
真庭商工会では会報内に会員専用の求人募集
ページを設けております。今後も継続的に求人募
集欄を設けていきますので、ご活用下さい。

告知
次号も求人募集欄への掲載企業を募集予定です。
■募集時期　：平成29年5月頃
■発刊予定月：平成29年7月（予定）
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住　所　〒716-1411　真庭市上水田5061
建築鉄骨の設計・製作、現場施工等

勤務地　髙野工業（株）（真庭市上水田）及び岡
山県内建築現場

給　与　200,000円～350,000円程度
待　遇　社保・労災・雇用保険完備、年一昇給、

賞与二回、有給、交通費支給、退職金制度有

資　格　要普免、1級建築施工管理技士 所持者優遇
勤務時間　基本8:00～17:20（実働8時間）
休　日　日曜。祝祭日　他 当社カレンダーによる
応　募　まずはお電話を頂きたいと思います。
T E L 　0866-52-2722
採用担当　高野 功二郎（社長）

北房

技術や資格を身につけて、
安全で楽しい物造りを考え、

一緒に職の鉄人を目指しましょう！

髙野工業株式会社

正

住　所　〒719-3155　真庭市下方863-1
ドイツ家具製造、営業
ショールーム販売員、経理事務

勤務地　真庭市下方863-1
給　与　145,000円～210,000円
待　遇　社保・労災・雇用保険完備・交通費
資　格　技能士、建築士、他
勤務時間　8:00～17:30（変動7時間30分）
休　日　日、祝祭日、会社指定休日
応　募　随時面接を行っております。

まずは電話ください。
T E L 　0867-52-7817　
採用担当　佐田 時信

落合
木製スーパーカー

真庭で有名な会社です。

株式会社 佐田建美

正

夢を現実にするニーズの先取り！
当社はおひつの家など有数の技術
力で、唯一無二の製品を創り出し
て全国展開しています。
明るい方を求めています。

住　所　〒719-3121　真庭市上河内627
FRP製飼料タンクの営業と
設置に関わる業務一式

勤務地　本社（真庭市上河内）
給　与　月180,000円～280,000円
待　遇　社保・労災・雇用保険完備、交通費支給
資　格　普通自動車免許
勤務時間　8:00 ～17:00（実働7.5時間）
休　日　土曜（隔週）日曜、他 当社カレンダー

による。
応　募　随時面接を行っています。まずはお電

話ください。
T E L 　0867-55-2211
採用担当　総務・金平

落合タカシ産業 株式会社  本社

正

競合する会社が少ない業種の為、
小規模会社ながら業界でのブランド
力は全国規模であり、取引先は全
て大企業で、業績も安定しています。

住　所　〒719-3144　真庭市落合垂水267

鮮魚・仕出し・販売・卸・居酒屋

勤務地　真庭市落合垂水267番地
給　与　面談のうえ
待　遇　社会保険・労災・雇用保険
資　格　要普免
勤務時間　面談のうえ
休　日　毎水曜日
応　募　随時面接可
T E L 　0867-52-2245
採用担当　吉田 正春

落合

起業しませんか

有限会社 吉春

正

起業したいと思っている人は是非。
経験不問。

住　所　〒716-1433　真庭市下呰部28-1

林業

勤務地　真庭市下呰部
給　与　時給 1,000円～　日当 8,000円～
待　遇　労災・雇用保険
資　格　要普免
勤務時間　現場 8:00～17:00
休　日　日曜日　祝日
応　募　随時面接を行っております。

まずはお電話ください。
T E L 　0866-52-2137
採用担当　土井 節夫

北房土井ボーリング

住　所　〒719-3115　真庭市中180-1

電設資材卸売

勤務地　真庭営業所（真庭市中）
給　与　月183,500円～
待　遇　社保・労災・雇用保険完備、交通費支給
資　格　普通自動車運転免許（AT限定不可）
勤務時間　8:30～17:30（実働8時間）
休　日　日曜・祝日・年末年始・夏期・本人誕生日、

年間カレンダーによる土曜休日（年間99日）
応　募　随時面接を行っております。まずはお

電話ください。
T E L 　0867-42-6464
採用担当　所長・植田（ウエダ）

落合正二電気 株式会社  真庭営業所

正

電気設備に必要な諸材料の卸売
パナソニック・三菱電機など業界
トップメーカーの代理店です。

住　所　〒719-3144　真庭市落合垂水433番地

セラピストとしてお客様への施術

勤務地　落合インター店（真庭市下市瀬）
給　与　完全歩合制
待　遇　研修費（約25万）の免除、制服の貸与、

お祝い金
資　格　要普免、経験者優遇
勤務時間　10:00～22:00（勤務時間自由）
休　日　毎週火曜日　店休日
応　募　18歳～40歳くらい　面接にて
T E L 　0867-45-7890
採用担当　名和秀治

落合

お客様が
あなたを待っています！！

有限会社 名和香美堂

正

楽しく、そして前向きに頑張れる
職場です。新たな自分が発見でき
そうです。

住　所　〒719-3101　真庭市赤野409-7
小・中学校職員の迅速かつ効果的な校務の実現を
目的としたシステムの設計・開発・導入支援業務

勤務地　真庭市赤野（長期出張も含め出張あり）
給　与　月210,000円～290,000円
待　遇　各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生）、退職金制度あり、

通勤手当（上限25,000円まで）、役職手当、家族手当、住
宅手当、マイカー通勤可、コミュニケーション規程あり

資　格　情報処理技術者、普通自動車免許、プログラム開発経験3年以上
勤務時間　8:00～17:00（休憩1時間）、残業あり、フレックスタイム制あり
休　日　年間休日数104日、グループカレンダー

による変形労働時間制
応　募　随時。お電話ください。
T E L 　0867-52-3000　
採用担当　山本

システム開発業務の
増加に伴う募集

正

正 アル
バイト

住　所　〒719-3203　岡山県真庭市富尾17
各種販売／車検／修理／架装／
鈑金／特自検

勤務地　真庭市富尾17
給　与　月給190,000円～（経験・能力考慮します）
待　遇　社保・労災保険完備、年一昇給、賞与二

回、有給・退職金制度有
資　格　要普免（自動車整備士免許あれば尚良し）
勤務時間　8:00～17:00
休　日　日曜、他社内カレンダーによる
応　募　まずはお電話ください。面接日時等決

定いたします。
T E L 　0867-42-1118
採用担当　桑井 喜現（クワイ ヨシミ）

久世相互自動車 株式会社

正

『車のことなら、なんでも』をモットーに
軽四から大型特殊自動車の車検整備等を
行っています（トラックが約8割）。それ
に対する資格取得等、技術支援も積極的
に行っております。車の好きな方、大歓迎！

住　所　〒708-0022　津山市山下30-15
金融業務における渉外・事務全般

勤務地　15店舗（津山市9店舗、苫田郡1店舗、真
庭市3店舗、美作市1店舗、勝田郡1店舗）

給　与　当金庫の給与規程に基づき、キャリア等に応じて支給
待　遇　各種社会保険、退職金制度、厚生年金基金、

職員融資制度、慶弔給付制度など
資　格　普通自動車免許
勤務時間　8:30～17:30（内、休憩時間60分）
休　日　土・日曜日、祝日、12月31日、1月2日及び3日（ただし、年

4回土曜日（半日）研修出勤あり）、リフレッシュ休暇（連続5日）
応　募　随時面接を行っております。まずはお

電話ください。
T E L 　0868-22-4121
採用担当　松田 好弘

久世津山信用金庫

正

津山信用金庫は、「作州地域の
パートナー・よろず相談信用金
庫」として、地域や地域のお客
さまの悩みや課題を知り、解決
していきます。作州地域の活性
化を応援する津山信用金庫、そ
んなメンバーの一員になりませ
んか？

作州地域の活性化を
応援する津山信用金庫で
一緒に働きませんか？

住　所　〒717-0007　真庭市本郷1819
当病院外来及び病棟での看護業務に従
事していただきます。

勤務地　勝山病院（真庭市本郷1819）
給　与　正社員　月給165,000円～250,000円

パート　時給950円～1,500円
待　遇　正社員：社保・労災・雇用保険完備、交通費

支給。短時間正社員制度あり（週32時間以上）
資　格　正看護師、准看護師
勤務時間　①外来勤務　9:00～18:00

②病棟勤務　8:00～17:00
③夜　勤　　16:30～8:30

休　日　ローテーションによる（年間110日）
応　募　随時行っております。まずはご連絡ください。
T E L 　0867-44-3161
採用担当　看護部長 池田　事務部長 平内

勝山特定医療法人 美甘会 勝山病院

魅力的な働きやすい職場です。ブ
ランクのある方、経験の浅い方も
大歓迎。

住　所　〒719-3202 真庭市中島1-1
川西工務店建物内
ミシンオペレーター・裁断・仕上げ検品・
出荷管理業務　他

勤務地　真庭市中島1-1
給　与　月 135,000円～
待　遇　社会保険・労災・雇用保険完備、交通費支給
資　格　初心者大歓迎
勤務時間　8:30～17:30（実働8時間） ※時間帯

相談可
休　日　日曜、祝日、他当社カレンダーによる
応　募　随時面接しており会社見学も可能です。

お気軽にお電話ください。
T E L 　0867-42-0755
採用担当　松葉

久世株式会社 NEXT CREATION

主にフラダンス衣装を製造する会社です。
当社製造の衣装を着用し世界大会で入賞
の実績もあります。女性が多い職場ですが、
子育てと両立できる職場を目指しています。
男性もお気軽にお問い合わせください。

住　所　〒717-0602　真庭市蒜山上福田494-5

レジ接客・清掃・商品の補充など

勤務地　セブン－イレブン蒜山上福田店
（真庭市蒜山上福田）

給　与　①5:00～22:00　時給757円～
②22:00～5:00　時給947円～

待　遇　労災
資　格　特になし　
勤務時間　要相談
休　日　要相談
応　募　随時面接を行っております。まずはご連絡ください。
T E L 　0867-66-7225
採用担当　川西

蒜山

あなたの笑顔を大募集！

1日2～3時間、週2～3回から
でもOK、ダブルワークも可能
です。研修期間もあり、丁寧
にお教えしますので、未経験
の方でも大丈夫！！　お待ちし
ています。

真庭管内の求人情報

mani work

パート

林業部門 業務拡大につき
社員募集

やる気のある人！！
正社員大募集！

住　所　〒719-3115　岡山県真庭市中583-5

ダスキンマット・モップ等の交換業務

勤務地　岡山県真庭市中583-5
給　与　正社員　日給8,500円～

パート　時給900円～　その他手当あり
待　遇　社保・労災・雇用保険完備、交通費
資　格　普通免許
勤務時間　9:00～18:00
休　日　日曜・他当社カレンダーによる
応　募　随時面接を行っています。まずお電話

をください。
T E L 　0867-42-3351
採用担当　横山 幹夫

久世

業務拡大につき
正社員・パート大募集

ダスキン作州 有限会社 横山

正 パート

正 パート

当社は県下一円に活動する成長企
業です。経験・学歴は問いません
が、忍耐力とやる気のある若い方
をお待ちしています。

住　所　〒719-3203　岡山県真庭市富尾218
CAD入力・担当物件打合せ

勤務地　真庭プレカット（真庭市富尾236-1）
給　与　正社員 月給180,000円～

パート：時給900円～
待　遇　雇用・労災・健康・厚生当各種保険完備、

交通費支給
資　格　パソコンスキルは必須・経験者希望
勤務時間　8:00～17:00（実働7.5時間）　パート

は要相談
休　日　日曜日、他当社カレンダーによる
応　募　ハローワークに求人票を掲載しております。
T E L 　0867-42-1100
採用担当　山下 昭郎

久世山下木材 株式会社

技術の確かさで、遠くは関西へも出荷
させて頂いております。パートについ
ては子育て世代のお母さんを応援すべ
く、勤務時間などは相談に応じますの
で、お気軽にお問い合わせください。

業務拡張につき、正社員大募集！
経験のない方でも一から育てます。

住　所　〒717-0013　真庭市勝山811-11

建築工事現場における施工管理

勤務地　真庭市
給　与　250,000円～400,000円
待　遇　社保・労災・雇用保険・退職金共済完備
資　格　要普免（AT不可）

1級又は2級建築施工管理技士
勤務時間　8:00～17:00
休　日　日、祝日他
応　募　随時面接を行っております。まずはお

電話ください。
T E L 　0867-44-5185
採用担当　芦田 啓

勝山

急募！！　現場
管理正社員募

集！！

経験・能力に
応じて優遇し

ます。

三和建設 株式会社

正

官公庁の工事を中心とした現場の
管理及び監督を募集しております。
経験・能力に応じて優遇します。

ALOHAの気持ちで
一緒に仕事をしませんか　！！

会社を成長させていく
気概のある将来の
幹部候補生を募集 ！

正 パート

正 パート

現在、従業員14名、平均年齢40歳余。
それぞれが責任を持って仕事に取り
組んでいます。分からないことも先
輩社員がしっかりとサポートするの
で、仕事をしながら成長できます。

落合株式会社 ランネット

経験は問いません。やる気のある
方をお待ちしております。

お客様に喜ばれる仕事を続けなが
ら、会社の前進と安定、全社員の
物心両面の向上、安全都市づくり
へと貢献していきます。

アル
バイト

セブン－イレブン蒜山上福田店

ダスキン

作州

真庭商工会 　平成29年１月１日（10）（11）真庭商工会 　平成29年１月１日


