
受付日 2022年8月1日 紹介期限 2022年10月31日 事業所登録番号 求人NO. HI 202208-065

フリガナ 企業全体 113　名 当事業所

事業所名 うち女性

代表者名 法人番号

創業設立 資本金 1500 万円 HPのURL

本社所在地 606-0801 所在地地図

最寄駅

事業内容 業種 建設業

会社の特徴

フリガナ 部署・役職 電話

担当者名 E-mail FAX

仕事の内容 求人理由 増員

募集職種 求人数 5 名 職位・役職名

求人区分 雇用形態
〜 更新の可能性

試用期間 あり 6 ヶ月 同条件

年齢 64 歳まで
年齢制限の理由

学歴
実務経験

パソコンスキル 【word】 基本 【excel】 基本 【その他】 基本
応募選考方法 選考方法 その他

その他 書類の返還 破棄
書類送付方法 郵送,メール 〒534-0014 大阪府大阪市都島区都島北通1-2-14

選考場所 事業所と同じ,就業場所と同じ,オンライン 選考日時 随時
結果通知 7 日後 通知方法 郵送,メール

08:30 〜 17:30 交代制 月平均労働日数 21 日
〜 休憩時間 60 分 時間外月平均 10 時間
〜

または 〜 の間の 0
0 日 特記事項

年間休日数 123 日
週休二日制　 毎週 その他 年次有給休暇 10 日

（名称） 最寄駅

（所在地） 所在地地図

対策方法 その他

賃金 賃金形態 賃金について

月給 220,000 円〜　 300,000 円 賃金締切日
時間給 0 円〜　 0 円 賃金支払日

基本給 150,000 円
10 25,000 円支給

手当 職務区分手当 45,000 円〜 125,000 円  昇給（前年度実績） 円〜

0 円〜 0 円 支給回数 2 回/年

0 円〜 0 円 賞与月数 0 カ月分

通勤手当 全額支給 円まで 賞与年額 300,000 円〜
保険・定年など 加入保険等

定年制 あり 65 歳
退職金 なし 勤続 0 年以上
再雇用 あり 70 歳まで

勤務延長 0 歳まで

助成金利用

公開希望

１．塗料及び塗料関連資材の販売・コンサルティング　２．塗装工事業(特殊塗装含む)　３．左官工事業
４．熱絶縁工事業　５．防水工事業　６．内装仕上工事業　７．労働者派遣事業　８．有料職業紹介事業
９．前各号に附帯又は関連する一切の事業

建設業の”すき”を諦めない働き方を提案します。建設業でありながら残業ほぼなし！完全週休二日制！時短勤務相談可能！プライベートが充
実し、ライフワークバランスが整った働き方を実施しております。研修・勉強会も充実しておりますので、業界未経験の方も安心してお仕事し
てもらえます。常に新しい事に前向きにチャレンジできる方を求めています！厚生労働省「働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」最優秀賞
受賞し、清水寺1200年の歴史初、入社式を3年連続行わせていただいております。

ＣＡＤ経験・現場経験を活かすチャンスです！『建設アシスト』のお仕事は、現場監督の書類業務を駅近サテラ
イトオフィスからリモートで支える新しいお仕事です。主な内容は、見積・請求書作成・官公庁届出書類作成・
施工計画書・要領書作成・工程表作成・議事録作成・竣工書類作成・工事完了後書類作成・提出等（使用ソフ
ト：ＡＵＴＯ　ＣＡＤ、ＪＷ　ＣＡＤ）です。
【サテライトオフィス勤務】当社が用意するサテライトオフィスは、駅チカでセキュリティ体制やWEB会議が行
える環境を整えた施設です。生産性を考慮し、作業に集中できるサテライトオフィスでの勤務形態を実施しま
す。週に1~2回程度現場事務所での打ち合わせ業務以外は遠隔で業務を遂行します。デスクワークばかりでは
ちょっと…という方でも活躍できます！
扱う物件はスーパーゼネコンばかりですので、安定し長く働ける環境が整っています。ブランクがある方でもＯ
Ｋ！完全週休二日制・残業に左右されずプライベートの充実も可能！
まずはご連絡をお待ちしております。

託児施設 なし

固定残業代に関する特記事項 10時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

40,000

雇用,労災,健康,厚生
0

翌月5日

固定残業代あり 支給合計額 175,000 円
時間分の時間外手当として

賞与
（前年度実績）

住宅施設 なし

（パートの場合）週所定労働日数

提出書類
郵送の送付場所

希望
東京都ひとり親家庭支援センター はあと飯田橋 無料職業紹介所

育児休業実績 あり
介護休業実績 あり

就労継続支援A型事業所 労働組合

就業場所

各線「目黒」駅

東京都港区白金台3－19－1興和白金台ビル7階

屋内の受動喫煙対策の状況 あり 禁煙

毎月月末

月給 固定残業手当、職務区分手当を含む

休日
土,日,祝

書類選考後,面接選考後

就業時間帯

就業時間の制度 変形労働時間制の種別

あれば尚可
PowerPoint

書類,面接
履歴書（写真貼付）,職務経歴書,はあと紹介状

雇用期間
定めなし

雇用期間についての特記

必要な実務経験
資格・スキル等

高等学校卒
不問 ＣＡＤ経験・建設事務・建設業経験者優遇！

資格・免許
あれば尚可 建築CAD検定2級 あれば尚可

施工管理技士

06-6929-1175

倉田　真由美 info@paintnavi.co.jp 06-6929-1176

試用期間中の労働条件
年齢制限あり
65歳定年のため 年齢指針該当番号 例外事由1号　定年を上限

求　人　票

0020

カブシキガシシャKMユナイテッド
従業員数
（人）

37名

株式会社KMユナイテッド 30名

目黒オフィス

京都府京都市左京区下鴨宮河町７
目黒オフィス　目黒駅　東京営業所　五反田駅
大阪採用・事務本部　都島駅　天六オフィス　天神橋筋六丁目

竹延　幸雄 5120001175329

2013年1月29日 https://www.coassist.jp/
https://onl.bz/CX8P53c

建設アシスト（事務・CADオペレーター）
フルタイム 正社員 募集主の氏名または名称 株式会社KMユナイテッド

クラタ　マユミ 総務・人事　最高人事責任者

https://onl.bz/CX8P53c
https://onl.bz/CX8P53c
https://onl.bz/CX8P53c

