
　　 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。

定年を上限正社員 190,000円～
270,000円

登録販売者（一般医薬品）
18歳～59歳 月給

又は8時30分～22時30分
の間の8時間程度

拠出

（11月13日11月20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27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19日受付分）一般；週刊求人情報№① 

2

株式会社　ツルハ（ツルハドラッグ） 登録販売者　ツルハド
ラッグ大館南店（秋田

ドラッグストアにおいて、医薬品日用品等の
接客販売・商品管理・マネジメント等の業務
全般に従事していただきます。
※登録販売者の資格を有する者に限る 2人

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

正社員

1

株式会社　ツルハ（ツルハドラッグ） 登録販売者　ツルハド
ラッグ大館店（秋田県

190,000円～
270,000円

01240-20340701

北海道札幌市東区北２４条東２０丁目１
番２１号

雇用期間の定めなし

ドラッグストアにおいて、医薬品日用品等の
接客販売・商品管理・マネジメント等の業務
全般に従事していただきます。
※登録販売者の資格を有する者に限る 2人

01240-20322101

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

就業場所 秋田県大館市

北海道札幌市東区北２４条東２０丁目１
番２１号

雇用期間の定めなし

定年を上限
又は8時30分～22時30分
の間の8時間程度就業場所 秋田県大館市

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

登録販売者（一般医薬品）

拠出

18歳～59歳 月給

4

株式会社　ダイナミック・サニート 衛生管理技術サービス
【大館営業所】

＊企業向けの総合衛生管理業務、微生物・ウ
イルス対策施工、衛生設備清掃、防虫・防鼠
管理
（調査、モニタリング、防除、レポート）
＊既存顧客へのサービス紹介と提案（パソコ
ンでの資料作成）
＊青森兼、岩手県に１～２泊の出張が月に１

1人

3

株式会社　ダイナミック・サニート 衛生管理技術サービス
兼コンサルタント【大

＊企業向けの総合衛生管理業務、微生物・ウ
イルス対策施工、衛生設備清掃、防虫・防鼠
管理
（調査、モニタリング、防除、レポート）
＊既存顧客へのサービス紹介と提案
（環境改善提案と指導、パソコンでの資料作
成）

1人
秋田県秋田市外旭川字三後田１７５ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県秋田市外旭川字三後田１７５ 雇用期間の定めなし

就業場所 秋田県大館市

(1)8時30分～18時00分

キャリア形
成

40歳以下

普通自動車免許ＡＴ
キャリア形

成
正社員 180,000円～

220,000円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

パソコンワープロ可
40歳以下 月給

パソコン表計算可

05010-20037601

05010-20035001

パソコンワープロ可
月給

パソコン表計算可

普通自動車免許ＡＴ

220,000円～
300,000円

(1)8時30分～18時00分

5

株式会社　タクト ルート営業員 ◆既存顧客先（官公庁、学校、福祉施設等が
主な顧客）へのルート営業に従事していただ
きます
・ビルメンテナンス業務
（清掃業務、環境衛生業務、その他）の営業
・環境美化用品（玄関マット、清掃用品、洗
剤等）をカタログ、サンプルを利用しての販

1人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員 165,000円～
210,000円

05030- 4977501

(1)8時15分～17時00分 パソコンワープロ可
40歳以下 月給

パソコン表計算可
秋田県大館市御成町２－１７－１０ 雇用期間の定めなし

普通自動車免許一種
キャリア形

成

パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可

(1)9時00分～18時00分 雇用・労災

不問 144,000円～
144,000円

05030- 4981401

就業場所 秋田県大館市

7

協和牛乳輸送　株式会社 牛乳・乳製品の仕分け ◎冷蔵倉庫内（３℃）において、約２００種
類の製品の仕分け作業に従事していただきま
す（ケースに入ったパック製品の仕分けで
す）
＊その他、ハンディーパソコン（簡単な操作
です）を使用しての在庫調べ等あります
＊休憩場所は別途あり

2人

6

株式会社フルキャスト　大館営業課 人材コーディネーター ◆下記の事務業務に従事していただきます
◆登録者スタッフとの面談（登録説明会の対
応）
◆営業との打合せ（企業情報の共有、スタッ
フ情報の共有）
◆登録スタッフの人選（マッチング業務）
◆お仕事の紹介

1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）

正社員以外

秋田県大館市岩瀬字上軽石野３９－１４ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月未満）

(1)7時30分～16時00分

不問正社員以外 140,400円～
140,400円

雇用・労災 普通自動車免許ＡＴ
不問 日給

05030- 4982701

8

株式会社　０ＮＣ 土木作業員 ◆土木工事現場にて、一般土木作業全般に従
事していただきます
◎現場は大館市近郊が中心となります
◎現場には会社へ集合した後移動します
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条
件）
※６０歳以上の方歓迎（相談に応じます）

2人

雇用・労災・
健康・厚生

正社員 151,200円～
194,400円

05030- 4983801

(1)8時00分～17時00分 普通自動車免許一種
不問 日給

秋田県大館市下代野字代野道北６３－６ 雇用期間の定めなし

不問

パソコンワープロ可
64歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ

就業場所 秋田県大館市

定年を上限 156,280円～
165,000円

(1)7時00分～16時00分

05030- 4984201

雇用・労災・
健康・厚生

10

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）＜
９時～１７時＞

◆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

9

熊さん株式会社　大館麺ショップ 配達員及び営業【トラ
イアル雇用併用求人】

◆当社製品を１．５ｔトラック（箱形：ＡＴ
車）で、スーパーや食堂等へ納品する仕事で
す
・配達は、既存のルート配達となります
・配達範囲は、大館市内及び大館市近郊
・当社ユニホームを貸与します
【トライアル雇用併用求人】

2人
秋田県大館市釈迦内字山神台３０－５ 雇用期間の定めなし

正社員

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）

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

11

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）＜
８時４０分～１７時２

■電話来客応対
■パソコンによる書類作成（Ｗｏｒｄ・Ｅｘ
ｃｅｌ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ）
■専用端末によるデータ入力
■書類コピー・ファイリング
■社員業務補助など

1人

雇用・労災・
健康・厚生

有期雇用派遣労働者 150,332円～
150,332円

05010-20009801

(1)8時40分～17時20分

就業場所 秋田県大館市

13

有限会社　安部工務店 大工職人 ◆一般住宅の建築に伴う大工の業務に従事し
ていただきます
・現場は、主に大館市内
・現場までは、社有車で移動する場合があり
ます

1人

12

秋田水処理　株式会社 営業 ・水処理薬品の販売
・水処理に伴う装置の販売
＊ルート及び新規営業
＊秋田県北地域の一部エリアを担当していた
だきます
＊最初は他の社員がサポートします
＊業務及び通勤には社有車（ＡＴ車）を使用

1人
秋田県秋田市新屋豊町１－２８ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市餅田２丁目５－１１ 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

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
不問 日給

05030- 4956401

05010-20017201

(1)8時00分～17時30分

キャリア形
成

220,000円～
276,000円

不問正社員 237,600円～
313,200円

【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。

パソコンワープロ可
不問 時給

パソコン表計算可
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）

不問

パソコンワープロ可
月給

雇用・労災・
健康・厚生・
財形

パソコン表計算可
45歳以下

(1)8時30分～17時00分

普通自動車免許ＡＴ

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

05010-20008701

(1)9時00分～17時00分

有期雇用派遣労働者 137,200円～
137,200円

不問

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/


就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

虻商 プラント工事作業員 ◆現場における重量物据付、溶接等のプラント
工事に従事していただきます
＊現場は主に小坂町になります
＊現場へは、直行直帰又は会社へ集合してから
向かいます

2人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

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

秋田県大館市御成町３丁目６－５６ 雇用期間の定めなし

05030- 4970601

有限会社　花岡商店 一般事務 ◆当社において、事務業務全般に従事していた
だきます
◎来客・電話応対
◎伝票の起票及び仕訳け
◎パソコンへの入力作業
◎その他、事務作業全般

2人
秋田県大館市櫃崎字大道下１２－１ 雇用期間の定めなし

正社員

30

株式会社　タカヤ メガネ販売員（大館・
北秋田地区）

●メガネの販売に係る業務を担当していただき
ます
・誠意ある接客応対業務（電話の応対含む）
・メガネの度数検査、レンズ、フレーム選び
・メガネの加工、メガネの受け渡し
・メガネのアフターフォローに係る業務
・入荷伝票の整理等
・その他付随する業務

1人

(1)10時00分～19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

(2)10時00分～19時30分
秋田県鹿角市花輪字八正寺１－２　タカヤ
旭町オフィス２階

雇用期間の定めなし
(3)10時30分～20時30分

定年を上限正社員 170,000円～
210,000円 又は9時00分～20時00分

の間の8時間05080- 2310401就業場所 秋田県大館市

29

秋田県教育庁北教育事務所 中学校の数学講師（臨
時）【大館市】

◆中学校の数学の教員
＊教科指導
＊生徒指導
＊その他付随する業務
※熱意を持って生徒に寄り添った指導を行って
いただきます

1人

(1)8時00分～16時30分 公災・健康・
厚生

中学校教諭免許（専修・１種・２種）
不問 月給

秋田県北秋田市鷹巣字東中岱７６－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問正社員以外 175,204円～
290,059円

05031- 2059801就業場所 秋田県大館市

28

株式会社　小滝電機製作所 生産技術（機構設計）
【Ａターン併用求人】

◆技術部門における下記の生産技術業務に従事
していただきます
・車載用ＬＥＤ基板組立製造に必要な治工具や
機械装置の開発設計、組立全般
※機構設計製作経験者を希望します
【Ａターン併用求人】

1人

(1)8時10分～17時10分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

秋田県大館市釈迦内字上袋６－６ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 150,000円～
400,000円

05030- 4955101就業場所 秋田県大館市

27

株式会社　工藤米治商店 営業・販売員（総合
職）【正社員】

◆ガス、住宅設備、情報機器、給油所販売員、
燃料配送などのすべての業務に従事していただ
きます。
＊就業場所は、１～３のいずれかとなります
就業場所については、面談の上決定いたします
※試用期間：３ヶ月（その間の賃金等同条件）
◎ガス取扱、危険物取扱者資格があれば尚可
（資格がない場合は、入社後資格取得に向けて

1人

(1)8時15分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
59歳以下 月給

秋田県大館市常盤木町８－９ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 137,500円～
223,000円 又は7時00分～20時00分

の間の7時間以上05030- 4953601就業場所 秋田県大館市

(1)8時00分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
不問 日給

秋田県大館市餅田２丁目５－１１ 雇用期間の定めなし

不問正社員 133,920円～
162,000円就業場所 秋田県大館市

№ 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 必要な免許資格

◆一般住宅の建築に伴う大工の業務に従事して
いただきます
・現場は、主に大館市内
・現場までは、社有車で移動する場合がありま
す
＊家族的な雰囲気の中で、ものづくりを学べま
す
将来、建築大工を目指す方、意欲的な方の応募

1人

05030- 4958801

15

あきた北農業協同組合 作業員（准職員） ◆当組合事業場（米穀部）において、下記のい
ずれかの業務に従事していただきます
◎精米センター：精米作業、精米配達他
◎カントリーエレベーター：カントリー業務他
◎農業倉庫：販売品入出庫・保管管理他
＊雇用期間：採用日～令和３年３月３１日迄
（更新の可能性あり）
※准職員としての採用であるため、雇用は１年

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外

14

有限会社　安部工務店 大工（見習い）【トラ
イアル雇用併用求人】

129,600円～
164,916円

05030- 4960001

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

秋田県大館市根下戸新町７－２２ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許ＡＴ
39歳以下 日給

雇用・労災・
健康・厚生

キャリア形成 137,800円～
212,000円

(1)8時00分～17時00分

05030- 4962601

17

株式会社　ＣＯＮＮＥＣＴ　大館営業所 清掃業 退去後のアパートや新築、リフォーム後の施工
後清掃
除草、伐採
関連ビラのポスティング
一人立ちまでサポートします。
特別な資格は必要ありません

1人

(1)8時00分～17時00分

16

株式会社　ＣＯＮＮＥＣＴ　大館営業所 セールスドライバー ◎軽バンにて大館市を中心に指定のエリアでの
配送業務となります
未経験大歓迎！！
一人立ちまで徹底サポート！！
ノルマがない為自分のペースで働けます。
時間を大事にしたい方、今よりも稼ぎたい方、
車好きの方是非お待ちしております。

1人
秋田県大館市御成町３丁目６－５６ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市御成町３丁目６－５６ 雇用期間の定めなし

キャリア形成正社員 137,800円～
212,000円

雇用・労災・
健康・厚生39歳以下 日給

05030- 4963901

18

20

19

21

パソコンワープロ可
69歳以下 月給

パソコン表計算可

株式会社　ＣＯＮＮＥＣＴ　大館営業所 建築作業員（軽作業） ・建築工の手元作業
・現場の片付けや清掃などの軽作業
・その他、付随する業務
※主な現場は、県北地域となります 2人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 169,600円～
212,000円

05030- 4969501

普通自動車免許一種
39歳以下 日給

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限 188,000円～
300,000円

(1)9時00分～17時30分

05030- 4974701

雇用・労災・
健康・厚生

23

有限会社　石田運輸商会 普通トラック運転手 ◆大館～秋田県内の２ｔ車によるルート配送業
務に従事していただきます
◎試用期間：１ヶ月間あります
＊その間、基本給額は同一ですが乗務手当なし
＊別途、研修手当有り
＊未経験の方でも、親切丁寧に指導致します

2人

(1)4時00分～13時00分

22

株式会社　デラックスウエア ＷＥＢ管理及びシステ
ム開発

◆当社において下記業務に従事して頂きます
◎ＷＥＢ管理
◎システム管理及び開発
※サイト管理やＷＥＢ開発、システムの管理及
び開発などを行っていただきます
※パソコン操作できる方（ＷＥＢ、プログラミ
ング）
※経験者優遇

1人
秋田県大館市字桂城８－３ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市釈迦内字板子石２９－１ 雇用期間の定めなし

定年を上限正社員 213,920円～
247,020円

雇用・労災・
健康・厚生

中型自動車免許
18歳～59歳 月給

05030- 4975801

24

医療法人　健永会　大館記念病院 医療相談室職員 ◆当院において、入院・退院の調整業務に従事
して頂きます
＊院内での医療連携業務
◎試用期間６ヶ月あり（その間、賃金等同条
件）

1人

(1)8時15分～17時15分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外 250,000円～
333,333円

05030- 4976201就業場所 秋田県大館市

不問 年俸制

秋田県大館市御成町３－２－３ 雇用期間の定めなし

不問

不問 時給

不問 129,600円～
137,700円

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

26

有限会社　柴田慶信商店 営業販売員養成コース
２【有期実習型訓練】

◆大館曲げわっぱの販売に関する下記の業務に
従事して頂きます
◎受付、電話・来客応対、商品説明。見積書、
請求書、領収書作成
◎在庫管理、棚卸作業、社内外の文書作成、ク
レーム・トラブル対応。他店舗（日本橋三越
店、浅草店、わっぱビルヂング店）
　との連携。配送伝票作成、梱包、配送等

1人

(1)8時00分～17時00分

25

株式会社　バイテックファーム大館 現場作業員 ◆下記業務に従事して頂きます
・水耕栽培による播種、移植、収穫、出荷及び
梱包までの作業全般
・栽培室内全般の清掃
◎設定された温度の工場室内できれいな野菜を
栽培するための衛生的な作業です
※ユニホーム又は作業着は貸与します

1人
秋田県大館市釈迦内野崎８６ 雇用期間の定めあり

（４ヶ月以上）

正社員以外

秋田県大館市御成町２－１５－２８ 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

05030- 4951001

定年を上限正社員 126,360円～
126,360円

雇用・労災・
健康・厚生

パソコンワープロ可
59歳以下 日給

(2)8時15分～17時00分

05030- 4952301

キャリア形成

パソコンワープロ可
59歳以下 月給

パソコン表計算可

定年を上限 150,000円～
180,000円

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災・
健康・厚生

秋田県大館市川口字洞バミ４５－１９６ 雇用期間の定めなし

不問正社員 184,000円～
253,000円

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許一種
不問 日給

05030- 4971901

虻商 現場作業員 ◆主に大館市内の建設工事現場において、土木
工事・建築土木工事の作業に従事していただき
ます
＊現場へは、直行直帰又は会社へ集合してから
向かいます
※未経験者でも、意欲のある方の応募歓迎しま
す
※資格のある方には、重機オペレーターの作業

2人

(1)8時00分～17時00分

就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許一種
不問 日給

秋田県大館市川口字洞バミ４５－１９６ 雇用期間の定めなし

不問正社員 230,000円～
299,000円

05030- 4972101就業場所 秋田県大館市



　　 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。

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

就業場所 秋田県大館市

就業場所 秋田県大館市

05080- 2295501

雇用・労災・
健康・厚生

05030- 4946901

※ 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。 いとく大館ショッピングセンター、いとく片山店

※ 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。 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、
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。

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

　　　以 下 の 事 項 に ご 留 意 下 さ い 【週間求人情報は、次の場所でも配布しています】

05080- 2298601

40

社会福祉法人　花輪ふくし会 調理員【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．食事の調理、料理等の盛付、配膳、跡片付
け業務
２．厨房内の衛生管理業務

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

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 月給

定年を上限 156,000円～
168,000円

(1)8時30分～17時30分

栄養士
59歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ
秋田県鹿角市花輪字案内６３－１ 雇用期間の定めなし

定年を上限

就業場所 秋田県大館市

39

社会福祉法人　花輪ふくし会 栄養士【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．利用者の栄養管理
２．厨房内の衛生管理業務
３．行事等の食事管理

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員 162,000円～
170,000円

05080- 2297301

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限正社員 199,000円～
209,000円

雇用・労災・
健康・厚生

看護師
59歳以下 月給

准看護師

05080- 2296001

38

社会福祉法人　花輪ふくし会 看護師【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．健康管理、処置、薬の管理、食事の介助、
通院付添、緊急時の対応等
２．通院付添の際の運転業務

4人

(1)8時30分～17時30分

37

社会福祉法人　花輪ふくし会 保育士【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

秋田県鹿角市花輪字案内６３－１ 雇用期間の定めなし

保育士
59歳以下 月給

普通自動車免許ＡＴ

定年を上限 180,500円～
192,500円

(1)8時30分～17時30分

普通自動車免許一種
不問 時給

秋田県大館市釈迦内街道上９３－１ 雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問

36

株式会社コジマ商会　大館営業所 ルート配送 〇既存得意先への配送
※市内・鹿角・能代とコースが分かれているの
で、一度に広範囲になりません
〇社用車（ワゴン～２ｔ冷凍車を使用）
〇配送の前後の冷凍庫内で入出庫作業あり
（複数人で行うので負担が少ないです）
〇防寒着等の防寒用具は貸与しますので安心で
す

1人

(1)8時30分～17時30分 雇用・労災・
健康・厚生

正社員以外 163,400円～
163,400円

05030- 4944301

定年を上限正社員 143,000円～
154,000円

雇用・労災・
健康・厚生

準中型自動車免許
59歳以下 月給

05030- 4948401

35

株式会社　タイセイ 運転手兼作業員 ◆運転手兼作業員として下記の業務に従事して
頂きます
◎し尿汲取業務
◎浄化槽維持管理業務
◎その他、上記に関連した業務
＊業務範囲は、主に大館市内です
※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00分

34

株式会社　デラックスウエア 管理業務 ◆当社製造のメンズカジュアル衣料に関する企
画及び生産管理業務に従事していただきます
◎製品の納期に合わせた資材や備品の発注・管
理及び担当業者との調整など
※試用期間：３ヶ月（その間、賃金等同条件）
※Ａターン・Ｕターン希望者歓迎

1人
秋田県大館市字桂城８－３ 雇用期間の定めなし

正社員

秋田県大館市字沼館道上８２ 雇用期間の定めなし

雇用・労災・
健康・厚生

普通自動車免許ＡＴ
69歳以下 月給

定年を上限 138,800円～
215,000円

(1)9時00分～17時30分

18歳以上 時給
(2)16時00分～1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)0時00分～9時00分法令の規定に

より年齢制限
がある就業場所 秋田県大館市

33

株式会社　テクノ・サービス　秋田営業所 医薬品製造、検査【大
館市】

医薬品、試薬品の製造や検査を行って頂きま
す。
＊クリーンルーム内作業のため整容検査があり
ます。
（毛髪やペットの毛等混入防止のため）
＊裸眼による製品の目視検査があります。

1人

(1)8時00分～17時00分 雇用・労災

有期雇用派遣労働者

32

213,000円～
213,000円

05010-19894301

(1)9時00分～17時20分 雇用・労災・
健康・厚生

就業場所 秋田県大館市

普通自動車免許ＡＴ
不問 時給

04010-55716001

株式会社　レソリューション　仙台営業所 自動車整備士 ■スタッドレスのタイヤ交換
■タイヤ交換した後のタイヤを清掃
■袋詰め
■お客様の自動車にタイヤを積み込み
■自動車整備士補助
難しい仕事では無いので誰でも出来る仕事にな
ります。


1人
宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目２－３
仙台ＭＴビル１１階

雇用期間の定めあり
（４ヶ月以上）

不問有期雇用派遣労働者 188,235円～
235,293円

04010-55886201

31

株式会社　オンサイト 施工管理補助（建築
課）

未経験の方でも歓迎致します。
建設現場での現場監督の補佐（建築）に従事し
て頂きます。
・デジカメ等を使用した写真の管理・整理
・ＰＣを操作（Ｅｘｃｅｌ、Ｗｏｒｄ）し、書
類の作成
・施工担当への指示出し及び進行状況等の確認
など

1人

(1)8時00分～17時00分 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
宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０－３３

第２日本オフィスビル７階

雇用期間の定めなし
普通自動車免許ＡＴ

定年を上限正社員 245,440円～
459,520円就業場所 秋田県大館市

№ 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 必要な免許資格

お問合せ先  ：　０１８６－４２－２５３１
ハローワークインターネットサービス

ご利用時間  ：　午前８時３０分～午後５時１５分

https://www.hellowork.mhlw.go.jp休　　　　 日  ：　土曜・日曜・祝日・年末年始　

11月20日発行 （11月13日

～11月19日受付分）
[次回11月27日発行予定]

〒017-0046　　秋田県大館市清水1丁目５－２０

一般；週刊求人情報№② 

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

