★平成２ ９年４ 月入社

中途採 用のお知 らせ ★

日 本甜 菜 製糖で は、下 記の 通り中途 採用の 募集を行 ってお ります。
◎ 配合飼 料営業 職◎
【 募集 職 種】
【 仕事 内 容】
【 応募 資 格】
【 採用 人 員】
【勤 務 地】
【給
与】

配合飼 料の 営業
北海道 内の 畜産農家 を対象 に牛用飼 料の営 業、酪農 コン サルタ ント業務
に従事 して いただき ます。
高校卒 業以 上。３５ 歳以下 の方。
（年齢 制限 は長期勤 続によ るキャリ ア形成 を図る目 的に よる）
１名
北海道 帯広 市（飼料 事業部 ）
２０１ ,９００ ～２ ８６,５ ５０円
能力・ 経験 ・年齢等 を考慮 の上決定 します 。
家族手 当・ 通勤費等 は別途 支給しま す。

◎ 総合職 研究系 ◎
【 募集 職 種】
【 仕事 内 容】

【 応募 資 格】
【 採用 人 員】
【勤 務 地】
【給
与】

配合飼 料の 研究開発
乳牛を 主な 対象とす る、生 産性向上 や疾病 予防に貢 献す る機能 性飼料の
研究開 発に 従事して いただ きます。
農場で の動 物試験も 実施し ます。
大学卒 業以 上。畜産 ・獣医 学科等の ご出身 で４０歳 以下 の方。
（年齢 制限 は長期勤 続によ るキャリ ア形成 を図る目 的に よる）
１名
北海道 帯広 市（総合 研究所 ）
２３３ ,７５０ ～３ ３６,７ ００円
能力・ 経験 ・年齢等 を考慮 の上決定 します 。
家族手 当・ 通勤費等 は別途 支給しま す。

◎ 待遇等 共通事 項◎
【昇
給】
【賞
与】
【勤務 時 間】
【休日･休暇】
【福利 厚 生】

年１回 （４ 月）
年２回 （６ 月、１２ 月）
８：０ ０～ １６：４ ５
土曜､日 曜､祝日 ､年 末年 始他 年間 １２６日
年次有 給休 暇１０日 （入社 時）
持家融 資､財形 貯蓄 ､社内預 金､持株 会､退職 年金､独 身寮･社宅無 料貸与

◎応募方 法・選 考等 ◎
【応募 書 類】
【選考 方 法】
【そ の 他 】

履歴書 、職 務経歴書 を下 記人事課 宛にご 郵送くだ さい 。
書類送 付時 には希望 職種名 、メール アドレ ス等連絡 先を 明記願 います。
書類選 考後 、面接・ 適性検 査を予定 してい ます。
面接日 等詳 細は後日 ご連絡 致します 。
入社日 は相 談に応じ ます。

《応募 ・ 問い合 わせ先 》〒 ０８２－ ０００ ５ 北海 道河西 郡芽室町 東芽 室基線 ２９
日 本甜菜製 糖株式 会社 人 事課宛 （田中、 平野 ）
TEL 0155(61)3113
Ｅ-mail jinji@nitten.co.jp

