商う

株式会社U2Primary

職人の店 WORKGEAR

豊富な品揃えで、
地域の職人さんたちを支える。

職人さんが集うお店
高い天井にシーリングファンが回る開
放的な内装や、店舗のロゴが入った可愛ら
しいエプロンのユニフォームからは、新し
くオープンした今どきのショップのような
印象を受けるが、創業50年の老舗だとい
うから驚きだ。
「職人の店」の名の通り、土木や林業など
の職人さんの仕事道具を販売するお店で、
来店するお客さんは常連ばかり。もはや地
域の職人さんたちにとってはなくてはな
らない存在だ。
建物自体は去年先代が営んでいた美馬
警察署前の店舗から現在の場所に移転
オープンし、そのタイミングで3代目社長
が新店舗の経営を引き継いだ。従業員は
主婦の方が多く、勤務時間や有給の取り方
などは働きやすいように柔軟に対応して
いるという。
社員の家庭にも配慮した社長の心遣いが
長く働きやすい環境を作っている。

店内はバラエティに富んだラインナップ。林業用
の靴は、特徴的な滑り止めが付いてあるなど機
能性に優れたものが多い。

天井が高く外から光がたくさん入るので、多くの
商品が列んでいるにもかかわらず開放的な雰囲
気だ。

家庭と両立しやすい柔軟な職場で、
スタッフは定
着しやすいという。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃店頭での接客販売 ＃商品陳列 ＃在庫管理
＃レジ業務 ＃商品POP作成 ＃SNS等広報

◆代表者名／浦松 圭
◆従業員数／6名
◆創業／50年
◆所在地／美馬市脇町拝原865-1
◆TEL／0883-53-0776

教えて先輩！

職人向け商品の奥深さに日々勉強
入社当時、商品の奥深さに驚きました。普段の生活で
は目にしない商品が職人の世界では必需品。商品知識を
しっかりつけて、お客様の質問にも完璧に答えられるよ
うになりたいと、先輩に教えてもらいつつ勉強していま
す。最近はプライベートでもやったことのないSNSの
お店のアカウントの運営を始めました。社長の「何でも

森本 富子 さん
スタッフ
（1年目）
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◆業務内容／小売業、卸売業
◆就業時間／平日（8：00～20：00）
日・祝日（9：00～19：00）
◆休日／毎週土曜日
◆給与／パート・アルバイト：時給800円～
正社員：要相談
◆昇給・賞与など／有
◆福利厚生／社会保険
（厚生年金、協会けんぽ）
雇用保険

やってみないと!」という方針に後押しされ日々新しい
ことにチャレンジさせてもらってます。

ショップ情報を
SNSで発信中！

商う

有限会社 チャームショップふじもと
3つの約束を軸に
インターネットや通販など、化粧品販
売チャンネルの多様化の中、長年地域に
愛され続ける化粧品専門店の魅力がこ
こにはある。
「きれいになりたい！」人の
来店に、明るい店内でいつも明るく元気
に迎えているスタッフ。
化粧品以外の楽しい話題に盛り上が
ることも多く、表情も心もきれいになれ
るのは、創業当時から掲げている３つの
お約束。
1,すべてのお客様を、親身になって美し
さのお手伝いをいたします。
2,お客様の個性をみつけ、その魅力を
引き出すメイクを提案いたします。
3,日々技術とセンスを磨き、お客様の心
に寄り添うことを心がけます。
顧客とスタッフのゆるぎない信頼関

美しく豊かな生活を提案

係を築く合言葉でもある。

ワクワクとドキドキがたくさん詰まった明るい
脇町店の店内。

いつも笑顔が絶えない脇町店スタッフ。
より良い
ご提案をお客様に。

「お客様の喜びが私たちの喜び」をモットーに。
美馬店スタッフ。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃メイク ＃エステ ＃カウンセリング ＃販売

◆代表者名／藤本 登志子 ◆従業員数／7名
◆資本金／300万円 ◆創業／昭和53年
◆所在地／美馬店：美馬市美馬町字喜来市58-1
脇町店：美馬市脇町大字猪尻字若宮南133-1
◆TEL／美馬店：0883-63-4652
脇町店：0883-52-5495

教えて先輩！

私のやりがいはお客様に
キレイになっていただく事です
お客様に喜んでもらえると、自分自身も心から喜べ、

FAX／美馬店：0883-63-3877
脇町店：0883-52-5495
◆業務内容／資生堂・カネボウ・コーセー・雑貨の販売
◆就業時間／10：00～7：00
◆休日／第2、第3水曜日（定休日）、有給休暇 月8日

やりがいにつながります。この仕事を長年続けてこられ

◆給与／当社規定による

たのは、
こうして楽しみながら仕事ができたからです。

◆昇給・賞与など／当社規定による

お客様をきれいにするだけでなく、自分自身もきれいに

脇町店

美馬店

LINE

美馬店

なろうという意識や、お客様との毎日のコミュニケー
ションが、自分自身の成長になっています。お客様を

正木 美紀 さん
脇町店 店長

知ることで、お客様から信頼され、お客様とのよりよい
人間関係が作れています。
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商う

株式会社 デイリーマート
より身近に より便利に
地元が誇れる企業でありたい

変わることなく続く地元への愛
美馬市、徳島市、池田市、三好市、阿南市
など全7店舗を展開。徳島県を代表するスー
パーマーケットへと成長した同社の1号店
は、現在の美馬店から始まった。
現在ではスタッフ400名以上を擁し、
2015年には『株式会社イズミ』と資本業
務提携。
大規模なシステムと電子決済システム
の導入に加えて有利な仕入れ価格による、
充実した商品ラインナップが実現可能と
なった。
イズミグループDNAは、
“全ての従業員
が働き甲斐のある会社にする”という言葉
がある。
他店や大型店とはどこか違う、親しみや
すさを感じさせてくれるのは、スタッフ全
員に心得がしっかり浸透している証し。
地元のお客様に愛され続ける温かな空
気感こそ『デイリーマート』最大のストロン
グポイント。

本部があるのはデイリーマート脇町店。
県内全域に展開した今でも本拠地を地元である
美馬市に設置する。

2015年10月に『ゆめタウン徳島』などを運営す
る『株式会社イズミ』と資本業務提携。

和やかにお客様と談笑するスタッフの姿が印象的。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃レジ業務 ＃製造・品出し・加工 ＃経理課
＃人事・総務課 ＃営業推進課 ＃バイヤー業務

◆代表者名／藤原 武志 ◆従業員数／450名
◆資本金／1,000万円 ◆創業／昭和45年
※平成27年10月 株式会社イズミと資本業務提携
◆所在地／美馬市脇町大字猪尻字若宮南100-1
◆TEL／0883-52-5467 FAX／0883-52-5468

教えて先輩！

店の顔を作っているという緊張感
お客様の要望を叶えるために日々精進
バイヤーの仕事は毎週の商品計画から始まり、
市場におも
むいての交渉や売り場のチェック。競合店のリサーチも行い
ます。私が担当する青果コーナーは他の売り場と違い、季節
はもちろん、
週ごとでラインナップが度々変化する面白さが
あり、店の顔（入り口）を担うので緊張感がありますね。売上
だけではなく、お客さんの要望を叶えることをモットーに、

井口 拓弥 さん
青果バイヤー（14年目）
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◆業務内容／将来の店長・バイヤーを目指して
いただきます。
◆就業時間／7：00～16：00、8：00～17：00
※配属店舗営業時間・担当職種で変動・残業あり
◆休日／年間107日
◆給与／150,000円～185,000円
（別途 役職手当、残業手当）
◆昇給・賞与など／昇給あり。
賞与年２回（夏季・冬季※会社業績による）
◆福利厚生／社会保険完備、社員割引制度

ゆくゆくは店長へ。慕われるようなスタッフへと成長してい
きたいと思っています。
ホームページ
http://dailymart.jp/index.cgi

地域に寄り添うおもてなし

商う

有限会社 フードショップふじむら
地域住民の食卓を支える
アットホームなスーパー

のどかで落ち着いた雰囲気の立地で営
業を行うフードショップふじむらだが、扉
をくぐると、そこには多くのお客さんで賑
わっており、店内はとても明るい。
看板商品であるお惣菜やお弁当をカゴ
に入れレジに行列を作るお客さんの姿は、
昼どき恒例の風景だ。調理場からふわりと
漂うお惣菜のいい匂い、どこからともなく
聞こえてくるスタッフとお客さんの話し声
は大型スーパーにはないアットホームな雰
囲気を醸し出している。
雰囲気だけではなく、移動手段を持たな
い高齢者のために配達に応じるなどの行
き届いたサービスも行っており、まさに地
域密着のスーパーだ。近年全日食チェーン
に加盟し、競争力や情報収集力の強化を図
るなど、現状に安住しない向上心を持ち、
スタッフ一丸となり地域住民の食卓を支
えている。

地元の人で賑わう店内。毎日お昼にはレジの前
に行列ができる。

売り場のお肉は調理場で一つひとつ手作業で精
肉される。精肉を担当するのは新入社員の元木
さん。

売り出しのある曜日は品出しも大変!補充しても
次々に売れていきます。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃レジ業務 ＃お惣菜・仕出し弁当の製造
＃製造・品出し・加工
教えて先輩！

新しい経験がたくさん！達成感が最高！
やったことのない仕事にチャレンジしたいと思いこの仕
事を選びました。
スーパーできれいに並んだお肉はよく見ま
すが、
実際にどうやってパッキングされているかは入社して
初めて知りました。
特に焼肉用は手でスライスするため厚み
を均一にするのが難しいですが、
そういう仕事ほど成功した
時に達成感を味わえます。
今はまだ職場の先輩方にサポート

元木 一騎 さん
精肉担当（1年目）

していただく場面も多いですが、
早く一人前になれるように
頑張ります!

◆代表者名／藤村 昌弘 ◆従業員数／20人
◆資本金／1000万円 ◆創業／平成7年
◆所在地／美馬市脇町木ノ内3813-1
◆TEL・FAX／0883-52-1693
◆業務内容／スーパーマーケット業務全般
◆就業時間／シフト制（営業時間 9：00～20：00）
◆休日／シフト制・元旦
◆給与／150,000円～
◆昇給・賞与など／あり
◆福利厚生／社会保険完備
全スタッフでBBQ
弊社では決して商品を売っているとは思って
いません。信用信頼を売っています。弊社の
ゴールは関わる全ての人を幸せにすることを
念頭に置き頑張っております。
「人生をもっと輝
きたい」
「人として成長したい」
「やりがいを見つ
けたい」
「幸せになりたい」
そういった思いのある方は
是非一緒に成長しましょう！
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