内字家下９－８ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

就業場所

就業場所 秋田県大館市

11

いとくデリカセンター（株）伊徳 トンカツ及びチキンカ
ツのパン粉付け業務

◆秋田県・青森県のいとく店内のお惣菜売り場
で販売しているトンカツ・チキンカツの製造業
務です
◎大型設備を使用しての調理です。レシピも
しっかり整備されていますので初めての方でも
すぐに調理加工ができるようになります

1人

雇用・労災・
健康・厚生

パート労働者 870円～870円

05030- 4899301

(1)9時00分～16時00分

就業場所 秋田県大館市

13

株式会社　タクト 料飲サービススタッフ
（たしろ温泉ユップ
ラ）

◆『たしろ温泉ユップラ』において、料飲ス
タッフとして下記業務に従事していただきます
◎レストラン、宴会等の料飲サービス
・料理の配膳、片付け等
※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

12

金音紙器　株式会社 紙製品の製造 ◆紙容器の製造作業に従事していただきます
◎機械で型に合わせて裁断
◎裁断した箱に紙を貼り付けする作業
※３ヶ月毎の契約更新となります 2人

秋田県大館市南神明町５－２５ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

パート労働者

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）

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生不問 時給

05030- 4921101

05030- 4911601

(1)10時30分～20時30分

不問 800円～900円

不問パート労働者 800円～900円

14

ほかほか弁当　御成町店 お弁当の調理及び店舗
作業

◆店舗作業員として下記の業務に従事していた
だきます
◎お弁当調理全般（煮物・揚げ物・仕込み等）
◎店頭での販売、電話受付
◎お弁当の配達、食材等の買い出し（社有車使
用：軽ＡＴ車）

1人

(1)9時00分～17時00分 雇用・労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

不問 時給

秋田県大館市二井田字前田野３７－２９ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

普通自動車免許ＡＴ
時給

労災
不問

(1)8時30分～13時30分

(2)13時30分～18時30分

労災
不問 時給

05030- 4925201
又は8時30分～19時00分の
間の4時間以上

パート労働者 850円～900円不問

秋田県大館市御成町３丁目１－８－１ 雇用期間の定めなし

不問パート労働者 800円～900円

就業場所 秋田県大館市 05030- 4890601

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
たんぽ製造業務）【大
館市】

○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

(1)12時00分～19時00分 雇用・労災
不問 時給

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 05010-19684001

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

