
　　職　　種 年齢 求人事業所名 必要な免許資格

賃金 就業時間 加入保険等

　　雇用期間等 採用人数 求人番号 　　その他

フルタイム求人
月給 言語聴覚士

59歳以下 (1) 8時30分～17時15分
TEL 0185-58-3311

1人 （従業員数 247人 ）
正社員 05020- 4081871 秋田県能代市

月給 交替制あり
64歳以下 (1) 8時30分～17時30分

TEL 0185-72-2720 (2)10時00分～19時00分
2人 （従業員数 20人 ）(3)16時30分～ 9時30分

正社員 05020- 3862271 秋田県山本郡三種町

日給 準中型自動車免許
不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-52-9813
2人 （従業員数 10人 ）

正社員以外 05020- 3965471 秋田県能代市
3ヶ月 契約更新の可能性あり

日給 変形（１年単位）
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-73-6292
3人 （従業員数 14人 ）

正社員 05020- 3989571 秋田県能代市

日給 変形（１年単位）
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-73-6292
3人 （従業員数 14人 ）

正社員 05020- 3990871 秋田県能代市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

TEL 0185-52-1026
1人 （従業員数 9人 ）

正社員 05020- 3997571 秋田県能代市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
45歳以下 (1)10時00分～18時00分

TEL 0185-52-7648 (2)12時00分～21時00分
1人 （従業員数 4人 ）

正社員 05020- 3701671 秋田県能代市

月給 変形（１年単位） 普通自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-52-5255
1人 （従業員数 5人 ）

正社員以外 05020- 3685971 秋田県能代市
3ヶ月 契約更新の可能性あり

月給 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 8時30分～17時30分 ホームヘルパー２級

TEL 0185-52-0545 介護職員初任者研修
1人 （従業員数 7人 ）

正社員 05020- 3644071 秋田県能代市

月給 交替制あり 介護職員基礎研修
不問 (1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級

TEL 0185-54-2613 (2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
2人 （従業員数 25人 ）(3)11時00分～20時00分

正社員 05020- 3367471 秋田県能代市

月給 交替制あり 介護福祉士
59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 普通自動車免許ＡＴ

TEL 0185-85-4666 (2) 7時00分～15時30分
2人 （従業員数 25人 ）(3)10時30分～19時00分

正社員 05020- 3385871 秋田県山本郡三種町

月給 交替制あり 介護支援専門員
59歳以下 (1) 8時30分～17時00分 介護福祉士

TEL 0185-85-4666 (2) 7時00分～15時30分 普通自動車免許ＡＴ
2人 （従業員数 16人 ）(3)10時30分～19時00分

正社員 05020- 3386271 秋田県山本郡三種町

月給 変形（１ヶ月単位） 介護職員基礎研修
66歳以下 (1) 7時00分～16時00分 ホームヘルパー２級

TEL 0185-88-8411 (2) 8時30分～17時30分 普通自動車免許ＡＴ
2人 （従業員数 20人 ）(3) 9時30分～18時30分

正社員 05020- 3454571 秋田県能代市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
不問 (1) 9時00分～18時00分 栄養士

TEL 0185-73-5219
1人 （従業員数 56人 ）

正社員 05020- 3467971 秋田県能代市

月給 変形（１ヶ月単位） 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 9時30分～19時00分

TEL 0185-52-0408
1人 （従業員数 6人 ）

正社員 05020- 3478671 秋田県能代市

雇用・労災・
健康・厚生・
財形雇用期間の定めなし 184,400円～

290,700円

174,700円～
207,000円

(4)16時30分～9時30分

ａｕ携帯電話の受付販売　 株式会社ハムセンター
秋田　本社

秋田県能代市河戸川字上西山５１－
３３

雇用期間の定めなし 155,000円～
235,000円

介護職員 医療法人　秋田愛心会
ドラゴンクリニック

雇用期間の定めなし 142,000円～
160,000円

(4)16時00分～10時00分

栄養士 有限会社　つなぎの里

雇用・労災・
健康・厚生

介護員（正社員）

秋田県能代市二ツ井町小繋字恋の沢
８２－１（法人事業部）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 140,000円～
160,000円

株式会社　松峰園　小規
模多機能型居宅介護事業
所「松峰園」

秋田県能代市落合字落合７２ー１

雇用・労災・
健康・厚生

事業所所在地

電話番号・従業員数

就業場所

介護員 有限会社　かもめ 秋田県能代市落合字亀谷地１－２９

検査・まとめ
【トライアル雇用】

株式会社
モードひまわり
二ツ井工場

秋田県能代市二ツ井町字比井野１８
－１

介護職員（グループホーム） 有限会社　せきれい 秋田県山本郡三種町鯉川字内鯉川１
０８－４

秋田県能代市二ツ井町字比井野１８
－１

言語聴覚士 能代山本
医師会病院

秋田県能代市檜山字新田沢１０５－
１１

秋田県山本郡三種町浜田字上浜田１
番地

雇用期間の定めなし

秋田県能代市落合字下谷地２５１－
６

雇用期間の定めなし

計画作成担当者

雇用期間の定めなし

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満）

150,000円～
150,000円

株式会社　やさしい風 秋田県能代市上町６－６

医療法人　秋田愛心会
ドラゴンクリニック

秋田県山本郡三種町浜田字上浜田１
番地

雇用・労災・
健康・厚生

(4)17時00分～9時00分

雇用・労災・
健康・厚生

雇用・労災・
健康・厚生

175,700円～
212,000円

(4)16時30分～9時30分

介護職員（正社員）

サッシ組立配送業務
【未経験者】

有限会社せせらぎ
ショートステイさわやか

160,000円～
195,000円

訪問介護員

大渕トーヨー住器
株式会社

調理又調理補助員 有限会社　のしろ庵 秋田県能代市住吉町４－１３ 雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 176,000円～
200,000円

秋田県能代市字臥竜山３９番地２９

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 143,000円～
165,000円

浄化槽清掃及び排管洗浄補助 株式会社　能代広域清掃 秋田県能代市浅内字上西山９７番地
１

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上）

172,800円～
172,800円

雇用・労災・
健康・厚生・
財形雇用期間の定めなし 127,526円～

131,760円

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 143,000円～
153,000円

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 127,526円～
131,760円

縫製・アイロン工
【トライアル雇用】

株式会社
モードひまわり
二ツ井工場

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 146,000円～
174,000円

ハローワーク 能代 

   TEL 0185-54-7311   

リフレッシュ求人とは、これまでよりも応募しやすいように求人内容が変更された求人の情報です。 
◎ 詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方はハローワークの紹介窓口へお問い合わせください。 

◎ 面接にはハローワークが発行する紹介状が必要です。 

◎ パートタイム求人の場合、賃金は時間給です。また、労働時間によって記載されている各種社会保険に加入できない場合があります。 

◎ ハローワークでは随時紹介を行っておりますので、この求人の中でもすでに決定済となっている場合があります。 

８月１日～９月21日の間に受理した求人で、

その後に賃金などの内容を変更した求人

です。 

次回は、９月29日（金）正午に発行します 



月給 変形（１年単位） 大型自動車免許一種
不問 (1) 8時00分～17時00分 フォークリフト技能者

TEL 0185-88-8780 車両系解体用運転
2人 （従業員数 6人 ）

正社員 05020- 3493371 秋田県能代市

日給 変形（１年単位）
69歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 0185-88-8974
3人 （従業員数 48人 ）

正社員 05020- 3546271 秋田県山本郡八峰町

日給 普通自動車免許ＡＴ
59歳以下 (1) 8時00分～17時00分

TEL 090-4888-6387
1人 （従業員数 5人 ）

正社員 05020- 3661371 秋田県能代市

パート求人
時給

64歳以下 (1) 7時00分～12時00分
TEL 0185-72-2121

1人 （従業員数 40人 ）
パート労働者 05020- 3833571 秋田県山本郡三種町

時給
18歳以上 (1) 3時00分～ 8時00分

TEL 0185-89-7575
1人 （従業員数 11人 ）

パート労働者 05020- 3923771 秋田県能代市
12ヶ月 契約更新の可能性あり

時給
18歳以上 (1) 0時00分～ 8時00分

TEL 0185-89-7575
1人 （従業員数 11人 ）

パート労働者 05020- 3924871 秋田県能代市
12ヶ月 契約更新の可能性あり

時給
不問 (1)17時00分～22時00分

TEL 0185-89-7575
1人 （従業員数 11人 ）

パート労働者 05020- 3925271 秋田県能代市
12ヶ月 契約更新の可能性あり

時給 普通自動車免許ＡＴ
不問

TEL 0185-52-5431
1人 （従業員数 6人 ）

パート労働者 05020- 3930571 秋田県能代市

時給
不問

TEL 0185-89-2515
2人 （従業員数 70人 ）

パート労働者 05020- 3945071 秋田県能代市

時給
不問

TEL 0185-89-2515
2人 （従業員数 70人 ）

パート労働者 05020- 3946371 秋田県能代市

時給
59歳以下

TEL 0185-54-7771
3人 （従業員数 10人 ）

パート労働者 05020- 3418071 秋田県能代市

時給
18歳以上 (1)21時00分～ 1時00分

TEL 0185-55-1547
1人 （従業員数 12人 ）

パート労働者 05020- 3508371 秋田県能代市
2ヶ月 契約更新の可能性あり

時給
18歳以上 (1)21時00分～ 6時00分

TEL 0185-55-1547
1人 （従業員数 12人 ）

パート労働者 05020- 3509671 秋田県能代市
2ヶ月 契約更新の可能性あり

時給
不問 (1) 6時00分～ 9時00分

TEL 0185-55-1547
1人 （従業員数 12人 ）

パート労働者 05020- 3510771 秋田県能代市
2ヶ月 契約更新の可能性あり

時給
不問 (1)12時00分～18時00分

TEL 0185-55-1547
1人 （従業員数 12人 ）

パート労働者 05020- 3511871 秋田県能代市
2ヶ月 契約更新の可能性あり

時給
不問 (1)17時00分～21時00分

TEL 0185-55-1547
1人 （従業員数 12人 ）

パート労働者 05020- 3512271 秋田県能代市
2ヶ月 契約更新の可能性あり

時給 変形（１年単位）
69歳以下 (1) 9時00分～16時00分

TEL 0185-88-8974
2人 （従業員数 48人 ）

パート労働者 05020- 3547971 秋田県山本郡八峰町

能代市字昇平岱４２－２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満） 730円～800円

労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満） 730円～800円

縫製工　裁断工　プレス　検
品

アキタクロージング
株式会社　峰浜工場

秋田県山本郡八峰町峰浜石川字外林
１３２

雇用・労災

雇用期間の定めなし
738円～750円

コンビニ店員【２１時～６
時】

ローソン能代南
バイパス店

能代市字昇平岱４２－２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満） 730円～800円

コンビニ店員【６時～９時】 ローソン能代南
バイパス店

店舗スタッフ セカンドストリート　能
代店　　　　　
（株式会社　ゲオ）

秋田県能代市字芝童森５－１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
740円～740円

又は 9時30分～20時30分の
間の6時間程度

コンビニ店員【２１時～１
時】

ローソン能代南
バイパス店

能代市字昇平岱４２－２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満） 730円～800円

エース工業株式会社 秋田県能代市字松長布２７－２

販売及び配送員

店内作業員（レジ）

雇用・労災・
健康・厚生

雇用期間の定めなし 163,200円～
167,280円

作業員

コンビニエンスストア店員
（７時間勤務）

コンビニエンスストア店員
（５時間勤務）

製造・販売【惣菜部門】

ファミリーマート
能代西店

秋田県能代市字鳥小屋１－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上） 922円～950円

ファミリーマート
能代西店

秋田県能代市字鳥小屋１－１ 雇用・労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上） 922円～950円

雇用期間の定めなし 190,000円～
260,000円

縫製工　裁断工　プレス　検
品

アキタクロージング
株式会社　峰浜工場

秋田県山本郡八峰町峰浜石川字外林
１３２

127,526円～
185,306円

雇用期間の定めなし

秋田県能代市二ツ井町飛根字新羽立
５１１

雇用・労災・
健康・厚生

現場作業員及び大型運転手 方雄商事株式会社

雇用・労災・
健康・厚生

マックスバリュ東北株式
会社　マックスバリュ琴
丘店

秋田県山本郡三種町鹿渡字浜村１３
１

雇用・労災

雇用期間の定めなし
750円～750円

ファミリーマート
能代西店

秋田県能代市字鳥小屋１－１ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月
以上） 738円～750円

有限会社永沢 能代市西大瀬２２－１ 労災

雇用期間の定めなし
730円～730円

又は 9時00分～18時00分の
間の4時間程度

コンビニエンスストア店員
（５時間勤務）

コンビニ店員【１７時～２１
時】

ローソン能代南
バイパス店

能代市字昇平岱４２－２ 労災

雇用期間の定めあり（4ヶ月
未満） 730円～800円

店内作業員（惣菜・寿司） マックスバリュ東北株式
会社　ザ・ビッグ能代長
崎店

秋田県能代市字長崎４１番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
750円～750円

又は 7時00分～19時00分の
間の3時間以上

マックスバリュ東北株式
会社　ザ・ビッグ能代長
崎店

秋田県能代市字長崎４１番地１ 雇用・労災

雇用期間の定めなし
750円～750円

又は13時00分～21時00分の
間の3時間以上

コンビニ店員【１２時～１８
時】

ローソン能代南
バイパス店

能代市字昇平岱４２－２


