
№ 事業所名 就業場所 募集職種等

1
社会福祉法人　大内さつき会
特別養護老人ホームおおうち

由利本荘市
介護職（学卒応募可）
介護職【大卒等】

2 株式会社　山二 にかほ市
ガソリンスタンドスタッフ（学卒応募可）
販売職【高卒】

3 株式会社　薬王堂 由利本荘市 ドラッグストアでの販売

4 富士産業　株式会社　秋田事業部 由利本荘市 調理師、調理スタッフ（学卒応募可）

5 由利工業　株式会社 由利本荘市 製造加工オペレーター（学卒応募可）（障害者応募可）

6 株式会社　エイジェック　秋田オフィス 由利本荘市
電子部品製造オペレーター（学卒応募可）
生産サポート職【高卒】

7 株式会社　齋光板金工業 由利本荘市
建築板金工（経験者）、建築板金工（トライアル雇用求人）(学
卒応募可）

8 秋田精工　株式会社 由利本荘市

機械加工、営業、部品管理、加工・研磨機械操作、機械加工
補助、建物・インフラ管理業務、非破壊検査業務、検査、電気
回路設計・一部筐体設計・シーケンス制御設計、装置組立、
調達業務、ＣＡＤ／ＣＡＭプログラマー（学卒応募可）
製造及び事務【高卒】
清掃業務〔障害者専用検討中〕

9
auショップ本荘
（株式会社　ハムセンター秋田）

由利本荘市 受付販売、事務補助作業（学卒応募可）

10 矢島小林工業　株式会社 由利本荘市
精密部品加工、工作機械加工（学卒応募可）
総合職【大卒等】

11 株式会社　キャッスルホテル
由利本荘市
にかほ市

給食業務

12 山科建設　株式会社 由利本荘市 土木技術管理職、建築技術管理職（学卒応募可）

13 株式会社　池田 由利本荘市
一般事務（学卒応募可）（障害者応募可）
総合事務職【大卒等】、営業総合職【大卒等・高卒】

14 株式会社　池田薬局 由利本荘市 薬剤師（学卒応募可）（障害者応募可）

15 株式会社　三栄機械 由利本荘市
営業、機械加工オペレーター（学卒応募可）
機械製作・組立・溶接メンテナンス【高卒】

16 ホンダヤマシナ　株式会社 由利本荘市
サービス職（整備士）、営業
営業、サービス【大卒等・高卒】

17 株式会社　ホテルアイリス 由利本荘市 フロントサービス、総務・仕入事務（学卒応募可）、調理人

18 三国商事　株式会社 由利本荘市
スタンドスタッフ、灯油（学卒応募可）（障害者応募可）・軽油
配送スタッフ

19
株式会社　プレステージ・インターナショナ
ル
秋田ＢＰＯキャンパス　にかほブランチ

にかほ市
業者手配業務、一般事務、お客様へのご案内業務（学卒応
募可）（障害者応募可）、管理者候補（障害者応募可）
カスタマーサービススタッフ3人【大卒等・高卒】

20 株式会社　和心 にかほ市 介護職員（学卒応募可）

21
さらさ由利本荘
（株式会社ＪＡＷＡ）

由利本荘市 介護職員（学卒応募可）

22 社会福祉法人　久盛会 由利本荘市
介護職員、介護福祉士、介護支援専門員、作業療法士又は
理学療法士又は言語聴覚士、看護職員、相談員、社会福祉
士、施設ケアマネージャー、法人総務事務全般、看護師

23
株式会社　ダイヤプラザ秋田
秋田アスレティッククラブ

由利本荘市 スポーツインストラクター（学卒応募可）
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24 株式会社　トスネット北東北　本荘営業所 由利本荘市
警備員（学卒応募可）（障害者応募可）
警備職【高卒】
警備員〔障害者専用求人〕

25 社会福祉法人　由愛会 由利本荘市
介護職（学卒応募可）、調理員、訪問介護提供サービス責任
者、看護師、准看護師
介護職【大卒等・高卒】

26 株式会社　ほくとう　本荘営業所 由利本荘市 建設機械の整備（学卒応募可）

27 秋田未来　株式会社 にかほ市 機械設計技術者

28 本荘電気工業　株式会社 由利本荘市 電気工事エンジニア（学卒応募可）

29 株式会社　システック 由利本荘市 加工食品製造（学卒応募可）

30
秋田県社会福祉事業団
秋田県心身障害者コロニー

由利本荘市 男性利用者支援員、女性利用者支援員（学卒応募可）

31 株式会社　へいあん秋田 由利本荘市
セレモニープランナー、フューネラルディレクター、典礼アシス
タント、セレモニープランナー（シニア）

32 秋田医療福祉　株式会社 由利本荘市 介護職員（学卒応募可）、看護職員

33 株式会社　秋田新電元 由利本荘市 技術開発職、システムエンジニア【大卒等】

34 社会福祉法人　わかば会 由利本荘市
介護職（学卒応募可）
介護職【大卒等・高卒】

35 池田ライフサポート＆システム　株式会社 由利本荘市
介護職、理学療法士、作業療法士（学卒応募可）
介護職【大卒等・高卒】、訪問リハビリ【大卒等】

36
株式会社　ぽぽろコンサルティング
ヘルパーステーション・ぽぽろ

由利本荘市 訪問介護員（学卒応募可）

37 羽後信用金庫 由利本荘市
総合職（学卒応募可）
総合職【大卒】

38 三共　株式会社 にかほ市

土木施工管理者、建築施工管理技士、作業員、管工事施工
管理技士、配管工、重機オペレーター、電気工事及び施設の
管理業務、再生エネルギー事業企画管理（学卒応募可）
土木施工管理、建築施工管理【高卒】

39 株式会社　マサカ 由利本荘市
アルミ加工、サッシ組立、営繕修理訪問、配達（学卒応募可）
積算、現場管理

40
社会福祉法人　仁賀保中央福祉会
特別養護老人ホーム　浩寿苑

にかほ市 介護福祉士、介護員、看護職員（学卒応募可）、調理員

41 株式会社　ナイス 由利本荘市 販売業務（学卒応募可）

42 有限会社　ホンマ保険事務所 由利本荘市 保険代理店営業

43 有限会社　ケアサプライ 由利本荘市 介護福祉士、看護職員（学卒応募可）

44 株式会社　秋田マシナリー にかほ市
精密板金工、仕上工（学卒応募可）
精密板金加工技術【大卒等】、精密板金・製缶【高卒】

45 有限会社　佐藤製作所 にかほ市
機械の保守・点検・修理（トライアル雇用求人）、製造業務ス
タッフ（学卒応募可）

46 由利本荘医師会病院 由利本荘市
訪問看護師、看護師、介護補助者、言語聴覚士、作業療法
士、事務職員(幹部候補)、保健師又は看護師(健康診断担当)
診療放射線技師、薬剤師【大卒等】

47 株式会社　ツルハ
由利本荘市
にかほ市

商品補充員〔障害者専用求人〕

48 社会福祉法人　本荘久寿会 由利本荘市
看護師、准看護師、介護福祉士、介護員、生活相談員（学卒
応募可）
介護福祉士【大卒等】、介護職員【高卒】



49 太平ビルサービス　株式会社　秋田支店 由利本荘市 給食配送・配膳業務（学卒応募可）

50 有限会社　マルマサ工業　 由利本荘市 建築板金（学卒応募可）

51 日清医療食品　北東北支店 由利本荘市
調理師、調理員（学卒応募可）
調理師、調理員【高卒】

52 株式会社　大沼組 由利本荘市
施工管理業務、土木作業員及び重機オペレーター（学卒応募
可）
土木・建築技術者【高卒】

53 日本郵便　株式会社　本荘郵便局
由利本荘市
にかほ市

郵便物等の配達業務（学卒応募可）

54 有限会社　村上測量事務所 由利本荘市 測量技師（助手可）（学卒応募可）

55 株式会社　セキュア 由利本荘市
警備員（学卒応募可）
警備員【高卒】

56 株式会社　国際パトロール 由利本荘市 警備員（学卒応募可）

57 明光義塾　本荘教室 由利本荘市 教室スタッフ・学習指導、運営スタッフ（学卒応募可）

58
ロイヤルネットワーク　株式会社
（うさちゃんクリーニング本荘第２工場）

由利本荘市
にかほ市

受付、ルート兼工場仕上げ、工場仕上げ（学卒応募可）

59 川越工業　株式会社 にかほ市
土木技術者、土木作業員、重機オペレーター、営業（学卒応
募可）
土木作業員、事務【高卒】

60 株式会社　共進 にかほ市 機械加工、機械組立

61 生活協同組合コープあきた 由利本荘市
配達及び新規利用者拡大
配達及び営業／店舗販売【大卒等・高卒】

62 総合施設　株式会社　本荘支店 由利本荘市
設備工事技術者（学卒応募可）
機械設備【高卒】

63 タプロス　株式会社 由利本荘市 営業職、ベーカリカフェ＆コインランドリースタッフ

64 有限会社　アイミング 由利本荘市 精密金属加工（マシンオペレーター）（学卒応募可）

65 株式会社　コメリ　東北地区本部
由利本荘市
にかほ市

販売・店舗運営職、店舗販売職（学卒応募可）
販売職【高卒】

66 株式会社　大進 由利本荘市
総合職、ルートマネージャー、事務、倉庫管理、清掃スタッフ、
配送スタッフ、配達
総合職【大卒等・高卒】

67 株式会社　北都銀行
由利本荘市
にかほ市

普通銀行業務（学卒応募可）（障害者応募可）

68 明和工業　株式会社 由利本荘市

現場の設計施工管理監督業務及びダクトの製造（学卒応募
可）
空調設備工事・ダクト工事の施工管理監督【大卒等】
設備工事業務【高卒】

69 株式会社　光風舎 由利本荘市 医療事務、事務員（学卒応募可）

70 セブンイレブン　由利本荘本田仲町店 由利本荘市 コンビニエンスストアスタッフ

71 羽後交通　株式会社 由利本荘市
整備士及び電装整備士（学卒応募可）、乗合バス運転士
バスガイド【大卒等・高卒】、販売係【大卒等】営業所事務【高
卒】

72 東日本電産サンキョー　株式会社 由利本荘市
生産技術担当・オペレーター・検査・生産管理（学卒応募可）
オペレーター・製品回収・製品の組立・検査・生産管理【高卒】

73 木内組土建　株式会社 由利本荘市 土木施工管理技士（見習い）【高卒】



74 日本電計　株式会社　仙台営業所 にかほ市 営業

75 秋田日産自動車　株式会社
由利本荘市
にかほ市

自動車整備業務全般、営業職（学卒応募可）
カーライフアドバイザー（営業職）【大卒等】

76 ＡＬＳＯＫ秋田　株式会社 由利本荘市
警備職（機械警備）（学卒応募可）
警備職【高卒】

77 株式会社　香楽園 由利本荘市
１級又は２級造園施工管理技士、１級又は２級土木施工管理
技士、造園技能者見習い、一般事務（学卒応募可）

78
株式会社　カルラ
（まるまつ本荘店）

由利本荘市
店長・店長候補、調理、接客（学卒応募可）
飲食店総合職【大卒等】、調理・接客【高卒】

79
虹の街　小規模多機能本荘
虹の街　グループホーム本荘

由利本荘市 介護職

※ここでの「学卒」は、平成31年３月新規学卒予定者の他、既卒３年以内の若年求職者も含みます。
　【　　　】内は学卒専用求人です。

　上記一覧は、平成31年1月11日現在のものです。就職面接会当日（平成31年1月23日）までに参加企業及び募集職種が変更
されることも予想されます。変更等の確認については、ハローワーク本荘（018４-22-3421）までご連絡願います。
　なお、参加企業の詳しい求人内容（求人票）は、面接会会場にてご確認ください。


