
受付日 2022年9月1日 紹介期限 2022年11月30日 事業所登録番号 求人NO. HI 202209-091

フリガナ 企業全体 80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 3940 万円 HPのURL
本社所在地 105-0001 所在地地図

最寄駅

事業内容 業種 IT事業

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 1 名 職位・役職名

求人区分 雇用形態
〜 更新の可能性 あり

試用期間 あり 6 ヶ月 同条件

年齢 0 歳まで

年齢制限の理由

学歴 不問

実務経験 不問

パソコンスキル 【word】 基本 【excel】 基本 【その他】

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 メール 提出期限
選考場所 選考日時 随時
結果通知 3 日後 通知方法 メール

09:00 〜 18:00 交代制 月平均労働日数 20 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

年末年始12/31-1/3 年間休日数 120 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〜　 270,000 円 賃金締切日
時間給 0 円〜　 0 円 賃金支払日

基本給 179800 円
30 40200 円支給

手当 0 円〜 0 円
 昇給

（前年度実績） 円〜

0 円〜 0 円 支給回数 0 回/年

0 円〜 0 円 賞与月数 0 カ月分

通勤手当 上限 円まで 賞与年額 0 円〜
保険・定年など 加入保険等

定年制 あり 60 歳
退職金 なし 勤続 0 年以上
再雇用 あり 65 歳まで
勤務延長 なし 0 歳まで

助成金利用

公開希望

求　人　票

0009

グロヴァレックスカブシキガイシャ
従業員数
（人）

37名

グロヴァレックス株式会社 10名

年齢指針該当番号

フルタイム 正社員以外 募集主の氏名または名称 グロヴァレックス株式会社

サイヨウタントウ 03-3431-2131

採用担当 hrd@glovalex.net 03-5408-5781

会社保有の茶畑での作業及び対応のない期間はWEBオペレーター業務、農産コミュニティ創生にもチャレンジし
ていただきます。ピーク時は週に3日ほど山北町の茶畑業務をお願い致します。茶畑業務のない日はテレワーク
にてWEBオペレーター業務を行っていただきます。移住支援制度もございますので、たくさんのご応募をお待ち
しております。
【茶畑業務】・茶畑の整備（草刈り）・茶摘み・その他農作業・生産した農産品のPRとオンライン販売
【WEBオペレーター業務】（テレワーク予定）・ サイトパトロール、ＷＥＢサイトの投稿内容や記事を巡回、審
査し、チェックしていただく、お仕事です。
※電話対応なし※初心者応募可

・自社茶畑ほかを農産地を整備中。・農産とIT業務の比率は5：5を目途としていますが、事業状況や季節などにより比率
が変わります。・移住支援制度あり、子育て支援は応相談。

東京都港区虎ノ門３丁目18－16 虎ノ門SUGAI BLDG 8F 日比谷線神谷町駅

代表取締役　石塚亨 3010401034907

1987年3月27日 http://tokyo.glovalex.net/

農作業、WEBオペレーター業務

ポータル事業者、通信事業者、ポイント事業者、ゲーム会社などの大手法人様を顧客層とし、顧客提供のサービスやシステムに関連した各種Ｉ
Ｔソリューションを提供しています。

●大手ネットメディア運用支援 ●ソーシャルリスニング調査・分析・報告 ●ＥＲＰをはじめとしたシステム開発・運用

 ●Ｗｅｂ／アプリ開発・運用 ●その他 派１３－３１０９９１

雇用期間
定めあり

雇用期間についての特記 1年契約（更新前提、正社員登用実績あり）

必要な実務経験
資格・スキル等

資格・免許
必須 自動車運転免許証 必須

試用期間中の労働条件

不問

・農作業経験者歓迎  ・インターネット、PC、Officeツールの基本操作ができる方。  ・インスタグラム、
Facebook、YouTubeなどでのPR情報発信の企画と実践の経験がある方、または出来る方   ・農産に経験また
は知見のある方でIT業務に知見、経験または高い興味がある方、  農産は未経験だが農産従事に熱意のある
IT業務経験者も採用対象として検討します。

提出書類
履歴書,職務経歴書

オンライン

書類,面接,その他 一般常識テスト

（パートの場合）週所定労働日数

休日
土,日,祝,その他

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

就業場所

小田急線新松田駅またはＪＲ山北駅
谷峨駅より西丹沢行きに乗車、箒杉
で下車。徒歩３分。 

神奈川県足柄上郡山北町山北728

屋内の受動喫煙対策の状況 あり 禁煙

毎月末日

月給 職務手当（固定残業代）は残業の有無に関わらず30Ｈ時間分支給。  30Ｈを超える分につ
いては別途支給致します。

茶畑（ピーク時は週3日ほど）

翌月10日

固定残業代あり 支給合計額 220000 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
託児施設 なし

固定残業代に関する特記事項 職務手当（固定残業代）は残業の有無に関わらず30Ｈ時間分支給。  30Ｈを超える分については別途支給致します。

0

雇用,労災,健康,厚生
30,000

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 なし

就労継続支援A型事業所 該当しない 労働組合 なし


