「由利地域合同就職面接会」（令和４年１月25日開催）参加事業所及び募集職種等一覧
８０ブース、８８事業所

ブース№ 及び 事業所名
1

株式会社 トスネット北東北 本荘営業所

2

株式会社 ハムセンター秋田
ａｕショップ本荘

令和４年１月５日現在

業 種

募集職種等
警備員【フルタイム・パート・学卒応募可・障がい者専用求人】
警備職（幹部社員候補）【大卒等】【高卒】

サービス業

携帯電話の受付販売（店長候補）【フルタイム・学卒応募可】
卸売・小売業 携帯電話の受付販売【フルタイム・学卒応募可】
携帯電話の受付販売【高卒】

3

矢島小林工業 株式会社

製造業

製造オペレーター。マシニングセンターのプログラム作成及びオ
ペレーター。経理事務。総合職（人事・労務管理）【フルタイム・学
卒応募可】
総合職・事務職【大卒等】

4

山科建設 株式会社

建設業

土木技術管理職。重機オペレーター。土木作業員。建築技術管
理職【フルタイム・学卒応募可】
重機オペレーター。土木作業員【高卒】

5

有限会社 秋田鋼板リース

6

ルビコン 株式会社 秋田事業所

7

株式会社 エイジェック 秋田オフィス

8

総合施設 株式会社 本荘支店

9

株式会社 フォレスタ鳥海

不動産・物
鳶・玉掛・溶接員【フルタイム・学卒応募可】
品賃貸業
保全業務・製造オペレーター【フルタイム・学卒応募可】
オペレーター又は設備保守【高卒】
製造作業補助等【障がい者専用求人】

製造業

最新電子部品の加工業務（主に機械操作）。最新電子部品の検
査業務。電子部品製造における機械保守点検業務。フェライトコ
サービス業
ア製造の材料投入業務【フルタイム・学卒応募可】
ファクトリーサポート職【大卒等】【高卒】
配管工事技術者【フルタイム・学卒応募可】
機械設備【高卒】

建設業

宿泊・飲食 接客業務（フロント・売店）。調理担当。接客業務（レストラン・宴会
サービス業 の料理配膳）【フルタイム】

10 北日本興業 株式会社

製造業

電子機器の組立。電子機器の組立（リーダー候補）【フルタイム・
学卒応募可】
電子機器の組立【高卒】

11 矢島木材乾燥 株式会社

製造業

フローリング製造工【フルタイム・学卒応募可】
フローリング製造工【高卒】

12 森建設工業 株式会社

建設業

管工事施工管理技士。土木施工管理技士。職長・土木作業員・
重機オペレーター・配管工【フルタイム・学卒応募可】
技術職【高卒】
看護補助者。薬剤師。看護師【フルタイム・学卒応募可】
事務員【予定】

13 由利本荘医師会病院

医療・福祉

14 愛和商事 株式会社

卸売・小売業

15 マメトラ農機 株式会社 象潟工場

16 朝日綜合 株式会社
17 羽後信用金庫

製造業

営業・アフターサービス【フルタイム・学卒応募可】【高卒】。灯油
宅配・アフターサービス【フルタイム・パート・学卒応募可】
機械加工。組立工。品質管理。経理事務【予定】
資材班。機械班【高卒】
生産技術【高卒】【大卒等】

不動産・物
店長候補。現場管理担当【フルタイム・学卒応募可】
品賃貸業
金融業

総合職【フルタイム・パート・学卒応募可】【大卒等】【高卒】
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ブース№ 及び 事業所名

業 種

募集職種等

株式会社 虹の街 グループホーム本荘

医療・福祉 グループホーム介護員【フルタイム・パート・学卒応募可】

株式会社 虹の街 小規模多機能本荘

医療・福祉

株式会社 虹の街 本荘営業所

医療・福祉 訪問介護員【フルタイム・パート・学卒応募可】

株式会社 虹の街

医療・福祉 総合職【大卒等】。介護職員【高卒】

介護職【フルタイム・パート・学卒応募可】。
調理員【パート・学卒応募可】

18

19 川越工業 株式会社

建設業

土木技術者・建築技術者。土木作業員。重機オペレーター。大型
ダンプ運転手【フルタイム・学卒応募可】

20 有限会社 マサカ電機

建設業

電気工事士【フルタイム・学卒応募可】
電気工事士【高卒】

ユースエール認定企業
株式会社 協和工業

マシンオペレーター【フルタイム・学卒応募可】
製造業

精密機械板金加工【高卒】

21

ユースエール認定企業とは・・・若者の採用育成に積極的で雇用管理の状況などが優
良な企業を厚生労働大臣が認定した企業です。
22 木内組土建 株式会社

23 株式会社 三恵プランニング

土木施工管理技士（見習い可）。一般土木作業員【フルタイム・学
卒応募可】。重機オペレーター【フルタイム】
土木施工管理技士（見習い）【高卒】

建設業

生活関連 美容師【フルタイム・パート】
サービス業 理容師【フルタイム・パート】

新社屋オープニングスタッフ。管理者候補。総務・労務スタッフ。
株式会社 プレステージ・インターナショナ
受付スタッフ／秋田・酒田での研修あり【フルタイム】
24 ル
サービス業 管理者候補（地域限定正社員）【大卒】
秋田ＢＰＯメインキャンパス にかほブランチ
カスタマーサービススタッフ（地域限定正社員）【大卒等】【高卒】
一緒に考えていくオフィス業務【障がい者専用求人】
25 株式会社 和心

26 本荘電気工業 株式会社

27 秋田化学工業 株式会社

28 ユーアイ警備保障 株式会社

29 ホンダヤマシナ 株式会社
30 有限会社 メタルテクノササキ
31

社会福祉法人 明星福祉会
特別養護老人ホーム 陽光苑

32 有限会社 鈴木ポンプ店

生活支援員（世話人・支援員）。調理師又は調理補助【フルタイ
医療・福祉 ム・学卒応募可】
訪問看護師。理学療法士・作業療法士【フルタイム】
建設業

電気工事士【フルタイム・学卒応募可】
電気工事エンジニア【大卒等】【高卒】

製造業

無電解ニッケルめっき処理・アルマイト処理・電解研磨処理他。
無電解めっき・アルマイト処理他各種表面処理の補助作業【フル
タイム・学卒応募可】
技能工【高卒】

機動警備スタッフ【フルタイム・学卒応募可】
サービス業 総合職（警備職等各職種全般対応）【大卒】
警備職社員【高卒】
卸売・小売業
製造業
医療・福祉
建設業

営業【フルタイム・学卒応募可】
サービス職（整備士）【フルタイム・学卒応募可】
フライス工・ＣＮＣフライス工【フルタイム・学卒応募可】
介護員【フルタイム・パート・学卒応募可】
介護福祉士【フルタイム・学卒応募可】
管工事【フルタイム・学卒応募可】
管工事【高卒】
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ブース№ 及び 事業所名
33 株式会社 秋田新電元

34 羽後交通 株式会社

業 種

募集職種等

製造業

製造オペレータ【フルタイム・学卒応募可】【高卒】
技術開発職【大卒等】

運輸業

バス運転士【フルタイム・学卒応募可】
整備士及び電装整備士【フルタイム・学卒応募可】【大卒等】【高
卒】
一般事務【フルタイム・学卒応募可】【大卒等】【高卒】

池田ライフサポート＆システム 株式会社

介護職【フルタイム・パートタイム】【大卒等】【高卒】。生活相談員
医療・福祉 【フルタイム】。看護職【フルタイム・パート】。調理員【フルタイム・
パート・学卒応募可】

社会福祉法人 わかば会

医療・福祉

介護職【フルタイム】【大卒等】【高卒】。相談員【フルタイム】。
看護職【フルタイム・パート】

株式会社 池田

医療・福祉

社内システム担当者【フルタイム】。営業総合職【大卒】。
事務総合職【大卒等】

36 由利工業 株式会社

製造業

35

37 有限会社 佐藤製作所
38

秋田県社会福祉事業団
秋田県心身障がい者コロニー

39 株式会社 大沼組

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

電子部品の製造業務。生産技術職。半導体製造装置内の部品
検査・洗浄業務。施設営繕【フルタイム・学卒応募可】
製造スタッフ【高卒】

サービス業

製造業務スタッフ【フルタイム】
機械の保守。点検。修理【フルタイム】

医療・福祉

支援員【フルタイム・学卒応募可】
清掃環境整備【予定】

建設業

土木・建築現場技術者（未経験者可）【フルタイム・学卒応募可】
【高卒】
施工管理業務（女性限定求人）【フルタイム・学卒応募可】
施工管理業務【フルタイム】

医療・福祉 看護職員【フルタイム】。介護員【フルタイム・学卒応募可】

41 株式会社 ジェイエイゆり葬祭センター

生活関連
葬祭施行【フルタイム・学卒応募可】
サービス業

42 有限会社 佐々木自動車

サービス業

43 株式会社 メープルガーデン 秋田支店
44

株式会社 ベストファミリー鳥海
ショートステイほほえみの里

建設業
医療・福祉

一般職（自動車点検・整備）【フルタイム・学卒応募可】
自動車整備工・自動車塗装工【高卒】
外構工事現場作業員【フルタイム】
介護員【フルタイム・パート・学卒応募可】
看護師または准看護師【フルタイム・学卒応募可】

45 株式会社 マシンマックス

製造業

マシニングセンター／平面研削盤オペレーター【フルタイム】
梱包・出荷作業【予定】

46 株式会社 共進

製造業

機械組立補助【パート・学卒応募可】
機械加工【高卒】

47 株式会社 アクティオ 本荘営業所

不動産・物 営業職【フルタイム】
品賃貸業 機械整備【フルタイム】

48 株式会社 秋田キャッスルホテル

宿泊・飲食 給食業務（西目・岩城・本荘・金浦の各地区）【フルタイム・パート】
サービス業 栄養士【フルタイム】

49 秋田マテリアル 株式会社

総務事務。営業。リサイクルスタッフ。機械・金属等のリサイクル
サービス業 スタッフ【フルタイム・学卒応募可】
リサイクルスタッフ・総務事務他【高卒】

3／5

ブース№ 及び 事業所名
50 有限会社 けやき

51 秋田精工 株式会社

業 種

募集職種等

製造業

金属部品及びセラミックス部品加工品製造【フルタイム・学卒応募
可】
機械加工・測定技術者【高卒】

製造業

機械加工・装置加工・検査業務のいずれか。自動化・省力化機械
の設計。航空機内装品の生産管理。運搬業務【フルタイム・学卒
応募可】
製造及び事務【高卒】

社会福祉法人 久盛会
介護老人保健施設あまさぎ園

医療・福祉

看護師。准看護師。介護福祉士。介護職員【フルタイム・学卒応
募可】

社会福祉法人 久盛会
特別養護老人ホーム広洋苑

医療・福祉

介護支援専門員。介護員。介護福祉士【フルタイム・学卒応募可】
介護福祉士【大卒等】

52

53 株式会社 Ｍ－ＦＬＡＴ

卸売・小売業

自動車・自動車部品・自動車の整備販売【フルタイム・学卒応募
可】

54 有限会社 村上測量事務所

専門・技術 測量技師（助手可）【フルタイム・学卒応募可】
サービス業 測量技師【大卒等】【高卒】

55 太平ビルサービス 株式会社 秋田支店

給食配膳【パート・学卒応募可・障がい者可】
サービス業 給食配膳・配送等。歯科診療所内清掃・消毒業務。歯科診療所
内医療器具消毒業務【予定】

56 ミサキ化学工業 株式会社

メッキ作業員【フルタイム・学卒応募可】【高卒】
検査・出荷作業【フルタイム・学卒応募可】

製造業

セントシェアハウス 株式会社
みんなのまち岩城

医療・福祉 介護職員。介護職員（無資格・未経験者）【フルタイム】

株式会社 Ｍ２プロジェクト

医療・福祉

57

58 株式会社 進プレ

調理師【フルタイム】
調理補助【フルタイム・パート】

製造業

ブランク（抜き）加工【フルタイム・学卒応募可】

59 株式会社 セキュア

サービス業 警備員【フルタイム・パート・学卒応募可】

60 株式会社 光風舎

給食業務（由利組合総合病院）【フルタイム・学卒応募可】【高
卒】。販売員（ローソン由利組合総合病院店）【フルタイム・パート・
サービス業 学卒応募可】。
ドクターズクラーク（由利組合総合病院）【フルタイム・学卒応募
可】。病院事務【予定】

61 社会福祉法人 本荘久寿会

介護福祉士。看護師。准看護師【フルタイム・学卒応募可】
医療・福祉 介護福祉士【大卒等】
介護士【高卒】

62 明和工業 株式会社

63 日清医療食品 株式会社 北東北支店

64 有限会社 水口機械工業
65 株式会社 ニチイ学館 秋田支店
66 株式会社 ナイス

建設業

設備工事業務【フルタイム・学卒応募可】【高卒】

調理師【フルタイム・パート・学卒応募可】
宿泊・飲食
調理員【パート・学卒応募可】【障がい者専用求人】
サービス業
栄養士【フルタイム・パート・学卒応募可】
製造業

印刷機用プレート貼り替え作業【フルタイム・学卒応募可】

医療・福祉 訪問介護員【パート】
卸売・小売業

販売職（農産部門・惣菜部門）【フルタイム・学卒応募可】
販売職（酒部門・ベーカリー部門）【パート・学卒応募可】
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ブース№ 及び 事業所名
67 三和精鋼 株式会社
68 三国商事 株式会社
69 株式会社 ジャパンクリエイト 大仙営業所
70 株式会社 スダキ商事

業 種
製造業

募集職種等
営業事務【フルタイム】
製造スタッフ【フルタイム】

卸売・小売業 ガソリンスタンドスタッフ【フルタイム・パート・学卒応募可】【高卒】

サービス業

コンデンサ製造オペレータ。プレス・焼成・材料運搬。コンデンサ
製造【フルタイム】

卸売・小売業 ＳＥ（システムエンジニア）【フルタイム】

株式会社 ジー・エス・エフ東日本支社

宿泊・飲食 調理・衛生管理業務責任者。調理師。栄養士。配送員【フルタイ
サービス業 ム】

ジー・エイチ・ホスピタリティフードサービス
東日本 株式会社

宿泊・飲食
責任者候補（調理師・栄養士）【フルタイム・学卒応募可】
サービス業

71

建設業

配管工。土木技術者【フルタイム・学卒応募可】【高卒】
管工事施工管理技術者。土工【フルタイム・学卒応募可】

73 株式会社 北都銀行

金融業

営業【予定】

74 ダイキョー精機 株式会社

製造業

機械加工オペレーター【フルタイム・学卒応募可】

72

株式会社 公企業パイプ・メンテンナンスイ
シヤマ

75 株式会社 美煌

76 丸大機工 株式会社

77 秋田基準寝具 株式会社

78 株式会社 三浦製材所
79

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

80 日本電計 株式会社

専門・技術
板金塗装工【フルタイム】
サービス業

製造業

機械加工技術者。電気部品組立・配線作業。溶接技術者【フルタ
イム・学卒応募可・障がい者応募可】
総合職（開発・加工・組立・電装・溶接・営業等）【大卒等】
機械製造（機械加工等）【高卒】

配送員。洗濯工【フルタイム・学卒応募可】
生活関連
リネンキーパー【パート・学卒応募可】
サービス業
営業職【大卒等】
製造業
医療・福祉

製材オペレーター。林業作業員。製材品の配達作業。重機オペ
レーター【フルタイム・学卒応募可】
介護職員【フルタイム・学卒応募可】
看護師または准看護師【フルタイム】

卸売・小売業 ルート営業（電子計測器）【フルタイム・学卒応募可】

※ここでの「学卒応募可」、「大卒等」及び「高卒」は、令和４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。
上記一覧は、参加申込書内容によるものです。就職面接会当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。

5／5

