
受付日 2022年12月1日 紹介期限 2023年3月31日 事業所登録番号 求人NO.

フリガナ 企業全体 135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 1 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 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】

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 提出期限

選考場所 選考日時 随時

結果通知 7 日以内 通知方法 郵送

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
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 200,000 円〜　 300,000 円 賃金締切日 毎月
時間給 円〜　 円 賃金支払日 毎月

基本給 150000 円
10 15,000～25,000 円支給

手当 職務区分手当 35,000 円〜 125,000 円  昇給（前年度実績） 円

円〜 円 支給回数 2 回/年

円〜 円 賞与月数 2 カ月分

通勤手当 円まで 賞与年額

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 あり 70 歳まで

助成金利用

公開希望

支給（バス代・駐輪場代は対象外）

HI202212-122

建設アシスト業をコアビジネスとしながらも独自の人材育成システムを導入して様々なテックビジネスを展開中
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

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。独自のトレーニングプログラムを構築し、女性をはじめ多様な人材が活躍するベン
チャー企業です。

・入力作業、Excel・Wordの出来る方を募集します。
見積・請求書作成、書類申請サポート業務、部材管理サポート業務、工程管理
主な仕事内容は、自社ソフトにて見積業務（エクセル使用が出来ればOK）、部材発注管理業務です。

常に新しい事にチャレンジできる方必見！建設業に捉われる事なく、新しい事にチャレンジし続け努力し続ける人が報われる社会
創りを目指しています！事務経験を活かすチャンス！決まった書式があるので、エクセル、ワードの基本操作ができる方であれ
ば、ブランクがある方、建設事務未経験の方でも先輩がサポートがあるので安心して働けます。活躍できますよ！
大手ゼネコンの現場ばかりなので、末永く安心して働けます。
完全週休２日制で、プライベートの”すき”を諦めずにあなたのスキルを活かすチャンスです！まずはご連絡をお待ちしておりま
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！

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

あり

雇用,労災,健康,厚生

翌月5日

固定残業代あり
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

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 なし

就業場所

各線目黒駅、白金台駅

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

履歴書（写真貼付）,職務経歴書,はあと紹介状

港区白金台3-19-1
興和白金台ビル7階・WEB面接可能

●応募書類送付先

〒534-0014
大阪府大阪市都島区都島北通
1-2-14

書類,面接

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

資格・免許

06-6929-1175

倉田 info@paintnavi.co.jp 06-6929-1176

試用期間中の労働条件
不問

年齢指針該当番号

求　人　票

0020

カブシキガシシャKMユナイテッド
従業員数
（人）

47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

福岡オフィス　赤坂駅
名古屋オフィス　久屋大通駅

竹延　幸雄 5120001175329

2013年1月29日 https://www.coassist.jp/

https://onl.la/UeMZ2eg

建設事務
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 総務部　執行役員

https://www.coassist.jp/
https://www.coassist.jp/
https://onl.la/UeMZ2eg
https://onl.la/UeMZ2eg
https://www.coassist.jp/
https://onl.la/UeMZ2eg

