２０１６年９月１６日

第１回 フジカンパニーズおしごとフェスタ開催
株式会社フジ（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：尾﨑 英雄）をはじめとするフジ
カンパニーズは、９月２２日（木）に「フジカンパニーズおしごとフェスタ」を初めて開
催いたしますので、その概要についてお知らせします。
「フジカンパニーズおしごとフェスタ」は、フジカンパニーズ１１社が参加し、 各社の
採用担当者が直接、パートおよびアルバイトの求人に関する情報をご提供するほか、質問
やご相談にお応えするイベントです。また、希望者の方にはその場で面接も行います。シ
ョッピングセンターに隣接する施設で開催することにより、幅広い年代の方に気軽にご来
場いただき、フジカンパニーズの多様な仕事内容や魅力、働き方などを知っていただく機
会となることを目的としています。当日は、無料託児スペースを設けるほか、セルフマッ
サージやカラーコーディネートなど「タメになる」無料セミナー（事前申し込み必要）な
ども実施し、今すぐに働きたい方はもちろん、家庭や子育て、学業と両立できるなら 働き
たい、将来的には働きたいなど様々なご相談にお応えします。
今後もフジは地域の皆さまのくらしにお役に立てる企業を目指してまいります。

フジカンパニーズおしごとフェスタ概要
日

時：９月２２（木）１０:３０～１５:３０

会

場：フジ本部第３ビル５階
松山市宮西一丁目６番１０号

参加企業：フジカンパニーズ１１社
㈱フジ、㈱レデイ薬局、㈱フジデリカ・ クオリティ、㈱フジファミリーフーズ 、
フジ・ＴＳＵＴＡＹＡ・エンターテイメント㈱ 、㈱フジマート四国、
㈱フジ・スポーツ＆フィットネス、㈱フジ・アグリフーズ 、 ㈱フジ セキュ リティ、
㈱ＦＮクリーン、㈱ユーミーケア

※イベントに関するお問い合わせ
えひめリビング新聞社人材サービス事業部
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〜主婦の方、学生さん大歓迎！ お仕事をお探しのみなさん、お気軽にご来場ください〜

フジカンパニーズ

第１回

9 22

会 場

木・祝

（松山市宮西1丁目6-10）

10：30〜15：30

❶

POINT

11社が参加!
質問・相談に応じます。
その場で面接もOK!

仕事の疲れを癒す
簡単セルフマッサージ

セミナー

❷

カラーコーディネートで
印象美人に！

仕事で疲れた、目・肩・腰・足を自分で簡単
リフレッシュできるマッサージの実践

第一印象は重要！自分に合う
カラーを活用して、印象アップ！

時間／11：00〜11：20、13：00〜13：20、
15：00〜15：20〈 3回実施〉

時間／11：30〜12：30
（60分）

無料セミナー
応募方法

エディオン

2

各ブースで
採用担当者に直接、
質問・相談をすることが
できます。
POINT

先着250名様に来場特典あり!
フジカンパニーズからの商品・グッズをプレゼント
面接応募、
ブース訪問特典もあり！

3

「家庭と仕事の両立」
「子どもの預け先」
相談コーナーを設置

事前応募

セミナー

❸

就職・転職を機に考える
お金の増やし方・
保険の選び方

ファイナンシャルプランナーから
学ぶ、最新の貯蓄・保険選び

時間／13：30〜14：30
（60分）

定員になり次第、締め切りになりますので、お早めにご連絡ください。

参加企業 一覧

松山宮田
郵便局

入場無料、入退場自由、
服装自由、子ども連れＯＫ

特典がいっぱい

℡.089-986-3111 えひめリビング新聞社までお電話ください。
※申込でいただく個人情報はセミナー運営の目的にのみ使用します。

案内看板
あり

フジグラン
松山

●お車でお越しの方は第３ビル、
フジグラン
松山の駐車場をご利用ください

タメになる無料セミナーも開催！
セミナー

愛媛信用
金庫

フジグラン松山近く

お仕事情報がいっぱい

POINT

1

フジ本部第3ビル5階

本部第3ビル5F

フジグラン
松山北

バイトの
パート・アル
いっぱい
お仕事情報

各セミナー
定員40名

無料託児サービスあり
受付は当日、10：30から開始し、先着順で行います。
●一度にお預かりできるお子さまの人数は、全国保育サー
ビス協会の安全基準に準じて運用しますので、状況により
お預かりできないことがあります。●怪我や事故に関しては、
一切の責任を負いかねますので、
ご注意ください。●他のお
客様のご迷惑となる行為につきましては、利用をお断りする
場合があります。●飲食、授乳、投薬、玩具、貴重品の持込
みは不可です。●昼食の提供はいたしません。●病気に感
染の疑いのあるお子さまは、
お預かりいたしかねます。

本イベントに関するお問合せ

えひめリビング新聞社
人材サービス事業部
℡.089-986-3111 まで

●履歴書持参で、その場で面接OK！ すぐ働きたい人はぜひ！
事前に面接予約をしたい方は、☎089-986-3111までご連絡下さい。
※後日、各社店舗（事務所）で面接をさせていただく場合もあります。

㈱フジ

エミフルMASAKI
フジグラン・フジ各店等を展開

㈱レデイ薬局

くすりのレデイ・メディコ21等を展開

募集職種／商品の加工・陳列・補充
食品レジ、サービスカウンター など
勤務時間／1日6〜7時間 もしくは 1日2〜4時間
時
給／717円〜850円
勤 務 地／松山市近郊のフジ各店舗

募集職種／ドラッグストアのレジ・商品補充
勤務時間／1日5時間程度
時
給／730円
勤 務 地／松山市近郊のくすりのレデイ・メディコ21店舗

業務評価・経験年数により職級・時給がＵＰ！正社員登用もあります！

17時以降は時給800円、日祝は時給50円アップ

㈱フジファミリーフーズ
和食レストラン「どんと」焼肉「じゃんじゃか」フードコート等のフードサービス業

フジ・TSUTAYA・エンターテイメント㈱
フジ店内の「TSUTAYA」
を運営

㈱フジデリカ・クオリティ

惣菜の製造加工及び販売
（フジ店内のデリカコーナー）

募集職種／お惣菜の調理・陳列・加工
勤務時間／働きたい時間をご相談ください
時
給／780円〜1,120円 ※時間給は職務、時間帯等により異なります。
勤 務 地／松山市近郊のフジ店内デリカコーナー、本社工場
長くお仕事をしていただけるように、無理のない働き方を
いっしょに考えましょう。

㈱フジマート四国

スーパーＡＢＣを展開

募集職種／接客・調理補助・清掃 など
勤務時間／1日４〜５時間程度
時
給／800円〜900円
勤 務 地／松山市近郊のどんと・じゃんじゃか・ミスタードーナツなど

募集職種／レジ、
レンタル・BOOK担当 など
勤務時間／1日5時間程度
時
給／717円〜937円
勤 務 地／松山平井店、藤原店、エミフルMASAKI店、砥部店

募集職種／商品の加工・陳列・補充・食品レジ など
勤務時間／働きたい時間をご相談ください
時
給／717円〜 ※18：00以降 750円
勤 務 地／スーパーＡＢＣ上一万店、道後南店、平井店、石井店

勤務地・勤務時間などご相談下さい。正社員登用もあります。

従業員価格でレンタルや商品購入ができます。

短期アルバイトもＯＫです。ご相談ください。

㈱フジ・スポーツ＆フィットネス
スポーツクラブ「フィッタ」
「ナビ」
を展開

㈱フジ・アグリフーズ

フジ各店の青果物の仕入れ・加工等

㈱フジセキュリティ

フジ各店の警備・施設管理 等

募集職種／フィットネスクラブの指導業務・受付業務
勤務時間／1日6〜7時間 もしくは 1日2〜4時間
時
給／719円〜969円
勤 務 地／松山店、重信店、エミフルMASAKI店

募集職種／青果物の仕分・加工・パック詰め
勤務時間／1日7時間 もしくは 1日4時間
時
給／720円〜1,050円
勤 務 地／流通センター（松山市久万ノ台）

募集職種／①施設常駐警備員②施設常駐設備員
勤務時間／①24時間勤務あり②８時間（時差あり）
月
給／17万円〜
（時間外含）、有資格者優遇、社保完備
勤 務 地／自宅から通うことのできる事業所

お客様と一緒に体を動かすことで、自分自身も健康な体に！

日曜・祝日等は1時間あたり、150円のホリデー手当あり！

正社員の募集です。未経験者歓迎！ 経験者優遇します。

㈱FNクリーン

フジ各店の清掃等

募集職種／①清掃員②サービスサポーター（清掃・店内案内）
勤務時間／1日3時間もしくは7時間
時
給／①720円②900円
勤 務 地／①フジ各店舗②エミフルMASAKI、フジグラン松山
主婦の方が大活躍の職場です。

㈱ユーミーケア

介護施設及び保育園を展開

募集職種／介護職 ほか
勤務時間／1日8時間 もしくは 1日4時間
時
給／800円〜900円
勤 務 地／ユーミ―ケア たかのこ もしくは 山越

フジカンパニーズとは
フジカンパニーズとは、フジと各関係会社で形成
されており、地域の皆様のくらしの豊かさを創造す
るグループを目指し、様々な事業を展開しています。

正社員への登用を視野に入れた求人です。

掲載している求人情報は、一例です。会場ではこの他に多数の求人情報をご用意しています。

