
19　社 (№1～19）
25　社 (№20～44）
6　社 (№45～50）
3　社 (№51～53）
21　社 (№51～74）
10　社 (№75～84）
1　社 (№85）

サービス業・その他 17　社 (№86～102）

お申し込み方法

あきた就職活動支援センター

〒010－1413 　秋田市御所野地蔵田３－１－１　秋田テルサ３Ｆ

TEL：018-826-1735　　FAX：018-826-1732　　URL：https://syukatsu-akita.jp

応募前職場見学会
　

受入可能企業一覧

応募企業数 102　社

建設業

＊新型コロナウィルスの影響により中止、またはオンラインでの開催となる場合がございます。

秋田県合同就職面接会の参加企業のうち、当センター主催の「応募前職場見学会」に
受入可能な企業１０２社を掲載しております。

下記QRコードからお申し込みください。受付後、電話（018-826-1735）にて確認のお電話をいたします。

製造業
情報通信業
運輸業
卸売・小売業
医療・福祉業
金融・保険・不動産業

→ イベント・セミナー名は「応募前見学会」と入力ください。
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建　設　業

1 2 千代田興業株式会社（秋田市）

3 株式会社トクミツ建設企画（秋田市） 4 株式会社菅与組（秋田市）

5 有限会社カントリーガーデン（秋田市） 6 伊藤工業株式会社（秋田市）

7 日本ビルコン株式会社（秋田市） 8 山二施設工業株式会社（秋田市）

9 中田建設株式会社（秋田市） 10 むつみ造園土木株式会社（秋田市）

11 本荘電気工業株式会社（秋田市） 12 株式会社清水組(男鹿市）

13 秋田土建株式会社（北秋田市） 14 丸山建設株式会社（大館市）

15 株式会社タクミ電機工業（大館市） 16 大森建設株式会社（能代市）

17 伊藤建設工業株式会社（横手市） 18 横手建設株式会社（横手市）

19 株式会社瀧神巧業（仙北市）

募集職種 土木・建築施工管理技術者見習 募集職種
技術職（建築・土木工事の計画、監督、管理）
／営業職（工事受注に係る営業活動、公共工事の入札業務）
／企画管理職（積算、購買、安全管理業務）

募集職種 技術系総合職（電気工事士） 募集職種 土木技術者／建築技術者／電気技術者

募集職種 技術系総合職（土木もしくは建築） 募集職種 土木・建築施工管理技術者見習

募集職種 建築技術者 募集職種 土木建設技術者／総合職

株式会社住建トレーディング 　（秋田市）

募集職種 建築技術者／土木技術者 募集職種 営業職／技術職／技能職

募集職種 建築技術者／土木技術者 募集職種 造園・土木工事、緑地管理（技術職／技能職／事務職）

募集職種 総合職

募集職種 技術職（フィールドエンジニア） 募集職種 管工事・土木技術者

募集職種 ガーデンデザイナー／不動産エージェント 募集職種 土木技術者／建築技術者

募集職種 電気工事士（施工管理） 募集職種
土木技術者／建築技術者／企画職／総合職／土木技術者
／建築技術者／土木技術者／建築技術者／総合職
／技能職（建設機械オペレーター等）
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製　造　業

20 秋田プライウッド株式会社（秋田市） 21 秋田印刷製本株式会社（秋田市）

22 コスモ工機株式会社（東京都） 23 秋田ファイブワン工業株式会社（秋田市）

24 DOWAセミコンダクター秋田株式会社（秋田市） 25 株式会社UMNファーマ（秋田市）

26 株式会社ホクエツ秋田（秋田市） 27 小林工業株式会社（由利本荘市）

28 株式会社協和工業（にかほ市） 29 丸大機工株式会社（にかほ市）

30 比内時計工業株式会社（大館市） 31 戸田鉄工株式会社（大館市）

32 戸田精工株式会社（大館市） 33 東光鉄工株式会社（大館市）

34 株式会社小滝電機製作所（大館市） 35 ニューロング秋田株式会社（大館市）

36 株式会社キャッツ電子設計 （鹿角市） 37 秋田渥美工業株式会社（横手市）

38 株式会社アスター（横手市） 39 株式会社アキタ・アダマンド（横手市）

40 アダマンド並木精密宝石株式会社　秋田湯沢工場（湯沢市） 41 秋田県醗酵工業株式会社（湯沢市）

募集職種 技術職（機械・電子・電気系） 募集職種 酒類製造職／酒類営業職

募集職種 事業企画／営業／生産技術／製品設計／品質保証 募集職種 技術職（機械・電子・電気系）

募集職種 技術職 募集職種
総合職　※入社後3～5年で適性を判断し
技術職、品質保証職、生産管理職へ配属とする

募集職種 製造部門／技術開発部門／管理部門 募集職種 技術営業／製造技術者

募集職種 機械加工／工作機械オペレーター／電気設計 募集職種 製造技能職／営業職／設計職

募集職種
技術職（電気・制御設計）／技術職（機械設計）
／技術職（機械加工）

募集職種
製缶工（溶接工）／機械工（マシンオペレーター）
／設計技術者

募集職種
営業／生産技術（プログラマー）
／製造工（精密板金加工全般）

募集職種
総合職　　※研修後に配属
（技術職（機械加工／組立・配線等）、開発職、営業職）

募集職種 総合職（営業／技術／事務） 募集職種 CADを使用した金型／機械／電気設計

募集職種 技術職／開発職／機械・設計 募集職種 製造／品質管理

募集職種
営業職／営業事務職／総合事務職／設計職／技術職
／工事職／機材整備部員

募集職種 ファッションオペレーター／縫製CAD／業務運営・管理

募集職種 合板生産部門／森林事業部門 募集職種 企画・提案営業スタッフ
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42 光ガラス株式会社（湯沢市） 43 株式会社チバ・テクノ（湯沢市）

44 秋田指月株式会社（羽後町）

情　報　通　信　業

45 エイデイケイ富士システム株式会社（秋田市） 46 株式会社コア（秋田市）

47 山二システムサービス株式会社（秋田市） 48 株式会社アキタシステムマネジメント（秋田市）

49 株式会社アチカ（秋田市） 50 東光コンピュータ・サービス株式会社

運　輸　業

51 秋田海陸送株式会社（秋田市） 52 秋北バス株式会社（大館市）

53 ヨコウン株式会社（横手市）

募集職種 営業事務職 募集職種 総合職／バスガイド

募集職種 総合職／貨物自動車運転手

募集職種 プログラマー 募集職種 営業／システムエンジニア（ＳＥ）

募集職種 営業／システムエンジニア 募集職種 営業／システムエンジニア

募集職種
技術系（技術開発、生産技術、品質管理）
／技能系（ガラス熔解、プレス加工、検査）／事務系（経理）

募集職種 技術開発員／総合職(品質管理・生産管理・生産技術）

募集職種
設計・開発（コンデンサー）／生産設備開発、設計、保全
／ＩＴエンジニア

募集職種
技術職（SE,プログラマ）／営業職／総務経理職
／経営企画職

募集職種 システムエンジニア
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卸　売　・　小　売　業

54 株式会社マルダイ（秋田市） 55 株式会社マルエーうちや（ジェイマルエー）（秋田市）

56 株式会社日産サティオ秋田（秋田市） 57 株式会社エイアンドシー　ａｕショップ秋田東（秋田市）

58 秋田ダイハツ販売株式会社（秋田市） 59 株式会社相場商店（秋田市）

60 秋田日産自動車株式会社（秋田市） 61 秋田三菱自動車販売株式会社（秋田市）

62 秋田トヨタ自動車株式会社（秋田市） 63 秋田トヨペット株式会社（秋田市）

64 株式会社オフィス２１（秋田市） 65 トヨタカローラ秋田株式会社（秋田市）

66 羽後日産モーター株式会社（秋田市） 67 ホンダヤマシナ株式会社（由利本荘市）

68 株式会社池田薬局（由利本荘市） 69 株式会社池田（由利本荘市）

70 71 コナン販売株式会社（茨城県）

72 73 株式会社東北マツダ（仙台市）

74 株式会社山形部品（山形県）

募集職種 営業職／フロント職／技術職

募集職種 携帯電話等販売ショップスタッフ 募集職種 携帯販売

株式会社エイアンドシー　ａｕショップ能代東（能代市）

募集職種 携帯電話等販売ショップスタッフ 募集職種 営業職

募集職種 営業／整備／事務 募集職種 営業スタッフ／サービススタッフ／業務スタッフ

募集職種 薬剤師／調剤事務スタッフ／管理栄養士 募集職種 営業職／事務職

募集職種 営業スタッフ（営業職） 募集職種 営業スタッフ

募集職種 書籍販売員 募集職種 営業スタッフ

募集職種 総務職スタッフ（営業）／サービススタッフ 募集職種 営業職（基幹総合職）

募集職種
カーライフアドバイザー（営業職）
／テクニカルスタッフ（整備職）／アフターサポート

募集職種 営業スタッフ／サービススタッフ／業務スタッフ

募集職種 総合職（幹部候補生） 募集職種 小売店販売員

募集職種 営業職／営業アシスタント職／自動車整備職 募集職種 携帯電話等販売ショップスタッフ

株式会社エイアンドシー　ソフトバンク横手（横手市）
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医　療　・　福　祉　業

75 株式会社きららホールディングス(秋田市） 76 株式会社虹の街（秋田市）

77 社会福祉法人晃和会（秋田市） 78

79 社会福祉法人翼友会(秋田市） 80 医療法人正和会（潟上市）

81 社会福祉法人わかば会（由利本荘市） 82 池田ライフサポート＆システム株式会社（由利本荘市）

83 社会福祉法人二ツ井ふくし会（能代市） 84 社会福祉法人横手福祉会（横手市）

金　融　・　保　険　・　不　動　産　業

85 株式会社秋田住宅流通センター（秋田市）

サ　ー　ビ　ス　業　・　そ　の　他

86 ユナイテッド計画株式会社（秋田市） 87

88 株式会社プライムアシスタンス（秋田市） 89 ＡＬＳＯＫ秋田株式会社（秋田市）

90 秋田基準寝具株式会社（秋田市） 91 インターフェイス株式会社（秋田市）

92 キヤノンカスタマーサポート株式会社（秋田市） 93 損保ジャパンキャリアビューロー株式会社（秋田市）

募集職種
製品サポートスタッフ
（キヤノン製品に関するお問い合わせ窓口業務）

募集職種 コールセンタースタッフ（アドバイザー）

募集職種 コミュニケーター 募集職種 営業職／警備職／技術職

募集職種 仕上げ工（工場内勤務） 募集職種 総合職（臨床試験に関する業務全般）

株式会社プレステージ・インターナショナル
秋田ＢＰＯメインキャンパス（秋田市）

募集職種 総合職／工事受注／現場管理／社内システムエンジニア

募集職種 合板生産部門／森林事業部門 募集職種 総合職／ＩＴ職／地域限定職／保育士

募集職種 介護職／介護福祉士／社会福祉士 募集職種
介護職／介護福祉士／社会福祉士／理学療法士
／作業療法士

募集職種 介護職員 募集職種 管理栄養士／生活相談員

募集職種 介護士（資格不要）／生活相談員／看護師 募集職種 保育教諭（保育士、幼稚園教諭　両資格保有予定者）

社会福祉法人雄仁会
「幼保連携型認定こども園　あおぞらなないろ園」（秋田市）

募集職種 保育士（保育教諭）／幼稚園教諭／介護福祉士 募集職種 看護職／介護職

募集職種
介護職／生活相談員／保育士／学童クラブ
／総合職（営業系・事務系）

募集職種 総合職
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94 生活協同組合コープあきた（秋田市） 95 有限会社熊谷機械設計（秋田市）

96 秋田県信用保証協会（秋田市） 97 ユーアイ警備保障株式会社（秋田市）

98 99

100 秋田マテリアル株式会社（にかほ市） 101 株式会社鹿渡工業（能代市）

102

募集職種 リサイクル事業／ドローン事業／経営戦略部 募集職種 地質調査　技術職（管理解析）／管工事技術職（管理）

募集職種 総合職／地域限定正社員／保育士

募集職種 事務職 募集職種
（大学卒）総合職／
（高校卒）警備職、セキュリティ工事スタッフ

募集職種
本社技術エンジニアリング（本社：東京都千代田区）
／事業所エンジニアリング

募集職種
総合職／地域限定職（コンタクトセンタースタッフ）
／ＩＴ職

株式会社プレステージ・インターナショナル
秋田ＢＰＯ横手キャンパス（横手市）

株式会社プレステージ・インターナショナル
秋田ＢＰＯにかほキャンパス（にかほ市）イオスエンジニアリング＆サービス株式会社（男鹿市）

募集職種
配送および営業（秋田県内全域）
／店舗での販売（秋田市）

募集職種 機械設計職

7


