
求人番号

47010－　349218

1　会　社　の　情　報

受付年月日令和3年9月24日

受付安定所那覇公共職業安定所

求人票（大卒等）

事業所番号

4701－1644－6

公聴望：語弊発畿蓮諾醒濡昌淋閉人材ビジネス欺可

ふ学芸　　大学　　短大　　高専　　専修学校　　能開校　　冨三三
二二÷二二二二二、二二∴二二二：二二二二二二二リ　　　　　　　（1／／2）

事 � ��従 業 �企業全体 ��就業場所 ��（うち女性） ��（うちパート） 

某 所 名 �株式会社　工ム・エス・シュクーク ��員 数 �16人 ��6人 ��0人 ��0人 

設　　　立 ��昭和47年 ��資　本　金 ��1．960万円 

所 �〒901－2133 ��事 業 �カー用品販売・車検自動車整備・自動車販売等を主にお客様のカー ライフのサポートを長くお付雪会い頂いております宙近4年聞達 

在 地 �沖縄県浦添市城聞3－5－1 ��内 容 �　　　　　　　一口　　　　ol豊．　β 続で増収増益、業績好調です。 

．∠ゝ 王事 社 の 特 長 �私達は、タイヤ・ホイル・オーディオ等カー用品業界において県内 ．NOlの技術とサービスを提供し顧客満足NOlを目指しています 。若いスタッフも多く活躍している元気で明るい会社です。 

代表吉名 ��代表取締役社長　　　　　　　　　　　下地　秀樹 

法人番号 ��9360001009186　匡－ムページ中p：／／wmS－Stark．co．jp／ 

2　仕　事　の　情　報

雇 用 形 態 �正社員 ��就 業 形 態 �十請負ではない �車検整備およびカー用品取付・販売 ����i票 数 �1人 

仕 �＊車検整備 �����屈 �大学・短大・高専・専修学校・能開校 i＊カー用品取付 �����修 

事 �タイヤーホイールはもちろん、カーオーディオ、最新ナビゲーション、 GTパーツ、板金塗装、車検など車のことなら幅広く対応しています �����科 �必須　（学部・学科・履修科目不問） 
目 免 

の 内 �取付に関してもプロとしての �　　　　　　　　　　　○ 技術を身につけ、お客様に提供します。 

＊普通自動車運転免許 他ショップさんでやらないような加工取付なども対応します。 ＊服毒 �����必許 

容 �Jlノ 国産メ－カ－全車取扱い新車販売、中古車販売、カ－用品の販売を �����要・ な資 �必須 
，行ないます。 �����格 

雇用期間の定めなし �� ����契約更新の可能性 �� 

就 業 � �0 ）分駅 ����転勤の可能性 ��ありi試醐間 ��あり　労働条件　異なる 

〒904－0115 沖縄県北谷町美浜3丁目5－1 �����受動喫煙対策　あり（屋内禁煙） 

嵯 所 �『ベイエリアシユターク』 もよりの駅・バス停から徒歩（ �����［　　　　　　　　　］ 

3　労　働　条　件　等

賃 金 税 込 ） �区分　＼　学歴 ���大学院－ ��大学 ����短大 ���高専 ��専修学校 ��能開校 

賃　　金　　形　　態 ��� ��月給 ����月給 ���月給 ��月給 ��月給 

基本給（a） ���円 ��182．000円 ����182．的0円 ���182．000円 ��182，000円 ��182．000円 

足れ 頗る 的手 に当 院 わ �手当 ��円 ��円 ����円 ���円 ��円 ��円 

手当 ��円 ��円 ����円 ���円 ��円 ��円 

手当 ��円 ��円 ����円 ���円 ��円 ��円 

手当 ��円 ��円 ����円 ���円 ��円 ��円 

手当 ��円 ��円 ����円 ���円 ��円 ��円 

固定残業代（c） ��� ��なし ����なし ���なし ��なし ��なし 

計（税込）（alb＋c） ���円 ��182，000円 ����182，000円 ���182．的0円 ��182．000円 ��182．000円 

固定残業代に関する 特記事項 ���］ 

賞 与 �賞与 ��（新規学卒者の前年度実績） ��������昇給 �昇給：（新規学卒者のベースアップ込みの前年度実績） あり ��年回　　　　　万円　一　　　　万円　又は　　　　ヶ月分 ���������あり　　　　　　　　　　　　円　　　　又は　　　　％ 

賞与 ��（一般労働者の前年度実績） ��������通勤 �実費支給（上限なし） ����マイ誓勤［　i 
あり ��年2回　　　　　万円　一　　　　万円　又は　2．00ケ月分 ��������手当 

福加 別人 �雇用　労災　会箕　健康　厚生　財形　専婁他 ������定年制　あり（一律　60歳） ����鶉 �育児なし 介護なし 看護なし ��賃金締切日 ��月末　　　：その他 �� 

厚保 生検 �厚生年金基金推定拠出年金鰻重給鯵年金 退職金共済未加入 ����� �譲用　あり（上限65能で） �������賃金支払日 ��翌月10日！その他 �� 

等等 �退職金制度　あり　（勤続期間不問） ������勤務延長なし ����労働組合 ��；なし �就業規則iフルタイムあり　′←トタイムあら 

就 �（1）9時30分　－18時30分 ����時間外 ��あり：月平均13時間 ����36協定における特別条項　なし 

業 �����休憩時間 ��60分 ����特別な事情・期間等 

時 間 �（2）10時00分－19時00分 （3） ����������［　　　　　　　　］ 

入居可能 住宅 ��単身用なし　　世帯用なし 

休 日 �休日　水その他 �������有 給 �入社時　　　　　0日 ��織目・［端部磐肝（1／‾； 

等 �週休二日制　毎　週 ���！年間休日数　112日 ����休 暇 �6ケ月経過後　10日 



47010－　349218

4　選　考

受付年月日令和3年9月24日

受付安定所那覇公共職業安定所

求人票（大卒等）

事業所番号

4701－1644－6

株式会社　工ム・エス・シュクーク

受 付 期 間 �9月24日－ 12月31日 ��説 明 ∠ゝ 暮雪 �日 時 場 所 � ����������選 考 日 �9月24日　　以降随時 

選 �書爆選考　面接　適性検査・∈合性 �����書 類 提 出 先 �〒901－2133 事業所所在地と同じ ����応 募 書 類 等 �履歴書 成績証明書 �その他の 応募書類 �］ 
考 方 法 �筆記試験［－脚鶏練絹棉］ 

応募書類の返戻　：求人者の責任にて廃棄 ����������既の 卒応 者募 �既卒応募可 （卒業後概ね3年以内） ���中退者応募　可 

選 考 場 所 担 当 者 �〒901－2133 沖縄県浦添市城間3－5－1 
既の 卒入 着社 等日 �随時 ���その他 〔　］ 

諌係名 �総務部 ������‾‾‾、氏名‾ �＿アゲナ　ミブコ 

役職名 ��������安虚名　美和子 

電話番号 �098－876－3795　　内線［　　］ ������FAX �098－876－3798 

Eメール � 

5　補足事項・特記事項
＊業務の状況により、休日出勤をお願いすることがあります。
その際は休日労働の割増賃金を支払います。

＊欠勤分は給与から控除します。

・筆記試験の一般常識は、簡単なアンケート記入方式です。

・選考日については後日連絡いたします。

＊能力給や車両販売、車検、保険の獲得によって追加手当あり
（家族手当もあり）

＊通勤手当：会社規程により支給（6ケ月後より支給）
＊昇給：本人の能力により支給
＊賞与：本人の成績・会社業績により支給
＊資格手当あり：整備士資格（3級）　5．000円

整備士資格（2級）10，000円
整備士資格（1級）30，000円
検査員　　　　　　30，000円

1募集・採用に 　関する情報 ��企業全体の情報 ����大卒等の情報 

新卒等採用者数 �（うち男性） �（うち女性） �新卒等離職者数 �新卒等採用音数 �（うち男性） �（うち女性） �新卒等離職者数 

（l） �令和2年度 �0　人 �0　人 �0人 �0　人 �0　人 �0　人 �0　人 �0　人 平成31年度 �0　人 �0　人 �0人 �0　人 �0　人 �0　人 �0　人 �0　人 

平成30年度 �2　人 �2　人 �0人 �2　人 �0　人 �0　人 �0　人 �0　人 

（2） �平均継続勤務年数 �：従業員の平均年鈴（参考値） ��15・0年！　37．0歳 �� ��年 �歳 

2　職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況

（1） �研修の有無及び その内容 �あり　新入社員基礎ビジネスマナー研修 

（2） �自己啓発支援の有無 及びその内容 �なし 

（3） �メンター制度の有無 �あり 

（4） �キャリアコンサルティング 制度の有無及びその内容 �あり　入社直後から挨拶や基本行動、作業等のフォローを実施します。 

（5） �社内検定等の制度の有無 及びその内容 �なし 

3　職場への定着の促進に関する取組の実施状況 ���企業全体の情報 ��大卒等の情報 

（1） �前事業年度の 月平均所定外労働時間／有給休暇の平均取得日数 ��23．0時間 �6．0　日 �時間 �日 

（2） �前事業年度の 育児休業取得者致／出産者致※1 �取得者赦 �女性　　　　　　　0人 �男性　　　　　　　0人 �女性　　　　　　　　人 �男性　　　　　　　　人 
出産者数 �女性　　　　　　　0人 �男性　　　　　　　0人 �女性　　　　　　　　人 �男性　　　　　　　　人 

（3） �役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合　※2 ��役員　　　　　　0．0％ �管理職　　　　　0．0％ � �－ 

※1については、男性は配偶者の出産者数を示しています。　※2については、雇用形態に関わらず企業全体における割合を示しています。

自動車小売業 就業場所住所 沖縄県中頭郡北谷町 沖縄県浦添市

職業分類i603－01i323－9日　　　　　　　　識別椙

求人条件に関する注意事項　ハローワークより：求人票は雇用契約書ではありません。採用時には必ず、書面により労働条件の明示を受けてください。


