
№ 事業所名 就業場所 募集職種等

1 株式会社 ワールドインテック　本荘営業所 由利本荘市 電子部品の製造業務

2 由利本荘医師会病院 由利本荘市

看護師（訪問看護師）
診療放射線技師、作業療法士、臨床検査技師（学卒応募可）（障
害者応募可）
薬剤師【大学】

3
イエローハットグループ
株式会社 アルビス

由利本荘市
ピットスタッフ、レジスタッフ（学卒応募可）
ピットスタッフ、レジスタッフ【大学・短大・専修】

4 由利工業 株式会社 由利本荘市 オペレーター（学卒応募可）（障害者応募可）

5 株式会社 ＪＡＷＡ　さらさ由利本荘 由利本荘市 介護職員（学卒応募可）

6 株式会社 齋光板金工業 由利本荘市 建築板金工（経験者）

7 小松測量設計 株式会社 由利本荘市 測量・設計（学卒応募可）

8 秋田精工 株式会社 由利本荘市
資材管理、外作業務、機械加工・装置加工・検査業務、制御設
計、運搬業務（学卒応募可）

9 株式会社 秋田ダイドー 由利本荘市
ルートスタッフ（学卒応募可）
ルートスタッフ【大学・短大・専修】

10 三国商事 株式会社 由利本荘市
スタンドスタッフ、配送スタッフ（学卒応募可）（障害者応募可）
スタンドスタッフ、配送スタッフ【大学・短大・専修】
スタンドスタッフ、配送スタッフ〔障害者専用求人〕

11 丸大機工 株式会社 にかほ市
営業業務補助、品質管理・品質保証、機械加工・組立・電気配線
技術者、溶接技術者（学卒応募可）

12 株式会社 秋田石材 由利本荘市 営業、字彫り技術者、土木・施工・現場監督補助（学卒応募可）

13 株式会社 セキュア 由利本荘市
警備員（正社員）、警備員（パートアルバイト）（学卒応募可）
警備員（６０歳以上限定）

14 三共 株式会社 にかほ市
建設業事務
土木施工管理、建築施工管理、現場作業員（学卒応募可）
土木施工管理、建築施工管理【大学・短大・専修】

15 株式会社 星機械設計 にかほ市 機械設計技術者（学卒応募可）

16 秋田医療福祉 株式会社 由利本荘市

定期巡回介護福祉士
定期巡回訪問介護員、定期巡回正看護師、介護、看護（学卒応
募可）
施設内補助員〔障害者専用求人〕

17
池田ライフサポート＆システム 株式会社
社会福祉法人 わかば会

由利本荘市
介護職（ショートステイ）（学卒応募可）
訪問看護師、介護職（デイサービス）、生活相談員

18
株式会社 公企業パイプ・メンテナンスイシ
ヤマ

由利本荘市 配管工、土木技術者、土工（学卒応募可）

19 株式会社 三共テクノソリューションズ にかほ市 風車の保守（経験者、未経験者）

20 株式会社 三浦組 由利本荘市 土木技術者

21 株式会社 丸宇建設 由利本荘市 土木施工管理者・土木作業員（学卒応募可）

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

23 株式会社 エイジェック 由利本荘市
製造（材料運搬）、製造（主に機械操作）（学卒応募可）
従業員教育講師

24 イオンスーパーセンター本荘店 由利本荘市
レジ・サービスカウンター係、銀座コージーコーナー担当、家電・
インテリア担当、食品担当
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25 株式会社 リミックス
由利本荘市
にかほ市

設計技術（学卒応募可）

26 ネッツトヨタ秋田 株式会社 由利本荘市 サービススタッフ（整備士）、営業スタッフ（学卒応募可）

27
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）

28 ミサキ化学工業 株式会社 にかほ市 製造品質管理、営業（学卒応募可）

29 高洋電機 株式会社　秋田営業所 由利本荘市 営業職

30
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
一般事務、社内システム運用スタッフ、一般経理事務、一般事務
管理スタッフ、社内保守・ヘルプデスク業務（障害者応募可）
総合職【大学】、カスタマーサービススタッフ【大学、短大、専修】

31
株式会社 虹の街　本荘営業所・グループ
ホーム本荘・小規模多機能本荘

由利本荘市
訪問入浴看護職、グループホーム介護職、小規模多機能介護
職、小規模多機能キッチンスタッフ

32 アイ・ティー・エックス 株式会社
由利本荘市
にかほ市

モバイルライフコンサルティング【大学・短大・専修】

33 矢島小林工業 株式会社 由利本荘市
工作機械加工（学卒応募可）
総合職【大学・短大・専修】

34 朝日綜合 株式会社 由利本荘市
営業職（学卒応募可）
営業職【大学・短大・専修】

35
社会福祉法人 明星福祉会
特別養護老人ホーム 陽光苑

にかほ市 介護福祉士、看護師（学卒応募可）

36 エヌエス・テック 株式会社　秋田事業所 由利本荘市 製造キャリア正社員

37 株式会社 本荘グランドホテル 由利本荘市 フロアスタッフ、経理・事務

38 秋田三菱自動車販売 株式会社 由利本荘市 営業スタッフ、サービススタッフ（学卒応募可）

39 株式会社 メフォス　秋田支店 由利本荘市 調理員（学卒応募可）（障害者応募可）

40 株式会社 コメリ
由利本荘市
にかほ市

総合職
総合職【大学・短大・専修】

41
株式会社 ハムセンター秋田
ａｕショップ本荘

由利本荘市 販売業務（学卒応募可）

42 羽後信用金庫 秋田県内
総合職（学卒応募可）
総合職【大学・短大・専修】

43
カッパ・クリエイト 株式会社
かっぱ寿司 由利本荘店

由利本荘市
ホールスタッフ、キッチンスタッフ、切付け担当（学卒応募可）
キッチンスタッフ（障害者応募可）

44 太平ビルサービス 株式会社　秋田支店 秋田県内
クリーンクルー（県内業務現場）、給食配膳、給食配送・配膳業務
（学卒応募可）

45 ＡＬＳＯＫ秋田 株式会社　本荘支社 由利本荘市 警備職（学卒応募可）

46 三浦電子 株式会社 にかほ市
技術担当、品質担当、製造・保守作業（学卒応募可）
技術担当【大学・短大・専修】

47 社会福祉法人 本荘久寿会 由利本荘市
生活相談員、看護師、准看護師、介護福祉士、介護員（学卒応募
可）
介護福祉士【大学・短大・専修】

48 株式会社 大進 由利本荘市
総合職（リーダー）、総合職、総合職（事務）、ルートマネジャー（学
卒応募可）

49 株式会社 日本ヒュウマップ 由利本荘市 店舗管理マネージャー（学卒応募可）

50 株式会社 遠藤設計事務所 由利本荘市 設計（学卒応募可）

51 ＴＤＫサービス 株式会社　秋田営業所 にかほ市 旅行営業



52 東北日本電産サンキョー 株式会社 由利本荘市
検査・品質保証、生産技術担当、オペレーター、生産管理（学卒
応募可）

53
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
支援員（夜勤あり）、支援員（早・遅番あり）、支援員（早・遅番な
し）、支援員パート（学卒応募可）

54 株式会社 ささき　本荘支店 由利本荘市 経理一般事務

55 羽後交通 株式会社 由利本荘市
バスガイド、営業所事務、整備士、販売係（旅行業）（学卒応募
可）

56 株式会社 大創産業
由利本荘市
にかほ市

販売、品出し、荷受け〔障害者専用求人〕

57
株式会社 サンねむの木
象潟夕日の宿　さんねむ温泉

にかほ市 フロント業務、調理補助・配膳

58 日本電計 株式会社 由利本荘市 営業

59 株式会社 三浦製材所 由利本荘市 製材オペレーター、運転・配達、林業作業員、重機オペレーター

60 有限会社 佐藤製作所
由利本荘市
にかほ市

製造業務スタッフ、機械の保守・点検・修理（トライアル雇用併用）

61 明和工業 株式会社　秋田営業所 由利本荘市
設備工事業務（学卒応募可）
設備工事業務【大学・短大・専修】

62 株式会社 三光メディケア
由利本荘市
にかほ市

看護師・准看護師（訪問看護）、介護職員（訪問介護）、機能訓練
士（作業療法・理学療法）（学卒応募可）
訪問看護・介護職【短大・専修】、機能訓練士【大学・専修】

63 光タクシー 株式会社 由利本荘市
乗務員、配車事務、バス乗務員、事務員（学卒応募可）（障害者
応募可）

64 株式会社 大沼組 由利本荘市 施工管理技術者、土木作業及びオペレーター

65 秋田三八五流通 株式会社 由利本荘市 運転手、物流仕分業務、自動車整備（学卒応募可）

66
社会福祉法人 久盛会　介護老人保健施設
あまさぎ園　特別養護老人ホーム 広洋苑

由利本荘市 介護福祉士、介護員、看護師、療法士（学卒応募可）

67 三和精鋼 株式会社 にかほ市
営業、バリ取り・梱包、製造（学卒応募可）
製造、営業【大学・短大・専修】

68
株式会社 ニチイ学館　秋田支店
ニチイケアセンター本荘

由利本荘市 訪問介護員、介護支援専門員、事務員

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

70 タイヨウマシン 株式会社 にかほ市 部品加工（学卒応募可）

71
めいとケアグループ　株式会社 和心
有料老人ホーム倖、デイサービス倖

にかほ市 介護職員（学卒応募可）

72 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）
警備員【大学・短大・専修】
警備員〔障害者専用求人〕

73 株式会社 秋田新電元 由利本荘市 技術開発職、総合職【大学・短大・専修】

74 有限会社 マルマサ工業 由利本荘市 建築板金工（学卒応募可）

75
株式会社 池田
株式会社 池田薬局

由利本荘市
薬剤師、営業（農業支援）（学卒応募可）
経理・財務事務、保険代理店事務

※ここでの「学卒」は、令和２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、参加申込書内容によるものです。就職面接会当日（令和元年８月６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。


