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岡山北商工会ホームページを
活用してください！

創業・起業のポイントは
「計画」「資金」「手続き」です。

詳しくは岡山北商工会本部・支所へ！！

岡山北商工会は身近な
創業・起業相談窓口です。

　　　　イベント名

夏祭りinみつ2016

第33回上道夏まつり

　　場　　所

岡山市立御津公民館

ゆめタウン平島店
北駐車場

お問合せ先
岡山北商工会本部
☎086-724-2131
岡山北商工会上道支所
☎086-297-2058

日　　時
7/30（土）

18:00 ～ 21:00
8/6（土）

17:00 ～ 21:20

花火あり

花火あり

　　　　イベント名
第42回建部町
納涼花火大会　　　　　

津高ふれあい　　　　　
マスカットまつり2016

　　場　　所
建部町建部上
「親水公園」

岡山市日応寺
自然の森スポーツ広場

お問合せ先
建部町観光協会
☎086-722-4052

岡山北商工会津高支所
☎086-294-2345

日　　時
8/13（土）

18:00 ～ 21:00
9/18（日）
9:30 ～ 16:00

花火あり

情報満載

※岡山北商工会ホームページにも掲載しています。   http://okayamakita.jp/

①調査
　企業信用調査サービス（会員限定）や中小企業景況調査報告書など取引先情報や
　景気動向の判断に活用できます。会員アンケート調査結果も掲載しています。
②地域PR
　小さな情報から地域に根差した情報まで発信できます。
③事業や商品・サービスのＰＲ
　商工会ＨＰ上で、会社やお店、商品・サービスのＰＲができる
　無料のＨＰ作成ツール（ＳＨIＦＴ：シフト）が使えます。
④求人
　会員事業所からの求人情報を掲載できます。
⑤商工会からのお知らせ
　講習会・セミナー・個別相談会などを随時紹介しています。
⑥企業バナー
　トップページに無料で企業バナーを掲載できます。
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建部町納涼花火大会　絵：岡山北商工会青年部長　平田 慎一さん

沼本　信治・鷹取　明美・道下　忠美・遠藤　　剛
仲原　　隆・山田　章夫・平田　慎一

編集委員
（情報化広報委員会）
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①一人で考えず、周りの人に話してみましょう
②アイディアはたくさん出しましょう
③課題意識を持ちましょう

─起業・創業アイディア創出のコツ─

STEP  1  ：計画策定
　①「事業計画の策定」 ②「必要設備や物件の調達計画」
STEP  2  ：資金計画
　①「自己資金の確保」 ②「ビジネスの流れをシミュレーション」
STEP  3  ：手続き
　①「事業（会社）の形態を決定」 ②「届け出・申請・手続き」
　③「許認可を受ける」

無料ＨＰ作成ツール（ＳＨIＦＴ：シフト）に
よる商品ＰＲイメージ



　5月20日金曜日、平成28年度岡山北商工会通常総代会が総代83名出席（委任状含
む）のもと、岡山市北区御津宇垣の岡山北商工会本部において開催されました。
　吉次立身商工会長は開会挨拶として、合併10周年の節目の年であった昨年度を振
り返り、全ての事業が順調に進捗したことに対し、出席総代に向け商工会活動に関す
る日頃からの理解と協力に謝辞を述べるとともに、今年度事業に対する更なる協力
を要請しました。
　総代会に先立って、優良従業員表彰式（受賞者11名）が執り行われ、続いて横田護
総代を議長に議事の審議に入りました。前年度事業報告並びに収支決算書の承認に
続き、今年度基本方針に基づいた①経営力向上支援と会員満足度アップ、②『経営発
達支援事業』の取り組み、③資金需要の円滑化支援などの重点事業を盛り込んだ事
業計画案など10議案を審議し、可決承認されました。
　役職員一同、岡山北商工会会員の皆さんとともに、本年度も商工業の振興発展と

「まちゼミ」に参加して～～人と人との出会いを大切に～～
商店が皆で取り組む“お店と街のファンづくり”

　当社は、津高地区で木造住宅の新築工事やリフォーム工事を営んでいます。
　家づくりを通して「良き出会い」をモットーに、自社で設計からアフターメンテナンスまでを一貫して責任を
持ち、満足してもらうことで家づくりをご縁に人と人との関係性も良きものになるよう心がけています。
　「まちゼミ」では、普段出会えないような方と出会える機会になると思い、参加させてもらいました。
　「まちゼミ」は、自社を知ってもらういい機会となり、来ていただいたお客様にも満足してもらい楽しい時間
を過ごすことが出来ました。
　応募が多く受講できなかったお客様にはご迷惑をおかけしましたが、また参加していこうと思いますので、
その際には受講していただけたらと思います。

岡山北商工会の地域貢献活動

平成２８年度通常総代会が開催されました

岡山市の事業者向け補助金のご案内
岡山市製造業等販路拡張支援事業
（見本市出品補助）
… 10/1～3/31に開催される
  見本市等への出展を補助します …

 岡山市内で開発・製造された自社の工業製品等
の販路拡張のため県外の見本市・展示会等に出展
する出展経費の一部を助成します

岡山市中小企業支援事業補助金
… 受付中！　海外・国内動画作成事業、
  　　　　　　　　ネット販売構築事業 …

 市内中小企業の販路開拓に必要な経費の一部を
補助します。補助対象者・応募様式などは、ホー
ムページでご確認ください。
※岡山市トップページから 事業者情報 > 事業を
営んでいる方 > 中小企業 > 岡山市中小企業支援
事業補助金へ

岡山市創業者支援事業補助金
… 岡山市は、資金面でも創業を応援します！ …
 市内で創業した方に、店舗等借入れ費、設備費、
広報費等創業に係る経費に対して補助します。
【注意】岡山市や商工会などが実施する創業塾等
に参加することが条件です。

　社会奉仕を通じ、地元地域への貢献と活性化
に資する活動として、岡山北商工会の役職員・青
年部員・女性部員が協力し、『献血活動』、『花
いっぱい運動』、『無料行政書士相談会』、『住民
向けスポーツ大会』、『商品券の発行』などをし
ています。

平成28年度事業計画【基本方針】
１．キーワードは、『　　　　　　　　 』・・・「地域に最も近い経済団体」として地方創生の
　主体的役割を担っていくために、組織の強化・連携を一層推進する。
２．小規模事業者の「成長発展」のみならず、「事業の持続的発展」に対して、経営支援体制
　の整備と質の高い支援サービスの強化・充実を図る。

地域経済の活性化をめ
ざし、なお一層尽力し
て参ります。

経営発達支援事業とは・・
　小規模事業者の課題に対し、事業計画の作成及びその着実な実施等を事業者に
寄り添って支援する体制や能力を整えた商工会等の支援計画（「経営支援発達計画」）を
経済産業大臣が認定する事業です。
概　要 ： ①地域の経済動向調査  ②経営分析・需要動向調査
 ③事業計画の策定・実施支援 ④創業・経営革新支援
 ⑤小規模事業者販路開拓支援

◆株式会社　生行建設

2

“繋がり”を大切に！

補助率　1小間あたりの小間料等
　【国内】補助限度額は250，000円
　【海外】補助限度額は400，000円
　募集期間は８月下旬から９月中旬を予定しています。

お問合せ先
経済局産業振興・雇用推進課
ものづくり振興係　電話：086-803-1329

補助率 3分の2
●海外動画作成事業　 補助限度額 50万円 
●国内動画作成事業　 補助限度額 20万円 
●ネット販売構築事業　補助限度額 30万円 
　申込締め切りは、10/31まで（先着順）
お問合せ先
経済局産業振興・雇用推進課 
中小企業振興室　電話：086-803-1325

岡山市創業者支援事業補助金（一般型）　　
 補助率・・・100％
 補助額・・・経費（税抜き）の30万円を上限とします。
岡山市創業者支援事業補助金（中心市街地型）
 補助率・・・100％
 補助額・・・経費（税抜き）の50万円を上限とします。

お問合せ先
経済局産業振興・雇用推進課 
中小企業振興室　電話：086-803-1325

御津地区献血活動

行政書士無料相談会

上道駅花壇

一宮地区住民ソフトボール大会 宇垣ふれあい花壇

建部町共通商品券

津高杯ママさんバレーボール大会津高杯ママさんバレーボール大会
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　岡山北商工会優良従業員表彰式
が5月20日、岡山北商工会通常総代
会の席上で挙行されました。
　当日は、会員事業所から推薦の
あった勤続15年以上で、社業の発展
に貢献された優良従業員11名の
方々が表彰されました。

新規加入
会員紹介

４月から勤務しています。
よろしくお願いします。

新職員紹介

建部支所　経営指導員
小原 昌明
Masaaki Kohara

　４月より新任指導員として建部支所
へ配属となりました、小原昌明と申し
ます。
　不慣れな事が多くご迷惑をおかけい
たしますが、経営発達支援計画に基づ

き地域内の連携を強め、会員の皆様のお役に立てますよう精
一杯頑張りますのでご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いいた
します。

全
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会
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試
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４　 級 葛原　崇司　　河本　美遥
5　 級 村上　遥香
7　 級 榎本　　葵　　早島優佳理
　　　　三井　涼歩　　大森健太郎
　　　　大森康二郎
8　 級 坂元　凛香
　　　　齋木　奏佑
 河本　翔太
10　 級 髙田　詩乃

第１８０回
（順不同・敬称略）

第１８１回
（順不同・敬称略）

3　級 林　 裕奈　　岸　貞久
4　 級 真鍋　夏乃　　三船帆乃夏
５　 級 葛原　崇司　　河本　美遥
7　 級 森　　央翔　　藤坂　茉優
　　　　井上　響大
8　 級 三井　涼歩　　早島優佳理
9　 級 齋木　奏佑　　河本　翔太

『マル経融資とは』

事業資金の調達ができ、更に
取引先、金融機関からの信用力がアップ

それが『マル経融資』です。
ケイ ユウ    シ

お気軽に商工会まで
お問い合わせください♪

　商工会等の推薦によって、経営改善に必要な資金を無担保・無保
　証人・低利率で日本政策金融公庫から受けられる融資制度です。
　公的融資制度を活用して、経営のレベルアップを図りましょう!!

長期返済可能！

低利率！

保証不要！

メリット

1

メリット

2

メリット

3

メリット

4

メリット
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岡山市による利子補給
最初の１年間は１%分の
利子を補給されます

融資限度額

最大2,000万円以内

返済期間

運転資金　７年以内（うち据置期間１年以内）

設備資金 10年以内（うち据置期間２年以内）

利率

1.3％（平成28年7月１日現在）
※こちらの利率より利子補給が行われます

※一部ご利用できない場合があります

担保・保証人

無担保・無保証人
※信用保証協会の保証も不要

あなたの会社の商品・イベントなどの情報を

「岡山北商工会メール便」で
PRしてみませんか？

①開封率が高い！
②訴求効果が高い！
③コストパフォーマンスが
　高い！

経営上で必要となる各種資格や免許、
技能等の資質の向上を図ろうとする会員事業所に、
岡山北商工会が資格取得費の一部を助成します。

料金表（1回分）

ビジネス情報便

会員
限定！

同封メリット
岡山北商工会会員事業所

約1,030社（平成28年6月現在）

折込希望日の前月25日までに、岡山北商工会各支所へ、封入するチラシをご持参ください。

チラシ
B5・A4
B4・A3
B3・A2以上

1,200円
2,400円
4,800円

種　　類

1,100部、A4サイズ以下に
折った状態でご用意ください。

１　助成対象者　　　本会の会員
２　資格取得対象者　会員である事業主（法人の役員を含む。）
　　　　　　　　　　又は会員事業所に勤務する従業員（家族従業員を含む。）
３　助成対象資格　　本会が認める国家資格及び公的資格（３級以上）
４　助成金　　　　　①年間１事業所につき３名まで（年間１名につき１回）
　　　　　　　　　　②助成金額は受験料・受講料の１/２以内で、
　　　　　　　　　　　1名につき10,000円が限度
　　　　　　　　　　③他の機関より助成金が支給される場合は、その
　　　　　　　　　　　助成金を除いた金額の１／２以内

原型サイズ 料金（税込）

送付先数

毎月1日～10日頃
発送時期

※受験前・受講前の申請が必要です

岡山北商工会
資格取得助成金制度

平成27年12月から平成28年6月の間に
会員として加入された皆様です。
【一宮地区】
●丹原電機㈱  　　丹原孝憲……電気設備工事業
●合資会社わらべごころ 　　稲毛　順……ソフトウェア開発業
●デイリーヤマザキ岡山楢津店　　　山岡利之……コンビニエンスストア
●中国料理　おふろ  　　山本貴史……中国料理店
●吉備津彦神社茶店  　　難波幸恵……茶店
●ＭＯＮＴＡＧＵＥ(モンタギュ－）　　 吉岡伸治……カフェ
●Cicli Pioniere（ﾁｸﾘ・ﾋﾟｵﾆｴｰﾚ）　　 藤原龍治……自転車店
●草地板金  　　草地雄太……建築板金業
●㈱セリオス  　　猪木博志……大工工事業
●ワタナベ  　　渡辺景介……販促用品販売
●㈲敦市   　　古賀　敦……衣料品販売
●㈱環境クリーン  　　田中正人……産業廃棄物処理業
●えびすや株式会社  　　森安　章……木造建築・不動産業
●モウラ   　　乘金英司……発光ダイオード研究開発
●岸工業   　　岸　亮次……昇降機設置業
【津高地区】
●㈲ウインズ・エコ  　　三尾智代美…廃棄物収集運搬業
●なかよし薬局  　　中山智津子…調剤薬局・オーガニック食品販売
●村岡建設  　　村岡征二郎…建築業
●荻野祐二  　　　　　　……マスカット生産販売
●村上真一郎  　　　　　　……農産物小売業
●中山瓦産業  　　中山武彦……屋根工事業
●合同会社　まやかみ農園 　　福田泰人……農産物加工販売
●㈱烏城ビクセル  　　原田正則……酒小売
【上道地区】
●穝設備   　　石水伸一……配管設備工事業
●ナンバ洋品店  　　難波千雅子…婦人服小売
●居魚屋　萬代  　　三宅光浩……飲食業
●㈱ちょきちょき 　 　　豊田稲子……石 工事業
●㈱絆   　　洲崎真一郎…石材販売
●㈱ｂｌｕｅ　ｓｋｙ  　　石原大介……農産物卸・コンサルタント業
●セントベーネ　  　　西崎正浩……イタリアンレストラン
【御津地区】
●船守総合事務所  　　船守雄喜……司法書士・土地家屋調査士・行政書士
●萄果園   　　藤原貴史……菓子製造小売・農産物販売
●Ｙｊ’construction㈱ 　　岡村雄次……土木工事業
【建部地区】
●河端陽一  　　　　　　……農産物小売
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…

月額2,000円（1口）からで、貯蓄＋融資＋保障の3つの特色を
組み合わせた商工会員のための共済制度です。

商工貯蓄共済のお知らせ

共済制度について詳しくご説明させていただきます。
岡山北商工会の本部・各支所にお気軽にご連絡ください。

5口加入で商工会の
健康診断が無料！★加入できる方

●個人事業所……………事業主とその家族、従業員
●法人企業………………会社、社長ほか役員とその家族、従業員

　年齢５歳６ヵ月以上６５歳６ヵ月未満の健康な方
★加入期間と口数
●加入期間………………10年満期
●加入できる最大口数… 被保険者1人につき20口

★加入特典
●人間ドック（健康診断）経費の助成をします！
　5口以上の加入者または被保険者の方に人間ドック（健康診断）に要した経費に
　対して10,000円（福祉共済にもご加入の場合12,000円）を限度として、年1回助成します。
●無料法律相談
　★本共済制度の加入者であれば、どなたでも県連合会の顧問弁護士に相談できます。もちろん秘密厳守です。
　★相談内容に制限はありません。
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岡山北商工会
きっとみつかるあなたにぴったりの求人情報！
求人募集・お問い合わせは、直接募集企業へ

職種の分類 ア アルバイト パ パート 内 内職正 正社員

新規創業・記帳指導・税務・事業資金についてのご相談は…　最寄りの岡山北商工会へ！
一宮支所

岡山市北区楢津650番地１
TEL（086）284-0397

本部（御津）
岡山市北区御津宇垣1630番地１
TEL（086）724-2131

津高支所
岡山市北区吉宗６７６番地１
TEL（086）2９４-２３４５

上道支所
岡山市東区楢原４６５番地９
TEL（086）２９７－２０５８

建部支所
岡山市北区建部町福渡４７３番地１

TEL（086）７２２-０４０５

 社会保険労務士　田中哲也

従業員を雇用している事業所
の「人」に関する様々な問題
をサポートし、経営者の立場
に立って解決します。『経営
者と従業員が共に幸せになれ
る職場作り』を目標に中小企
業様を支援していますので、
何かお困りのことがあればお
気軽にご相談ください。

 田中社会保険労務士事務所
■住所 岡山県赤磐市高屋405-32
　　　　高屋ビル2F
■TEL 086-954-4706
■FAX　086-954-4707
■E-mail　info@tetsuyatanaka.com
■ＨＰ http://tetsuyatanaka.com/

た なかてつ や平成28年度の雇用関係の助成金のうち、
　　お勧めの助成金についてご紹介します。
①介護支援取組助成金
　雇用保険に加入している従業員に下記の取組を実施した事
業主に60万円が支給されます。
　●育児・介護休業規程を制定
　●介護に関するアンケートを実施
　●介護に関する相談窓口担当者の選定
　●介護に関する研修を実施
②キャリア形成促進助成金（制度導入コース）
　正社員に対する職業能力評価を、ジョブ・カードを活用し計画
的に行う制度を導入し、適用した場合に50万円が助成されま
す。
③キャリアアップ助成金（正社員化コース）
　６か月以上勤務する有期契約社員を正社員にし、６か月勤務し
た場合に1人あたり60万円が支給されます。

　なお、ほとんどの助成金は、労働条件
通知書（雇用契約書）、出勤簿（タイム
カード）、賃金台帳、就業規則などの帳
簿類を提出することになります。そして、労働法に違反してい
ないように整備することが必要になりますので、ご不明な場合
は最寄りの社会保険労務士にご相談ください。

※記載されている助成金は平成28年6月1日現在の情報に基
づいています。法律改正等の要因
により支給要件が変わったり廃止
されたりすることがあります。

住　所：岡山市北区田益483-1　ＴＥＬ：086-294-3111

伝統と歴史のある名門ゴルフ場で働いてみませんか？

※電話（随時受け付けております。）

桃の郷観光開発㈱ 岡山カントリークラブ

ア
岡山駅より車で15分（8㎞）
岡山I.C.より車で3分（2.5㎞）
通勤にとても便利なゴルフ場です。
正社員・契約社員（社会保険完備）
も併せて募集します。

▼仕事内容　①ゴルフ場のコース管理　②レストランホールスタッフ
　　　　　　  ③コース売店での接客業務

▼勤 務 地　岡山カントリークラブ

▼給　　与　①時給800円　②時給900～950円（まかない付）　③時給750円（まかない付）

▼資　　格　①普通自動車運転免許（AT限定不可）　②③不問

▼待　　遇　業務終了後、ゴルフ場でプレーが出来ます。

▼勤務時間　①6：00～11：00の間の3～5時間程度　②8：00～17：00の間の4～7時間程度
　　　　　　③8：00～17：00の間の4～7時間程度

▼休　　日　会社の指定する日、希望される日など相談可　　 ▼採用担当者　総務部 小島・片岡

住　所：〒709-3122　岡山市北区建部町𠮷田235　TEL：086-722-0343

▼仕事内容　鋳造用鋳型の製造、仕上げ

▼勤 務 地　当社、土師方工場又は𠮷田工場（北区建部町内）

▼給　　与　雇用形態により面談のうえ

▼資　　格　特になし　  ▼待　　遇　社保、労災、雇用保険完備、交通費、制服支給

▼勤務時間　8：00～17：00　勤務時間は相談に応ず

▼休　　日　日曜、他、当社カレンダーによる　 ▼採用担当者　景山　傑（スグル）

チュウゾウヨウ イ  ガタ

自動車や建設機械などのエンジン
や足まわりに必要な鋳物（イモノ）。
当社は鋳物の生産に欠かすことの
できない砂の型を製造している会
社です。

景山産業㈱

ア正 正社員、アルバイト、パート募集パ

※随時面接を行っております。
　お電話下さい。

住　所：〒701-2124　岡山市北区御津高津1630-12　ＴＥＬ：086-724-2121

内職さん大募集！！

▼仕事内容　小物製品の検査、部品取り付け等　 ▼勤 務 地　自宅又は当社（岡山市北区御津高津）

▼給　　与　出来高制  社内規定作業標準時間1秒当たり0.1円

▼資　　格　不問（検査経験がある方優遇）

▼待　　遇　月末締、翌20日支払

▼勤務時間　8：30～17：30　　 ▼休　　日　土・日・祝

▼採用担当者　総務 ※まずはお電話下さい。

作業はご自宅か当社でしていただき
ます。詳しい内容につきましてはお問
い合わせ、見学にお越し頂きご確認
下さい。

株式会社ダイメイ・岡山

内

▼勤 務 地　①カフェ・ガレージハウス（〒709-2117　岡山市北区御津野々口207　　ＴＥＬ：086-724-9133）
　　　　　  ②うどん・ 一休さん　　 （〒709-2117　　　　　　〃　　　　　194-1　ＴＥＬ：086-724-2193）

▼給　　与　①カフェ・ガレージハウス　850円～
　　　　　  ②うどん・ 一休さん　　　 900円～　

▼資　　格　不問　　 ▼待　　遇　社保・労災・雇用保険完備・交通費補助、制服貸与、食事付

▼勤務時間　①カフェ・ガレージハウス　7：45～14：00または11：30～17：30
　　　　　  ②うどん・ 一休さん　9：30～17：00の間で応相談

▼休　　日　シフト制・週1日勤務から応相談

▼採用担当者　カフェ・ガレージハウス→長崎　うどん・一休さん→前田

研修期間は－50円
土日祝は100円UP

※電話連絡をいただいた後、面接にお越し下さい。
　勤務内容・時間等、お気軽にご相談下さい。

飲食店未経験の方も
お気軽にご応募下さい。
丁寧に指導致します！
土日祝に勤務可能な方
大歓迎です！
正社員も募集中です。

店舗情報
www.oldboy-village.com

㈲オールドボーイ
カフェ・うどん店スタッフ急募！正 ア パ

｝

カフェ・うどん店での接客と調理

住　所：〒709-3113　岡山市北区建部町下神目985-１　ＴＥＬ：086-722-0505

▼勤 務 地　岡山市北区建部町下神目985-１

▼給　　与　時給 750円～800円

▼資　　格　要普免

▼待　　遇　労災、交通費支給

▼勤務時間　8：00～17：00（内、３～４時間相談可）

▼休　　日　土、日曜、他当社カレンダーによる（相談可）

▼採用担当者　大鳥 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

視力の良い方、歓迎します。更に確認・注意力のある方であれば時給は能力に応じます。 当社は、ゴム部品製造です。パソコン作業の出来る方、優遇（基本操作）

大鳥産業㈱

パ ゴム製品の検査
▼勤 務 地　岡山市北区建部町下神目985-１

▼給　　与　時給 750円～800円

▼資　　格　要普免

▼待　　遇　労災、交通費支給

▼勤務時間　8：00～12：00（内、３～４時間相談可）

▼休　　日　土、日曜、他当社カレンダーによる

▼採用担当者　大鳥 ※随時面接を行っております。まずはお電話下さい。

パ 事務員

住　所：〒709-2121　岡山市北区御津宇垣1708　ＴＥＬ：086-724-0399

土木技術者・技術者補佐 募集

▼勤 務 地　岡山市北区御津地域ならびに周辺地域

▼給　　与　月17万円～（高卒）　資格、経験を考慮（試用期間あり）

▼資　　格　普通自動車免許（AT限定不可）　　 ▼待　　遇　社会保険、労災保険、雇用保険

▼勤務時間　午前8時から午後5時（繁忙時残業あり）

▼休　　日　日曜日  ほか当社カレンダーによる　　 ▼採用担当者　小西　徹
※履歴書を送付してください。

株式会社  小西組

正

社用車（ハイエースクラス）を使用して、主に岡山、倉敷エリアの観光地土産店や量販店への
和菓子納品のルート営業

住　所：〒701-1214　岡山市北区辛川市場642-1　ＴＥＬ：086-284-2883

▼勤 務 地　JR岡山駅2Fさんすて南館内

▼給　　与　月170,000円～

▼資　　格　不問

▼待　　遇　社保（試用期間終了後）、労災、雇用保険、交通費支給

▼勤務時間　7：00～15：00、10：00～18：00、12：00～20：00でローテーション

▼休　　日　隔週、週休二日制

▼採用担当者　工藤（クドウ） ※まずはお電話下さい。

㈲金萬堂本舗

正 接客の好きな方募集
▼勤 務 地　岡山市北区辛川市場642-1

▼給　　与　月160,000円～200,000円

▼資　　格　要普免（AT限定不可）

▼待　　遇　社保（試用期間終了後）、労災、雇用保険、交通費支給（上限あり）

▼勤務時間　8：30～17：00

▼休　　日　事業所シフトによる

▼採用担当者　工藤（クドウ） ※まずはお電話下さい。

正 当社商品の納品業務です

勤務地は岡山駅構内で、通勤も便利です。スタッフ同士協力しての販売業務になります。
店長候補としてリーダーシップの取れる方をお待ちしています、44才以下（省令3号のイ）の方募集。

和菓子の販売
ルート営業

住　所：〒709-3144　岡山市北区建部町富沢428-3　ＴＥＬ：086-722-0205

調理補助

▼仕事内容　調理補助　　 ▼勤 務 地　岡山市北区建部町富沢428-3

▼給　　与　時給 900円～

▼資　　格　不問　　 ▼待　　遇　労災・雇用保険、制服貸与

▼勤務時間　午前2：00～6：00　　 ▼休　　日　週休2日（週3日でも可）

▼採用担当者　小西 ※随時面接を行っております。

おむすびの製造や
揚げ物をお願いします。

㈱河本食品

パ

住　所：〒709-2133　岡山市北区御津金川353-6　ＴＥＬ：086-724-0441

塗装業

▼勤 務 地　主に岡山市から県北方面

▼給　　与　175,000円～300,000円

▼資　　格　普通免許　　 ▼待　　遇　社会保険、労災、編用保険、距離により交通費支給

▼勤務時間　8：00～17：00　就業時間とは別に現場への移動時間あり

▼休　　日　日曜日（雨天の際、平日が休日になる時もある）　　 ▼採用担当者　野上
※気になる方は、まずは1本お電話下さい。

㈱野上塗装

正 元気のある人、
手に職を付けたい人、
一緒にがんばってみませんか！
昇給UPもあなた次第！

ＴＥＬ：086-722-2500

配膳・厨房、清掃、フロント、加工品製造

▼勤 務 地　たけべ八幡温泉（建部上510-1）、加工場（建部上517-1）

▼給　　与　時給 750円（3ヶ月研修期間有り）

▼資　　格　特になし　　 ▼待　　遇　労災、制服貸与

▼勤務時間　6：00～21：00実働3～5時間、日数・時間は相談に応じます。

▼休　　日　シフト表による　　 ▼採用担当者　支配人 金畑
※上記に連絡の上、履歴書｛写真添付）をご提示ください。

一般財団法人 岡山市建部町観光公社

パ


