
職　　　種 賃金（円） 求人者名 就業時間

39歳以下 交替制あり 他
196000 6時30分～21時30分

省令３号 ～ TEL 0178-47-8516 （従業員数2,268人 ） の間の8時間程度
のイ 245000 02020-10862071 就業場所秋田県仙北市　他

正社員

不問 交替制あり 他
121275 (1) 5時30分～14時30分

年齢不問 ～ TEL 019-629-2384 （従業員数 7人 ） (2)10時45分～19時15分
148500 03010-17253671 就業場所秋田県仙北市

正社員以外 03010-17255471・資格なし

不問 交替制あり 他
121275 (1) 5時00分～14時30分

年齢不問 ～ TEL 019-629-2384 （従業員数 17人 ） (2)10時30分～19時30分
148500 03010-17258271 就業場所秋田県仙北市

正社員以外

不問 交替制あり 他
121275 (1) 5時00分～14時30分

年齢不問 ～ TEL 019-629-2384 （従業員数 17人 ） (2)10時30分～19時30分
132000 03010-17262571 就業場所秋田県仙北市

正社員以外 03010-17260371・資格あり

不問 日祝他
122688 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 ～ TEL 0187-44-2332 （従業員数 21人 ）
132060 05041- 1248471 就業場所秋田県仙北市

正社員以外

不問 日祝他
720 8時00分～17時00分

年齢不問 ～ TEL 0187-44-2332 （従業員数 24人 ） の間の5時間30分
745 05041- 1250971 就業場所秋田県仙北市

パート労働者

不問 土日
850 (1) 9時00分～13時00分

年齢不問 ～ TEL 0187-49-6227 （従業員数 16人 ）
1000 05041- 1249771 就業場所秋田県仙北市

パート労働者

45歳以下 他
130000 (1) 8時00分～17時00分

省令３号 ～ TEL 0187-54-3755 （従業員数 36人 ）
のイ 130000 05041- 1244071 就業場所秋田県仙北市

正社員

不問 他
126360 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 ～ TEL 0187-54-3755 （従業員数 36人 ）
126360 05041- 1245371 就業場所秋田県仙北市

正社員以外

不問 他
116478 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 ～ TEL 0187-54-3755 （従業員数 36人 ）
116478 05041- 1246671 就業場所秋田県仙北市

正社員以外

59歳以下 交替制あり 他
160000 (1) 6時00分～16時00分

省令１号 ～ TEL 0187-58-3130 （従業員数 100人 ） (2) 7時00分～21時00分
230000 05041- 1108371 就業場所秋田県仙北市 (3)12時00分～21時30分

正社員 他

不問 他
780 (1)10時00分～17時00分

年齢不問 ～ TEL 0187-55-1123 （従業員数 7人 ）
850 05041- 1110771 就業場所秋田県仙北市

パート労働者

不問 他
1000 (1) 8時00分～15時45分

年齢不問 ～ （従業員数 30人 ）
1000 05041- 1116371 就業場所秋田県仙北市

パート労働者

宅配便・メール便の集配業務
【８：００～１５：４５】 ヤマト運輸株式会社

角館宅急便センター
秋田県仙北市角館町小勝田下村１２１－１ 雇用・労

災健康・
厚生

普通自動車免許一種

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 毎　週

新規開拓業務及び営業業務
株式会社　ジャテックス

秋田県仙北市角館町上菅沢１７５－２ 雇用・労
災

普通自動車免許一種

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 毎　週

接客サービス（住込み）
【急　募】 株式会社　玉川温泉

秋田県仙北市田沢湖玉川字渋黒沢国有林
３０１４林班口小班

雇用・労
災健康・
厚生

＊

＊
雇用期間の定めなし

その他

精肉部門（未経験者）
「フルタイムパート」
【Ｙｏｕマート大塚店】 株式会社　鈴福商店

秋田県仙北市角館町中町２３－２ 雇用・労
災健康・
厚生

＊

＊
雇用期間の定めなし

毎　週

精肉部門（経験者）
「フルタイムパート」
【Ｙｏｕマート大塚店】 株式会社　鈴福商店

秋田県仙北市角館町中町２３－２ 雇用・労
災健康・
厚生

＊

＊
雇用期間の定めなし

毎　週

日配部門
【Ｙｏｕマート大塚店】 株式会社　鈴福商店

秋田県仙北市角館町中町２３－２ 雇用・労
災健康・
厚生財形

＊

＊
雇用期間の定めなし

毎　週

介護職員
【デイサービス】 株式会社　桜花の里

秋田県仙北市角館町雲然山崎１４２－６９
労災

普通自動車免許一種

雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 毎　週

電子部品の検査・組立
【神代工場・角館工場】 アイピー電子　佐藤雄喜

秋田県仙北市田沢湖神代字熊野堂１５４ 雇用・労
災

＊

＊
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） 毎　週

電子部品の検査・組立
【神代工場・角館工場】 アイピー電子　佐藤雄喜

秋田県仙北市田沢湖神代字熊野堂１５４ 雇用・労
災健康・
厚生

＊

＊
雇用期間の定めあり
（4ヶ月未満） その他

調理員
【仙北市立角館総合病院】 日清医療食品　株式会社

北東北支店

岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

雇用・労
災健康・
厚生

＊

＊
雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 毎　週

ハローワーク角館週刊求人情報
平成29年7月14日から平成29年7月20日の受理分です
          (毎週金曜日　午後発行しています）

年齢・指針
休日/
週休２日

制
加入保険等 必要な免許資格

販売担当
【角館店他秋田県内】 株式会社　サンデー

青森県八戸市根城六丁目２２番１０号 雇用・労
災健康・
厚生財形

＊

＊
雇用期間の定めなし

毎　週

調理師
【仙北市立田沢湖病院】 日清医療食品　株式会社

北東北支店

岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

雇用・労
災健康・
厚生

調理師免許

ハローワーク角館
（大曲公共職業安定所角館出張所）

℡　0187-５４-２４３４

◎　詳しい内容を知りたい方、面接を希望される方は､表示されていない応募要件(経験の有無・雇用期間・応募期限　等)もありますので、来所いただき「求人票」でご確認下さい。
◎　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、労働時間によっては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いますので、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。その際にはあしからずご了承ください。
◎　この求人情報は､仙北市役所各庁舎に掲示している他､道の駅かみおか､道の駅なかせん､ビフレ田沢湖店、グランマート田沢湖店、他でもお持ち帰りできます。又、仙北市ＨＰでも閲覧できます。

所在地・就業場所

こちらの求人はいかがですか・・・

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 毎　週

栄養士
【仙北市立角館総合病院】 日清医療食品　株式会社

北東北支店

岩手県盛岡市大通３丁目３番１０号
七十七日生盛岡ビル　９階

雇用・労
災健康・
厚生

栄養士免許

雇用期間の定めあり
（4ヶ月以上） 毎　週



職　　　種 賃金（円） 求人者名 就業時間年齢・指針
休日/
週休２日

制
加入保険等 必要な免許資格所在地・就業場所

64歳以下 土日他
126000 (1) 8時30分～17時30分

省令１号 ～ TEL 0187-52-1280 （従業員数 9人 ）
131000 05041- 1120271 就業場所秋田県仙北市

正社員

64歳以下 交替制あり 他
150000 6時00分～21時00分

省令１号 ～ TEL 0187-44-2220 （従業員数 19人 ） の間の8時間程度
200000 05041- 1123071 就業場所秋田県仙北市

正社員

45歳以下 変形（１年単位） 日祝他
123725 (1) 8時00分～17時10分

省令３号 ～ TEL 0187-46-2127 （従業員数 37人 ）
のイ 123725 05041- 1151771 就業場所秋田県仙北市

正社員

59歳以下 日他
123725 (1) 8時30分～17時30分

省令１号 ～ TEL 0187-54-1121 （従業員数 37人 ）
146880 05041- 1163171 就業場所秋田県仙北市

正社員

不問 他
165000 (1) 7時00分～21時00分

年齢不問 ～ TEL 0187-46-2131 （従業員数 30人 ）
250000 05041- 1171171 就業場所秋田県仙北市

正社員

64歳以下 交替制あり 他
132500 (1)10時00分～19時00分

省令１号 ～ TEL 0187-58-0608 （従業員数 9人 ） (2)12時00分～20時30分
180000 05041- 1190671 就業場所秋田県仙北市

正社員

不問 日他
161700 (1) 8時00分～17時00分

年齢不問 ～ TEL 0187-47-2415 （従業員数 23人 ）
219450 05041- 1201971 就業場所秋田県仙北市

正社員以外

40歳以下 日祝他
168750 (1) 8時00分～17時00分

省令３号 ～ TEL 0187-43-0058 （従業員数 5人 ）
のイ 180000 05041- 1212371 就業場所秋田県仙北市

正社員

鉄工及び土木作業員
株式会社　高橋鉄工所

秋田県仙北市田沢湖生保内字牛沢７６－５ 雇用・労
災健康・
厚生財形

普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし
その他

重機オペレーター兼
土木作業員 福岡建設　株式会社

秋田県仙北市西木町西明寺字梨子木台３０５ 雇用・労
災健康・
厚生

車両系

中型自動車免許一種
雇用期間の定めなし

その他

レストランホール担当
【レストラン　ＯＲＡＥ】 株式会社　ト－スト

秋田県仙北市田沢湖田沢字春山３７－５ 雇用・労
災健康・
厚生

普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし
その他

フロント係
【駒ヶ岳グランドホテル】 秋田共栄観光　株式会社

プラザホテル山麓荘
秋田県仙北市田沢湖生保内字駒ケ岳２－３２ 雇用・労

災健康・
厚生財形

普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし
その他

集配ドライバー【急募】 株式会社　ベイシック
サンミッシェルトキワ
秋田工場

秋田県仙北市角館町小勝田間野１１－１ 雇用・労
災健康・
厚生

普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし
その他

縫製・仕上げ・裁断
村澤繊維秋田　株式会社

秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野６３－２１ 雇用・労
災健康・
厚生財形

普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし
その他

調理補助
【都わすれ】 株式会社　妙乃湯

秋田県仙北市田沢湖生保内字駒ケ岳２－１ 雇用・労
災健康・
厚生

普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし
その他

介護員
【県南入浴サービス】 有限会社　県南ケアシステム

秋田県仙北市角館町上菅沢２－１８ 雇用・労
災健康・
厚生

普通自動車免許一種

雇用期間の定めなし
毎　週

　　　　　　　　　　　　※会社説明は３０分程度を予定しています。応募希望の方は、履歴書をご持参下さい。
　　　　　　　　　　　　※聞くだけでもＯＫです！お気軽にご参加下さい。

＊＊＊次回は７月２８日（金）午後に発行予定です＊＊＊

　　      　　　　　　　職　 種：　  製造工（サーミスタ温度センサ製造）※短時間求人もあります

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生産管理（事務）
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　未経験者大歓迎！　もちろん経験者大歓迎！！

　　　　　　　　　　　作業のほとんどが座って行う軽作業です。

　　　　　　　　　　　新型ハイブリット車用センサ増産に向けて積極採用中！！

    　　　　  　　　　　※参加を希望される方は、開始１０分前までに１階の総合案内で受付してお待ちください。

企業担当者による事業内容や会社の特徴などの
説明を直接聞き、再就職につなげよう。

会社説明会の後、個別面談や応募が出来ます。

　　      　　　　　　　会社名：　　株式会社　 角館芝浦電子
　　      　　　　　　　日　 時：　　平成２９年７月２４日（月）　午後１４時００分～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年７月２７日（木）　午後１０時００分～

ハローワーク角館で開催の会社説明会・面接会のお知らせ


