
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 05030- 4940801

定年を上限

64歳以下

352,427円～
565,213円

(1)8時00分～17時00分

◎工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。
具体的な業務としては、業者等との打合せや、
写真管理、書類作成（ＰＣ使用）、下請業者へ
の指示・管理などです。
※可能でしたら、図面修正（ＣＡＤ使用）もし
ていただきます。
官公庁発注支援業務
・工事監督技術支援業務、積算技術支援業務、

3人

04010-55460601

雇用・労災・
健康・厚生

秋田県大館市字代野２６３－２

15

株式会社　光輪技研 電子部品のテーピング ◎約５ｍｍ位の大きさの電子部品をテープ状の
トレイに入れて検査・テーピングする軽作業で
す
※専用のテーピング機械を使用するため、椅子
に座っての作業となります（立ち仕事ではあり
ません）
※作業はマンツーマンで指導します


2人

(1)8時30分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市下代野３８－１ 雇用期間の定めなし

不問正社員以外 123,552円～
123,552円

05030- 4922401
厚生

就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許ＡＴ
35歳以下 月給

05030- 4933201

(1)8時30分～17時30分

又は7時00分～19時00分の
間の8時間

正社員 140,400円～
221,800円

キャリア形成

美容師
不問 月給

秋田県大館市字向町７ 雇用期間の定めなし

不問

月給
雇用・労災・
健康・厚生不問

(1)10時00分～19時00分

(2)10時00分～18時00分

14

酒本興業　株式会社 鍛冶エ・溶接工 ・工事現場での鍛冶及び溶接作業員として従事
していただきます。
・県外（東北全域、まれに関東方面）への出張
があります。その際の宿泊費は会社負担となり
ます。
・１０ｍ以上の高所作業があります。
※やる気のある方は未経験者でも指導していき
ます。

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
不問 月給

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市比内町扇田字押切１５－３６ 雇用期間の定めなし

不問正社員 200,000円～
360,000円

05030- 4919001

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

03010-21305901

05030- 4936301

(1)9時00分～17時00分

不問 140,000円～
230,000円

不問有期雇用派遣労働者 161,700円～
161,700円

13

マンパワーグループ　株式会社　盛岡支店 一般事務（大館市） 派遣先事業所において以下の業務を担当してい
ただきます。
■専用端末への入力業務（事故登録）
■電話応対（取り次ぎ）
■書類チェックや照合作業
■ファイリング
■庶務業務など
※雇用開始日は採用が決まり次第からとなりま

1人

12

Ｃｌａｓｓ　ｈａｉｒ＆ｅｙｅｌａｓｈ
（クラス　ヘアーアンドアイラッシュ）

美容アシスタント ◆当店において美容アシスタントとして下記の
業務に従事して頂きます
＊美容室の補助業務
＊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
◎美容師免許不要です


1人
秋田県大館市字向町７ 雇用期間の定めなし

正社員

岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁目９－１　マ
リオス１５Ｆ

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

11

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

1人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員 140,000円～
230,000円

05030- 4934501

(1)10時00分～19時00分

(2)10時00分～18時00分

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市

10

あきた北農業協同組合 総合農協職（正職員） ●総合職として下記いずれかの業務に従事しま
す
◆信用事業・・貯金の受け入れ・払い戻し、為
替、貸し付けに関する事務
◆共済事業・・新契約、異動、保全等に関する
事務
◆購買事業・・生産資材・生活資材等の受注・
仕入れ・配送在庫管理に関する事務及び荷受

3人

9

株式会社　大館自動車部品商会 ルート営業【トライア
ル雇用併用求人】

◆主に自動車関連支援パッケージソフトウエア
（整備・板金・車両販売・会計）の販売及びサ
ポート業務に従事していただきます
【トライアル雇用併用求人】
トライアル雇用とは、３ヶ月間の試行雇用期間
を経てその後の常用雇用を見込んだ制度です
常用移行要件：定型的業務（仕事内容参照）を
支障なく出来ること

1人
秋田県大館市根下戸新町１９－５９ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市根下戸新町７－２２ 雇用期間の定めなし

就業場所

就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許一種

キャリア形成 145,000円～
220,000円

(1)8時30分～17時30分

(2)9時00分～17時00分

05030- 4929601

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許ＡＴ
不問 月給

秋田県大館市二井田字ケラキ森９３－１ 雇用期間の定めなし

不問

パソコンワープロ可
44歳以下 月給

パソコン表計算可

8

日本道路（株）東北支店　大館アスコン共
同企業体

作業員 ◆アスファルトプラントの点検・清掃等に従事
していただきます
◎車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘
削）運転資格あれば尚可
※業務に必要な資格取得に関しては、会社で全
額負担いたします

1人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外 167,000円～
250,000円

05030- 4928301

(1)8時00分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

(1)9時00分～18時00分

キャリア形成正社員 160,000円～
250,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
40歳以下 月給

パソコンワープロ可

05030- 4926501

(2)10時00分～16時00分

05080- 2294201

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

7

有限会社　ホテヤ不動産 営業【トライアル雇用
併用求人】

◆不動産に関わる下記業務に従事していただき
ます
・接客対応、物件案内、建物管理
・データ入力、契約書や資料作成等
・その他付随する業務
※ノルマはありません
☆未経験の方でも、入社後丁寧に指導しますの
で、安心してご応募ください。

1人

6

社会福祉法人　花輪ふくし会 介護員・支援員【正職
員】

●社会福祉法人花輪ふくし会は、障害者（児）
入所施設・グループホームでの生活支援及び就
労・軽作業・日中活動支援、老人福祉施設での
身体介護・生活介護等を提供します。
【主な仕事】
１．生活訓練、作業訓練に係る業務
２．利用者の食事、入浴、排泄等の介助、介護
業務

1人
秋田県鹿角市花輪字案内６３－１ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市字桂城３４ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

キャリア形成

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

定年を上限 175,500円～
187,500円

普通自動車免許一種
50歳以下 月給

雇用・労災・
健康・厚生

車両系建設機械（整地・運搬・積込用及び掘削用）運転技能者
64歳以下 月給

普通自動車免許一種

5

酒本興業　株式会社 工場作業員 ◆当社工場にて下記に業務に従事していただき
ます
（工場内の作業となります）
・溶接作業
・組立作業
・機械を使用した鉄骨の切断、穴開け
・その他付随する仕事
※やる気のある方は未経験者でも応募可能です

1人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員 200,000円～
360,000円

05030- 4942501

(1)8時00分～17時00分

秋田県大館市比内町扇田字押切１５－３６ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

パソコンワープロ可

4

株式会社トータルアシスト 重機オペレーター ◆土木作業（建物の基礎工事、用水路工事等掘
削作業中心）における重機オペレーター業務に
従事していただきます
・大館市内の現場でのバックホーの操作が中心
となります
・土木作業をして頂く場合もあります
（手作業で行う必要のある部分を行っていただ
く場合がありますが、それほど体力的な負担は

5人

3

株式会社トータルアシスト 作業員 ◆作業員として下記業務に従事していただきま
す
・建築工事全般
・解体作業
・除雪作業
・その他、上記作業に付随する業務
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）

5人
秋田県大館市字館下７３番地４ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市字館下７３番地４ 雇用期間の定めなし

(1)8時00分～17時00分

普通自動車免許一種
日給

定年を上限正社員 200,000円～
280,000円

不問

181,750円～
216,100円

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

不問 月給
パソコン表計算可

雇用期間の定めなし
普通自動車免許ＡＴ

05030- 4941201

〒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）一般；週刊求人情報 

2

有限会社　畠忠機工 一般事務員 ◆当社において、一般事務員として下記の業務
に従事していただきます
・電話、来客対応
・伝票作成、伝票管理、帳簿記帳
・請求書発行、発注業務
・その他、事務所内の清掃等
・パソコン（ワード、エクセル）操作あり

1人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員

1

株式会社　ナスキー　仙台東口支店 土木技術者　【秋田
県】

150,000円～
150,000円

05030- 4939101

宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目１０－７
サンライン第６６ビル７階

雇用期間の定めなし

パソコンワープロ可
64歳以下 月給

パソコン表計算可

(1)8時30分～17時30分

(2)9時00分～17時30分

（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

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限正社員

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


就業場所 秋田県大館市

拠出・給付
就業場所 秋田県大館市

石垣鐵工　株式会社 ＮＣＣＡＤオペレー
ター

◆ＰＣによるＮＣデータ作り作業に従事してい
ただきます
◎未経験の方でも丁寧に指導します
◎求めるのはチャレンジ精神です！
※会社で必要とする資格は、入社後全額会社負
担で取得できます
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）

2人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 月給

秋田県大館市二井田字前田野５番地２ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 170,000円～
250,000円

05030- 4912901
拠出

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市釈迦内字稲荷山下２９１－１ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 250,000円～
367,500円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

05030- 4910301

株式会社　みらいえ工房 建築設計（住宅） ◆当社において、建築物の設計及び現場施工管
理に従事していただきます
◎建築確認申請業務
◎その他、建築関連業務
※建築士の資格が無くても応募可能です
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）

1人

(1)8時00分～17時30分

就業場所 秋田県大館市

不問 191,200円～
262,900円

(1)8時00分～17時00分

05030- 4900201

雇用・労災・
健康・厚生

有限会社　山田工業 土木作業員 ◆各工事現場において、土木作業に従事してい
ただきます
◎鉄塔基礎工事及び一般土木工事
◎解体工事
※会社へ出勤後、社有車で現場へ移動します
※現場は主に秋田県北地区、秋田・青森県内も
あり
※宿泊を伴う出張あり（宿泊代・食事代・交通

2人
秋田県大館市立花字中立花２６０－１ 雇用期間の定めなし

正社員

就業場所 秋田県大館市

秋田県大館市東台２丁目１番７５－２号 雇用期間の定めなし
普通自動車免許ＡＴ

定年を上限

普通自動車免許一種
不問 日給

05030- 4895801就業場所 秋田県大館市

定年を上限無期雇用派遣労働者 135,000円～
142,000円

雇用・労災・
健康・厚生59歳以下 月給

05020- 4437201

28

株式会社　ＫＡＣテクノ　能代事業所 シール貼り及び検品 ◇大手製薬会社でのお仕事です。
＊出来上がった製品にシールを貼る単純作業の
お仕事になります。シール貼りと検品作業を同
時に行っていただきます。
＊流れ作業で、部門によっては立ち仕事が中心
になります。
＊現場教育が充実しております。
※未経験者歓迎

1人

(1)8時30分～17時30分

27

東日本スターワークス株式会社　仙台テク
ニカルセンター

プラント設計業務 化学系のプラン設計・配管設計業務をご担当頂
きます

1人
宮城県仙台市青葉区中央１丁目２－３　
仙台マ－クワン１９Ｆ

雇用期間の定めなし

無期雇用派遣労働者

秋田県能代市万町２－２０　ＴＫビル２階 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

04010-54318801

雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
59歳以下 月給

パソコン表計算可

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限 250,000円～
350,000円

(1)9時00分～18時00分

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

秋田県大館市二井田字前田野５番７ 雇用期間の定めなし

定年を上限
拠出・給付

就業場所 秋田県大館市

26

ニプロファーマ株式会社　大館工場 品質管理業務 ◆医薬品の原料や製品における理化学試験業務
を担当していただきます
◎原料・製品の品質確認
◎ＧＣ・ＨＰＬＣ等を使用した、製品の純度・
定量試験分析
◎その他、試験装置を使用した分析操作等の業
務
※試用期間３ヶ月あります（その間、意欲業績

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員 141,500円～
255,000円

05030- 4916801

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限正社員 141,500円～
255,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

パソコンワープロ可
59歳以下 月給

パソコン表計算可

05030- 4915701

25

ニプロファーマ株式会社　大館工場 製造管理業務（事務） ◆製造管理に関わる下記業務に従事していただ
きます
◎製造に関わる計画
◎製造記録書の作成・発行管理
◎製造データの集計・分析

1人

(1)8時30分～17時30分

24

佐藤石油　株式会社 ガソリンスタンドス
タッフ（比内給油所）

◆ガソリンスタンドにて、ガソリンや軽油等を
お客様の車に給油する業務やガソリンスタンド
に関する一般業務に従事していただきます

1人
秋田県大館市餅田字前田３４－４ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市二井田字前田野５番７ 雇用期間の定めなし

(3)10時00分～19時00分

定年を上限 150,000円～
180,000円

(1)7時30分～16時30分

05030- 4913101

雇用・労災・
健康・厚生

20

22

21

23

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

(2)9時00分～18時00分

有限会社　トータルケア　一心堂 看護師又は准看護師 ◆１１月より新規オープンする事業所におい
て、訪問看護業務に従事していただきます
◎電子カルテを使用し、業務の効率化を図って
いますのでｉＰａｄの操作を行っていただきま
す
◎訪問看護の範囲は大館市内
※移動には社有車：ＡＴ車又は自己所有車を使
用、自己所有車を使用した場合は距離に応じて

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 244,000円～
254,000円

看護師
64歳以下

普通自動車免許ＡＴ
高齢者等の特
定年齢層の雇

用促進
正社員 255,000円～

255,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

パソコンワープロ可
35歳～54歳 月給

パソコン表計算可

05010-19646401

准看護師
月給

19

株式会社　虹の街 幹部候補生（県北エリ
ア）「就職氷河期限定
求人」

○事業拡大による営業所数増加（毎年１カ所以
上新規開設）に伴い将来的に営業所運営を担っ
ていただく所属長又は、エリア統括（係長）を
募集致します。幹部候補生期間は、各種業務の
補佐と研修受講をしていただきます
＜業務内容＞
・エリア統括、営業所長のマネジメント業務の
補佐

1人

(1)8時30分～17時30分

18

パーソルテンプスタッフカメイ　株式会社
秋田オフィス

一般事務（大館市） ◆パソコンへのデータ入力
◆電話取次
◆保険金請求書類などの書類の突合
◆書類ファイリング
◆書類の段ボール詰め
◆その他庶務業務

1人
秋田県秋田市中通４丁目５－６　秋銀・明
治安田ビル７Ｆ
　

雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）
有期雇用派遣労働者

秋田県秋田市泉中央５丁目１－１６ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

05010-19639701

雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
不問 時給

不問 137,200円～
137,200円

(1)9時00分～17時00分

パソコンワープロ可
64歳以下 月給

パソコン表計算可
宮城県仙台市宮城野区榴岡３丁目１０－７
サンライン第６６ビル７階

雇用期間の定めなし
普通自動車免許ＡＴ

定年を上限

就業場所 秋田県大館市

株式会社　ナスキー　仙台東口支店 土木施工管理　【秋田
県】

工事竣工まで、現場管理をするお仕事です。
主にゼネコン１次２次下請け工事の土木施工管
理になります。
（お仕事の内容）
現場管理、測量、丁張、写真管理、業者等の打
ち合わせ、安全管理、書類作成、下請け業者へ
の指示など。
主に現場監督の補助的な作業になります。

3人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員

16

サンライズ産業株式会社 食品・雑貨配送運転手
【大館営業所】

352,427円～
565,213円

04010-54503801

年齢 賃金 就業時間 加入保険等

(1)3時00分～12時00分 雇用・労災・
健康・厚生

№ 求人者名・所在地・就業場所 職種 仕事の内容 採用
人数

17

５トン限定準中型自動車免許
18歳以上 日給

(2)4時00分～13時00分 準中型自動車免許

必要な免許資格

青森県弘前市大字賀田１丁目７－２ 雇用期間の定めなし
(3)5時00分～14時00分 中型自動車免許

法令の規定に
より年齢制限

がある
正社員 137,030円～

146,880円就業場所 秋田県大館市

４トン車を使用して、秋田県内（主に大館市
内、秋田市近隣）のスーパーやホームセンター
等小売店へ、食品・雑貨・日用品を配送する業
務です。
※本人の希望に合わせて配車も可能です。
勤務時間や休日についてご相談ください。

2人

02030- 9626501

29

有限会社　秋北電装サ－ビス 冷暖房及び給湯設備・
設置修理【トライアル
雇用併用求人】

◆住宅・施設には欠かせない冷暖房設備、給湯
設備の設置工事・修理を行っています
■主な仕事
○エアコンストーブなど冷暖房設備の設置・修
理
○給湯ボイラー・エコキュートなど給湯設備の
設置・修理
※営業エリアは県北地域になります

2人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
64歳以下 月給

秋田県大館市釈迦内稲荷山下４３－２ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 150,000円～
250,000円

05030- 4882601
厚生

就業場所 秋田県大館市

30

株式会社　田代工芸 製造作業員（製造全
般）

◆学校教材用の小箱・オルゴール等の部材を作
るための製造業務全般に従事して頂きます
・鋸で木を切断⇒プレーナー（鉤）掛け⇒幅を
決める
（すべて機械を使用します）
・木工機械を操作します
・商品をポリ袋に入れセットする作業等
※天然木の好きな方歓迎します

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
64歳以下 時給

秋田県大館市岩瀬字上岩瀬塚の岱５７ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 128,304円～
129,600円

05030- 4891901就業場所 秋田県大館市

31

金音紙器　株式会社 工場内作業及び配送 ◆工場内作業及びルート配送
◎工場内作業（紙製品の製造）
◎配送には社用車（２ｔトラック）使用
・配送の範囲は、県内全域・青森・岩手
・配送先が遠地の場合、早朝出勤（５：００
～）の場合あり
※試用期間：３ヶ月間あります

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許
59歳以下 月給

(2)5時00分～14時00分
秋田県大館市南神明町５－２５ 雇用期間の定めなし

(3)6時00分～15時00分

定年を上限正社員 153,450円～
204,600円

05030- 4893401就業場所 秋田県大館市

32

ニューロング秋田　株式会社 工場内作業員 ◆当社において、下記の業務に従事していただ
きます
＊加工…汎用旋盤、フライス盤等
＊溶接…ガス、アーク溶接等
＊組立…機械、電気組立
＊塗装
※業務の都合により配属先変更の可能性あり

3人

(1)8時30分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

秋田県大館市岩瀬字羽貫谷地山下６６ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 142,500円～
182,500円

05030- 4894701
厚生

就業場所 秋田県大館市


