
問合せ先 ▶管理部総務課 　☎０８２３－２３－１２３４　Ｅ-mail:soumu@komekure.or.jp

■応募・選考方法

応募方法
下記問合せ先までご
連絡ください

提出書類

【新卒採用】
履歴書・成績証明書・
卒業見込証明書
【中途採用】
履歴書・職務経歴書

選考方法
筆記試験・適性検査
面接

諸　　手　　当 　通勤・時間外・役職・職務・家族・等 賞　　　　　　与 　年２回(７月・１２月)

そ　　の　　他
　各種社会保険完備・退職金制度
　誕生日お祝い品、資格取得報奨金 昇　　　　　　給 　年１回（６月）

■待　遇

勤　務　場　所 　呉市内各事業所 休　　　　　　日
　日・祝・土曜日(月２～３回)・年末年始・
　夏季休暇

勤　務　時　間 　８：３０～１７：３０ 年　間　休　日 　１０４日

募集人数 ①②　各２名程度

仕事の内容 ①営業・販売・管理業務等　②献立作成・発注業務・現場の衛生教育指導・栄養相談等

給与（基本給） ①２０２，７００円　②１７７，７００円
①２０２，７００円～　②１７７，７００円～

年齢や経験等を考慮して決定

■募集内容　（募集対象：文系・理系）←該当するものを選んでください。

大学等新卒
(2023.3卒業予定の方）

大学等卒業後３年以内
（2020以降卒業で未就職者の方）

現在求職中の方
Ｕ・Ｉターン

職　　種 ①総合職　②管理栄養士

売　上　高 　２６６，８５４万円 ホームページ 　http://www.komekure.or.jp/

従業員数 　３４０名（内正社員４０名） 主なアクセス方法　ＪＲ川原石駅より徒歩１０分

設立年月日 　昭和２５年８月 ＦＡＸ番号 　０８２３－２４－４５６８

資　本　金 　３，０００万円 Ｅメールアドレス 　soumu@komekure.or.jp

代表者職名 　代表取締役 住　　　所 　呉市光町８番７号

代表者氏名 　谷口　彰啓 電話番号 　０８２３－２３－１２３４

卸売業・小売業

株式会社　糧配
米穀食料品卸売　企業弁当・高齢者向け配食弁当の製造　給食事業受託　ＬＰＧ・灯油等販売　住宅リフォーム施工

「食」の変化を先取りした安全・安心な商品とサービスを提供します。

会社画像

　
　当社はお米や食材の卸売、給食事業の受託、配食サービス事業、
ＬＰガス・灯油の販売や住宅リフォームの施工を行っており、昭和25年
の設立以来「食」の変化を先取りした安全・安心な商品とサービスを
提供しながら、主に呉市のお客様と地域社会に貢献してきました。当
社は、今後も地域社会に必要とされる企業であるために、時代に合っ
た「食」に関する事業を創造する企業へと成長し続けることを目指して
います。



雇用形態 就業時間

賃金（税込） 休日

パート 1）05:00～09:00

時給:1,050円 シフト制により週2日～4日

パート 1）15:00～19:00

時給:1,050円 シフト制により週2日～4日

パート 1）05:00～09:00

時給:1,005円 シフト制により週3日～4日

パート
1）08:45～14:45
2）09:00～15:00

時給:945円
土・日・祝日

春休み・夏休み・冬休み

パート 1）09:00～17:00

時給:930円
土・日・祝日

夏季・年末年始休暇あり

パート 1）08:30～14:00

時給:945円
土・日・祝日

春休み・夏休み・冬休み

パート 1）09:00～14:30

時給:930円
日・祝及び月～土曜日の

間で２日～３日

パート 1）05:00～09:00

時給:1,030円 シフト制により週2～3日

パート
1）14:30～17:30
2）14:30～19:30
3）17:30～19:30

時給:930円 シフト制により週2日～3日

フルタイム 1）03:00～12:00

月給:162,500円～
　　　209,500円

日・祝日の他２～３日別途休み
夏季・年末年始休暇あり

フルタイム 1）03:00～12:00

月給:250,000円
日・祝日の他２～３日別途休み

夏季・年末年始休暇あり

フルタイム 1）08:30～17:30

月給:160,000円
日・祝日の他２～３日別途休み

夏季・年末年始休暇あり

パート 1）03:00～12:00

時給:1,250円（3時～5時）
時給:1,000円（5時～10時）

日・祝日の他２～３日別途休み
夏季・年末年始休暇あり

パート 1）09:00～15:00

時給:930円
日・祝日の他２～３日別途休み

夏季・年末年始休暇あり

14

調理他（ケゴヤドック）

・社員食堂内で昼食（定食・麺類・ご飯類・汁物等）の調
理、販売、食器洗浄、後片付け等を行います。
※週3日～4日の勤務です。

呉市警固屋
6-1-11

12
一般事務（みずほ）
契約社員

・パソコンを使用して請求書作成、入金確認、各種データ登
録、電話応対等を行います。 呉市郷原町

2507-925

呉市郷原町
2507-925

調理師（みずほ）
正社員

食材の検品・品出し・在
庫確認作業（みずほ）

・納品された食材の検品、他の事業所への転送準備、在庫
確認等を行います。 呉市郷原町

2507-925

呉市音戸町
藤脇2-19-3

呉市郷原町
2507-925

・老人介護施設入所者、入院患者への提供する夕食の調理、
  盛付け、片付け、清掃等を行って頂きます。
・シフト制による週4～5日の勤務になります。

呉市音戸町
藤脇2-19-3

契約社員・パート社員募集要項
詳細はハローワークホームページ　https://www.hellowork.mhlw.go.jp/　でご確認ください。

NO 職　　種 内容

呉市焼山北
3-21-2

場所

11

8

調理（角医院）

調理（角医院）

10

・老人介護施設入所者、入院患者への提供する朝食の調理、
  盛付け、片付け、清掃等を行って頂きます。
・シフト制による週4～5日の勤務になります。

調理師（みずほ）
契約社員

　企業弁当・高齢者向け配食サービスの弁当調理を、回転
釜やオートフライヤー、スチームコンベクション等を使用して、他
の調理師と共に行います。

9

1 調理（セルプ宇品）

・施設を利用される方々へ提供する朝食の調理、盛付け、
　片付け、清掃等を行っていただきます。
・シフト制による週3日から５日の勤務になります。

広島市南区
宇品東
6-2-20

3 調理（呉広風園）

・施設に入所されている方々へ提供する朝食の調理、盛付
　け、片付け、清掃等を行っていただきます。
・シフト制による週3日から4日の勤務になります。

2 調理（セルプ宇品）

・施設を利用される方々へ提供する夕食の調理、盛付け、
　片付け、清掃等を行っていただきます。
・シフト制による週3日から５日の勤務になります。

広島市南区
宇品東
6-2-20

給食調理業務
（吉浦小学校）

小学校給食の調理及び調理補助、片付けの業務を行います。
・食材（野菜・肉など）のカット及び調理（煮炊きなど）
・食器等の洗浄作業
・給食室の片付けや清掃作業

＊月～金曜日で週3～4日のシフト制勤務となります。

呉市吉浦
中町2-6-5

総務課、経理課の業務の中で、以下の業務を主に行っていただきます。
・経費の支払い処理
・消耗品の受発注
・電話応対
・来客対応
・各種入出金及び伝票処理

6

5
一般事務
（総務課・経理課）

4

7

給食調理業務
（荘山田小学校）

小学校給食の調理及び調理補助、片付けの業務を行います。
・食材（野菜・肉など）のカット及び調理（煮炊きなど）
・食器等の洗浄作業
・給食室の片付けや清掃作業

＊月～金曜日で週３～４日のシフト制勤務となります。

呉市東中央
3-1-23

呉市光町
8-7

13 調理補助（みずほ）

・オートフライヤーを使用した揚げ物調理をメインに調理補助を行い
　ます。
・仕込みの手伝い、あえ物調理なども行います。

呉市郷原町
2507-925

　企業弁当・高齢者向け配食サービスの弁当調理を、回転
釜やオートフライヤー、スチームコンベクション等を使用して、他
の調理師と共に行います。



雇用形態 就業時間

賃金（税込） 休日

契約社員・パート社員募集要項
詳細はハローワークホームページ　https://www.hellowork.mhlw.go.jp/　でご確認ください。

NO 職　　種 内容 場所

パート 1）07:00～10:30

時給:1,000円（～9時）
時給:930円（9時～）

土・日・祝日
夏季・年末年始休暇あり

パート 1）08:30～14:00

時給:930円 土・日・祝日

パート
1）09:00～15:00
2）05:00～09:00
3）16:00～19:30

時給:955円（土、日、祝以外）
時給:1,030円（土、日、祝） シフト制により週3~4日

パート
1）16:00～19:30
2）09:30～15:00

時給:955円（宿泊客の夕食対応）
時給:1,030円（土、日、祝） 祝日を除く月～金

パート 1）05:30～08:00

時給:1,130円 週3日～4日で相談可

パート 1）09:30～13:30

時給:930円 週2日～3日で相談可

パート 1）05:00～09:00

時給:1,030円（～8時）
時給:930円（8時～） 土・日・祝

パート 1）09:30～13:30

時給:930円 土・日・祝

パート 1）09:30～14:30

時給:930円
土・日・祝日

春休み・夏休み・冬休み

パート 1）17:00～21:00

時給:965円（～18時）
時給:1,030円（18時～）

シフト制により週3～4日

15
米飯の計量作業
（みずほ）

呉市内の小学校給食のご飯の計量・仕分け作業
・工場内で炊飯され、ラインから出てきたご飯を計量しながら食缶に入れ、
  各学校及びルートごとに仕分けをする作業となります。
・計量・仕分け作業終了後、機械の清掃作業を行います。

呉市郷原町
2507-925

16
調理・盛付
（広島県東広島庁舎）

・東広島庁舎職員食堂での調理、盛付業務
・食器、調理器具などの洗浄
・片付けなど
＊月～金曜日で週３～４日のシフト制勤務となります。

東広島市西条
昭和町13-10

24 調理（呉港高校）

・高校の寮生への夕食の準備、簡単な調理、後片付けを行って
  いただきます。
※日～土曜日で週3日～4日のシフト制勤務となります。

呉市広大新開
3-3-4

21
呉市広名田

1-3-1

調理他（中国工業）

調理他（中国工業）

・社員食堂内で簡単な朝食と、昼食(定食・麺類・ご飯類・汁物等)
　の調理、販売、食器洗浄、後片付け等を行います。

＊月～金曜日で週３～４日のシフト制勤務となります。

東広島市
黒瀬町大多田

443-5

呉市広名田
1-3-1

18 調理（レストラン城山）

・簡単な調理、調理師の補助、盛付作業
・厨房・ホールの片付け、食器洗浄等を行って頂きます。
＊基本的には土・日・祝日のみの勤務になります。
＊土・日・祝日に関係なく、宿泊客の予約が入った場合に
　 夕食対応をお願いする場合があります。

呉市郷原町
野路の里
2-3-1

22

・社員食堂内で昼食(定食・麺類・ご飯類・汁物等)の調理、販売、
　食器洗浄、後片付け等を行います。

＊月～金曜日で週３～４日のシフト制勤務となります。

19

23 調理（呉港高校）

・食堂での調理、盛付け並びに食器の洗浄及び片付けを
　行います。
・その他清掃等の業務もあります。
＊月～金曜日で週３日から４日の勤務となります。

呉市広大新開
3-3-4

調理
（武田中・高等学校内）

・寮生の朝食の調理及び盛付け、食器の  洗浄及び片付けを
　行います。
・その他清掃等の業務もあります。
＊シフト制による週３日から４日の勤務となります。

東広島市
黒瀬町大多田

443-5

20 調理
（武田中・高等学校内）

・食堂での調理補助及び盛付け並びに食器の洗浄及び片付けを
　行います。
・その他清掃等の業務もあります。
＊日～土曜日で週４日から５日の勤務となります。

17 調理（レストラン城山）

・簡単な調理、調理師の補助、盛付作業
・厨房・ホールの片付け、食器洗浄等を行って頂きます。
＊火～日曜日で週3～4日のシフト制勤務となります。
＊宿泊客の予約が入った場合に、朝食または 夕食対応を
　 お願いする場合があります。

呉市郷原町
野路の里
2-3-1


