
秋田出身でUターン希望の方も、
Iターン希望の方も、みんな秋田に
来てくださいとの願いを込め、
オールターン（All Turn）の“A”と
秋田（Akita）の“A”をかけ

『Aターン』と総称しています。

秋田GO!ENアプリ
秋田とご縁を！

あきたごえん 検 索

インターンシップの動画は こっちゃけ 検 索

■ Aターンフェアを
　開催します
　12月30日 秋田
　 2月10日 東京

■ 企業の魅力を
　教えてください！

公益財団法人 秋田県ふるさと定住機構

■ Aターンフェア開催報告
　7月29日 東京／8月12日 秋田／
　 9月16日 仙台

■ Aターン者の声

■ 2019年4月スタート！
　秋田就職ナビ

　  あきたへ    あなたも    あしたから

2018.11

Vol.80あきた日和
秋田で就職！

Aターンフェアを開催します
秋田の企業が集結！

12/30
2018

A-turn Fair

in Akita

　　　　　　参加予定企業（51ブース）／パワーテックテクノロジー秋田㈱／㈱ヤマダフーズ／秋田精工㈱／三甲㈱
／ニプロファーマ㈱大館工場／秋田ファイブワン工業㈱／東北日本電産サンキョー㈱／新東北メタル㈱／大橋鉄工秋
田㈱／インスペック㈱／秋田青木精機(株)／秋田エプソン㈱／㈱タニタ秋田／㈱三栄機械／三浦電子㈱／セルスペク
ト㈱／㈱ジェイテクトＩＴ開発センター秋田／㈱トータルオフィスマネージメント／エイデイケイ富士システム㈱／山二
システムサービス㈱／㈱フィデア情報システムズ／㈱トラパンツ／㈱ブロードバンドセキュリティ／（社福）相和会／㈱
文蔵・㈱フルタイム・㈱グットスマイル／（社福）本荘久寿会／ホームテック㈱／菱明三菱電機機器販売㈱／㈱ツルタッ
ク／㈱岩田写真／㈱東横イン秋田駅東口／㈱伊徳／㈱ユーランドホテル八橋／㈱マルシメ／柴田工事調査㈱／㈱プ
ライムハウス／㈱寒風／大館桂工業㈱／ジオテックコンサルタンツ㈱／横手建設㈱／山科建設㈱／三共グループ／能
代運輸㈱／㈱バイク王＆カンパニー／㈱みちのくジャパン／㈱シーズクラフト／秋田石油備蓄㈱男鹿事業所／北日本
運輸㈱／秋田中央税理士法人・安心経営㈱／㈱秋田魁新報印刷／ＴＤＫ㈱

Aターンフェアin秋田
～秋田県で就職を希望する全ての方の就職フェア～
■日時 ： 平成30年12月30日（日） 12：0０～15：00
■場所：秋田拠点センターアルヴェ  1F  きらめき広場
■対象：秋田県内で就職を希望する全ての方、またはそのご家族、
　　　　知人　※県内・県外・一般・学生・生徒問いません

※参加企業は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

Ａターン者の採用に積極的な県内
企業がブースを設け、会社説明や
個別面談を行います

参加市町村が地域の企業情報や
移住制度など様々な情報を提供し
ます

各種団体が秋田県内の業界を紹
介しますので、幅広く業界の話を聞
くことができます

企業ブース 市町村相談ブース 業界ブース

●Ａターン就職・移住相談
●学生就職相談
●ハローワーク相談
●インターンシップ相談
※ハローワーク相談は秋田会場のみ

パソコンであなたの職業適性を調
べてみませんか？結果をキャリア
コンサルタントが解説します

企業訪問や面接など、Aターン者に
役立つセミナーを開催

各種相談コーナー 職業適性診断コーナー セミナー

出展企業が自社をプレゼン
各社の熱い思いを聞いてください

県内企業のパンフレットを多数取
りそろえております

県内Aターン求人すべての一覧を
設置しています

企業PRタイム 県内企業パンフレットコーナー 求人情報コーナー

ご夫婦やお子様連れ歓迎！参加無料・服装自由

Aターンフェアin東京
■日時 ： 平成31年2月10日（日）11：3０～16：10
■場所：浅草橋ヒューリックホール（JR 浅草橋駅西口より徒歩１分）
■対象：Ａターン希望者（社会人及び学生）

2/10
2019

A-turn Fair

in Tokyo

参加企業の募集職種はホームページで近日公開！
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★AKITA

Aターンフェア開催報告

日時：平成30年7月29日（日）11：30～16：30
会場：浅草橋ヒューリックホール

■参加企業数／56社　■来場者数／103名　■企業面談数／221名（延べ）

Aターンフェアin秋田
日時：平成30年8月12日（日）
　　　11：30～15：00
会場：アトリオン　イベント広場

■参加企業数／47社　
■来場者数／245名
■企業面談数／263名（延べ）

2018-07／2018-08／2018-09
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A-turn Fair

in Akita

　お盆のＡターンフェアin秋田は、もはや
夏の風物詩となりつつあります。例年帰省
時期に合わせた８月12日（日）に開催して
おりますが、今年はアトリオン地下１階イ
ベント広場に会場を移し、多くの企業を集
めての開催としました。
　この日は「しょしがり」な秋田県民のた
めに、紅白のハッピを着た「フロアナビ」
を大増員。「一人でも多くの方に就職を決
めてほしい！」という熱い気持ちを持った

スタッフが、迷っている来場者一人一人に
お声がけし、その方の希望に合ったブース
へご案内しました。その成果があったのか、
企業ブースに入れずに迷っている方はほと
んど出ませんでした。
　Ａターン希望者はもちろん、帰省中の学
生や県内在住の方にもたくさんお越しいた
だき、昨年同時期の４倍近い245名と、終
日多くの来場者で賑わいました。

　お盆のＡターンフェアin秋田は、もはや
夏の風物詩となりつつあります。例年帰省
時期に合わせた８月12日（日）に開催して
おりますが、今年はアトリオン地下１階イ
ベント広場に会場を移し、多くの企業を集
めての開催としました。
　この日は「しょしがり」な秋田県民のた
めに、紅白のハッピを着た「フロアナビ」
を大増員。「一人でも多くの方に就職を決
めてほしい！」という熱い気持ちを持った

スタッフが、迷っている来場者一人一人に
お声がけし、その方の希望に合ったブース
へご案内しました。その成果があったのか、
企業ブースに入れずに迷っている方はほと
んど出ませんでした。
　Ａターン希望者はもちろん、帰省中の学
生や県内在住の方にもたくさんお越しいた
だき、昨年同時期の４倍近い245名と、終
日多くの来場者で賑わいました。

＜イベント内容＞ 企業との個別面談／Ａ
ターン就職・移住相談／職業適性診断／
キャリアコンサルティング／ハローワーク職
業相談／学生就活相談／インターンシップ
相談／業界ブース（秋田県社会福祉協議会、
秋田県看護協会、秋田県トラック協会、秋田
県事業引継ぎ支援センター、秋田県農業公
社、秋田県農山村振興課、秋田県水産漁港
課）／市町村移住相談（秋田市、大館市、北
秋田市、由利本荘市、にかほ市、横手市、湯沢
市）／Ａターンセミナー／県内企業パンフ
レットコーナー

＜イベント内容＞企業との個別面談／Ａターン就職・移住相談／職業適性診断／キャリアコ
ンサルティング／学生就活相談／インターンシップ相談／業界ブース（秋田県社会福祉協議
会、秋田県トラック協会、秋田県事業引継ぎ支援センター、秋田県農山村振興課、秋田県水
産漁港課）／市町村移住相談（秋田市、大館市、北秋田市、由利本荘市、にかほ市、横手
市、湯沢市）／Ａターンセミナー／県内企業パンフレットコーナー

7/29
A-turn Fair

in Tokyo

9/16
A-turn Fair

in Sendai

★
SENDAI

★
TOKYO

Aターンフェアin東京

　当日は台風一過で晴れ、夕方は隅田川花
火大会のため浅草橋の駅は大混雑。こうし
た中、11時からの受付開始前から、たくさ
んのご来場をいただき、待合席はほぼ座れ
ない状況になりました。
　会場では各社が製品展示や、ポスター装
飾でPR活動を積極的に行い、おかげさまで
来場した皆様からは「華やか」「魅力がわ
かりやすい」「秋田の魅力が詰まってい
る」と、とても好評でした。フリータイム

では企業からの声かけなどもあり、数多く
の企業ブースが来場者で埋まり、そして、
13時からの個別面談では、複数の狙いを定
めたブースを計画的に回る方々の姿が目立
ちました。
　今回も、たくさんのご家族やお子様連れ
の方が参加され、秋田での生活を考えなが
ら一緒に企業ブースを回るなど、終日会場
で情報収集をしておりました。

Aターンフェアin仙台
日時：平成30年9月16日（日）
　　　11：30～16：40
会場：ＴＫＰガーデンシティ仙台

■参加企業数／49社　
■来場者数／61名　■企業面談数／79名（延べ）

＜イベント内容＞企業との個別面談／Ａターン就職相談／職業適性診断
／キャリアコンサルティング／学生就活相談／インターンシップ相談／業
界ブース（秋田県社会福祉協議会、秋田県事業引継ぎ支援セン
ター、秋田県農業公社）／市町村移住相談（秋田市、由利
本荘市、にかほ市、湯沢市、羽後町）／Ａターンセミナー／
県内企業パンフレットコーナー

 仙台でのAターンフェアは今年で２回目と
なります。参加企業数は昨年の16社から
49社と大幅に増やしての開催としました。
出展企業は、プロジェクターを使って動画
を流すなど様々な工夫を凝らし来場者へPR
を行うとともに、来場者へ声をかけ、ブー
スへ案内するなど積極的な採用活動を行っ
ていました。
　市町村ブースでは、各自治体の移住政策

や、出展していない地域の企業情報など
様々な情報を取りそろえて来場者へ発信を
行っていました。
　セミナーでは、キャリアコンサルタント
が、今すぐ使える「企業ブースの歩き方～
しょしがりバージョン～」を来場者へ伝授。
早速実践している方もいたのではないで
しょうか。
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Aターン就職の　　　　
情報提供システムが一新されます！

● 登録者マイページを設け、登録内容を自分で直接入力・変更できます。
● Ａターン求人や秋田県内企業情報が詳しく検索できます。
● 企業とのやりとり（応募リクエスト）がマイページ上で直接スムーズに行えます。
● 企業からの面接リクエストがマイページに直接届きます。
● Ａターンフェアの面談申込を、ホームページ上で直接行うことができます。

for
登録者

● 企業マイページを設け、企業情報・求人情報を直接入力・変更できます。
● Ａターン登録者の希望勤務地やスキル等、様々な角度から求める登録者が瞬時に検索できます。
● 登録者とのやりとり（応募リクエスト）がマイページ上で直接スムーズに行えます。
● 登録者からの応募リクエストがマイページに直接届きます。
● Ａターンフェア出展時の提出書類（企業ＰＲ情報・求人票）が不要になります。

for
企 業

常に最新の
秋田県内企業情報・
Ａターン求人情報が
手に入る！

職種・企業の
取り組み・福利厚生・
求人情報などを様々な
条件に合わせて検索可能

※登録のない一般閲覧者は
企業情報の閲覧

のみ可能

県外既卒者・
卒業年次学生の登録者
には企業から「応募
しませんか？」と直接
声がかかります。

卒業年次前の
学生は企業研究としての
情報収集ができます。

保護者の方も、
子どものための企業
情報・求人情報収集が

できます。

イベント情報等、
様々なニュースを
ご覧いただけます。

Aターン就職マッチング支援サイトAターン就職マッチング支援サイト

秋田県ふるさと定住機構では、このたび、Ａターン希望者の皆様、秋田県内企業の
ニーズにお応えし、来年４月より公式ホームページを刷新し、リアルタイムで最新
情報の提供・マッチングができるサイトとして、生まれ変わります。

秋田県ふるさと定住機構では、このたび、Ａターン希望者の皆様、秋田県内企業の
ニーズにお応えし、来年４月より公式ホームページを刷新し、リアルタイムで最新
情報の提供・マッチングができるサイトとして、生まれ変わります。

秋田就職ナビ秋田就職ナビ（仮称）

Aターン者の声

Ａターンするまでに苦労したことや、Ａターン後に困ったことは何ですか？Q

これからＡターンする方へ、Ａターンした立場でアドバイスを一言お願いします。Q

引越助成金等あれば、Ａターンに
悩む友人にも紹介出来そうです。
　　　　　　　　　 30代・女性

勤務先は早くに決まったが、住む
ところ（家族が多いため一軒家希
望）がなくＡターンの一ヶ月前にギ
リギリ決まった。就職後の住居や
その他の情報がほしい。　 　　　
　　　　　　　　　 40代・男性

Ａターンする前に勤めていた会社
を辞めるのに苦労した。　　　　   
30代・男性

車の購入や、引っ越しなど費用が
かさんだ。 　　　　   30代・男性

公共交通機関が不便。電車やバス
でｓｕｉｃａが使えない。車が一人
一台必要になる。車での移動がメ
インになるため、イベント等がある
と駐車場が混む。  　  30代・男性

A

ソフトウェア開発（特に自動車関
連）に携わってきた方、秋田でも十
分仕事できます。　     30代・男性

Ａターンして１年目は、引越代や新
生活にかかるお金が多い。経済面
は計画的にするべき。   　　　　
　　　　　　　　　  30代・男性

人生設計の一つとして、色々なこと
を検討した上で、決定してほしい。
　　　     　　　　   30代・男性

・Ａターン専用のＨＰ求人情報は
よく見ておいたほうがいい。全体
の情報が掴みやすい。

・車の免許は必要です。
・冬期間にかかる車の用品、費用
は思っているよりかかります。　
　　　　　　　　　40代・男性

A

Ａターンして良かった点は？Q

A 自宅・職場共に会話が増えた。会
社の飲み会が増えた。秋田駅前の
各種イベントが楽しい。実家暮らし
になったので出費が減った。スキー
場が多いので冬が楽しみ。   　　
　　　　　　     　　30代・男性

家族と近くで生活できること。空気
のキレイさ、人の少なさ、自然の多
さ、水のキレイさ。  　  30代・女性

生活面で心にゆとりができた。
　　　　　　　　　  30代・男性

勤務時間にゆとりがある。通勤時
間が大幅に短縮された。両親が近
くに住んでいるので安心感がある。
家の周りが静かになった。　　　
　　　　  　　　　　30代・男性

夜は静かでよく眠れる。 
　　　　　　　　　  40代・男性

平成29年12月から平成30年4月までにAターンした方の声です。

あ
れ

ば、
誰で
も登録できます

！

こ
の

サ
イト
は、秋田

で働きたい方

で

登録者・登録企業には、1月以降、詳細を順次お知らせします。

Ａターンして、暮らしはＡターン前と、どう変わりましたか？Q

休日と平日のメリハリがついた。妻
の表情が生き生きしている。　　
　　　　　　　　　  30代・男性

車がないと生活が成り立たない
不便さを感じます。冬の光熱費な
ど今までなかった出費があるこ
と、買い物に出掛けても品揃えの
悪さにがっかりします。家族とは
何も天秤にかけられませんが…。
　　　　　　　　    30代・女性

帰宅時間が早くなり、家族と食事
ができるようになった。
　　　　　　　　　  40代・男性

毎日充実している。仕事は忙しく
なったがやりがいがある。引っ越
し前は車を買うつもりがなかった
が、不便さに耐えられず購入し
た。渋々購入した車だったが、県
内のドライブは結構楽しい。  　
　　　　　　　　　 30代・男性

自然に触れることが多くなった。
　　　　　　　　　  30代・男性

A
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▶ 秋田県就活情報サイト
　 「KocchAke!」掲載企業

▶  秋田県ふるさと定住機構HP「登録者
　  専用ページ」企業PRコーナー掲載企業

KocchAke!

PRコーナー
ここもチ

ェック！
ここもチ

ェック！

企業の魅力を教えてください！求人票には
載っていない

株式会社 シグマソリューションズ

医療と地域を結ぶＩＴ化で
これからの日本の医療を支える企業へ！

● 事業内容
医療機関向けコンピューターシステムの開発および販
売、サポート

● 会社紹介
私たちはこれからも、医療とITをつなぐスペシャリスト
であり続けます。自己満足で終わること無く、お客さま
に満足していただけるサービスを提供し続けるために
は、知識とスキルの習得に日々努力し続けることが大切
です。新入社員研修ではおよそ3ヶ月にわたって、医療
やITの基礎からしっかりと指導していきます。また現場
に出てからもスキルアップのための研修受講や資格取得
を積極的に支援しています。強い思いさえあれば、だれ
もがスペシャリストになれる環境作りをこれからも進め
ていきます。

● こんな方を求めています
当社が採用時に重要と考えることは「現在知識・スキル
を持っているか」ではなく、「興味を持って取り組み続
けられるか」です。 
あなたの「やってみたい！」という強い気持ちをお待ち
しています。

株式会社 シグマソリューションズ
〒010－8564　
秋田市卸町三丁目4番1号
http://www.sigma-sol.co.jp/

のびのびと仕事ができるアットホームな職場です！
３ヶ月の新人研修はもちろん、配属後も優しい先輩の
サポートを受け成長することができました！
自由に仕事をやらせてもらえますので、皆さんの熱い
信念さえあれば、若いうちからスペシャリストとして
の責任感とスキルを身につけることができますよ！

システム開発部システム開発課　細部　将志

＜ 勤務地：秋田市 ＞
秋田活版印刷株式会社

常にお客様の「希望（キモチ）」を
第一に考え、最良の「カタチ」を創造する、

それが私たちのモットーです。

● 事業内容
印刷・出版物の企画提案からデザイン制作・編集、印刷
製本加工の作業、梱包配送まで自社で行うことのできる
総合印刷会社です。

● 会社紹介
当社は戦後間もない1946年に創業し、地元の官公庁や
民間企業を中心にさまざまな印刷物を手がけてきまし
た。近年では大型印刷機械やカレンダーの製本機械を導
入し、自社工程による確かな品質でお客様の要望に応じ
ております。
また、従業員の心身の健康増進への取り組みに力を入れ
ており、2017年に県内で初となる健康経営優良法人と
して認可されました。2018年も引き続き認められてお
ります。働きやすさ向上の為、有給休暇の取得について
は1時間単位での取得が可能となっております。

● こんな方を求めています
当社の基本姿勢は「人間企業」です。応用の利く、前向
きで人間性にあふれた人材、環境や流れに感化されるこ
となく、自分を見失わないプライドを持ち続けられる人
材を求めます。

秋田活版印刷株式会社
〒011－0901
秋田市寺内字三千刈110－1
http://www.kappan.co.jp/

お客様の「欲しい」や「こんなものがあれば」といった
ニーズを常に考えるのはもちろん、「これまでになかっ
た」用紙や印刷方法を用いて新しい表現方法があること
を勉強することができ、実際にご提案させていただいて
います。
その中でお客様の意向に沿った提案・印刷物が出来上
がってくることはこの上ない喜びであり、やりがいです。

「モノづくり」は楽しいですよ！

営業本部　木村　一徳

＜ 勤務地：秋田市 ＞

秋田空港の地上から空までの案内人

● 事業内容
航空会社（ANA）旅客カウンター業務

● 会社紹介
当社は、秋田空港において、航空会社から空港地上業務
を委託されています。正社員への登用制度がありますの
で、長期的に働きたい方を募集しています。
航空会社の教育制度に従い、インストラクターが丁寧に
時間をかけて指導するので、未経験の方でも大丈夫で
す。
空港や飛行機が好きな方、新しい仕事に挑戦したい方、
大歓迎です。

● こんな方を求めています
臨機応変にお客様の要望に対応できる方。
明るくお客様対応ができ、航空業界に興味があり働いて
みたい方。

日本通運株式会社　秋田総代理支店
〒010－1211
秋田市雄和椿川字山籠49　秋田空港ビル内
http://www.nittsu.co.jp

安全で快適な飛行機にご搭乗頂けるよう、日夜がんばっ
ています。１つのミスが大勢のお客様に迷惑をかけてしま
う事もあり、とても責任が重い仕事ですが、老若男女、障
がいを持った方、車いすをご利用する方、お子様の一人旅
のお手伝いなど幅広い方の対応をします。
一日にたくさんの方を接客する分、たくさんのドラマに出
会えます。
ハプニング、嬉しいこと、時には悲しいことなどもあります
が、とても刺激のある仕事だと思います。

空港営業第一課　柳沢　玖留巳

秋田中央税理士法人

経営革新支援と病医院の
経営改善、実績秋田 No.1

● 事業内容
会社取引チェック・税務申告書の作成、税務調査省略の
書面添付に注力。財務＆給与システムの販売、操作指導
とデータに基づくアドバイス。

● 会社紹介
弊社は、仕事のやりがいや働きやすい作業のあり方、お互
いを認め合い、理解し合う良好な職場環境を追求します。
弊社の業務は、モノづくりの現場と異なります。意見交換、
共感やディスカッション、プレゼンテーションの「場」に
よってもたらされる、コトを主体とする以下のサービスを担
います。
・企業の月次・決算監査、税務調査省略の書面添付に注力
・相続支援業務
・医療・介護施設の会計支援
・人事評価制度の策定支援

● こんな方を求めています
弊社の経営理念に賛同し、社内外を問わず周囲の人々の
役に立ちたいという志を持ち、自分の「人生企画」に基
づいて自己のあるべき姿を追い求める若者と出会いたい
と思います。

秋田中央税理士法人
〒010－0951
秋田市山王5丁目7－28
http://www.actc.biz/

会計業務もサービス業のひとつであり、お客さまから
の顧問料の収入により会社がなりたっています。その
お客さまとは、たとえば会社の経営者の方々です。会
社を経営していくうえでは、さまざまな悩みを抱えま
す。人手不足や売上の低迷などその悩みはさまざまで
すが、会社を訪問し会計業務を行い、コミュニケー
ションをとることにより、その悩みに気づくことがで
きます。そのような悩みに寄り添い、サポートしてい
く仕事にやりがいを感じています。

決算申告書面添付課　T・W

＜ 勤務地：秋田市 ＞

気になる企業が見つかったら、Ａターン求人情報やＨＰ内
「企業ＰＲコーナー」をチェックしよう。Ａターンフェアに出展
する企業も多数掲載。直接担当者と話をしてみませんか？

日本通運株式会社
秋田総代理支店

＜ 勤務地：秋田市 ＞
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企業の魅力を教えてください！求人票には
載っていない

安心経営株式会社

社員の人生設計や
「働きがい」「働きやすさ」を

大切にします。

● 事業内容
経営支援サービス業。地方公共団体の財務書類作成支援、
公営企業の発生主義・複式簿記支援及び経営支援等。

● 会社紹介
弊社は、仕事のやりがいや働きやすい作業のあり方、お
互いを認め合い、理解し合う良好な職場環境を追求しま
す。具体的には、市町村の正確な財務書類の検証に注力
し、また、わかりやすい説明を心掛けます。　　　
さらに、40年間の長期財政計画を策定し、住民と職員
の方々の将来不安を払拭します。
人材育成は、経験軸と学習軸を統合して実施されます。
経験軸重視の研修は、発揮能力に働きかけ、実務的・実
践的に進められます。学習軸重視の研修は、体系的・計
画的に進められ、潜在能力を引き出します。そして、後
輩の課題やギャップ解決の個別支援は、先輩から現場に
おいて実施されます。

● こんな方を求めています
弊社の経営理念に賛同し、社内外を問わず周囲の人々の
役に立ちたいという志を持ち、自分の「人生企画」に基
づいて自己のあるべき姿を追い求める若者と出会いたい
と思います。

安心経営株式会社
〒010－0951
秋田市山王5丁目7－28
http://www.annshin.net/

入社前は不安に思っていたこともたくさんありました
が、入社して３カ月が過ぎ、段々と会社のことが分
かってきました。何か分からないことがあったとき
は、周りの先輩方が丁寧に教えて下さるおかげで、毎
日元気に仕事が出来ています。事務所内の雰囲気も明
るく、とても良い職場で働いていると実感していま
す。まだご迷惑をおかけしていることもたくさんあり
ますが、早く慣れるように努力していきたいです。

公会計支援課　H・S

＜ 勤務地：秋田市 ＞
三菱マテリアル電子化成株式会社

当社は『人と社会と地球のために』を
企業理念とする

三菱マテリアルグループの一員です

● 事業内容
機能性フッ素化成品の製造・導電性粉末および機能性薄
膜材料の製造・高純度半導体関連材料製造・建設工事お
よび電気計装工事設計、施工管理

● 会社紹介
当社は、自動車や半導体関連といった、我々の生活の身
近なところに役立つユニークな製品群をご提供する、世
界でも数少ない技術を有した素材製造メーカーです。
当社では、人員構成の変化を捕らえた様々な施策を展開
しており、社員一人一人に合わせた『人材育成プラン』
によるスキルアップや、『働きやすい職場環境の構築』
に努めています。

● こんな方を求めています
化学の専門知識がない方でも就業可能です。意欲を持っ
て従事頂ける方を歓迎致します。

三菱マテリアル電子化成株式会社
〒010－8585
秋田市茨島三丁目1番6号
http://www.mmc-ec.co.jp/

私は半年前まで関東の化成品会社で仕事をしていました。秋
田に帰りたいという思いから転職活動を始めましたが、その
中で感じたのは「転職は個人と企業側とのマッチングが何よ
りも重要」ということです。弊社は幅広い分野で事業を展開し
ており、求める人材も多岐にわたります。ゼロからのスタート
もいいですが、今まで培ってきたスキルを発揮できる職場を
探しているのであれば、私は弊社をオススメします。また、充
実した資格取得支援制度・教育研修制度がありスキルアップ
を後押ししてくれる環境も整っています。

フッ素事業部
電解フッ素製造部　製造グループ　加藤　康平

＜ 勤務地：秋田市 ＞
株式会社 アルファシステム

みなさまの安心をサポート。
先進的な技術開発にも挑戦。

● 事業内容
医療情報システムの開発・販売・保守/受託システムの
請負・クラウド事業/サーバ機器の保管・保守・設計/シ
ステム導入に関する企画

● 会社紹介
アルファシステムは、地域の皆様の安心サポートを任務
としています。病院やクリニックの核となる電子カルテ
システム等の導入・保守や、高齢者の健康増進を促す
IoTシステムの構築などを行います。まちの健康長寿と
生きがいを支えるために不可欠となるインフラを形作
る、誇りある仕事です。新事業の開拓も進めており、生
体情報の管理やセンサを用いた開発で、今後の成長を見
込んでいます。また、弊社では男性女性問わず、様々な
分野で活躍しています。さらに社内のコミュニケーショ
ンも活発で、和気あいあいとした職場です。

● こんな方を求めています
高齢化の進む秋田県を元気にしたい！との思いを持ち、
アクションを起こすエネルギーにあふれる方。当社はIT
会社ですが、医療・介護職経験者も大歓迎です。

株式会社 アルファシステム
〒010－0802
秋田市外旭川字四百刈2－6
http://www.alpha-sy.jp/

打合せが頻繁にあり、業務内容の共有も活発です。全
体的な業務量が多い繁忙期は、普段のコミュニケー
ションがいかに密であるかが大事だと思います。IoT事
業の担当ですが、IoTは高齢の利用者様が簡単かつ直感
的にシステムに触れられる仕組みづくりでもあると知
りました。人口減少のさなかにありながら、安心で健
康な暮らしを実現するお手伝いができればと考えてい
ます。

本社開発部　工藤　拓

＜ 勤務地：秋田市 ＞
三甲株式会社

プラスチック物流機器で
日本の物流を支える業界 No.1 メーカー

● 事業内容
プラスチック物流機器の開発・製造・販売

● 会社紹介
プラスチック物流機器とは産業界で必要不可欠なモノを
運ぶための「器」。当社は"ゼロ"から完成品を生み出す
オリジナル製品メーカーです。年間200アイテムを開
発、オリジナルアイテム数10,000を突破。
全国26工場9支店67営業所を展開し、業界業種を問わ
ず幅広いお客様に製品をお使い頂いております。
研修制度が充実しているため、プラスチック等の専門知
識は入社後に身に付けられます。実務についても先輩上
司からのOJT形式によるマンツーマン指導により基礎か
ら実施しますので、安心して仕事に取り組んで頂けま
す。

● こんな方を求めています
・誰かの役に立つことが好きな方
・主体的に働き、自分の成長を実感したい方
・多くの人と物事を進めることが好きな方

三甲株式会社
〒501－0294
岐阜県瑞穂市本田474－1
http://www.sanko-kk.co.jp/

『業界No.1メーカー』というフレーズに魅了され入社
を決めました。豊富なアイテム数や新製品の開発力な
ど、No.1になる理由がこの会社にはあります。三甲の
製品は地域や業界業種を問わず、モノが動く所全てが
営業ターゲットになり得るので、色んな人と関わりを
持ちながら仕事ができます。お客様の立場に立って製
品を提案し、ご満足頂ける製品を提供できることがや
りがいに繋がっています。また、地元で安定した企業
で働ける点も魅力のひとつです。

秋田営業所　佐藤　仁

＜ 勤務地：秋田市 ＞
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株式会社 小畑設計事務所

県内設計事務所の中では、
一番公務員のような会社です。

● 事業内容
建築設計業務全般で、意匠設計、積算、申請業務、工事
監理等を行います。（構造設計、設備設計は外注してお
ります。）

● 会社紹介
文化施設や学校、病院等の公共施設から、民間の福祉施
設まで、創業から60年以上幅広い建物の設計を手掛け
ております。
勤務時間は1日8時間、休みは完全週休2日制、祝祭日、
お盆、年末年始、その他有給休暇が設けられています。
残業は年平均20時間程度、プライベートを大切にし、
メリハリつけて働ける体制で、上は70歳まで長く働き
やすい環境です。
社員の資格取得、講習等にも投資は惜しみません。
給与形態については面接時、お気軽にご相談ください。

● こんな方を求めています
建築設計の実務経験があり、即戦力としてご活躍頂ける
方大歓迎ですが、経験の浅い方でも、資格取得に意欲の
ある方、建築や構造、設備に興味をお持ちの方は意欲重
視で採用します。

株式会社 小畑設計事務所
〒010－0951
秋田市山王三丁目1－7　東カンビル

所長をはじめ、上司に相談しやすく、フォローしてもらうこ
とが出来るので、一人で悩み、ストレスをためることはあり
ません。
長期に渡る設計もありますが、積み重ねたものが一つの
形になったときの達成感は今後の仕事のモチベーション
につながっていきます。
私は転職者ですが、週休2日制のため、以前に比べ自分の
時間を持て、資格取得に取り組む余裕ができました。

設計　髙橋　早希

＜ 勤務地：秋田市 ＞
株式会社 ナイス

「いい暮らし届けたい。」をモットーに
地域密着の企業です。

● 事業内容
秋田市を拠点に食品スーパーマーケットを9店舗展開し
ているチェーン店です。

● 会社紹介
●ナイスではプロセスセンター（水産・畜産加工セン
ター）をもち、効率的な商品加工ができる仕組みを
つくりました。

●ネット・スーパーをオープンしシニア世代、子育て世
代など買い物に不便を感じているお客様に来店しな
くても、ネット、電話等でご注文を受けご自宅ま
で、当日指定時間までにお届けするシステムをつく
りました。

●ナイスオリジナル商品を生産者の方と取組み、ナイス
の独自性を売場に表現する仕組みをつくりました。

● こんな方を求めています
何事にも前向きに考え、常にチャレンジ精神を持ち続け
てゆける意欲的な方を募集しています。

株式会社 ナイス
〒010－1612
秋田市新屋豊町3番48号
http://www.nices.co.jp

昨年、長女の小学校入学を機に秋田市に戻ってきまし
た。長男でもあり、いつかは地元に戻るとことは考え
ていました。東京では服飾関係の営業をしておりまし
たが現在は販売の仕事をしています。毎日、お客様の
反応がダイレクトに伝わってくるのでとても楽しいで
す。将来は、バイヤー職をめざしています。趣味はア
ウトドア、子供がもう少し大きくなったら家族で登山
やキャンプを楽しみたいですね。

ナイス土崎店　店舗販売部　長谷山　拓則

＜ 勤務地：秋田市、潟上市、由利本荘市 ＞
株式会社 ファイブフォックス

ファッションを通して人々に
感動と喜びを与える

『感動企業』を目指しています。

● 事業内容
婦人服・紳士服・子供服・生活雑貨などの企画製造卸小
売業

● 会社紹介
コムサプラチナやコムサイズム等でおなじみの企業で
す。ただモノを売るのではなくお客様の感動や喜びをと
もなうサービスこそが会社を支え成長させると考え、
ファッションを通して人々に夢と喜びを与える『感動企
業』を目指しています。中途入社の８割以上の方がアパ
レル未経験での入社です。マンツーマンで先輩がサポー
トするシスター・ブラザー制度など充実した研修制度が
ありますので、販売未経験者・異業種からのチャレンジ
大歓迎です！

● こんな方を求めています
人を喜ばせることが好きな方・ファッションが大好きな
方。そんな方と一緒に感動企業を実現していきたいと思
います。

株式会社 ファイブフォックス
本　　社：〒151－8588　東京都渋谷区千駄ヶ谷3－60－7
東北支店：〒980－0014　仙台市青葉区本町1丁目3－9
　　　　　　　　　　　　  第六広瀬ビル4F
http://www.fivefoxes.co.jp

前職は県外でバスガイドをしておりましたが、お客様お一
人お一人に向き合って関われる販売のお仕事に転職しま
した。
初めての洋服の販売は不安で一杯でしたが、周囲の方の
フォローや丁寧な指導のおかげで自信を持って接客出来
るようになりました。またファミリー向けのお店なので、い
つもご来店して下さるお客様のお子様が成長されるのを
見られるのも楽しみの一つです。社員同士も仲が良く毎日
楽しく過ごせる職場で満足しております。

コムサイズム　イオンモール秋田店　佐々木　蘭子

＜ 勤務地：秋田市 ＞

SMILE ＆ SECURITY
セキュリティで始まる
私たちの笑顔づくり

● 事業内容
警備業
交通誘導警備、イベント警備、駐車場警備、施設警備等

● 会社紹介
日本でも有数の警備会社であるトスネットのグループに
おいて中核をなす地域警備子会社として北東北３県を管
轄しています。秋田県内では秋田、能代、本荘、大曲の
４拠点を持ち活動しています。メインは平日の工事現場
における交通誘導警備ですが、県内でも有数の動員力を
持っていることから大曲の花火など大規模イベントも得
意としています。普段は社会の安全に寄与する仕事です
が、イベント警備では関係者しか見ることのできない裏
側を垣間見ることできたりします。とにかくやりがいは
ある仕事です。一緒に働いてみませんか？お待ちしてお
ります。

● こんな方を求めています
ただの警備員ではなく、営業所を切り盛りできる人財を
求めています。警備業は未経験でも、営業経験やスタッ
フの管理経験があればＯＫです。我こそはという意気込
みのある方お待ちしています。

株式会社 トスネット北東北　本荘営業所
〒015－0834
由利本荘市岩渕下45－2
http://www.tosnet.co.jp/group/n_touhoku.html

入社して良かった事は
・勤務地から直行直帰が可能！
・警備の資格に係る費用が会社持ち！
　スキルアップが可能！
・休みが取りやすい！
・煩わしい人間関係が少ない！
という点です！

警備職　佐藤　勇太

企業の魅力を教えてください！求人票には
載っていない

株式会社 トスネット北東北
本荘営業所

＜ 勤務地：由利本荘市 ＞

KocchAke!PRコーナー
KocchAke!
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社会福祉法人 本荘久寿会

やすらぎとまごころを大切に
ご利用者の笑顔が第一です

● 事業内容
由利本荘市内に介護老人保健施設、特別養護老人ホー
ム、ショートステイ、通所介護、グループホーム、小規
模多機能型居宅介護の７施設を運営

● 会社紹介
当法人は、医療及び介護が必要な方々に、ご利用者の視
点に立った質の高いサービスを提供すると共に、地域と
の結びつきを重視し、施設の専門機能を地域社会に貢献
できるよう努めております。
各施設には若い職員から経験豊富な職員まで在籍し、男
女を問わず働きやすい職場です。有給休暇取得率が高
く、産休・育休・看護・介護休暇制度も整備され、状況
に応じ取得しております。正職員には退職金制度もあ
り、安心して職務に専念できる職場環境です。
施設内や法人全体の研修の他、より専門性の高い介護技
術を習得しようとする職員には外部研修の受講にも力を
入れております。

● こんな方を求めています
介護業務に関心のある方、資格や経験を活かしてみたい
方、また更に高い介護技術を習得したいと思っている
方、大歓迎です。
ぜひ、一緒に働きましょう。地域密着型の社会福祉法人
を目指しています。

社会福祉法人 本荘久寿会
〒015－0031
由利本荘市浜三川字小山口20番地
http://honjo-kyujyukai.net/

私は以前東京で仕事をしていましたが、東日本大震災
が自分の将来を考える上で契機となり、安心して生活
のできる地元に戻ろうと思いました。
今は介護老人保健施設で、ご利用者が快適に過ごせる
よう日常生活全般の支援・介助の仕事をしています。
日々の仕事は忙しく大変だと思うこともありますが、
大変だからこそやりがいを感じます。協力しながら一
緒に仕事をしている仲間や職場環境にも恵まれ、地元
に戻って本当に良かったと思っています。

介護老人保健施設
ひまわりの里　介護科　木内　駿

＜ 勤務地：由利本荘市 ＞
由利工業株式会社

社員同士の距離が近く、
年代問わずコミュニケーションが

取りやすい職場です。

● 事業内容
積層セラミックチップコンデンサ製造、精密洗浄、表面
処理(航空機関連)、二次電池受託試験

● 会社紹介
「働く人の健康なくして企業はあり得ない」という思い
より、弊社では常に社員が働きやすい職場づくりに力を
入れております。とくに「改善提案」という取り組みに
より、労働者が管理者に対して職場で不安に感じる箇
所、もっとこうしてほしいという要望を知らせ、改善す
る機会があります。このような取り組みで社員一人一人
が会社を良くしていけるところが弊社の魅力と考えま
す。

● こんな方を求めています
変化や失敗を恐れず、自ら考え、挑戦することが好きな
方を求めています。

由利工業株式会社
〒018－0604
由利本荘市西目町沼田字新道下2-659
http://www.yurikogyo.co.jp/

2017年に、夫と子どもと共に地元へAターンしました。
以前は家で子どもと二人きりのことが多く、ストレスを感
じることもありましたが、今は実家で子どもを見てくれる
家族がいるため、フルタイムで働くことが出来るように
なり、自分に使える時間が増え、「母」ではない部分の自
分を取り戻すことが出来ました。また、昔からの知り合
い・親戚が近所に多く、見守ってくれる「目」がたくさん
あるので、子どもを外で遊ばせやすくなりました。

総務部　澤井　咲綾
学生の時の卒業研究のテーマに選択していた研磨加工
を続けられていることが良かったと思います。また、
かねてより行いたかったホームページの作成に携わら
せて頂いていることがやりがいです。人間関係におい
ては、仕事でミスをしたときに、配属部署の先輩方は
もちろんのこと、他部署の先輩方にも相談しやすい風
通しの良い会社だと思っています。

社長室　藤井　優和コンデンサビジネスグループ　H・S

＜ 勤務地：由利本荘市 ＞
TDK株式会社

秋田で創業・県内に数多くの
モノづくり拠点を構えています

● 事業内容
電子部品・電子デバイスの製造・販売

● 会社紹介
■海外売上比率91％の電子デバイス・電子部品メーカー■
TDKでは、秋田地区に数多くのモノづくり拠点を戦略
的に構え、現在、約3分の1の従業員が秋田で働いてい
ます。約80年前に「秋田に貢献したい」という創業者
の想いからスタートしたTDKは、グローバル市場に向
けて、独創的な製品を送りだしています。
■社風・教育制度について■
TDKでは、実力主義・成果主義の考えから、本人のや
る気や行動力を大切にしております。経験者採用者研
修、事業部別教育制度、通信教育補助制度、資格取得奨
励制度などさまざまな研修および教育体制がございま
す。

● こんな方を求めています
お客様の立場に立って行動できる方。失敗を恐れず、挑
戦し続ける粘り強さがある方。自ら積極的に努力を続け
られる方。異なる考え方にこそ価値を認められる方。

TDK株式会社
〒272－8558　
千葉県市川市東大和田2－15－7（採用拠点）
https://www.tdk.co.jp/corp/ja/index.htm

TDKでは、学閥や派閥が無く、本人のやる気や行動力
次第でやりたいことに挑戦させてくれる風土があると
思います。中途採用者が社員の3割を占めるということ
もあり、経験者採用だからといって不利になること
や、馴染めないといったこともありません。福利厚生
も充実していますし、なにより地元の秋田でオリジナ
リティのある製品を開発し、グローバルな市場に送り
だすことに喜びを感じています。

＜ 勤務地：由利本荘市、にかほ市　ほか ＞
株式会社 斉藤光学製作所

研磨技術で日本、世界をリードする。

● 事業内容
ガラス材、結晶材を研磨する製造業です。製造だけでは
なく、技術開発、研究開発事業も兼ね備え、日本、世界
の技術開発をバックアップしています。

● 会社紹介
創業から続く光学分野はもちろん、電子分野、通信分
野、パワーデバイス分野へ事業フィールドを展開してい
ます。また、他社の技術開発のバックアップのみならず
当社内においても新規技術の開発や行政機関と連携した
研究開発事業も行っています。また、社内での業務
フィールドが広いことが魅力で、それぞれが望むキャリ
アプランを実現できるように会社としてバックアップを
強化しています。福利厚生の向上にも力を入れており
「働きやすさ」「働き甲斐」が向上してきていると自負
しています。

● こんな方を求めています
コミュニケーション能力・積極性を重視します。
理工系知識がある方はもちろんそうでない方も総合職と
して様々なフィールドで活躍して頂きます。

株式会社 斉藤光学製作所
〒019－1512
仙北郡美郷町本堂城回字若林118－3
https://saito-os.com/

＜ 勤務地：仙北郡美郷町 ＞

企業の魅力を教えてください！求人票には
載っていない
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インスペック株式会社

半導体検査市場でオンリーワンから
ナンバーワン企業を目指す

東証二部上場会社

● 事業内容
半導体、IT関連デバイス（スマホ、PC、4KTV等に使
用される精密基板）の外観検査装置のシステム開発、設
計、製造販売

● 会社紹介
AI、IoTの発展に伴いテクノロジーの大変革のステージ
に入り、会社全体を若返り、活性化させるため、若手の
登用、育成に力を入れています。
下請として、ある一部分を作っているわけではありませ
ん。
検査装置メーカーとして、装置全体を一貫生産してお
り、その中で、システム開発、ソフト開発、電気設計、
機械設計等、エンジニアとしての活躍の場がたくさんあ
ります。

● こんな方を求めています
素直で明るい　粘り強い　コミュニケーション能力
柔軟な発想　時間を大切にする　小さな約束を守る
嘘をつかない勇気がある　　こんな方を求めています。

インスペック株式会社
〒 014－0341
仙北市角館町雲然荒屋敷79－1
http://www.inspec21.com

我が社の環境自慢は、少人数のため、コミュニケー
ションが非常に円滑ということです。ものづくりをす
る中で製造からダイレクトに率直な意見を聞くことが
できるので、すぐに対応ができますし、上司とも壁な
くコミュニケーションがとれるので、仕事がやりやす
いと感じています。まだまだ勉強中の身ですが、自分
自身のスキルをさらに向上させ、ひいては当社製品の
品質を向上させることに貢献していきたいです。

生産本部　技術課　高橋　達

＜ 勤務地：仙北市 ＞
株式会社 加藤建設

秋田の空の下で
フルオーダーメイドの一点ものを

造っています。

● 事業内容
公共土木工事が完成工事高の９割以上を占め、自社船舶
による海上工事が特色と言えます。秋田県の港湾洋上風
力発電事業にも参画し発展を目指しています。

● 会社紹介
入社1年目の新人から入社40年を越す大ベテランまで幅
広く在籍しています。決して楽な仕事ではありません
が、若手社員でものびのびと働くことができるサポート
体制と社員同士の横のつながりが生み出す居心地の良さ
こそが当社の強みと考えます。
会社は社員の資格取得を推奨し、新卒者には「２級土木
施工管理技士」を取得させています。その後は上位資格
である「１級土木施工管理技士」を取得させるほか、技
能系の教育訓練から最難関の技術士資格取得まで、会社
は費用面のサポートし、社員は取得した資格を日々の業
務に役立てています。

● こんな方を求めています
経験が浅くても、ブランクがあっても大丈夫。最初から
全てできる人はいません。何もかもはできなくても何か
はきっとできます。秋田で働くという熱意と仲間に溶け
込もうとする意欲です。

株式会社 加藤建設
〒010－0431
男鹿市払戸字大樋16－1
http://www.katokensetu.co.jp/

技術職員の仕事は、受注した工事を最小限の労力で効率
を最大限に上げ、最短の工期で完成させた工事目的物
が、発注者の期待以上の出来栄えであることです。結果と
して優良工事表彰や社内利益の還元で「ニコッ」としま
す。しかし、一番なのは「新しい道路ができて便利にな
る。」「川が広がって洪水の心配が減った。」こんな声を
地域住民の方々から聞くたびに、これこそが我々の仕事の
真の喜びだと感じます。

工事部　主任　天野　玄一

＜ 勤務地：男鹿市 ＞
渡敬情報システム株式会社

お客様の経営の成功の
お手伝いをする事を目指して

仕事をしている会社です
● 事業内容
秋田県内及び首都圏の民間企業向けの基幹業務を中心と
したシステム開発及びサポートを行っています。

● 会社紹介
民間のお客様からの受託開発をメインに行っています。
また、導入経験をもとに、パッケージ開発もし、全国展
開もしております。秋田で開発して首都圏の多くのお客
様に導入を進めています。首都圏での希薄なビジネスと
違い、遠くにいても心のこもったビジネスをすること
で、多くの首都圏のお客様から紹介を受けながら仕事を
しています。東京で生活していて、そろそろ地元に帰り
たいと思い弊社に入社した人も沢山おります。東京で磨
いた技術を基に是非地元貢献しながら、首都圏のお客様
の仕事を一緒にしてみませんか。

● こんな方を求めています
横手市にあります。
今までのITスキルを活用して、横手で仕事をしたい方。
実家に帰って少しゆっくり仕事をしたい方。たまには、
東京の空気を感じながら横手で仕事したい方。

渡敬情報システム株式会社
〒013－0061
横手市横手町大関越92（横手卸団地内）
https://www.wisco-wp.jp

大きなやりがいを感じる仕事に出会えたことです。現
在私が開発に携わっているシステムは全国のお客様か
ら数多くのお褒めの言葉を頂いていると聞いていま
す。これまで当社が長年に渡り培ってきたノウハウを
最大限に活かし、他のどの会社でもない当社だからこ
そ実現できるシステムであるという謳い文句に大きな
やりがいを感じています。また、残業が少なくほぼ定
時で帰れるのでオン・オフのメリハリを付けて日々の
生活を送れることにもとても満足しています。

システム部デベロップメントグループ　松井　篤志

＜ 勤務地：横手市 ＞

確かな品質と信頼の技術で
健やかな未来を創造し続けます

● 事業内容
医療用医薬品の製造

● 会社紹介
ニプロファーマは、注射剤・経口剤・外用剤を含むあら
ゆる医薬品の領域で、安全性と利便性を考慮した開発力
と、高品質な製品を安定的に生産できる卓越した技術力
で、医薬品受託製造実績国内No.1の地位を築いていま
す。ニプロファーマは日本にとどまらず、今後はグロー
バルオンリーワン企業を目指します。製薬企業のパート
ナーとして、よりよい医療社会の実現に貢献します。

● こんな方を求めています
ニプロファーマの医薬品製造を通じて社会に貢献したい
方、ものづくりに関わりたい方、お仕事に前向きな気持
ちを持って一生懸命取り組める方を歓迎します。社会貢
献度の高いお仕事に「未経験」からチャレンジ可能で
す。

ニプロファーマ株式会社　大館工場
〒018－5751
大館市二井田字前田野5番7
http://www.np.nipro-pharma.co.jp

医薬品製造業は景気に左右されない業界であることから、定
年まで安心して働くことができ、社会貢献度も高い為、仕事に
も誇りを持てると思い入社しました。入社当時は製造部門に
配属され、機械に触れ医薬品製造に携わりました。配属先で
の業務指導・育成はもちろんのこと、その他の研修制度も充
実している為、専門的なスキルが無くても問題ありませんでし
た。そして現在は総務課で人事を担当させてもらい、非常にや
りがいを感じながら仕事に取り組めています。給与面でも各
種手当・賞与や福利厚生面もとても充実しています。大館工
場全体での大忘年会や各種スポーツ大会等もあり、社員同士
の仲が良いことも当社の魅力のひとつと感じます。

総務部総務課　浅水　拓磨

企業の魅力を教えてください！求人票には
載っていない

KocchAke!PRコーナーKocchAke!PRコーナー
ニプロファーマ株式会社

大館工場
＜ 勤務地：大館市 ＞

KocchAke!PRコーナー
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秋田出身でUターン希望の方も、
Iターン希望の方も、みんな秋田に
来てくださいとの願いを込め、
オールターン（All Turn）の“A”と
秋田（Akita）の“A”をかけ

『Aターン』と総称しています。

秋田GO!ENアプリ
秋田とご縁を！

あきたごえん 検 索

インターンシップの動画は こっちゃけ 検 索

■ Aターンフェアを
　開催します
　12月30日 秋田
　 2月10日 東京

■ 企業の魅力を
　教えてください！

公益財団法人 秋田県ふるさと定住機構

■ Aターンフェア開催報告
　7月29日 東京／8月12日 秋田／
　 9月16日 仙台

■ Aターン者の声

■ 2019年4月スタート！
　秋田就職ナビ

　  あきたへ    あなたも    あしたから

2018.11

Vol.80あきた日和
秋田で就職！

Aターンフェアを開催します
秋田の企業が集結！

12/30
2018

A-turn Fair

in Akita

　　　　　　参加予定企業（51ブース）／パワーテックテクノロジー秋田㈱／㈱ヤマダフーズ／秋田精工㈱／三甲㈱
／ニプロファーマ㈱大館工場／秋田ファイブワン工業㈱／東北日本電産サンキョー㈱／新東北メタル㈱／大橋鉄工秋
田㈱／インスペック㈱／秋田青木精機(株)／秋田エプソン㈱／㈱タニタ秋田／㈱三栄機械／三浦電子㈱／セルスペク
ト㈱／㈱ジェイテクトＩＴ開発センター秋田／㈱トータルオフィスマネージメント／エイデイケイ富士システム㈱／山二
システムサービス㈱／㈱フィデア情報システムズ／㈱トラパンツ／㈱ブロードバンドセキュリティ／（社福）相和会／㈱
文蔵・㈱フルタイム・㈱グットスマイル／（社福）本荘久寿会／ホームテック㈱／菱明三菱電機機器販売㈱／㈱ツルタッ
ク／㈱岩田写真／㈱東横イン秋田駅東口／㈱伊徳／㈱ユーランドホテル八橋／㈱マルシメ／柴田工事調査㈱／㈱プ
ライムハウス／㈱寒風／大館桂工業㈱／ジオテックコンサルタンツ㈱／横手建設㈱／山科建設㈱／三共グループ／能
代運輸㈱／㈱バイク王＆カンパニー／㈱みちのくジャパン／㈱シーズクラフト／秋田石油備蓄㈱男鹿事業所／北日本
運輸㈱／秋田中央税理士法人・安心経営㈱／㈱秋田魁新報印刷／ＴＤＫ㈱

Aターンフェアin秋田
～秋田県で就職を希望する全ての方の就職フェア～
■日時 ： 平成30年12月30日（日） 12：0０～15：00
■場所：秋田拠点センターアルヴェ  1F  きらめき広場
■対象：秋田県内で就職を希望する全ての方、またはそのご家族、
　　　　知人　※県内・県外・一般・学生・生徒問いません

※参加企業は都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

Ａターン者の採用に積極的な県内
企業がブースを設け、会社説明や
個別面談を行います

参加市町村が地域の企業情報や
移住制度など様々な情報を提供し
ます

各種団体が秋田県内の業界を紹
介しますので、幅広く業界の話を聞
くことができます

企業ブース 市町村相談ブース 業界ブース

●Ａターン就職・移住相談
●学生就職相談
●ハローワーク相談
●インターンシップ相談
※ハローワーク相談は秋田会場のみ

パソコンであなたの職業適性を調
べてみませんか？結果をキャリア
コンサルタントが解説します

企業訪問や面接など、Aターン者に
役立つセミナーを開催

各種相談コーナー 職業適性診断コーナー セミナー

出展企業が自社をプレゼン
各社の熱い思いを聞いてください

県内企業のパンフレットを多数取
りそろえております

県内Aターン求人すべての一覧を
設置しています

企業PRタイム 県内企業パンフレットコーナー 求人情報コーナー

ご夫婦やお子様連れ歓迎！参加無料・服装自由

Aターンフェアin東京
■日時 ： 平成31年2月10日（日）11：3０～16：10
■場所：浅草橋ヒューリックホール（JR 浅草橋駅西口より徒歩１分）
■対象：Ａターン希望者（社会人及び学生）

2/10
2019

A-turn Fair

in Tokyo

参加企業の募集職種はホームページで近日公開！
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