
今までに前例のない、全く新しい求人情報誌【創刊】

これまでの求人に対する苦労って、いったい…

ああああ ！？

M-01
〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町１番

地

　　0120-01-3140 TEL022-292-6071

福都宮製粉株式会社 鉄砲出張所
派遣 パート バイト

仙台市宮城野区

介護・福祉
事

職
餃子の皮を手に取り、調理済みのひき肉を

乗せて折

りたたむことで餃子を作り、出来上がった
製品を自

動包装機前まで移動させる業務です。（重
量５kg）。

配達員を兼任する場合があります（AT軽
自動車を

使用。２ヶ月に1回程度）。

餃子製造員
場 事業所所在地に同じ

給

固

A.基本給　月額換算・平均労働日数20日
【賃金支払い日】 毎月末日　【賃金締切日

】 毎月15日

135,000円～200,000円
B.定額的に支払われる手当
○配送手当…3,000円～5,000円
○精勤手当…1,000円～5,000円
■賃金合計（A+B）
139,000円～210,000円
※配送手当は1回あたりの支払い単価。
※精勤手当は月18日以上の場合に年数に応じ

て支払い。

賃 日給制

固定残業代あり

通 上限あり（10,000円）

雇用保険

昇 なし

①8：00～17：00
②9：00～16：00
③10：00～18：00

保

残 あり（１ヶ月あたり10時間）

休 火曜日・木曜日（月９休）
年間休日130日
週休２日制あり

憩 60分

①基本給00000円（②の手当を除く額）
②〇〇手当（00時間分の時間外手当として00000

円を支給）

③00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。

試 あり（３ヶ月）期 あり（３ヶ月）

正社員

M-01
〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町１番

地

　　0120-01-3140 TEL022-292-6071

福都宮製粉株式会社 鉄砲出張所
派遣 パート バイト

仙台市宮城野区

運　送
事

職
餃子の皮を手に取り、調理済みのひき肉を

乗せて折

りたたむことで餃子を作り、出来上がった
製品を自

動包装機前まで移動させる業務です。（重
量５kg）。

配達員を兼任する場合があります（AT軽
自動車を

使用。２ヶ月に1回程度）。

餃子製造員
場 事業所所在地に同じ

給

固

A.基本給　月額換算・平均労働日数20日
【賃金支払い日】 毎月末日　【賃金締切日

】 毎月15日

135,000円～200,000円
B.定額的に支払われる手当
○配送手当…3,000円～5,000円
○精勤手当…1,000円～5,000円
■賃金合計（A+B）
139,000円～210,000円
※配送手当は1回あたりの支払い単価。
※精勤手当は月18日以上の場合に年数に応じ

て支払い。

賃 日給制

固定残業代あり

通 上限あり（10,000円）

雇用保険

昇 なし

①8：00～17：00
②9：00～16：00
③10：00～18：00

保

残 あり（１ヶ月あたり10時間）

休 火曜日・木曜日（月９休）
年間休日130日
週休２日制あり

憩 60分

①基本給00000円（②の手当を除く額）
②〇〇手当（00時間分の時間外手当として00000

円を支給）

③00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。

試 あり（３ヶ月）期 あり（３ヶ月）

正社員

M-01
〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町１番
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飲　食
事

職
餃子の皮を手に取り、調理済みのひき肉を

乗せて折

りたたむことで餃子を作り、出来上がった
製品を自

動包装機前まで移動させる業務です。（重
量５kg）。

配達員を兼任する場合があります（AT軽
自動車を

使用。２ヶ月に1回程度）。

餃子製造員
場 事業所所在地に同じ

給

固

A.基本給　月額換算・平均労働日数20日
【賃金支払い日】 毎月末日　【賃金締切日

】 毎月15日

135,000円～200,000円
B.定額的に支払われる手当
○配送手当…3,000円～5,000円
○精勤手当…1,000円～5,000円
■賃金合計（A+B）
139,000円～210,000円
※配送手当は1回あたりの支払い単価。
※精勤手当は月18日以上の場合に年数に応じ

て支払い。

賃 日給制

固定残業代あり

通 上限あり（10,000円）

雇用保険

昇 なし

①8：00～17：00
②9：00～16：00
③10：00～18：00

保

残 あり（１ヶ月あたり10時間）

休 火曜日・木曜日（月９休）
年間休日130日
週休２日制あり

憩 60分

①基本給00000円（②の手当を除く額）
②〇〇手当（00時間分の時間外手当として00000

円を支給）

③00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。

試 あり（３ヶ月）期 あり（３ヶ月）

正社員

M-01
〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町１番
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清　掃
事

職
餃子の皮を手に取り、調理済みのひき肉を

乗せて折

りたたむことで餃子を作り、出来上がった
製品を自

動包装機前まで移動させる業務です。（重
量５kg）。

配達員を兼任する場合があります（AT軽
自動車を

使用。２ヶ月に1回程度）。

餃子製造員
場 事業所所在地に同じ

給

固

A.基本給　月額換算・平均労働日数20日
【賃金支払い日】 毎月末日　【賃金締切日

】 毎月15日

135,000円～200,000円
B.定額的に支払われる手当
○配送手当…3,000円～5,000円
○精勤手当…1,000円～5,000円
■賃金合計（A+B）
139,000円～210,000円
※配送手当は1回あたりの支払い単価。
※精勤手当は月18日以上の場合に年数に応じ

て支払い。

賃 日給制

固定残業代あり

通 上限あり（10,000円）

雇用保険

昇 なし

①8：00～17：00
②9：00～16：00
③10：00～18：00

保

残 あり（１ヶ月あたり10時間）

休 火曜日・木曜日（月９休）
年間休日130日
週休２日制あり

憩 60分

①基本給00000円（②の手当を除く額）
②〇〇手当（00時間分の時間外手当として00000

円を支給）

③00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。

試 あり（３ヶ月）期 あり（３ヶ月）

正社員

M-01
〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町１番

地

　　0120-01-3140 TEL022-292-6071

福都宮製粉株式会社 鉄砲出張所
派遣 パート バイト

仙台市宮城野区

建　設
事

職
餃子の皮を手に取り、調理済みのひき肉を

乗せて折

りたたむことで餃子を作り、出来上がった
製品を自

動包装機前まで移動させる業務です。（重
量５kg）。

配達員を兼任する場合があります（AT軽
自動車を

使用。２ヶ月に1回程度）。

餃子製造員
場 事業所所在地に同じ

給

固

A.基本給　月額換算・平均労働日数20日
【賃金支払い日】 毎月末日　【賃金締切日

】 毎月15日

135,000円～200,000円
B.定額的に支払われる手当
○配送手当…3,000円～5,000円
○精勤手当…1,000円～5,000円
■賃金合計（A+B）
139,000円～210,000円
※配送手当は1回あたりの支払い単価。
※精勤手当は月18日以上の場合に年数に応じ

て支払い。

賃 日給制

固定残業代あり

通 上限あり（10,000円）

雇用保険

昇 なし

①8：00～17：00
②9：00～16：00
③10：00～18：00

保

残 あり（１ヶ月あたり10時間）

休 火曜日・木曜日（月９休）
年間休日130日
週休２日制あり

憩 60分

①基本給00000円（②の手当を除く額）
②〇〇手当（00時間分の時間外手当として00000

円を支給）

③00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。

試 あり（３ヶ月）期 あり（３ヶ月）

正社員

M-01
〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町１番

地

　　0120-01-3140 TEL022-292-6071

福都宮製粉株式会社 鉄砲出張所
派遣 パート バイト

仙台市宮城野区

美　容
事

職
餃子の皮を手に取り、調理済みのひき肉を

乗せて折

りたたむことで餃子を作り、出来上がった
製品を自

動包装機前まで移動させる業務です。（重
量５kg）。

配達員を兼任する場合があります（AT軽
自動車を

使用。２ヶ月に1回程度）。

餃子製造員
場 事業所所在地に同じ

給

固

A.基本給　月額換算・平均労働日数20日
【賃金支払い日】 毎月末日　【賃金締切日

】 毎月15日

135,000円～200,000円
B.定額的に支払われる手当
○配送手当…3,000円～5,000円
○精勤手当…1,000円～5,000円
■賃金合計（A+B）
139,000円～210,000円
※配送手当は1回あたりの支払い単価。
※精勤手当は月18日以上の場合に年数に応じ

て支払い。

賃 日給制

固定残業代あり

通 上限あり（10,000円）

雇用保険

昇 なし

①8：00～17：00
②9：00～16：00
③10：00～18：00

保

残 あり（１ヶ月あたり10時間）

休 火曜日・木曜日（月９休）
年間休日130日
週休２日制あり

憩 60分

①基本給00000円（②の手当を除く額）
②〇〇手当（00時間分の時間外手当として00000

円を支給）

③00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。

試 あり（３ヶ月）期 あり（３ヶ月）

正社員 これまでの
求人情報誌とは

ココが
ちがう！

求人掲載料無料!! 面接が実行されるまでは経費0円1
成功報酬型の求人誌で、面接実施までは全く費用は掛かりません。
「求人誌に掲載しても料金ばかりかかって問い合わせすらない…」もうそんなリスクは不要です！

コンタクトセンターが応募者一括対応！！2
掲載申込時に面接日時・場所を登録すれば、あとは連絡があるまでノータッチ。
煩わしさから解放され、さらに面接・採用の確率はぐんと高まります！

面倒な準備は不要、
苦労なく採用を実現

企業にとって効率的に人材採用を実現！！3
面接の機会を増やすこと＝応募者との接点を増やし採用確率を高めること。働く
人を求める企業の慢性的な人手不足を無くし、商売繁盛の実現へ！

だってホラ…

面接希望者が
一人もいない
場合、料金不要！

毎週発行

だから情
報の

鮮度良好
！

求職者からの問合せは、当社コンタクトセンターで一括対応

仮

仮

特許出願中



働く人を［求める企業］と働く企業を［求める人］との架け橋！！

サン・イチ・ヨン・マル

サイヨーの架け橋

こんな悩みをもつ企業こそ、ぜひ
求人情報誌に乗せても問い合わせが少ない…
様々な方法を試しているがなかなか採用できない…
求人採用に関する費用をもっと抑えたい…
連絡・確認など面接までの手間をできるだけ省きたい…
アルバイトやパートスタッフをスグ確保したい…
複数の職種で効率よく人を採用したい…
面接さえ実施できれば多くの人を採用できるのに…

企業のリスクは限りなく
“ゼロ”！！だって…
本誌は成功報酬型の求人誌なので、面接実施までは【完全無料】。また応募者と求人企
業の架け橋として双方の連絡・確認などはコンタクトセンターが一括対応するので、面
接日時・会場を決める以外は【応募者対応不要】。求人掲載費用・社内対応などから解
放され、採用の確率も高まる画期的な求人情報誌です！

媒体概要

名 称
規 格
発 行 部 数
発 行 頻 度
発 行 日
配布エリア
配 布 方 法
内 容
配布対象者

サイヨーの架け橋3140
オフリンD4判･２つ折り
85,000部
週１回
毎週１回
仙台市泉区･富谷市
ポスティング
成功報酬型求人情報誌
･仕事を探している人
･転職を考えている人

発行元

「成功報酬型」って、
ナニ？

Q.

A. 応募者さまとの面接実施によって支払が発生する仕組
みです。これまでの求人誌
のように、求人広告掲載料
金は一切不要。
応募者さまからの問い合わ
せや連絡・確認は弊社コン
タクトセンターで一括対
応。掲載して、もし一人とも
面接に至らない場合は料金
は一切発生しません。

Q.

A. 機会損失を無くし、数少ないチャンスを最大限に生か
します。求人を出しても、な
かなか応募すら来ないのが
現実。だからこそ、数少ない
チャンスもシッカリ生かさ
ねばなりません。
意思疎通の不徹底、連絡ミ
スを無くし、熟練したオペ
レーターによる綿密で繊細
な受け答えにより、採用の
チャンスは拡大します。

毎週発行するのは、
ナゼ？

Q.

A. 応募者に鮮度の高い情報を提供し、媒体の信用信頼
度を高めます。
毎週1回発行することで情
報鮮度を高め、応募者さま
が安心して応募できるよう
にします。
また企業側としても、求人
が終了した時点で掲載をス
トップできるので、情報にタ
イムロスがなく安心です。

コンタクトセンターで
一括管理するメリットは？

掲載料無料
だから！！

多くの方より、期待を寄せる“声”が届いています！ V O I C E

掲載無料というのが画期的！
これまでの求人誌は当然ですが掲載料が必要で
す。しかし求人企業からすれば応募・採用につな
がるか不安でした。その点でこの「3140」は成功
報酬型！掲載するだけなら無料というのはリスクが
なく、とっても画期的で、とても期待してます♪

(松本信一さま／事務機販売）

オトク感が満載の求人誌！
一人を採用するのにかかる費用は、50万円とも100万円
とも言われます。そもそも求人しても面接まで漕ぎつける
のが大変な時代。この「3140」は面接実行による課金と
のことで、これまでの常識を打ち破る求人誌ですね！そんな
費用でいいの？と思ってしまうぐらい、お得感満載です♪

（安部圭一さま／不動産・保険）

面接までのやり取りを
代行してくれるのが嬉しい！
(石川　誠さま／飲食業）

採用を諦めかけていたが、
希望の風が吹いてきた♪
（大内克純さま／電気設備）

求人情報内容がとても詳細で見る人にとっても
募集内容がわかりやすく、他とも比較しやすいので、
反応が上がりそうです。 （米谷　仁さま／企画デザイン）

見てもらうのを待つのではなく、
ポストに直節届ける「プッシュ型」と
いうのが良いですね！ （高澤雅哉さま／タクシー会社）

次は御社が
求人･採用を
実行する番です！

さぁ、今スグ！！

人を採用するのに遠慮なんか要りません！ 求人情報掲載希望のご連絡・お問い合わせコチラ！！

0120-01-3140
●求人募集企業専用フリーダイヤル

【通話料無料】

株式会社アオバヤ
「3140事業部」
〒981-3121
宮城県仙台市泉区上谷刈2-7-7
●電話受付時間／平日9:00～18:00

株式会社アオバヤ
「3140事業部」
〒981-3121 仙台市泉区上谷刈2-7-7
●電話受付時間／平日9:00～18:00

特許出願中


