
ハローワーク旭川 企業ＰＲシート 

はじめに 
 ハローワーク旭川の求人における事業所番号を記載してください。 

 事業所番号は、学卒求人票左上の0103-から始まる番号です。 
 本シートに関する連絡先電話番号、担当者名も記載してください。 

作成日（更新日）はハローワークにおいて記載しますので、空欄として

ください（2ページ目以降は記載不要です。）。 

・必須項目 
①企業名（事業所名）  
②住所 
③電話番号 
④設立日 
⑤従業員数 
⑥主たる産業（安定所での事業所登録のもの。） 

 不明な場合は空欄にしてください。 

⑦企業の特徴・魅力は？ 
⑧新卒の募集予定 
       については、必ず記載してくださ
い。 
 

 本データに掲載されたものはサンプル
（ひな形）であり、上記「必須項目」が
記載されていれば、各項目の位置や大き
さは適宜変更して構いません（ただし、
上下のタイトル（緑色の箇所）だけは変
更不可です。）。 
 
以下は記載にあたっての参考としてください（必須で
はありません。）。 

 
・推奨項目 
⑨具体的な仕事内容（仕事の種類）は？ 
⑩ある社員の１日（例） 
⑪給与はどのくらい？ 
⑫「この企業に向いている人」はどんな人？ 
⑬入社後の流れは？ 
⑭残業・休日・有給休暇について 
⑮先輩からのメッセージ 
  

・その他企業ＰＲに資する項目 

注意事項① 
・掲載可能な情報は、企業ＰＲ情報のみとし、求人募集情報等は掲載で
きません（「あなたを待っています」、「一緒に働きましょう」等の表現も不可で

す）。 

 また、販売活動と捉えられるような商品の宣伝等もできません。 

 

・２ページ以内としてください（１ページでの掲載も可です。）。 

・本データに掲載されたものはサンプルであり、左記の「必須項
目」が記載されていれば、各項目の位置や大きさは適宜変更して
構いません。 

 

・企業ＰＲシートのデータ容量は、全体で４メガ以内となるようにしてくだ

さい（４メガを超える場合は、画像を削除する、画像を圧縮するなどにより調整願いま
す。）。 
 
【画像の圧縮方法】 
 いずれかの画像を選択→「書式」タブをクリック 
→「図の圧縮」をクリック 
→「この画像だけに適用する」のチェックを外し、「電子メール用ドキュメントのサイ
ズを最小限に抑え、共有に適しています」を選択し、「ＯＫ」をクリック 
 
・仕事の風景や旅行、制服等の写真を活用し、職場の雰囲気がわかるような内容として
ください。 
 
・誤字脱字の訂正やレイアウト調整など軽微なものについては、ハローワーク旭川にて
修正する可能性がありますので、ご了承願います。 
 
・内容確認のため、ハローワーク旭川より連絡させていただく場合があります。 
 
・掲載内容が虚偽の内容であることが判明した場合等については、掲載を終了させてい
ただく場合があります。 

注意事項② 
 株式会社北海道通信特機 （auショップ東光） 

作成日（更新日）2019年6月3日 

   企業の特徴・魅力は？  ～ 仕事も遊びも一生懸命！ ～ 

[auショップ東光] 
住所：旭川市東光１３条６丁目 
電話：0800-700-1950 
従業員数 9人 
産業分類：他に分類されない小売業 

マイル報酬制度導入 

 当社は旭川市、士別市、名寄市にてauショップ３店舗を
運営しております。 
“もっとこうしたらお客様が喜んでくれるかな？”と自問しな
がら成長を続けている会社です。 
 今の時代、携帯電話はお客様のライフスタイルに直結する
物となりました。 
 より便利に、よりお得な提案をすることでお客様から直接 
「ありがとう」と言っていただけるのがauショップです。 
年齢や職歴ではなく、個人一人ひとりの頑張りを認めていま
すので、やりがいも多く感じてもらえるはずです。 
 また、福利厚生では年に１度社員旅行を実施し日常とは違
う空間でリフレッシュ・新たな発見・社員同士の交流を深め
てもらっています。 

 ご来店されたお客様対応をしていただきます。
お客様のご要望にお応えすることはもちろんで
すが私たちは「期待を超えるサービスの提供」を
意識しております。 

 専用のタブレットやパソコンを使って登録業
務を行います。決められたフォームに入力す

るだけなので初心者の方も使いやすい仕様

になっています。 
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～お客様に喜んでもらうために～ 

高卒 大卒等 

2020.3卒 
募集予定 

◯ ◯ 

～頑張った分は全てスタッフ個人へ還元！～ 

事業所番号 0103-108608-2 

連絡先電話番号 0166-27-1212 

担当者名 船木 淳美 

ＱＲコード等 
 
 
 

空き時間には店内のディスプレイや清掃を行

い店舗内のクレンリネスに気を配っています。 

POP作成が得意なスタッフには店内に掲示

するPOP作成をしてもらい、お客様が分かり

やすい展示を心がけています。 

当社オリジナルの「マイル報酬制度」を導入しており、スタッフ個人の頑張りを
データ化し、目標マイルへ到達した社員に報酬旅行として還元しています。 
“頑張った社員には頑張った分の報酬を”という社長の思いから実施しております。 

家族の方をお連れすることも出来るので過去の実績として、 
「ご両親と温泉旅行」「子供とディズニーランド」「同僚とハワ
イ」など日頃の感謝を込めて恩返しをしています！ 

[本社] 
住所：旭川市２条通９丁目３７３－１ 
電話：0166-27-1212 
設立：1999年 従業員数 88人 
産業分類：他に分類されない小売業 
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⑧新卒の募集予定 
       については、必ず記載してくださ
い。 
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きません（「あなたを待っています」、「一緒に働きましょう」等の表現も不可で
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 また、販売活動と捉えられるような商品の宣伝等もできません。 

 

・２ページ以内としてください（１ページでの掲載も可です。）。 
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→「図の圧縮」をクリック 
→「この画像だけに適用する」のチェックを外し、「電子メール用ドキュメントのサイ
ズを最小限に抑え、共有に適しています」を選択し、「ＯＫ」をクリック 
 
・仕事の風景や旅行、制服等の写真を活用し、職場の雰囲気がわかるような内容として
ください。 
 
・誤字脱字の訂正やレイアウト調整など軽微なものについては、ハローワーク旭川にて
修正する可能性がありますので、ご了承願います。 
 
・内容確認のため、ハローワーク旭川より連絡させていただく場合があります。 
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ただく場合があります。 

注意事項②  9：30 朝礼・清掃 

スタッフの将来像 先輩からの
メッセージ 

   小原 静来   

2018年入社 

私は元々人と話すことが大好きなの
で自分の好きなことを仕事に出来る
auショップスタッフを選びました。 
日頃勉強したことを実践してお客様
に満足してもらえた時に「わかりや
すかったよ、ありがとう」と褒めて
いただいた時には心からやりがいを
感じます。 
たくさん学び、たくさん成長できて
毎日が新鮮に感じています。 

引継ぎや来店の来店予約確認、情報共有を行い
ます。 

スキルアップのためロールプレイングも行い、良
いトークはスタッフ間で共有します。 

入社後３ヶ月は担当の先輩スタッフ（メンター）が 
マンツーマンで仕事を教えてくれます。 
その後も先輩スタッフのフォローをもらいながら
徐々に仕事を覚えてもらいます。 

休日について 
ショップは無休（月に１日定休日あり）での営業なのでシフト制で 

交代して休日を組んでいます。 

１ページ目に記載している場合は不要です。 

１
年
目 

～メンターがいるので安心～ 

先輩からの
メッセージ 

   長濱 伸哉   
エリアマネージャー 
2012年入社 

お客様への接し方や普段の業務に対
する姿勢など、スタッフの模範にな
ることを目標にしています。 
スタッフが笑顔で仕事ができる環境
を作る事が自分の仕事だと思ってい
ますのでスタッフへの目配り、気配
りは常に持っています。 
機種やサービス、接客、店舗運営な
ど習得することは多岐に渡りますが
とてもやりがいを感じることができ
る仕事です。 

２
年
目 

～基本の仕事はお任せ～ 

通常の仕事は自分で率先して取り掛かります。 
今まで出来なかったことができるようになり、 
やりがいを感じ、仕事が楽しくなってきます。 

３
年
目 

～後輩のお手本～ 

新人教育を担当するメンターに選ばれることもあ
ります。後輩スタッフのお手本となるよう、一層
販売スキルもマナーも磨きをかけていきます。 

４
年
目
～ 

～得意に応じた配置～ 

能力に応じて店舗内の配置をしています。 
若くても店長になり店舗実績の管理をしてもらっ
たり、リーダーとしてスタッフの模範となるポジ
ションになったりと個人にあった仕事をしても
らっています。いずれにしても、笑顔で楽しく仕
事ができることは常に心がけ、様々な経験を積ん
でもらっています！ 

スタッフの１日 

10：00 開店 
お客様が来店されます。 

笑顔で明るく挨拶し、お客様をお出迎えします。 

14：00 お客様対応 

お客様がいらっしゃらない時間は店内のディスプ
レイの見直しをしたり、商品見本の清掃や、スタッ
フ間でロールプレイングを行います。 

17：00 店内ディスプレイ   

来店されるお客様のご要望をお伺いし、対応しま
す。接客が円滑に進められるようにスタッフ同士
の情報共有はインカムを使って行います。 

19：30 閉店・終礼   
今日１日起きたことの共有や、上手く出来たトーク
の賞賛などを行います。 

有給について（初年度入社半年後10日、最大20日付与） 

「好きなアーティストのコンサートやライブに行きたい！」「ゆっくり買い物をしたい！」「小旅行に行きたい！」など 

プライベート時間の充実にも協力する体制があります。 


