
   
   

友人やご家族、お子様と 
一緒の参加もお待ちして 
います！ 

ＪＲ浅草橋駅西口より徒歩1分 
ＪＲ秋田駅西口より徒歩5分 

ご家族のみでのご相談も大歓迎！ 

「Ａターン」で検索！ 主催 秋田県・秋田労働局・（公財）秋田県ふるさと定住機構 

お問い合わせ：秋田県あきた未来創造部 移住・定住促進課 ＴＥＬ：018-860-1234 

16：00～企業担当者と気さくに話せる 

交流会〝初˝ 開催！（自由参加・参加無料） 



Ａターンってなに？ 

Ａｋｉｔａ（秋田）へ  
Ａｌｌ Ｔｕｒｎ（みんなおいで！） 
秋田県出身者もそれ以外の方も、秋田へきて秋田に住んでくださいとの願いを
込めて、秋田のＡと、オールターンのＡをかけた言葉です！ 

Ａターンフェア参加企業は？ 

東京会場３５社！     
秋田会場１７社！！集結 
別紙１に参加企業一覧を掲載しています！ 
「美の国あきたネット」の移住・定住促進課ページから、各参加企業の
詳しい情報が記載された企業ＰＲシートをダウンロードすることができ
ます！ 

Ａターンフェア個別相談ブースは？セミナーは

別紙２（東京会場）・別紙３（秋田会場）に個別相談
コーナー・セミナー内容を掲載しています。 
 予約なしで参加いただけますので、お気軽にご来場ください。 

Ａターンプラザ秋田（無料職業紹介所） 
 
就職相談：月～金／9：00～17：45 
〒102-0093東京都千代田区平河町２－６－３ 
都道府県会館７Ｆ（秋田県東京事務所内） 
フリーダイヤル：0120-122-255  
Ｅ－ｍａｉｌ a-plaza@coral.broba.cc   

あきたで暮らそう！ Ａターンサポートセンター 
移住・就職相談：火～日／１０：００～１８：００ 
〒100-0006東京都千代田区有楽町２－１０－１ 
東京交通会館８Ｆ 
（ふるさと回帰支援センター内） 
ＴＥＬ：080-9292-5195 
Ｅ－ｍａｉｌ：akita１@furusatokaiki.net 

Ａターンに関する相談窓口 

秋田県あきた未来創造部 移住・定住促進課 
 
〒010-857０秋田県秋田市山王４－１－１  
ＴＥＬ：018-860-1234  
ホームページ：http://www.pref.akita.lg.jp/iju/ 
Ｅ－ｍａｉｌ：iju@pref.akita.lg.jp 

公益財団法人 秋田県ふるさと定住機構 
 
〒010-1413秋田県秋田市御所野地蔵田３－１－１ 
ＴＥＬ：018-826-1731  
ホームページ ：http://www.furusato-teiju.jp/ 
Ｅ－ｍａｉｌ：info@furusato-teiju.jp          

Ａターン就職フェアに関するお問合せ 
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企業ブースの参加企業が決定！！ 
東京会場については、事前の面談予約受付をしています。 

（当日受付も可能ですが、事前予約の方が優先されますので、事前予約をお願いします） 
Ａターンプラザ秋田までお電話下さい。 

フリーダイヤル  ０１２０－１２２－２５５ 

Aターン就職フェアｉｎ東京（企業ブースは１１：００～１６：００） 

裏面へ続きます！ 
美の国あきたネットの移住・定住促進課ページ及びふるさと定住機構HPでは 

企業のより詳しい情報を掲載しています。 

別紙１ 

  企 業 名 募 集 職 種 

1 センコン物流(株) 中型トラック運転手、大型トラック運転手 

2 本荘電気工業(株) 電気工事技術者 

3 (株)東京メニックス 北日本工場 サービスエンジニア 

4 昭和化学工業(株) 工場における総合職社員 

5 (社福)由利本荘保育会 臨時保育士 

6 (株)三協運輸 総合職、長中距離輸送手、大型ダンプ輸送手、輸送手 

7 秋田赤十字病院 事務系総合職員 

8 髙吉建設(株) 土木施工管理、建築施工管理 

9 秋田エプソン(株) モノづくり技術者（製造技術職） 

10 (社福)相和会 介護員、保育士、看護職員 

11 羽後設備(株) 管工事施工管理 

12 (株)アイ・クリエイト 企画営業、バックエンドエンジニア 

13 東光鉄工(株) 
営業、建築士、設計技術者、生産管理、施工管理、建築施工管理技士 
ソフトウェア技術者 

14 菱明三菱電機機器販売(株) 
営業、設計･施工･保守･工事エンジニア、電気制御技術者 
情報システム設計･管理･運用･保守、鉱工業技術者、総務経理業務 

15 山二システムサービス(株) システムエンジニア 

16 秋木製鋼(株) 製造、営業及び事務スタッフ 

17 ナガハマコーヒー(株) 店長業務、調理業務、洋菓子製造 

18 東光コンピューター・サービス(株) ＳＥ大館、ＳＥ秋田 

19 秋田精工(株) 
装置組立、検査・認証取得及び継続要員、設計業務、機械加工、機械設計、営業、
資材調達、検査業務、制御設計、ソフトエンジニア 

20 三菱マテリアル電子化成(株) 人事・給与事務、分析業務、製造業務、建設業(営業)、建設業(電気施工) 

21 由利工業(株) 
人事・労務事務職、経理事務職、システム開発職、生産技術職 
現場（作業）管理職 

22 (株)日本ハウスホールディングス秋田支
店 

住宅営業、リフォーム営業、設計職、建築現場監督 

23 (株)プロデュース・プロ WEBデザイナー、グラフィックデザイナー 

24 インターフェイス(株) マネージャー候補、一般業務 

25 (株)マルシメ 店長候補、バイヤー 

26 猿田興業(株) 消防防災関連業務、本部・不動産業務、製造現場に関わる業務、一般事務業務 



Ａターン就職フェアｉｎ秋田（企業ブースは１１：００～１5：００） 

美の国あきたネットの移住・定住促進課ページ及びふるさと定住機構HPでは 
企業のより詳しい情報を掲載しています。 

秋田会場については、事前の面談予約なしで当日受付のみです。 
直接ご来場ください！ 

※（大）国際教養大はブースを出展。 

企 業 名 募 集 職 種 

27 能代運輸(株) 
システムおよび事務監理業務、運行管理事務員、トラック運転手、倉庫作業員、
林業作業員 

28 (株)ドリームリンク 総合職社員、経理部社員(幹部候補)、店舗総合職社員 

29 (株)三栄機械 航空機関連製造及び一般産業機械製造に関わる仕事、営業、溶接工 

30 (有)保安法人秋田電気管理センター 保安業務従事者 

31 (株)五洋電子 生産技術開発、設計開発 

32 (株)プレステージ・インターナショナル カスタマーサービススタッフ、管理者候補、受付スタッフ 

33 (株)オールフロンティア 接客業務、和食調理 

34 ネッツトヨタ秋田(株) 営業スタッフ・エンジニアスタッフ・一般事務 

35 TDK(株) 
製造実行管理システムの企画・構築・運用支援技術者 
積層セラミックチップコンデンサ工程設計技術者 

  企 業 名 募 集 職 種 

1 (株)秋田魁新報社 編集、営業 

2 (株)プレステージ・インターナショナル 秋田BPOキャンパス 
管理者候補、受付スタッフ、高級輸入車対応バイリンガル
スタッフ 

3 中央土建(株) 
住宅営業・個人顧客の管理、建築全般の施工管理 
土木全般の施工管理 

4 (株)テクノス秋田 ｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱ、ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ、CG・VRｸﾘｴｲﾀｰ 

5 ニプロファーマ(株)大館工場 製造技能職 

6 (株)ホクエツ秋田 総合職（営業）、総合職（技術） 

7 (株)プラスチック・ホンダ 成形工、生産管理、品質管理、配送 

8 ＡＬＳＯＫ秋田(株) 常駐警備職、機械警備職 

9 医療法人正和会 看護師、准看護師、介護福祉士 

10 (有)カントリーガーデン ガーデンデザイナー、現場管理、不動産売買仲介営業 

11 (株)トラパンツ 
デザイナー、プログラマー、３DCG、映像制作スタッフ 
事務職 

12 (株)エイチ・アイ・ティ 
コンピューターソフトウェアの開発および保守、コンピューター
ソフトウェアのサポートセンター業務 

13 秋田県商工会連合会 指導職 

14 (株)ヌノタニ 電気工事施工管理・電気設備設計、管工事施工管理 

15 秋田基準寝具(株) 営業職・事務職・技術職 

16 (株)秋田住宅流通センター 賃貸管理 

17 (株)ハムセンター秋田 受付・販売、キッチン・ホールスタッフ 

Aターン就職フェアｉｎ東京（企業ブースは１１：００～１６：００） 
別紙１ 



時間 ミニセミナー・講演タイトル 講演者 

11:30～11:45 後継者人材バンク事業について 
秋田県 
事業引継ぎ支援センター 

12:15～12:30 
ハロー！みな来い 秋田県の若者定
着促進 

秋田県あきた未来創造部 
移住・定住促進課 

13:00～13:15 
プロフェッショナル人材活用促進事業
について 

（公財） 
あきた企業活性化センター 

13:30～13:45 能代暮らしと仕事探し 能代市 

14:00～14:15 にかほ市の移住施策について にかほ市 

14:30～14:45 湯沢市移住生活～人生カスタマイズ 湯沢市 

Ａターン希望者向けミニセミナーを開催！ 
 秋田ならではの魅力や各種支援制度についてご紹介します。 

 ご興味のある方は是非会場にお越しください。 

Ａターン就職フェアｉｎ東京  

会場には各種相談を受ける専門コーナーも設置！ 
  Ａターン（移住・就職）のためのアドバイスをもらったり、お得な情報を 

 得たり、各コーナーを十分にご活用ください。 

設置コーナー名 相談時間 

 Ａターン（移住・就職）相談コーナー 11：00～16：00 事前申込不要 

 ＧＯ！ＥＮアプリポイント受付 11：00～16：00 事前申込不要 

 秋田県外の学生向けインターンシップ相談コーナー 11：00～16：00 事前申込不要 

 職業適性診断コーナー 11：00～16：00 事前申込不要 

 後継者人材バンク相談コーナー 11：00～16：00 事前申込不要 

 林業就業相談コーナー 11：00～16：00 事前申込不要 

 秋田市移住相談コーナー 11：00～16：00 事前申込不要 

 能代市移住相談コーナー 11：00～16：00 事前申込不要 

 にかほ市移住相談コーナー 11：00～16：00 事前申込不要 

 湯沢市移住相談コーナー 11：00～16：00 事前申込不要 
 

別紙２ 



時間 ミニセミナー・講演タイトル 講演者 

11:30～11:45 後継者人材バンク事業について 
秋田県 
事業引継ぎ支援センター 

12:15～12:30 
ハロー！みな来い 秋田県の若者定着
促進 

秋田県あきた未来創造部 
移住・定住促進課 

13:00～13:15 にかほ市の移住施策について にかほ市 

会場には各種相談を受ける専門コーナーも設置！ 
  Ａターン（移住・就職）のためのアドバイスをもらったり、お得な情報を 

 得たり、各コーナーを十分にご活用ください。 

設置コーナー名 相談時間 

 Ａターン（移住・就職）相談コーナー 11：00～15：00 事前申込不要 

 ＧＯＥＮアプリ受付 11：00～15：00 事前申込不要 

 秋田県外の学生向けインターンシップ相談コーナー 11：00～15：00 事前申込不要 

 職業適性診断コーナー 11：00～15：00 事前申込不要 

 後継者人材バンク相談コーナー 11：00～15：00 事前申込不要 

 林業就業相談コーナー 11：00～15：00 事前申込不要 

 秋田市移住相談コーナー 11：00～15：00 事前申込不要 

 にかほ市移住相談コーナー 11：00～15：00 事前申込不要 

Ａターン希望者向けミニセミナーを開催！ 
 秋田ならではの魅力や各種支援制度についてご紹介します。 

 ご興味のある方は是非会場にお越しください。 

Ａターン就職フェアｉｎ秋田  

友人やご家族、お子様と一緒の参加もお待ちしております！ 
学生の参加も可能です。帰省の際にお立ち寄り下さい！ 

別紙３ 


