
日曜版 をご利用ください。

とちぎの明日を応援する
本紙中入れ　（外枠ケイ単色付き）

1枠　左右120ｍｍ×天地56ｍｍ
132,000円（税込）
広告掲載日の6日前

①掲載位置は先取り順とします。
②大きいサイズは下段の掲載とし、位置指定はご遠慮下さい。
③複数枠については下記の通りです。その他の大きさについては別途ご相談
　下さい。変型枠はありません。
④都合により複数枠申込をお断りする場合があります。
⑤版下制作費は、別途申し受けます。

・(株)栃木オリコミ・センター　　TEL:028-660-4222（代）
　　　　　　　　〒 321-0901　宇都宮市平出町3734-4

県内専属広告代理店
・東 栄 広 告 (株) TEL:028-624-4411（代）
　　　　　　　　〒 320-0811　宇都宮市大通り4-1-18　宇都宮大同生命ビル2Ｆ

下 野 新 聞 社
・本        社　〒320-8686　栃木県宇都宮市昭和１－８－11 

営業部直通　TEL:028-625-1133 FAX:028-625-1132

TEL:03-5501-0520 FAX:03-5512-0240

TEL:06-6346-8690 FAX:06-6346-8692
・大阪支社　〒530-0001　 大阪市北区梅田3-4-5（毎日新聞ビル4階）

お問い合わせ・お申込み

即戦力！有能な人材獲得は下野新聞求人情報で！！
制作サイズ　： 左右120ｍｍ×天地56ｍｍ（ケイなし）

原則として毎週日曜日掲載

スペース
掲載料金　

掲載日

印刷形式

お申込締切

掲載原則

・東栄広告㈱
・㈱栃木オリコミ・センター

TEL：028-624-4411（代）
TEL：028-660-4222（代）

下野新聞社営業部日曜版
仕 事 探 し の パ ー ト ナ ー

毎週日曜日掲載

028（625 ）0000・ 人事部 
〒320-000 宇都宮市○○0-0050

ご提出いただいた書類に記載の個人情報については、採用選考のみに使用します。

①営業部門…3名
②管理部門…１名
①営業経験者
②パソコン（ワード、エクセル）操作のできる方
宇都宮本社
9：00～18：00
週休2日
当社規定による
各種社会保険（健康、厚生年金、雇用、労災）、交通費
（当社規定による）
①履歴書（写真貼付）②職務経歴書③離職票など失業を
証明できるものの写しを19日（火）必着で人事部まで送
付ください。

■職種・採用人数
　　
■応募資格

■勤 務 地
■勤務時間
■休　　日
■給　　与
■待　　遇
　　
■応募方法
　　

営業を通じて、お客様に“夢”の提案をする仕事です

お客さまからの情報や要望をフィー
ドバック独自技術を活用した製品を
開発、提供しています。

(株)シモツケシステムズ

１
枠

正社員・アルバイト募集

〒320-000 宇都宮市○○0-0050(株)宇都宮商事

資格取得制度であなたをバックアップ!正社員を目指したい方も応援します!

●業務内容　　支援センター管理事務業務、結婚相談
●職　　種　　①事務員（支援センター運営、管理、経理、広報業務等）…2名
　　　　　　　②結婚相談員（結婚支援管理システム利用等による相談業務全般）…4名
●応募資格　　パソコン（ワード、エクセル）の基本操作ができる方、普通自動車運転免許
●雇用期間　　令和2年12月１日～令和29年3月31日まで ※契約更新の可能性あり（最長5年）
●勤 務 地 　 宇都宮市、小山市等各地
●勤務時間　　平　日：（早番）10：30～19：15　（遅番）11：45～20：30
　　　　　　　土日祝：（早番） 　8：30～17：15　（遅番）　 9：45～18：30
●休　　日　　①週休2日②週休3日（シフト制で土日祝日の出勤あり）
●給　　与　　当社規定による
●待　　遇　　通勤手当支給、社会保険（健康、厚生年金、雇用、労災）加入
●応募方法　　1.履歴書（写真貼付）2.職務経歴書を11月14日（月）必着で総務人事部
                    までご送付ください。※履歴書に希望職種を必ず明記してください。
●選考方法　　書類選考の上、通過者を対象に面接を行います。11月22日（火）に面接
 　　　　　　　を受けていただく方には個別にご連絡いたします。

☎028-〇〇〇-〇〇〇〇
担当：宇都宮

２
枠

時　　間 　8：45～ 17：45 
休　　日 　土・日・祝日 
待　　遇 　昇給年 1回、賞与年 2回、各種手当あり、
　　　　 　社保完備、交通費支給 
応　　募 　電話連絡の上、履歴書 (写真貼付 )、職務経
　　　　　歴書を送付してください。 
 

しもつけセブンス株式会社

 
仕事内容 ①建設機械の軽整備、法人・個人契約先の自動車整備
 ②建設機械教習所機材、ギフト、石油類の販売 
 　 保険（生保・損保）の営業等 
 ③商品の仕入れ、発注、納品書、請求書作成 
 　 各種分析・資料作成、電話対応、来客対応 
給　　与 基本給 ①②③159,000 円～ 180,000 円
  試用期間 (6か月間 ) は 154,000 円～ 175,000 円
 手　当 ①技術手当 5,000 円～ 50,000 円
  ①②外勤手当 1,000 円～ 12,000 円
備　　考 入社後 3か月間は 1か月ごとの契約とし、3か月
　　　　　の勤務状況により正社員への登用を検討いたします。
資　　格 　①②③普通自動車運転免許、エクセル・ワー
　　　　 ド等基本的な PC操①自動車整備士 3級以上 
 　

①建設機械整備職　②営業職　③営業事務職 

連絡先 028-〇〇〇〇-〇〇〇〇
〒320-00〇〇 栃木県宇都宮市〇〇〇〇〇

担当〇〇〇

募
集

〒321-0000　宇都宮市 00町 000-0　

宇都宮しもつけ総合株式会社
TEL 028-000-0000

担　当 /〇〇

各種社会保険（雇用・労災・健康・厚生）、退職金制度
当社規定による
年齢、性別不問・要普通免許・経験者優遇
本社ご連絡の上「履歴書・職歴書」をお送りください。書類選考の後、面接をお願いいたします。

職　　種

勤 務 先
待　　遇
給　　与
応募資格
応募要領

■①営業（新築住宅）　■②営業（リフォーム）　■③工務（新築住宅・リフォーム）
■④アフターメンテナンス　■⑤事務（一般）
■①宇都宮インターパーク展示場・宇都宮ベルモール展示場・宇都宮西川田展示場・小山展示場・那須塩原展示場
■②、⑤本社　■③、④本社・小山展示場

正社員募集業務拡大に伴い

１
枠

１
枠

・東京支社　〒100-0011　 東京都千代田区内幸町2-2-1(日本プレスセンタービル8F) 

日曜版

正社員募集に最適！！
左右120ｍｍ×天地117ｍｍ（ケイなし）

左右245ｍｍ×天地56ｍｍ（ケイなし）

当社の

県

内約
29万部発行

原稿サイズ・料金表

時　　間 　8：45～ 17：45 
休　　日 　土・日・祝日 
待　　遇 　昇給年 1回、賞与年 2回、各種手当あり、
　　　　 　社保完備、交通費支給 
応　　募 　電話連絡の上、履歴書 (写真貼付 )、職務経
　　　　　歴書を送付してください。 
 

しもつけセブンス株式会社

 
仕事内容 ①建設機械の軽整備、法人・個人契約先の自動車整備
 ②建設機械教習所機材、ギフト、石油類の販売 
 　 保険（生保・損保）の営業等 
 ③商品の仕入れ、発注、納品書、請求書作成 
 　 各種分析・資料作成、電話対応、来客対応 
給　　与 基本給 ①②③159,000 円～ 180,000 円
  試用期間 (6か月間 ) は 154,000 円～ 175,000 円
 手　当 ①技術手当 5,000 円～ 50,000 円
  ①②外勤手当 1,000 円～ 12,000 円
備　　考 入社後 3か月間は 1か月ごとの契約とし、3か月
　　　　　の勤務状況により正社員への登用を検討いたします。
資　　格 　①②③普通自動車運転免許、エクセル・ワー
　　　　 ド等基本的な PC操①自動車整備士 3級以上 
 　

①建設機械整備職　②営業職　③営業事務職 

連絡先 028-〇〇〇〇-〇〇〇〇
〒320-00〇〇 栃木県宇都宮市〇〇〇〇〇

担当〇〇〇

募
集

１
枠

132,000円（税込）

264,000円（税込）


