
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

公益財団法人 秋田県ふるさと定住機構
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■ Aターンフェア開催報告
　 10月28日 東京 ／ 12月30日 秋田
　   2月10日 東京

■ デジタルイノベーションを
  推進するICT企業特集

■ 「求人票には載っていない」
　企業の魅力を教えてください！

■ 2019年4月スタート
　「あきた就職ナビ」サービス内容のご紹介　

■ 2019年度Aターンイベントスケジュール



Aターンフェア開催報告

日時：平成30年10月28日（日）
　　　11：30～16：10
会場：浅草橋ヒューリックホール

■参加企業数／53社　■来場者数／134名
■企業面談数／226名（延べ）

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
会場：浅草橋ヒューリックホール

■参加企業数／55社　■来場者数／138名
■企業面談数／203名（延べ）

2018-10／2018-12／2019-02

　平成最後のＡターンフェアは、会場とし
て定着しつつある浅草橋・ヒューリック
ホールで開催しました。
 当日は穏やかな天候で、11時の受付開始
からたくさんのご来場をいただきました。
ご夫婦・お子様連れでのご来場も多く、ご
夫婦揃って企業ブースを訪問する姿や、
キッズスペースで塗り絵や折り紙を楽しむ
姿も見られました。
　今回は12時からと13時から、21社もの
企業が、１社３分の「企業なまＣＭ」と題
した企業プレゼンタイムを行い、多くの来

場者が訪問ブースを選ぶ参考にと熱心に聞
いていました。
どのブースに訪問したらいいかわからない
方には、ハッピを着た「フロアナビ」が、
ご本人の希望に合ったブースにご案内して
いました。企業から声をかけられてブース
訪問した方も多くいらっしゃいました。
　一人で３～４社のブースを訪問する方が
ほとんどで、来場された皆様からは、「東
京では知り得ない情報が聞けて良かった」
「活気があった」「良い出会いがあった」
とのご意見をいただきました。

　平成最後のＡターンフェアは、会場とし
て定着しつつある浅草橋・ヒューリック
ホールで開催しました。
 当日は穏やかな天候で、11時の受付開始
からたくさんのご来場をいただきました。
ご夫婦・お子様連れでのご来場も多く、ご
夫婦揃って企業ブースを訪問する姿や、
キッズスペースで塗り絵や折り紙を楽しむ
姿も見られました。
　今回は12時からと13時から、21社もの
企業が、１社３分の「企業なまＣＭ」と題
した企業プレゼンタイムを行い、多くの来

場者が訪問ブースを選ぶ参考にと熱心に聞
いていました。
どのブースに訪問したらいいかわからない
方には、ハッピを着た「フロアナビ」が、
ご本人の希望に合ったブースにご案内して
いました。企業から声をかけられてブース
訪問した方も多くいらっしゃいました。
　一人で３～４社のブースを訪問する方が
ほとんどで、来場された皆様からは、「東
京では知り得ない情報が聞けて良かった」
「活気があった」「良い出会いがあった」
とのご意見をいただきました。

＜イベント内容＞企業との個別面談／セミナーイベント（企業“なま”ＣＭ他）／Ａターン就職・移
住相談／学生就活相談／インターンシップ相談／市町村等相談（秋田市、能代市、横手市、大館
市、湯沢市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、仙北市、大潟村、県事業引継ぎ支援センター）／業界
等研究ブース（秋田県社会福祉協議会、平鹿建設業協会、仙北建設業協会）／職業適性診断・
キャリアコンサルティング／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／セミナーイベント（企業ショートＰＲタイム他）／Ａター
ン就職・移住相談／学生就活相談／インターンシップ相談／市町村等相談（鹿角市、大館市、
能代市、秋田市、由利本荘市、にかほ市、横手市、湯沢市、秋田県事業引継ぎ支援センター）／
業界等研究ブース（秋田県社会福祉協議会）／職業適性診断・キャリアコンサルティング／県
内企業パンフレットコーナー　

10/28
A-turn Fair

in Tokyo

2/10
A-turn Fair

in TokyoAターンフェアin東京

　10月開催のＡターンフェアin東京は晴天
に恵まれ、７月開催より多くの方々にご来
場いただきました。
　ご家族やお子様連れのご来場者が前回よ
りも増えているように感じました。一緒に
企業ブースを回ったり、キッズコーナーで
ひと休みされたりと、ご家族皆さんでイベ

ントを過ごされていました。
　今回初の試みで、セミナースペースで出
展企業担当者によるショートＰＲタイムを
行いました。９社の企業担当者が自社のＰ
Ｒを行いました。このＰＲを聞いて企業
ブースに訪問した方も多くいらっしゃいま
した。

12/30
A-turn Fair

in Akita

Aターンフェア
in秋田
日時：平成30年12月30日（日）
　　　12：00～15：00
会場：秋田拠点センター アルヴェ
　　　1F　きらめき広場

■参加企業数／49社
■来 場 者 数／400名
■企業面談数／313名（延べ）

＜イベント内容＞企業との個別面談／ステー
ジイベント（企業“なま”ＣＭ他）／Ａターン就
職・移住相談／ハローワーク相談／学生就活
相談／インターンシップ相談／市町村等相談

（秋田市、潟上市、北秋田市、にかほ市、由利本
荘市、秋田県人事委員会、秋田県警察本部）／
業界等研究ブース（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
仙北建設業協会、秋田県農業公社）／職業適
性診断・キャリアコンサルティング

　平成30年最後のＡターンフェアは、秋田
拠点センターアルヴェで開催しました。
当日は最高気温が1.7℃とかなり冷え込み
ましたが、過去最高の400名の方々にご来
場いただきました。県外在住の帰省中の
方々はもちろん、県内在住の方々やご家族
のご来場も多く見受けられました。
　出展企業は各社ブース装飾を施しており、
来場者からは「わかりやすい」と好評でし
た。また、当日はステージで「企業なまＣ
Ｍ」と題し、18社の企業担当者が５分間の
自社プレゼンを行いました。
　企業ブースで面談する方、市町村ブース
で移住者向けの制度を聞く方、職業適性診
断コーナーで自身の職業適性を調べる方、

企業パンフレットを収集する方などで会場
は賑わいました。「シンプルながら温かさ
を感じた」「積極的に話を聞きに行こうと
いう気分にさせられるような雰囲気だっ
た」とのご意見も頂きました。
　ご来場いただきました皆様、ありがとう
ございました。
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ICT企業特集
デジタルイノベーションを巻き起こすデジタルイノベーションを巻き起こす
秋田から秋田から

ふるさと秋田の次世代を担うICT企業と共に　　　
秋田のデジタルイノベーションを推進しましょう!!

県内のキラリと光るICT企業14社をご紹介★

　少子高齢化による労働力の不足などを背景に、
ICTを活用した生産性の向上や働き方改革への対
応が避けて通れない課題になっています。
　また、第四次産業革命等のデジタルテクノロ
ジーの活用によって、新たな商品・サービスの創
出や、様々な地域課題の解決につながることが期
待されています。
　県では、ICTを駆使し、
イノベーションの担い手
となる県内ICT企業の発
展と、ICT人材の確保と
育成に努めています。

秋田県産業労働部
デジタルイノベーション戦略室
室長　羽川　彦禄ⓒ2015秋田県んだッチ

秋田県は
デジタルイノベーションを支える
ICT人材の確保・育成に
取り組みます

株式会社 アキタシステムマネジメント

● こんな会社です！
お客様と直接の取引を行う、プライムベンダー（一次請
け企業）として活動しております。お客様との緊張感あ
る交渉や、成果物への責任も増しますが、その分プロ
ジェクトが成功した時には、お客様からの感謝と労い、
達成感が大きくやりがいがあります。

● こんな仕事をしています
システムインテグレーターとして、コンピュータ機器販
売、システム開発、システム運用支援、保守メンテナン
ス、ネットワーク構築、IBMやLenovoのビジネスパー
トナーとして秋田県内へのビジネスを行っています。

● こんな人を募集しています
・新しいことにチャレンジしたい人
・誰とでも会話できる人
・最後までやり抜く人

株式会社 アキタシステムマネジメント
〒010－0964
秋田市秋田八橋鯲沼町1－60
https://asm.co.jp

最新技術に取り組むことがで
き、その支援体制もあります。
苦手な分野も気軽に社内のス
ペシャリストへ相談できるた
め、システムエンジニアとして
スキルアップしやすい環境で
す。システム開発ではお客様と
直接やり取りする機会も多く、
導入したシステムの感想を直接聞けるところが楽し
いです。休暇も取りやすいため、プロジェクトが終
わった後、私は旅行に出かけてリフレッシュしてい
ます。

キラリ★エースのひと言

＜ 勤務地：秋田市 ＞
株式会社 アルファシステム

● こんな会社です！
弊社では男性女性を問わず、様々な分野で社員が活躍し
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。社長は進取の気性に富み、
新事業の拡大も臆せず取り組みます。

● こんな仕事をしています
アルファシステムは、中小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・保守を中心とし、受託シ
ステムの請負やクラウド事業、高齢者の健康増進を促す
IoTシステムの構築など、ネットワークで地域の安心を
繋ぎます。

● こんな人を募集しています
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、営業経験者や医療・介護職の経験者も大歓
迎です。システム導入にあたっての企画・コンサルティ
ングなども行います。

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/

私は、IoT を活用した高齢者向
けのシステム開発を担当して
おり、現在はウェアラブルデバ
イスを使って健康増進・健康
管理に取り組んでいます。この
会社では、医師や介護事業者な
ど様々なお客様のお話を直接
聞くことができ、要望をシステ
ムに反映できることにやりがいを感じています。

キラリ★エースのひと言

＜ 勤務地：秋田市 ＞

秋田県内の企業へICT提案を行い、
県内企業の競争力・企業の活性化に

寄与して行くことを目指しております。

地域の安心をネットワークで繋ぐ。
電子カルテの導入ならお任せください。
ICT・IoTシステムで介護分野にも挑戦

デジタルイノベーションとは、いわゆる「第四次
産業革命」が進展し、ICT分野で昨今注目されて
いるモバイル、クラウド、ビッグデータ、AI等の
最新技術の活用により、ビジネスや業務を革新し、
新たな価値を創造することを指します。

「デジタルイノベーション」とは
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北日本コンピューターサービス株式会社

● こんな会社です！
2018年の東洋経済オンライン「成長力があって居心地 
のよい中小企業」で全国7位にランクインしました。
240名の社員が「いきいき・わくわく」働き、活躍して
います。

● こんな仕事をしています
地方自治体の福祉行政サービス向けの情報システムを開 
発・販売しており、主力製品の生活保護システムは全国
シェア60%を誇ります。

● こんな人を募集しています
知識やスキルは入社後の研修で身に着けていただきます
ので学部学科は問いません。それよりも、真面目さや仕
事に対する思いを重視します。「全国をまたにかけて活
躍したい」そんな情熱をもっている人も大歓迎です。

北日本コンピューターサービス株式会社
〒010－0013
秋田市南通築地15－32
http://www.kitacom.co.jp/

多くの人の役に立ちたい、全国
規模でお客様に貢献したいと
考えて会社を選びました。知識
やスキルの習得に苦労もあり
ましたが、オフィスの雰囲気が
よいところを気にいっていま
す。お客様からたくさんの「あ
りがとう」をもらえることがや
りがいです !

キラリ★エースのひと言

＜ 勤務地：秋田市 ＞
株式会社 グリュックス

● こんな会社です！
男性4名女性2名で活動中。
様々なシステム開発があり、広い分野の知識が習得可
能。自由な社風のため、服装自由。お休みが取りやすい
環境。長期お休みもOK!

● こんな仕事をしています
各種ソフトウェア開発
ワイヤレスデータ通信システム「V-NET」の開発・販売
ファンクラブ管理システム「ifanアイファン」の開発・運用
こどもプログラミングスクール「GNY」の運営

● こんな人を募集しています
技術力のある会社を目指し、目標に向かって一緒に働い
てくれる方を歓迎します!グリュックスの仕事に興味の
ある方、是非ご応募ください。元気のある方、一緒にお
酒を飲み、笑い合える方をお待ち しております。

株式会社グリュックス
〒010－0942
秋田市川尻大川町1－25　アップヒル21
https://glucks.jp/

弊社の良いところとして以下の
点が挙げられます
自社サービスの開発・提供あり
／多くの会員を抱えるサービス
開発のやりがいあり／社内開発
のため時間管理が容易／様々
なシステム開発があり、広い分
野の知識が習得可能／意見・
提案が通りやすい環境
自ら積極的に行動・提案していける人の方が楽しく働
けると思います。

キラリ★エースのひと言

＜ 勤務地：秋田市 ＞

 秋田から全国へ!
全国シェアNo.1の情報システムを

開発・販売しています!!

 様々なシーンでお客様の要望をカタチに！
時代にマッチしたユーザビリティの高い

システムを開発し、お届けします。

エイデイケイ富士システム株式会社

● こんな会社です！
全国の地域社会活性化と持続性社会の実現に貢献する
為、時代が求める情報化に貢献するICTエンジニア技術
者集団を目指しています。社員一人ひとりの成長が、会
社の成長に繋がるよう人財育成に力を入れています。ま
た、働き方改革にも積極的に取り組んでいます。

● こんな仕事をしています
現代の地域社会が抱える課題をICTの利活用で解決するこ
とを使命として、システム開発、クラウドサービスの提供、
ソリューションサービスの提供等を行っています。最近で
はIoT、RPA、AIソリューションの提供も行っています。

● こんな人を募集しています
自社サービスや受託システムの開発を担うシステムエン
ジニア、プログラマの方、自社サービスを展開する営業
の方を募集しています。お客様の問題解決に積極的に取
り組める方、新しい技術に興味がある方、是非お待ちし
ています。

エイデイケイ富士システム株式会社
本　　　社：〒010－0851 秋田市手形字山崎110番地3
七曲開発センター：〒019－2611 秋田市河辺戶島字七曲台315番地
豊田事業所：〒191－8502 東京都日野市富士町1番地
http://www.adf.co.jp 　　　　　　　東京工場内　西3C-32

当社を選んだのは、当時新しい
技術だったIoTの商材に興味を 
持ったからでした。入社して2年
目となりましたが、常に新しい
技術を取り入れ、商材を生み出
していくところに、入社前も今も
魅力を感じています。また、研
修(新人研修、2年目研修等)の
充実も当社の魅力だと思います。仕事の面では、上司
や先輩が優しくフォローしてくれる為、働きやすい環
境だと感じています。新しい技術に触れられる当社
で、是非一緒に働きましょう!

キラリ★エースのひと言

＜ 勤務地：秋田市 ＞
株式会社 エスツー

● こんな会社です！
秋田市に本社、仙台・東京にも事務所を持つICTベンチャー
企業。①ICTインフラ②Webシステム開発・保守・運用
③子供向ICTスクールを3つの柱に、平均年齢30代前半
の個性豊かなメンバーで秋田のICTをリードします。

● こんな仕事をしています
当社の大きな柱に育ったa doc. 東京の企業様を中心に
お客様のサービスであるWebシステムの開発・保守・
運用を秋田市の当社事務所で行うニアショアサービスを
提供しています。

● こんな人を募集しています
Webのプログラマー募集中! Java,.Net, PHP, JavaScript 
等言語での開発経験と、新しいことに挑戦する気持ちを
持った方を募集しています。例え1年程度の経験であっ
ても熱意のある方であれば是非!

株式会社 エスツー
〒010－0011
秋田市中通3丁目3－10　秋田スカイプラザ7F
http://www.esu2.co.jp/

運送業から一念発起、24歳未経
験で仙台から移住し1年半、やっ
とプログラマーのスタートライン
に立てました。初めての土地、仕
事、外国人社員もいる職場、全て
がチンプンカンプンで正直吐きそ
うな毎日の連続でしたが、めげず
にやってきて良かったと今更なが
ら思います。自分のプロジェクト
を持つ事、一つの分野でスペシャリストになる事が今の目
標です。職場もですが、秋田のきれいな空気と穏やかな時
間の流れが自分には合っていたようです。

キラリ★エースのひと言

＜ 勤務地：秋田市 ＞

 私たちICT技術者集団といっしょに
次世代の地域情報化へ

チャレンジしませんか!!

働き方シフト! 
「東京の仕事を秋田で」

秋田で働くWebプログラマーの方募集
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株式会社 シグマソリューションズ

● こんな会社です！
医療業界に特化したビジネスを展開し、レセプトコンピュー
タや電子カルテシステムといった、医療従事者にとって
便利で快適なシステムを提案・提供することで、地域社
会・地域医療に貢献するIT企業です。

● こんな仕事をしています
秋田でコンピュータ事業を開始して今年で38年。当社 
は医療業界にこだわり続けてきました。秋田に本社を置
きながらも当社のお客様は全国各地にいらっしゃいま
す。秋田にいながら全国の医療へ貢献できる仕事です!

● こんな人を募集しています
当社が新卒採用で重視することは「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/

医療機関に設置されている
ハードウェアやネットワーク
機器の点検・修理を担当して
います。 お客様先へ訪問する
ときは、故障でご迷惑をかけて
いることがほとんどです。ご迷
惑をおかけしているにもかか
わらず、対応後はお客様から感
謝されることが多く、それがモチベーションにもつ
ながります。また学生時代はイメージがつかなかっ
たのですが、仕事以外のことを話すことも多く、それ
がリラックスできる瞬間でもあります。

キラリ★エースのひと言

＜ 勤務地：秋田市 ＞
株式会社 タニタ秋田

● こんな会社です！
ユースエール企業にも認定され安心して働ける環境です。
OJTや社外教育の他、周りのバックアップもあり、技術職に
おいても未経験の方が活躍されています。まずは社員が健
康に!ということで、全社員に活動量計を配布し、頑張った
方へのご褒美も含め、社員の健康づくりも支援しています。

● こんな仕事をしています
体重計や体組成計、キッチンスケール、活動量計など様々
な計量器を商品設計から製造、さらにはお客様サポートま
で行っています。商品企画、モノづくり、お客様の声、それ
ぞれの思いをぶつけながら、より良い商品づくりに励んで
います。

● こんな人を募集しています
・自分の手掛けた商品が、お客様の手に渡って使ってい
　ただけることに喜びを感じられる方
・地道な作業でもこつこつ粘り強く続けられる方
・自ら自己のスキルを高めることに意欲のある方

株式会社 タニタ秋田
〒014－0113
大仙市堀見内字下田茂木添28－1
http://www.tanita.co.jp

設計開発業務はメカ・電気・
ソフト各分野の技術者がチーム
となり力を合わせ進めます。開
発も生産も自社で行っているの
で、サービスセンターに寄せら
れるお客様の声を新商品に反
映させ、ゼロから商品を作り上
げていく過程に面白さや楽しさ
を感じています。
また、タニタ商品は健康、運動、食事まで多岐にわたり
ますので、世界の人々の健康や暮らしに役立つものづ
くりにやりがいがあり、大きな達成感を得られます。

キラリ★エースのひと言

＜ 勤務地：大仙市 ＞

     秋田発信の地域医療!
医療と地域を結ぶICT化でこれからの

  日本の医療を支える企業へ!

     健康をはかる「タニタ」
  世界中で使われているタニタの
  モノづくりを支えています。

株式会社 シーズクラフト

● こんな会社です！
本社が秋田、支社が東京、映像制作を中心としたデジタ
ルコンテンツ開発を行っている会社になります。
社員教育に力をいれ、どんな場所でも効率的に制作がで
きる環境を準備し、働き方改革を進めています。

● こんな仕事をしています
仕事内容は多岐にわたり、映画、アニメ、ゲーム、遊戯
機の映像・アセット制作を手がけています。
具体的には、アニメ「セインティア翔」、ゲーム「星の
カービィ」、映画「いぬやしき」、「検察側の罪人」に
携わりました。

● こんな人を募集しています
資格や知識よりも、映像制作や絵を描くことが好きな気
持ちが大切。
与えられるだけでなく、自ら提案できるクリエイティブ
な方。自分なりの目標を持って、自主的に行動すること
ができる方を募集しております。

株式会社 シーズクラフト
〒010－0001
秋田市中通3－3－10　秋田スカイプラザ 6－C
https://cscraft.co.jp/

自分は湯沢出身・妻が角館出
身で、仙台で働いている頃から
いつかは秋田へ戻るつもりで
した。湯沢の実家は山が近く、
父親と 山菜採りもできます。
この先の子育てなどを考える
と、豊かな自 然と触れ合える
環境であることが良いと思い
ます。  東京や仙台でなくても、秋田で CG や映像制
作の仕事はできま す !  まずはネットで検索して、次
は自分で体を動かして調べてみてください。一緒に
仕事できる日を楽しみにしています。

キラリ★エースのひと言

＜ 勤務地：秋田市 ＞
株式会社 ジェイテクトIT開発センター秋田

● こんな会社です！
㈱ジェイテクトの100%出資子会社です。フレックス
制、介護・育児休職制も備えています。秋田駅から徒歩
5分。地元でじっくりキャリアを磨けます。異業種から
ジョブチェンジした人や、エンジニアとしてブランクが
ある人も男女問わず多数活躍中!

● こんな仕事をしています
自動運転社会実現に向けた、次世代自動車向けステアリ
ングシステム、およびドライブライン製品・システムに
おけるソフトウェアの受託開発・組込みソフトウェアの
開発（設計～評価）・コントローラの仕様（ソフトウェ
ア）の策定・機能安全設計 （ISO26262など）

● こんな人を募集しています
製品全体の制御仕様の策定、システム設計、制御モデル
の構築、MATLAB/Simulinkを用いたモデルベース開発
経験者も大歓迎です。また、異業種からのジョブチェン
ジも応援致します。

株式会社 ジェイテクトIT開発センター秋田
〒010－0001 
秋田市中通4丁目2－7　日本生命秋田中央通ビル3階
https://jtekt-ita.com/

ソフトウエアエンジニアとし
てブランクがありましたが、
もう一度、ものづくりの仕事
をしたいという思いが強く、
入社を決意しました。組込み
システムは未経験で入社前は
不安がありましたが、面倒見
がよく丁寧に指導してくれる
上司と同僚に囲まれて、楽しく働いています。完全
週休二日制で勤務時間の管理や福利厚生もしっかり
しており、女性エンジニアも長く働き続けることが 
できる環境だと思います。

キラリ★エースのひと言

＜ 勤務地：秋田市 ＞

もっと自由に、もっとおもしろく
CG制作を通じて、夢と希望を与える

 【㈱ジェイテクト:トヨタグループ主要13社の1社】 
自動車の「曲がる」「止まる」を担う、

重要な機能部品（電動パワーステアリング）の
「世界シェアNo.1」を誇ります。
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株式会社 フィデア情報システムズ

● こんな会社です！
当社は一部上場会社のフィデアホールディングスの子会
社かつ北都銀行関連会社で、秋田県を中心とした地方公
共団体取引と金融システム業務を中心に民需関連や医療
福祉 関連と多岐に渡る業務を行っています。

● こんな仕事をしています
システムインテグレーション、ソフトウェア開発受託サー
ビス、アウトソーシング、システム機器販売 等。

● こんな人を募集しています
第一印象として「笑顔と清潔感」に溢れていること。次
に自己表現ができて何事にもチャレンジ精神旺盛で、夢
があり発展性のあることを重視しています。また、技術
力すなわち情報処理技術者の資格を保持していれば、即
戦力としての期待度は高まっていきます。

株式会社 フィデア情報システムズ
〒010－0951
秋田市山王三丁目4－23
http://www.fisys.jp/

当社は、地域社会に貢献するシ
ステムインテグレータとして県
内最大の在籍数である ITC 社
員のもと、システム導入の上流
工程から下流工程までトータル
サポートできる会社であり一人
ひとりの力を遺憾なく発揮でき
ます。また、社員のワーク・ライ
フ・バランスへの取組みが積極的であり社員が安全・
健康・働きやすい環境作りに励んでいる会社です。
SE の基礎を1から学べる当社で、社会人としての第一
歩を踏み出してはいかがでしょうか。

キラリ★エースのひと言

＜ 勤務地：秋田市 ＞
渡敬情報システム株式会社

● こんな会社です！
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。平成29年
に事務所の内装リニューアルを行い社員同士のコミュニ
ケーションが取りやすい環境になっております。社員数は
38名（うち女性6名）。

● こんな仕事をしています
民間のお客様からの受託開発をメインに行っています。 
導入経験をもとにパッケージ開発もし、全国展開をしてお
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。

● こんな人を募集しています
弊社は秋田に居ながらにして、全国のお客様にお役立ちす
る事を目指して仕事をしています。私たちがご提供する最
高のしくみとサービスでお客様に笑顔になってほしい。お
客様の会社経営が成功することが、私たちにとっての何よ
りの喜びです。そんな弊社の思いに共感してくださる皆様
のご応募を心よりお待ちしています。

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

私は神奈川県川崎市出身で結
婚を機に妻の実家のある大仙市
へ来て2016年に入社をして営
業部に所属いたしました。はじ
めはお客様との会話で方言が
分からず苦労した事もありまし
たが現在では自分が方言を使
うほど慣れ、お客様と楽しく会
話ができるようになりました。また残業もほとんどなく
有給休暇も自由に取得する事ができ、先日2人目の出
産に立ち会う事ができ仕事もプライベートも充実して
おり楽しい日々を送っております。

キラリ★エースのひと言

＜ 勤務地：横手市 ＞

 地域密着で人と人とのふれあいを大切にする会社
です。地元秋田への恩返しを意識しながら、

常に新たなチャレンジへも取り組んでいます。
更なる発展に全力を注ぎます!!

      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。

東光コンピュータ・サービス株式会社

● こんな会社です！
大館市に本社を置く東光グループは、平成30年に創業
80周年を迎えました。弊社は、その東光グループの一
翼を担うICT企業です。

● こんな仕事をしています
業務システムの提案、システム開発・導入サポート及 
び機器販売、Web制作など様々な業務を行っていま
す。

● こんな人を募集しています
技術取得よりも、人間力の向上が優先です。
明るい挨拶ができること等、社会人として当たり前のこ
とを、当たり前にできることが最優先である、と考えて
います。

東光コンピュータ・サービス株式会社
〒017－0044
大館市御成町4丁目8－74
http://www.tcs.tokogrp.co.jp/

当社の社風は『社員の幸せが重視されること』『社
員一人ひとりが自立して責任者としての自覚を持
ち、人間力と技術力の向上に日々努めること』で
す。相談しやすいアットホームな環境ですので、安
心して仕事に取
り組めます。私
自身、慣れ親し
んだ環境である
地元でのびのび
と 仕 事 が 出 来
て、とても満足
しています。

キラリ★エースのひと言

＜ 勤務地：大館市 ＞
株式会社 日情秋田システムズ

● こんな会社です！
創立30周年を超え、情報システムを開発し秋田より発
信している会社です。ベテランの持つ豊富な経験と若い
人材の発するエネルギーが、うまく噛み合う技術者集団
として幅広く活躍しています。

● こんな仕事をしています
官公庁などの公共事業、鉄道輸送、金融証券、電力ガス 
事業、IoT事業などのシステムや、県内企業及び市町村
の地域密着システムなど、生活に直結した数多くのシス
テム開発と構築に携わり、多様なニーズに応えてきてい
ます。

● こんな人を募集しています
何事も積極的で前向きに考え、システム開発における最
適解の追求のために飽くなき探究心を持ち、自分自身を
取り巻く自社及び全国の同業他社や顧客の皆様と良好な
コミュニティを構築しようとされる方。

株式会社 日情秋田システムズ
〒010－0951
秋田市山王二丁目2－17　山王ピアレス7F
http://www.nas-akita.co.jp

＜ 勤務地：秋田市 ＞

知恵を絞り設計・開発した情報システムが、地域社
会をはじめとする日本社会と、多くの企業を支える
ことにやりがいを感じています。チームで行う仕事
は、社内外の方々と協力し合い、メリハリを持って
取り組むことで、
チームメンバや
社外の方々と絆
を深めています。

キラリ★エースのひと言

企業は人なり。
 持ち場持ち場でなくてはならない人を

     最適で効率的な変革を！
  近未来に向けた先端のものを！

   顧客満足度100%超えを！
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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

　

地味だけど！すごい会社！

● 事業内容
病院、ホテル、旅館の寝具類一式のリース
施設、病院スタッフのユニフォーム等のレンタル、販売
介護福祉用品の販売、レンタル業務等

● 会社紹介
秋田基準寝具では寝具、ユニフォームだけでなく、テー
ブルクロスやおしぼり等の飲食店で使うものから個人宅
でも使うウォーターサーバーの取り扱い等、寝具だけに
とどまらず幅広い分野で業務を行っております。また、
秋田県内で高いシェアを持っている以外に県外のお客様
との取引にも力を入れています。

● こんな方を求めています
多くの仲間と協力することが求められる業務ですので、
しっかりとコミュニケーションをとり、協力して要望に
対処できる方

秋田基準寝具株式会社
〒010－0975
秋田市八橋字イサノ6－1
http://akitakijunshingu.co.jp/

私が入社して良かったと感じるのは、周りの人間関係に恵
まれたということです。とても風通しの良い職場で、丁寧に
仕事を教えてくれる上司や、何事も相談できる同期に出会
えたことに感謝しています。そのため、日々の業務がとても充
実していて、楽しいです。
またお客様に提案できる内容が幅路いので、毎日同じ営業
がなく、新鮮で、自分のスキルアップにもつながっています。

営業部資材課　柏崎　愛

＜ 勤務地：秋田市 ＞

秋田基準寝具株式会社 株式会社 山二

秋田で創業し80年を迎えます。
身近で親しみの持てる企業を
モットーに、安定成長しています。

● 事業内容
レンタカー、カーリース、Ucar、車検整備、ガソリン
スタンド、石油製品全般の取扱いと関連商材の販売
● 会社紹介
■山二のエナジーは、私たちの高い意識と熱い情熱。
私たちの歴史は、これまで数多くの社員が数多くの挑戦
をしてきたことで創られてきました。社員一人ひとりが
「高い意識と熱い情熱」を持って、チャレンジし続ける
姿はまさに、山二のエナジーそのものです。
■社員の成長=会社の成長
世代を問わず意見を出し合える風通しの良い環境が、新
しい発想や職場での活気を創り出しています。山二では
「社員の成長=会社の成長」と捉え、社員一人ひとりの
成長に期待し、成長し続けられる会社でありたいと願っ
ています。あなたも、このエナジー溢れるこの会社で一
緒にチャレンジしてみませんか?
● こんな方を求めています
■責任感があり、やり抜く気持ちがある方
■人との関わりに積極的な方
■協調性をもった正直な方
■能力向上に積極的な方
■結果を求めて前向きにチャレンジできる仲間を待って
　います!!

株式会社 山二
〒010－0001
秋田市中通二丁目2番32号
http://www.yamani-grp.com/

「人のそばに夢のそばに」というフレーズに魅了さ
れ、入社して12年になります。職場はほのぼのとして
おり、上司や所長はとても人間愛あふれる方々です。
レンタカー車両をとおして、お客様に安全・安心を提
供し、信頼していただける様、日々努めております。

オリックスレンタカー　A・T

＜ 勤務地：秋田市 ＞

未経験者でも安心！
お客様と社員さんの笑顔と満足を

追求しています。

● 事業内容
KDDI事業部（auショップ・UQスポット運営）法人営業事
業部（OA事業部・KDDI法人営業部）外食事業部（牛角能
代店運営）・インターネットサービス事業（テレポートジャ
パン）ネットオークション・ネット販売業務（あいネットライ
フ）

● 会社紹介
当社では、メンター制度を導入しています。マンツーマ
ンで先輩スタッフが細かくサポートしますので、未経験
の方でも不安なく安心してお仕事していただけます。
20代前半で店長、マネージャーとして活躍している社
員さんもいます。
福利厚生も充実しています。
◯各種保険制度◯社員旅行◯年度表彰制度◯勤続表彰◯
資格取得のための受講料支援◯資格取得による能力給
アップ◯通勤手当◯産休制度◯退職金制度など。
社員さんが安心して働いていただけるシステムづくりを
常に追求しています。

● こんな方を求めています
チャレンジ精神を持って物事に前向きに取組み、改善・
実践できる行動力のある元気な方。

株式会社 ハムセンター秋田
〒016－0171
能代市河戸川字上西山51－33
http://www.kkhca.co.jp

仕事をしていて嬉しいのは、お客様から感謝の言葉をいただ
いた時です。専門知識が必要で責任ある仕事ですが、笑顔で
お帰りいただいた時は充実感を感じます。入社当時は不安も
ありましたが、先輩がしっかりフォローしてくれましたので安
心して勉強することが出来て助かりました。接客も含め、自分
自身のスキルアップに繋がりますし、スキルによって手当がつ
いたりしますので、モチベーションもアップします。休暇制度
も充実していますので、プライベートも大切にすることが出来
て、次の仕事への活力になっています。

auショップ能代　相原　崇宏

有限会社 村田弘建築設計事務所

“機能” “デザイン”を
妥協することなく追求する

創業時より一貫した設計スタイル

● 事業内容
官公庁施設や文教施設・福祉施設などを中心とした建築
設計事務所

● 会社紹介
創業時より一貫した弊社のスタンスは、“施主”“地域” 
“時代”と真摯に向き合いながら、新たなビジョン・デザ
インを提案していくものであります。
よって、県外で活躍された建築士（これから建築士を取
得される方でもよいのです。）におきまして、これまで
の経験を秋田及び東北で活かして頂きたいと思います。

● こんな方を求めています
建築の設計に対して真面目であること。
建築設計は一人では成し遂げられません、様々なスタッ
フ及び施主とのコミュニケーションの基、プロジェクト
を完成することができる人。

有限会社 村田弘建築設計事務所
本社：〒010－0971　秋田市八橋三和町18番15号
岩手営業所：〒028-1633　岩手県紫波郡矢巾町
　　　　　　　　　　　　　大字広宮沢1-267-2
https://www.mrt-arch.co.jp/

この仕事は「建物を設計する＝まちをつくる」仕事で
す。設計した建物がまちの一部となり周囲に変化が生
まれます。すなわち、自分が携わる仕事でその土地の
人々や風景を豊かにすることができます。
秋田ならではの建築を学びながらこれまで得てきた知
識と経験を活かし、建物の設計を通じて故郷秋田に貢
献できるよう仕事に取り組んでいます。

石井　康平

＜ 勤務地：秋田市 ＞＜ 勤務地：能代市 ＞

株式会社 ハムセンター秋田
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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

秋田から全国へ、

おもてなしの心をお届けします

● 事業内容
損害保険ジャパン日本興亜㈱コールセンターへの人材派
遣、その他部門への人材派遣

● 会社紹介
研修期間はたっぷり３ヶ月。保険の知識・システム操
作・電話応対等を一人ひとりのレベルに合わせてしっか
り学ぶことができます。
また、出産・育児休業後に復帰し育児短時間勤務制度を
利用しながら働いている女性も沢山います。ワークライ
フバランス支援制度が充実していて、女性も働きやすい
職場です。

● こんな方を求めています
・明るい性格で、前向きに業務に取組むことが出来る方
・お客さまとお電話で話すことに抵抗がなく、円滑なコ
　ミュニケーションが図れる方
・協調性があり、チームの一員として仕事が出来る方

損保ジャパン日本興亜キャリアビューロー株式会社　秋田事業所
〒010－1633
秋田市新屋鳥木町1－50
http://www.cb-shigoto.co.jp/callcenter/akita

やりがいの１つは、たくさんのお客様対応ができた日は達成
感があることです。また、お客様から感謝の言葉をいただけ
るととても嬉しいことです。保険は難しい内容が多く、私もま
だまだ日々勉強しております。「何が分からないのか分から
ない」状態で連絡してきたお客様が電話終了時には「ご丁
寧にありがとう」や「安心しました」と満足した様子を感じる
と、この仕事でよかったなと思います。

秋田事業所　亀谷　真実

＜ 勤務地：秋田市 ＞

株式会社 秋田住宅流通センター

仲介件数・管理戸数ともに
秋田県No.1を誇る賃貸管理業界の

リーディングカンパニー

● 事業内容
国土交通省登録の賃貸管理業、不動産業（売買・仲
介）、銀行代理店業（東北初）、損害保険代理店、建設
業（リフォーム・リノベーション工事）、資産運用コン
サルティング、相続サポートコンサルティング

● 会社紹介
秋田県第一位(東北第四位)の実績を基に、不動産業界に
賃貸管理業という新しいビジネスモデルを秋田県内にて
確立させました。賃貸物件への入居者様、そして物件の
オーナー様を結び、人々が笑顔で暮らせる地域社会の実
現を企業理念に掲げ努力を重ねてきた結果の賜物です。
それを支えてきたのは社員であることはいうまでもあり
ません。社員の笑顔は弊社の大切な財産です。それを育
む会社であり続けます。

● こんな方を求めています
加速度的に進化していく時代を前に、私達は自らも深化
することが求められています。そうした向上心を持った
方を求めています。

株式会社 秋田住宅流通センター
〒010－0951
秋田市山王七丁目9番35号
https://www.ajrc.co.jp

入社一年目にして宅地建物取引士の資格を取得しまし
た。社内の教育制度が充実し、全力でサポートいただ
きました。日々の仕事では、査定書の作成や物件の調
査・案内をする中で、不明な箇所があれば上司や先輩
方に聞き、業務を行う上での事前準備を大切にしてい
ます。和気あいあいとした職場の雰囲気も魅力です。

運用本部　不動産売買部　加藤　大地

＜ 勤務地：秋田市 ＞

中央土建株式会社

「地域から信頼される太い会社」を
目指して。過去、現在、未来も

郷土秋田とともに。

● 事業内容
総合建設業
建築一式工事（教育施設・病院・事務所・店舗・住宅等の建
　　　　　　  築全般）
土木一式工事（下水道・舗装・基礎工事等の土木全般）
生活支援事業（エアコンクリーニング・除草等、日常生活の
　　　　　　  支援）
● 会社紹介
平成31年（2019年）、当社は創業80周年を迎えます。
総合建設業者ですが、5年前からフランチャイズの「Benry」
に加盟し生活支援事業に参入しました。
また住宅建築は10年前から「ディライトホーム」のブランド
で展開しており、確実に着工数を伸ばしております。
老舗企業にある慣例から脱却するため、昨年から「中央土建
の変化成長研修」として全役職員が参加した研修を実施中
で、コミュニケーションの向上や、個々人のスキルアップに取
り組んでいます。

「家族と自己啓発」を大切にする会社として、家族手当・結婚
等の祝金や資格取得の手当等の充実に取り組んでいます。
● こんな方を求めています
仕事を通じて地元秋田に貢献したい人で、慣例から脱却し
ようとしている当社に対して、更なる変化や刺激を与えてく
れる人は大歓迎です。

中央土建株式会社
〒010－0921
秋田市大町一丁目3番8号　秋田ディライトビル1階
https://chuoudoken.co.jp

当社に転職をして丁度2年が経過しました。配属になっ
てからは責任ある仕事を任せてもらい、非常にやりが
いを感じております。上位国家資格の取得を目指して
いましたが、会社の金銭的支援による休日の勉強や上
司の指導もあり、ついこの間、合格通知が届きました。
なにより家族と一緒の時間が増えたことに大満足して
います。

土木部配属　小山　泰範

＜ 勤務地：秋田市 ＞

社会福祉法人 由愛会

地域密着型の福祉で、
利用者様・ご家族・職員の生活を

支えます。

● 事業内容
特別養護老人ホーム、生活支援ハウスの他、訪問介護、
通所介護、短期入所、居宅介護等の在宅サービスを運営
しております。

● 会社紹介
当法人は、由利本荘市内の鳥海・本荘・東由利地域にそ
れぞれ福祉施設があります。採用後はご本人の意向を汲
み、生活状況に配慮した上での配置を行っております。
介護未経験の若い職員も経験豊富な職員ものびのびと働
ける職場環境であり、メンター制度（上司とは別の相談
役を配置する）の実施や、スキルアップ(外部研修や資
格取得)の機会もあり、安心して仕事に専念することが
できます。また、年間休日は120日、賞与や介護・家
族・住宅・退職等の各種手当。有休・産休・看護・介護
等の休暇制度も充実。地域に根差しているからこそ、個
人の様々な事情にも配慮した働きやすい職場です。

● こんな方を求めています
・人が好きな方　・介護経験や資格を生かしたい方
※初めから専門知識がなくても大丈夫。就職後は経験豊
富な職員からのサポートや、外部研修・資格取得の補助
が受けられます

社会福祉法人 由愛会
〒015－0041 
由利本荘市薬師堂谷地287番地2
http://akita-yuai.com/

私は去年大学を卒業し、現在当法人で働いています。『初めて』
の土地、職場、一人暮らしで不安なことも多かったですが、折り
に触れて相談に乗って下さる方や優しく声をかけて下さる方々
の存在に支えられながら、日々業務に取り組んでいます。入社し
てよかったことは、研修や勉強会等を通して広く学ぶ機会をい
ただけていることです。今行っているケアより更に良いものを提
供するべく、法人全体で取り組んでいる所が魅力だと思います。

尾崎福祉相談センター　加藤　いずみ

＜ 勤務地：由利本荘市 ＞

損保ジャパン日本興亜キャリアビューロー株式会社
秋田事業所
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鹿角では珍しい雑誌編集のお仕事！
広くてきれいなオフィスで
のびのび働けます。

● 事業内容
◆ＤＴＰ制作・デザイン
雑誌・書籍等の印刷するためのデータ制作
◆求人誌制作
紙媒体の求人誌とweb版求人情報の制作

● 会社紹介
弊社は、2021年に50周年を迎えます。社員みんながで
きること・社員みんなでできることを今までの50年か
らの経験を軸に次の50年に向けて動き始めています。
鹿角事業部は2020年で15年。DTP制作からスタート
し、求人誌制作やデザインの仕事などできる範囲を広げ
ています。
大自然に囲まれた環境の中、「自由な発想」と「行動
力」を社員みんなで最大限に発揮しませんか。

● こんな方を求めています
自分の力をここまでと決めてしまわず、いろいろなこと
にチャレンジする気持ちと行動力のある方大歓迎です。

株式会社シーティーイー　鹿角事業部
〒018－5201
鹿角市花輪字下花輪33番地1　まちなかオフィスＡ
https://www.web-cte.co.jp

私は中途採用で知識がない状態で入社して正直不安で
した。ですが、研修や先輩方のフォローのおかげで少
しずつ業務に慣れ、今では制作技術が身につき仕事に
対するモチベーションも上がっています。自分が関
わった雑誌を書店等で販売しているのを見かけると大
変やりがいを感じます。業務に対して色々と考えを巡
らせることも楽しみのひとつになっています。

制作部制作チーム　佐藤　真純

＜ 勤務地：鹿角市 ＞

キョーリン製薬グループ工場株式会社

健康はキョーリンの願いです。

● 事業内容
医薬品等の製造売買、輸出および輸入

● 会社紹介
キョーリン製薬グループ工場は、2023年に創立100年
を迎え、健康貢献企業を目指すキョーリン製薬グループ
の一員です。高品質な医薬品を安定的に提供し、人々の
健康に貢献します。
当社では、「事業は人にあり」という考えを大切にし、
社員が熱意を持って仕事に取り組むことのできる企業で
あることが存続・成長の根幹だと考えています。
そのために、キョーリン製薬グループは、社員が仕事に
対して誇りをもち、会社を信頼し、仲間と結束して仕事
のできる「社員にとって働きがいNo.1の企業」を目指
します。

● こんな方を求めています
弊社が求める人材像；
 ・ 主体性と積極性を持って職務を遂行し、役割を果たす。
・自らの人間性や役割遂行能力を保持・向上させるよう
   努める。
・仲間と協働して組織としての成果を挙げる。

キョーリン製薬グループ工場株式会社
〒101－8311
東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地
https://www.kyorin-gfc.co.jp/

【仕事と主婦業を両立できる職場環境】
私たちの職場は、主に医薬品の原料・資材・製品の試
験検査を行っています。現在、私は原料試験を担当し
ており、品質管理や安定供給に繋がっているとの思い
から、非常にやりがいを感じています。また、職場の
理解もあり、仕事と主婦業を両立することができ、二
歳の子を持つ母として充実した生活を送っています。

能代工場　品質グループ　和田　敬子

＜ 勤務地：能代市 ＞

株式会社 ヤマダフーズ

お客さまからの「おいしい」と
いう声が大きな喜びになる、
やりがいのある仕事です。

● 事業内容
納豆、とうふ、豆乳、乳酸菌飲料等の食品製造業

● 会社紹介
主力商品は「納豆」。コンビニや回転寿司などで使用さ
れる業務用納豆では日本１のシェアを誇り、秋田県内で
は「おはよう納豆」として親しまれています。「納豆」
は健康食として、今や世界中から注目されている食材。
その魅力や可能性を広めるため、新しいことにどんどん
チャレンジしていきます！また、当社は新しいことに
チャレンジする方を応援しており、階層別の研修や資格
取得支援制度など入社後のキャリアアップを積極的に支
援していきます。

● こんな方を求めています
・失敗を恐れず新しいことにチャレンジできる積極性の 
　ある方
・従来の既成概念にとらわれすぎない柔軟な発想を持て
　る方

株式会社 ヤマダフーズ
〒019－1301
仙北郡美郷町野荒町字街道の上279
http://www.yamadafoods.co.jp/

今年１月にAターンする前は関東圏で仕事をしていました。秋田
に戻ってきて良かったことは両親の近くに居られる安心感と経
済的に余裕が持てるようになったことです。また、通勤時間が短
くなったことで自分の時間が増えました。入社当初は不安もあ
りましたが、社内には優しい人が多く、いろいろと教えてもらい
ながら安心して仕事をすることができています。今の目標は会社
に新しく導入されたシステムの使い方をマスターすることです。

本社管理部　販売管理課　髙橋　美生

＜ 勤務地：仙北郡美郷町、横手市平鹿町 ＞

平均年齢37歳。若い社員が主役の

『ものづくり』企業です。

● 事業内容
金属部品の加工を手懸ける機械加工業。大手トラック
メーカーのエンジン部品を中心に製造しております。

● 会社紹介
2019年1月に新工場完成。新しい工場での仕事になり
ます。
一つ一つの製品を一貫した流れで製造する一個流し生産
を採用。ユーザーニーズにフレキシブルな生産方式であ
ると共に、ものづくりの面白みがある加工作業です。
教育体制として技能伝承活動を取り組んでおります。社
員一人一人のスキルマップを作成。スキルアップを目指
して教育体制の強化を図っておりますので、未経験な方
でも活躍できるチャンスがある職場です。また、国家技
能検定取得に向けて、教育支援や費用補助を行ってお
り、毎年多数の合格者を育てております。

● こんな方を求めています
何事にも興味を持って取り組める、活動的、積極的、好
奇心旺盛な方を求めています！

株式会社 秋田平野製作所
〒014－0073
大仙市内小友字北太田153－1
http://hirano-ss.co.jp/akita

20代、30代が中心の職場です。もちろんベテランもい
ますので技術面もしっかり指導して頂き、成長できる
環境だと思います。
自分が製造に携わった部品を積んだトラックを街で見
かけたりすると、 やはりやりがいを感じますね。

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 秋田平野製作所
＜ 勤務地：大仙市 ＞

株式会社 シーティーイー
鹿角事業部
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for
登録者

このサイトは、秋田で働きたい方であれば、どなた
（ご本人、ご家族等）でもご登録いただけます。
自身の登録内容の変更、求人応募、紹介状発行など、
登録から就職までの様々なマッチング機能をサイト
内マイページで行うことができます。
※現HPは3月末で終了し、4月1日より新しいHPに
　切り替わります。

Aターン登録の仕組みが新たに生まれ変わります！Aターン登録の仕組みが新たに生まれ変わります！
2019年
4月
スタート

!!

サービス内容のご紹介

Aターン登録サービスの特徴

ご 利 用 の 流 れ

for
企 業 企業登録サービス内容

❶企業情報の管理、提供

①各企業が専用の“マイページ“を持ち、自社の企業情報や求人
　情報を作成、修正が行うことができ、適時の情報更新により、
　最新の情報をリアルタイムに登録者等へ提供できます。
②ご登録いただいた企業・求人の各情報は、登録者だけでなく、
　県内外の様々な方が検索・閲覧します。

※Ａターン制度は秋田への定住を目的にしているため、正社員のみの取り扱い
　となります。 勤務地が県外、有期雇用（正社員登用可能性ありの場合を除く）、
　パート（アルバイト）は取り扱うことができません。
※初回登録は、企業情報と求人情報をセットでご登録いただく必要があります。

❷求める人材の検索

Aターン登録者の（個人情報を除く）情報を様々な条件で絞り
込み検索できます。（希望職種、希望給与、所持資格、希望勤
務地等）

❹登録者からの求人応募

①登録者から、企業情報の照会や求人応募の申し込みなどが直接 “マイページ” に届きます。
②①に対する回答も “マイページ” で行えます。
③登録者からの応募履歴が “マイページ” で確認できます。
④求人応募に係る採否報告が “マイページ” で行えます。

❺業務の省力化
Aターンフェア等での提出書類が不要となります。（出展申し込み作業のみ）

❸人材の確保（応募リクエスト制度）

①Aターン登録者情報を検索し、希望に合致した登録者に対し
　て、“マイページ”から自社求人へ応募するよう申し込みがで
　きます。
②応募が成立した場合、（Aターンプラザ秋田承認後）“マイペー
　ジ”に紹介状が自動で発行されます。
③応募リクエストに係る採否報告が “マイページ”で行えます。
④応募リクエストをかけた登録者の履歴も“マイページ”で確認
　できます。

最新情報の提供
県内の企業求人情報や
イベント情報など、様々な
情報を提供します。

豊富な検索項目
企業・求人情報を、ご希望の
職種や勤務地など様々な条件
で検索できます。

気軽に求人応募
難しい手続き不要。
スマホやパソコンから簡単に
求人へ応募できます。

1 2 ３

企業からの
応募リクエスト制度
企業から自社求人への応募
オファーが届きます。

4
応募内容の確認

マイページから、応募状況・
応募履歴が確認できます。

5
面接交通費助成

（県外在住の既卒者のみ対象）
秋田県への就職のために、秋田
での採用面接を受けられる方に
交通費を助成します。

6

登録者区分 Aターン登録者：●秋田県外在住の社会人…………………………………サービス内容：①～⑥
　　　　　　　   ●秋田県外の大学・短大・専門学校の卒業年次学生…サービス内容：⑥以外 
簡 易 登 録 者：●秋田県内在住の社会人・秋田県内と県外の大学・
　　　　　　　　　短大・専修学校の学生、ご家族………………………サービス内容：①～②

①登録申請 ②登録作業 ③ログイン ④求人応募

⑤求人応募回答 ⑥紹介状作成～採否報告

企業・求人の登録から採用までのマッチングに係る
手続き関係は全て当サイト上で完結します。

※ご提出いただいた求人は、A ターンプラザ秋田の承認後公開するため、求人提出～公開までは若干の時間を要します。登録して
最新情報を
キャッチしよう！

Aターン
フェア出展は
更新登録・求人
提出が必須
だよ！

現在、登録されている登録者・企業　の皆様は更新登録をお願いします。
更新登録に必要なログインURL、ID、パスワー　ドは既に郵送していますのでご確認ください。
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Aターンフェア
スケジュール

2019年度

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 市町村相談コーナー 業界研究ブース

●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 各種セミナー

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

フェアでは企業ブース、業界研究ブース、市町村相談コーナー、職業適性診断コーナー、
各種相談コーナー、企業ＰＲタイムのほか、各種セミナーを計画しています。

AKITA

SENDAI

TOKYO

Aターンフェアin東京

会　場：浅草橋ヒューリックホール
開催日：2019年7月28日（日） 7/28

A-turn Fair

in Tokyo

❶

Aターンフェアin秋田

会　場：秋田拠点センターアルヴェ
開催日：2019年8月12日（月・祝） 8/12

A-turn Fair

in Akita

❷

Aターンフェアin仙台

会　場：イベントホール松栄
開催日：2019年9月23日（月・祝）9/23

A-turn Fair

in Sendai

❸

Aターンフェアin東京

会　場：浅草橋ヒューリックホール
開催日：2019年10月27日（日） 10/27

A-turn Fair

in Tokyo

❹

Aターンフェアin秋田

会　場：秋田拠点センターアルヴェ
開催日：2019年12月30日（月） 12/30

A-turn Fair

in Akita

❺

Aターンフェアin東京

会　場：浅草橋ヒューリックホール
開催日：2020年2月9日（日） 2/9

A-turn Fair

in Tokyo

❻

ババヘラ
カラーの看板と、
紅白のハッピを着た
スタッフが目印！！ 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

公益財団法人 秋田県ふるさと定住機構

2019.3

Vol.81あきた日和
秋田で就職！

あきたへ     あなたも     あしたから

■ Aターンフェア開催報告
　 10月28日 東京 ／ 12月30日 秋田
　   2月10日 東京

■ デジタルイノベーションを
  推進するICT企業特集

■ 「求人票には載っていない」
　企業の魅力を教えてください！

■ 2019年4月スタート
　「あきた就職ナビ」サービス内容のご紹介　

■ 2019年度Aターンイベントスケジュール
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