
求人情報詳細（印刷画面）

求人番号 �������������� 求人情報の種類 一般（フルタイム） 印刷日 平成��年��月�日

事業所名 株式会社グランドマート
電話番号 ������������

���番号 ������������

代表者名 代表取締役　小倉卓史
所在地 〒���������　岡山市北区津高８２０

法人番号

事業内容 スーパーマーケット・飲食店

職種 御津店／鮮魚調理

就業形態 フルタイム

産業

卸売業・小売業のうちその他の各

種商品小売業（従業者が常時５０

人未満のもの）

定年制 あり　一律　��歳

雇用形態 正社員 再雇用 なし

加入保険等 雇用　労災　健康　厚生　財形　／退職金制度�あり／退職金共済�加入

年齢 ��歳以下 年齢制限の理由 定年年齢を上限

雇用期間 雇用期間の定めなし

就業時間 変形　１ヶ月単位 �����～�����の間の�時間程度

週所定労働日数 時間外 あり　月平均��時間 休憩時間 ��分

賃金

月給 ��基本給（月額平均）又は時間額

������円～������円

�����

�������円～�������円

��定額的に支払われる手当

職務手当　������円～������円

技能手当　�����円～������円

固定残業手当　������円～������円

��その他の手当等付記事項 【固定残業手当について】 　対象となる手当は、基本給＋職務手当＋技能手当となります。 　１３３５５１～１７３７３６円

これを基に６０時間分を割増して計算します。なお、６０時間を超えた分については追加して支給します。

賞与 あり　前年度実績　年�回　又は　�万円～��万円

休日 他　 入居可能住宅 年間休日数 ��日

週休二日 その他／ローテーションにより月６日休み

利用可能な託児所 なし 育児休業取得実績 あり

就業場所 岡山県岡山市北区

従業員数 企業全体����人　うち就業場所����人　うち女性���人　うちパート���人 採用人数 �人

通勤手当 実費支給上限あり月額�������円　 マイカー通勤 可 転勤 あり

仕事の内容 ・スーパーマーケットの鮮魚部門で魚の調理・陳列を 　　行っていただきます。 　＊これまでに、鮮魚調理の経験がある方を募集します。

学歴 高卒以上

必要な経験等 鮮魚調理経験者（スーパーマーケットに限らず）

必要な免許・資格 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

選考方法 面接 選考結果通知 �日後

応募書類等 ハローワーク紹介状　履歴書Ă写真添付

選考日時 随時

求人条件にかかる

特記事項

【固定残業手当の計算方法】 　１３３５５１�１７１ｈ�１．２５�６０＝５８５７５円 　１３３５５１�１７１ｈ�１．２５�６１＝５９５５２円 　１７３７３６�１７１ｈ�１．２５�６

０＝７６２００円 　１７３７３６�１７１ｈ�１．２５�６１＝７７４７０円 �１か月あたりの勤務時間数：１７１ｈ（７ｈ�２４．４）

備考 ＊通勤手当は片道通勤距離１ｋｍ当り８００円支給。

受理日 平成��年�月��日 有効期限日 平成��年��月��日

受理安定所 岡山公共職業安定所



求人情報詳細（印刷画面）

求人番号 �������������� 求人情報の種類 一般（パート） 印刷日 平成��年��月�日

事業所名 株式会社グランドマート
電話番号 ������������

���番号 ������������

代表者名 代表取締役　小倉卓史
所在地 〒���������　岡山市北区津高８２０

法人番号

事業内容 スーパーマーケット・飲食店

職種 御津店／鮮魚調理

就業形態 パート

産業

卸売業・小売業のうちその他の各

種商品小売業（従業者が常時５０

人未満のもの）

定年制 なし

雇用形態 パート労働者 再雇用 なし

加入保険等 雇用　労災　　

年齢 不問 年齢制限の理由

雇用期間 雇用期間の定めあり（�ヶ月以上） �ヶ月 　契約更新の可能性の有無　あり

就業時間 （�）�����～����� （�）�����～�����

週所定労働日数 週�日～�日 時間外 なし 休憩時間 ��分

賃金

時給 ��基本給（月額平均）又は時間額

���円～�����円

�����

���円～�����円

��定額的に支払われる手当

賞与 あり　前年度実績　年�回　又は　�万円～�万円

休日 他　 入居可能住宅 年間休日数

週休二日 その他／週当たり２～４日休み

利用可能な託児所 なし 育児休業取得実績 あり

就業場所 岡山県岡山市北区

従業員数 企業全体����人　うち就業場所���人　うち女性���人　うちパート���人 採用人数 �人

通勤手当 実費支給上限あり月額�������円　 マイカー通勤 可 転勤 なし

仕事の内容
・スーパーマーケットの鮮魚部門で魚の調理・陳列を 　　行っていただきます。 　＊これまでに、鮮魚調理の経験がある方を募集します。 　＊高年

齢者歓迎！

学歴 不問

必要な経験等 鮮魚調理経験者（スーパーマーケットに限らず）

必要な免許・資格 不問

選考方法 面接 選考結果通知 �日後

応募書類等 ハローワーク紹介状　履歴書Ă写真添付

選考日時 随時

求人条件にかかる

特記事項

＊就業時間日数・時間は相談に応じます。 　＊通勤手当は片道通勤距離１キロ当たり８００円支給。 　＊年次有給休暇は就業状況に応じて法定

通り付与いたします 　＊社会保険は就業時間により加入します。

備考 ＊雇止め規定あり

受理日 平成��年�月��日 有効期限日 平成��年��月��日

受理安定所 岡山公共職業安定所



求人情報詳細（印刷画面）

求人番号 �������������� 求人情報の種類 一般（パート） 印刷日 平成��年��月�日

事業所名 株式会社グランドマート
電話番号 ������������

���番号 ������������

代表者名 代表取締役　小倉卓史
所在地 〒���������　岡山市北区津高８２０

法人番号

事業内容 スーパーマーケット・飲食店

職種 御津店／精肉加工

就業形態 パート

産業

卸売業・小売業のうちその他の各

種商品小売業（従業者が常時５０

人未満のもの）

定年制 なし

雇用形態 パート労働者 再雇用 なし

加入保険等 雇用　労災　　

年齢 不問 年齢制限の理由

雇用期間 雇用期間の定めあり（�ヶ月以上） �ヶ月 　契約更新の可能性の有無　あり

就業時間 （�）�����～����� （�）�����～����� （�）�����～�����

週所定労働日数 週�日～�日 時間外 なし 休憩時間 ��分

賃金

時給 ��基本給（月額平均）又は時間額

���円～���円

�����

���円～���円

��定額的に支払われる手当

賞与 あり　前年度実績　年�回　又は　�万円～�万円

休日 他　 入居可能住宅 年間休日数

週休二日 その他／週当たり２～４日休み

利用可能な託児所 なし 育児休業取得実績 あり

就業場所 岡山県岡山市北区

従業員数 企業全体����人　うち就業場所����人　うち女性���人　うちパート���人 採用人数 �人

通勤手当 実費支給上限あり月額�������円　 マイカー通勤 可 転勤 なし

仕事の内容 ・スーパーマーケットの精肉部門で肉の加工・陳 　　列を行っていただきます 　＊未経験の方も丁寧に指導しますので安心してご応募下さい

学歴 不問

必要な経験等 不問

必要な免許・資格 不問

選考方法 面接 選考結果通知 �日後

応募書類等 ハローワーク紹介状　履歴書Ă写真添付

選考日時 随時

求人条件にかかる

特記事項

＊就業時間日数・時間は相談に応じます。 　＊通勤手当は片道通勤距離１キロ当たり８００円支給。 　＊年次有給休暇は就業状況に応じて法定

通り付与いたします 　＊社会保険は就業時間により加入します。

備考 ＊雇止め規定あり

受理日 平成��年�月��日 有効期限日 平成��年��月��日

受理安定所 岡山公共職業安定所



求人情報詳細（印刷画面）

求人番号 �������������� 求人情報の種類 一般（パート） 印刷日 平成��年��月�日

事業所名 株式会社グランドマート
電話番号 ������������

���番号 ������������

代表者名 代表取締役　小倉卓史
所在地 〒���������　岡山市北区津高８２０

法人番号

事業内容 スーパーマーケット・飲食店

職種 御津店／レジ

就業形態 パート

産業

卸売業・小売業のうちその他の各

種商品小売業（従業者が常時５０

人未満のもの）

定年制 なし

雇用形態 パート労働者 再雇用 なし

加入保険等 労災　　

年齢 不問 年齢制限の理由

雇用期間 雇用期間の定めあり（�ヶ月以上） �ヶ月 　契約更新の可能性の有無　あり（原則更新）

就業時間 （�）�����～����� （�）�����～�����又は�����～�����の間の�時間

週所定労働日数 週�日～�日 時間外 なし 休憩時間 �分

賃金

時給 ��基本給（月額平均）又は時間額

���円～���円

�����

���円～���円

��定額的に支払われる手当

賞与 あり　前年度実績　年�回　又は　�万円～�万円

休日 他　 入居可能住宅 年間休日数

週休二日 毎週

利用可能な託児所 なし 育児休業取得実績 あり

就業場所 岡山県岡山市北区

従業員数 企業全体����人　うち就業場所����人　うち女性���人　うちパート���人 採用人数 �人

通勤手当 実費支給上限あり月額�������円　 マイカー通勤 可 転勤 なし

仕事の内容
スーパーマーケットのレジ業務を行っていただきます。 　＊未経験者の方もご指導いたしますので安心してご応募下さ　い。 　＊なるべく長期勤務

できる方を希望します。経験者優遇いた　します。 　＊子育て中の方、就業日数・時間につきましては相談に応じ　ます。

学歴 不問

必要な経験等 不問

必要な免許・資格 不問

選考方法 面接 選考結果通知 �日後

応募書類等 ハローワーク紹介状　履歴書Ă写真添付

選考日時 随時

求人条件にかかる

特記事項

通勤手当は片道１ｋｍ当たり８００円／月 　保険は就業時間により法定通り加入します。 　年次有給休暇は、就業状況に応じ法定通り付与いたし

ます。 　＊雇止め規定

受理日 平成��年�月��日 有効期限日 平成��年��月��日

受理安定所 岡山公共職業安定所


