中途採用情報

＜2021年7月公開＞

現在の募集職種は以下の通りです。皆様からのご応募をお待ちしております。

職種①

お米の非常食・お赤飯等の研究開発スタッフ【転勤なしも選択可】

雇用形態

正社員＜総合職＞

仕事内容

お湯やお水を注ぐだけで食べられる「お米の防災用非常食」や、短時間で調理できる「お赤飯」
などの研究開発業務を担当します。具体的な業務は以下の通りです。
・営業企画から「こんな商品を作りたい」と依頼がきますので、購買部と連携し、メーカー等に
問い合わせて原料の選定を行います。その後、試作品の作成、評価、記録を行います。大量生産
のためのプロセスを考えたり、包装材の選定なども同時に行います。
・試作品のＯＫが出れば、製造部への指示書の作成、製造過程の改善、ラインテストなどを行い
ます。また食品表示について品質保証部とのやりとりもあります。
・非常食を取り扱っているので、賞味期限の検証など、長期的なスパンで行う仕事も多いです。
＊月１回程度、２～３日の出張が発生することがあります。
＊自分が開発に携わった商品が販売される喜びが感じられるお仕事です。
＊工場への落とし込みをはじめ、様々な部署との連携が求められます。
【基本給】年齢及び経験により決定します。
月額240,450円～284,170円 ＊「転勤なし」の場合は月額220,450円～254,170円となります。

賃金

【諸手当】いずれも規程により支給します。
・通勤手当（日額800円まで）
・役付手当（月額5,000円～10,000円）
・家族手当（月額5,000円～）
・資格手当（月額5,000円～）

昇給

あり

（年1回＝月額 1,200円～28,400円

賞与

あり

（年2回＝約4ヶ月分

就業時間

8：15～17：30

休日

土日祝（土は年に10回程度出勤日あり）
盆および年末年始（各5日程度）
＊年間休日115日
＊年間会社カレンダーあり

勤務地

本社（出雲市大社町）

募集人数

1名

年齢

59歳まで（定年年齢未満の募集）

学歴

高卒以上

資格

【必須】
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

経験等

＊2020年度実績）

＊2020年度実績）

【必須】
・食に関心のある方。
・パソコンの基本操作（ワード、エクセル、メール）ができる方。
【歓迎】
・食品業界に関わる仕事をしたことのある方（食品メーカー、食品商社、給食センター、
惣菜売り場、飲食店などでの勤務経験がある方）。
・原料やアレルギー、食品製造現場でのルール、食品表示などについての知識がある方。
＊知識や経験がなくても、意欲の高い方、積極的に知識を吸収しようとする方は歓迎します。

その他の待遇 退職金制度あり（勤続3年以上）／マイカー通勤可／無料駐車場あり／作業服貸与
応募方法

履歴書（写真貼付）、職務経歴書を下記まで送付してください。書類選考後、面接（選考）日時
を連絡します。
次ページに続きます

職種②

お米の非常食・お赤飯等の生産技術スタッフ【転勤なしも選択可】

雇用形態

正社員＜総合職＞

仕事内容

お湯やお水を注ぐだけで食べられる「お米の防災用非常食」や、短時間で調理できる「お赤飯」
などを製造する工場で、安全・安心な商品が安定的に製造できるよう、工場内の生産設備に関す
る業務を担当します。具体的な業務は以下の通りです。
・生産設備の点検、保守、修繕
・新規生産ラインの機械の選定、導入、条件の確立
・既存生産ラインの改良や工場内のレイアウト変更
・電気設備、ボイラー、コンプレッサーなどの管理 など
＊工場は全部で９つあり、自分が任された工場に関しては、設備更新などもある程度の裁量を
もって進めることができます。
＊現場のスタッフが意見や要望を出しやすいよう、日頃からコミュニケーションをとることが大
切です。
【基本給】年齢及び経験により決定します。
月額199,200円～240,450円 ＊「転勤なし」の場合は月額179,200円～220,450円となります。

賃金

【諸手当】いずれも規程により支給します。
・通勤手当（日額800円まで）
・役付手当（月額0円～5,000円）
・家族手当（月額5,000円～）
・資格手当（月額5,000円～）
＊深夜勤務時は別途手当を支給します。

昇給

あり

（年1回＝月額 1,200円～28,400円

賞与

あり

（年2回＝約4ヶ月分

就業時間

8：15～17：30

休日

土日祝（土は年に10回程度出勤日あり、月2回程度休日出勤あり（振替休日あり））
盆および年末年始（各5日程度）
＊年間休日115日
＊年間会社カレンダーあり

勤務地

本社（出雲市大社町）

募集人数

2名

年齢

59歳まで（定年年齢未満の募集）

学歴

高卒以上

資格

【必須】
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
【歓迎】
第一種電気工事士、第二種電気工事士、第三種電気主任技術者、エネルギー管理士

経験等

＊2020年度実績）

＊2020年度実績）

【必須】
・生産設備の保守、修繕の経験のある方。
・パソコンの基本操作（ワード、エクセル、メール）ができる方。
【歓迎】
・電気回路・シーケンス、ＴＩＧ溶接、ＣＡＤ（工場図面管理レベル）の経験がある方。
＊食品業界未経験の方も歓迎します。

その他の待遇 退職金制度あり（勤続3年以上）／マイカー通勤可／無料駐車場あり／作業服貸与
応募方法

履歴書（写真貼付）、職務経歴書を下記まで送付してください。書類選考後、面接（選考）日時
を連絡します。
＊応募前の職場見学（工場見学）も可能です。ご希望の方はお電話にてご連絡ください。
次ページに続きます

職種③

アルファ化米の製造スタッフ（３交替勤務）

雇用形態

正社員＜一般職＞
防災用非常食向けのアルファ化米や、短時間で調理できるお赤飯などを製造する業務を担当しま
す。
◇生産設備（機械）を用いたお米の加工
◇機械の操作および稼働状況確認
◇アルファ化米の梱包など

仕事内容

＊人々のお役に立つ「防災用非常食」や、日々の食生活を豊かにする「お赤飯」「おこわ」等の
製造に携わる、やりがいのあるお仕事です。
＊未経験者歓迎。先輩スタッフが丁寧に指導します。
＊幅広い仕事があり、適性や能力に応じスキルアップを図ることができます。
＊立ち仕事が多いですが、屋内での作業であり、年齢を重ねても活躍している方が多くいます。
＊敷地内にある他の工場との間で異動となることがあります。
＊正社員（総合職）登用制度があり、毎年、登用実績もあります。
【基本給】年齢及び経験により決定します。
月額168,400円～172,400円

賃金

【諸手当】いずれも規程により支給します。
・通勤手当（日額800円まで）
・深夜時間帯にかかる交替勤務時（日額1,400円）
・家族手当（月額5,000円～）

昇給

あり

（年1回＝月額1,562円～4,200円

賞与

あり

（年2回＝合計 402,000円～645,000円

就業時間

基本は（１）23：40〜8：00 （２）7：40〜16：00
その他の就業時間になることもあります。
詳しくは面接時にご説明いたします。

休日

土日祝（土は年に10回程度出勤日あり、祝は出勤日として平日と振替する場合あり）
盆および年末年始（各5日程度）
＊年間休日115日
＊年間会社カレンダーあり

勤務地

本社（出雲市大社町）

募集人数

2名

年齢

18歳～59歳（定年年齢未満の募集・労働基準法の規定）

学歴

高卒以上

資格

不問

経験等

不問。ただし、パソコンの基本操作（文字入力程度）ができる方。

＊2021年度実績）
＊2020年度実績）
(３）15：40〜0：00 の３交替勤務ですが、

その他の待遇 退職金制度あり（勤続5年以上）／マイカー通勤可／無料駐車場あり／作業服貸与
応募方法

履歴書（写真貼付）を下記まで送付してください。書類選考後、面接（選考）日時を連絡しま
す。
＊応募前の職場見学（工場見学）も可能です。ご希望の方はお電話にてご連絡ください。
次ページに続きます

職種④

おこわ・具材の製造スタッフ（シフト制交替勤務）

雇用形態

正社員＜一般職＞
おこわの具材やレトルト商品などを製造する業務を担当します。
◇生産設備（機械）を用いたお米や具材の加工
◇機械の操作および稼働状況確認
◇目視による商品検査など

仕事内容

＊人々のお役に立つ「防災用非常食」や、日々の食生活を豊かにする「おこわ」およびその具材
の製造に携わる、やりがいのあるお仕事です。
＊未経験者歓迎。先輩スタッフが丁寧に指導します。
＊幅広い仕事があり、適性や能力に応じスキルアップを図ることができます。
＊立ち仕事が多いですが、屋内での作業であり、年齢を重ねても活躍している方が多くいます。
＊敷地内にある他の工場との間で異動となることがあります。
＊正社員（総合職）登用制度があり、毎年、登用実績もあります。
【基本給】年齢及び経験により決定します。
月額168,400円～172,400円

賃金

【諸手当】いずれも規程により支給します。
・通勤手当（日額800円まで）
・深夜時間帯にかかる交替勤務時（日額1,400円）
・家族手当（月額5,000円～）

昇給

あり

（年1回＝月額1,562円～4,200円

賞与

あり

（年2回＝合計 402,000円～645,000円

就業時間

4：00～2：00の間の当社指定時間帯でのシフト制交替勤務です（実働8時間）。
詳しくは面接時にご説明いたします。

休日

土日祝（土は年に10回程度出勤日あり、祝は出勤日として平日と振替する場合あり）
盆および年末年始（各5日程度）
＊年間休日115日
＊年間会社カレンダーあり

勤務地

本社（出雲市大社町）

募集人数

3名

年齢

18歳～59歳（定年年齢未満の募集・労働基準法の規定）

学歴

高卒以上

資格

不問

経験等

不問。ただし、パソコンの基本操作（文字入力程度）ができる方。

＊2021年度実績）
＊2020年度実績）

その他の待遇 退職金制度あり（勤続5年以上）／マイカー通勤可／無料駐車場あり／作業服貸与
応募方法

履歴書（写真貼付）を下記まで送付してください。書類選考後、面接（選考）日時を連絡しま
す。
＊応募前の職場見学（工場見学）も可能です。ご希望の方はお電話にてご連絡ください。
次ページに続きます

職種⑤

お米の非常食・お赤飯等の製造・梱包スタッフ

雇用形態

正社員＜一般職＞
①防災用非常食向けのおこげ等を製造する業務
②製造後のアルファ化米・お赤飯・具材を梱包・箱詰する業務
＊①②いずれかの業務を担当します。
◇生産設備（機械）を用いたお米の加工
◇梱包・箱詰めの手作業
◇機械の操作および稼働状況確認
◇目視による商品検査など

仕事内容

＊人々のお役に立つ「防災用非常食」や、日々の食生活を豊かにする「お赤飯」等の製造に携わ
る、やりがいのあるお仕事です。
＊未経験者歓迎。先輩スタッフが丁寧に指導します。
＊幅広い仕事があり、適性や能力に応じスキルアップを図ることができます。
＊立ち仕事が多いですが、屋内での作業であり、年齢を重ねても活躍している方が多くいます。
＊敷地内にある他の工場との間で異動となることがあります。
＊正社員（総合職）登用制度があり、毎年、登用実績もあります。
【基本給】年齢及び経験により決定します。
月額168,400円～172,400円

賃金

【諸手当】いずれも規程により支給します。
・通勤手当（日額800円まで）
・深夜時間帯にかかる交替勤務時（日額1,400円）
・家族手当（月額5,000円～）

昇給

あり

（年1回＝月額1,562円～4,200円

賞与

あり

（年2回＝合計 402,000円～645,000円

就業時間

基本は（１）8：15～17：30の就業時間ですが（２）7；00～16：15 （３）13：00～22：15
（４）17：00～2：15など7：00～2：15の間の当社指定時間帯でのシフト制交替勤務となることも
あります。
詳しくは面接時にご説明いたします。

休日

土日祝（土は年に10回程度出勤日あり、祝は出勤日として平日と振替する場合あり）
盆および年末年始（各5日程度）
＊年間休日115日
＊年間会社カレンダーあり

勤務地

本社（出雲市大社町）

募集人数

3名

年齢

18歳～59歳（定年年齢未満の募集・労働基準法の規定）

学歴

高卒以上

資格

不問

経験等

不問。ただし、パソコンの基本操作（文字入力程度）ができる方。

＊2021年度実績）
＊2020年度実績）

その他の待遇 退職金制度あり（勤続5年以上）／マイカー通勤可／無料駐車場あり／作業服貸与
応募方法

履歴書（写真貼付）を下記まで送付してください。書類選考後、面接（選考）日時を連絡しま
す。
＊応募前の職場見学（工場見学）も可能です。ご希望の方はお電話にてご連絡ください。

書類送付先および問い合わせ先
アルファー食品（株） 総務人事部 採用担当
〒699-0722 島根県出雲市大社町北荒木645
電話 : 0853-53-2518 Mail : saiyo@alpha-come.co.jp
以上

