職員
パート
アルバイト

募集

固定ルートの 配送
なので未 経 験
でも OK！

あなたもよつ葉のスタッフに！
どなたでも応募できます。

産 地見学
やイベ
あるので楽 ントなども
しみ
お仕事で ながら
きます。

配送センター
毎日、
新鮮
囲まれて 野菜に
気持ち
いい職
場です♪

好き き
理大
お料 べり大好 ！
おしゃ 大歓 迎！
さん

関西よつ葉連絡会の各事業所では、新規スタッフ（職員・パート・アルバイト）
を合同で募集しています。関西の各地にある生産や流通の事業所は、20カ所

の配送センター（地域の共同購入会や生協）、6カ所の食品加工工場、5カ所の

農場、物流センター、農産品の会社、商品企画やカタログ制作の会社などです。
私たちの共有する想いとは、自然との関わりを大切にする安心して暮
らせる社会、そしてモノよりも人にこだわり、バラバラにされた生産・
流通・消費のつながりをとりもどすことです。ちょっと大げさか
もしれませんが、そんな想いで、40年以上活動しています。

2019年2月 関西よつ葉連絡会

配

現在募集中の
事業所

よつ葉のお店

よつば農
産

応募は直接下記へお願いします。

達
兵庫いきいきコープ

１

事業内容：よつ葉の商品を各会員宅へルート
配送
就業形態：正社員 年 齢：18才〜50才位まで
採用条件：普通自動車免許 ※AT限定不可
仕事内容：有機野菜やよつ葉牛乳・無添加の
食品など
「安全な食べもの」を各会
員宅へルート配送する有意義な仕
事です。奈良県南部が配達エリア

勤務地

奈良県

（田原本より南側です）

就業時間：7：00〜17:00
（残業あり）
休
日：日曜日・２カ月に１回土曜日 その他
給
料：当社規定による
加入保険：各社会保険完備
担 当 者：中谷 連絡先：0744-21-7781

よつば農産
勤務地

勤務地

京都府

１

勤務地

グリーンプラザ１号館Ｂ１

高槻市紺屋町 １ ‐
１

事業内容：商品企画、カタログ 制作、
料理教
室など
就業形態：正社員・パート・アルバイト
採用条件：料理好きな人、調理師免許・栄養
士免許などあれば尚、良い
仕事内容：商品企画及び商品 企画補助、
メニュー開発（補助）、料理教室補助
就業時間：8:45〜17:00
休
日：日曜日、隔週土曜日ほか
給
料：当社規定による
加入保険：各社会保険完備
担 当 者：福井 連絡先：072-638-2915

勤務地

大阪府

茨木市稲葉町４ ５
‐ ‐

大阪府

勤務地

大阪府

15

力など）

就業時間：①8：00〜17：00
※配送ルートにより前後あり
②9：30〜17：00の間で週２〜３回
（曜日、時間帯は要相談）

休
日：日曜日（祝日は休みではありません）
給
料：①当社規定による ②時給936円
採用人数：各１名
加入保険：各社会保険完備
備
考：車通勤可、社員割引制度あり、
②は車の運転（軽自動車 AT限定可）
できる方歓迎
担 当 者：稲原 連絡先：072-727-7780

クリエイト大阪
事業内容：各種業種向けのソフトウェア開発
及び運用
就業形態：正社員
採用条件：Web開発経験をお持ちの方（経験の

勤務地

大阪府

浅い方は初歩的な業務からじっくり学べ
ます）
☆PHP/VB.NETの言語スキルをお

持ちの方は優遇、普通自動車免許

就業時間：9:00〜18:00
日：週休2日制（日・祝・他）
休
料：月給：19万円〜30万円（交通費支給）
給
※経験・能力を考慮の上、決定させて
いただきます。
※試用期間3カ月あり

24

ひこばえ

事業内容：よつ葉の商品を各会員宅へルート
配送
就業形態：①正社員 ②パート、アルバイト
年
齢：50才位まで
採用条件：①普通自動車免許 ※AT限定不可
※未経験者大歓迎、素直で前向き
に好奇心をもって仕事に取り組め
る方、一緒にがんばりましょう！
②自然食品が好きな方
仕事内容：①自然食品を各会員宅へルート配
送（定期ルート）、商品仕分け、
事務処理、営業、援農や料理教
室等イベント企画など
②事務作業（電話応対、パソコン入

2F

茨木市稲葉町 ４ ５
‐ ‐

‐ ‐

１

10

1

亀岡市東別院町鎌倉
中垣内 ２ ‐

大阪府

事業内容：野菜の卸売
就業形態：正社員・パート・アルバイト
採用条件：車で出勤できる方
仕事内容：野菜の仕分けと検品
就業時間：正社員8:30〜16:30
パート9:00〜16:30
休
日：土曜日 給料：当社規定による
加入保険：各社会保険完備
採用人数：正社員１名、パート3名
担 当 者：上山 連絡先：0771-27-7500

148

‐

1304

豊中市曽根東町

自然館グリーンプラザ店

事業内容：自然食品の販売 就業形態：パート
年
齢：50才まで
採用条件：自然食品が好きな方
仕事内容：レジ、
品出し、
値付け、
接客、
発注、
棚卸
就業時間：①9：00〜16：00 ②16：00〜21：00
休
日：第2、第3水曜日（変更あり）
給
料：①940円 ②990円 ※日曜加算 +50円
採用人数：２名
備
考：週3回程度のシフト制。日曜出勤は月
１〜２回
担 当 者：新矢（シンヤ）連絡先：072-681-1332

109

橿原市五井町

大阪府

‐

事業内容：自然食品の販売
就業形態：パート、アルバイト
採用条件：自然食品が好きな方
仕事内容：レジ打ちや接客、品出しなど
就業時間：月曜日から土曜日の間で週２〜３日
の午後から閉店（19：00）まで入れ
る方（時間は要相談）
給
料：時給936円 採用人数：若干名
備
考：社員割引制度あり☆子育てにひと
段落ついた世代の方、希望です !!
担 当 者：辻 連絡先：06-6857-4039

兵庫県

産地直送センター

箕面市西宿 ２ ‐ ‐
６

勤務地

よつ葉のお店
ふるさと広場曽根店

事業内容：よつ葉の商品を各会員宅へルート
配送
就業形態：パート・アルバイト 年齢：不問
採用条件：普通自動車免許 ※AT限定可
仕事内容：軽自動車で各会員宅へルート配送
就業時間：①8：30〜13：30 ②12：30〜17：30
休
日：日曜日 給料：当社規定による
加入保険：各社会保険完備
採用人数：１〜２名
備
考：火・木（週2日以上は入れる方歓迎）
勤務日は応相談、
社員割引制度あり
担 当 者：武井 連絡先：0797-80-0831

勤務地

よつ葉ホームデリバリー奈良南

高槻市原

事業内容：よつ葉の商品を各会員宅へルート
配送
就業形態：正社員・パート・アルバイト
年
齢：〜50才
採用条件：普通自動車免許
仕事内容：各会員宅へルート配送・事務
就業時間：配達は7：00〜 事務は9：00〜
休
日：日曜日
給
料：配達→20万〜25万円
事務→時給950円
加入保険：各社会保険完備 採用人数：各１名
備
考：高槻市、茨木市近辺の方希望
担 当 者：津林 連絡先：080-3941-9119

11

川西産直センター

宝塚市山本丸橋 ２ ‐

北摂・高槻生協

兵庫県

西宮市山口町名来 ２ ５
‐ ‐

事業内容：よつ葉の商品を各会員宅へルート
配送
就業形態：①正社員 ②パート、アルバイト
採用条件：普通自動車免許
仕事内容：各会員宅にルート配送。及び事務・
営業活動
就業時間：7：30〜16：30
（残業あり）
②は勤務日応相談（週数日勤務も可）
休
日：日曜日・隔週土曜日ほか
給
料：①当社規定による
②日給１万円（研修期間中は８千円）
加入保険：各社会保険完備 採用人数：１〜２名
備
考：車通勤可、定年60歳
担 当 者：田中 連絡先：078-903-6522

勤務地

3F

採用人数：各１名
加入保険：各社会保険完備
考：未経験・初心者 OK、学歴不問、既卒・
備
第二新卒 OK
担 当 者：澄田 連絡先：072-630-6135

関西よつ葉連絡会
072-630-5610
072-630-5606

〒567-0827大阪府

茨木市稲葉町4-5

よつ葉ビル4階

yotuba-renrakukai@

luck.ocn.ne.jp

関西よつ葉連絡会の各事業所の所在地と主な仕事の内容です。
＜配送センター（地域の共同購入会や生協）＞
・産地直送センター
（ 大阪府箕面市西宿 /
配送地域

豊中市、箕面市、池田市

・北摂・高槻生協
（ 大阪府高槻市原 /
配送地域

高槻市、三島郡島本町

（ 兵庫県宝塚市山本丸橋 /
・川西産直
配送地域

0120-81-3378）

・阪神産直（ 兵庫県尼崎市西長洲町 /

配送地域

配送地域
配送地域

宝塚市、西宮市（ＪＲより北部 )、川西市、伊丹市、芦屋市

配送地域

大阪市全域

0120-70-4350）

尼崎市全域、西宮市（ＪＲより南部）

0742-70-4800）

奈良県北部
（奈良市、生駒市など）
、京都府・大阪府・三重県の一部

・奈良南産直（ 奈良県橿原市五井町 /

0120-63-0877）

配送地域

0744-21-7781）

奈良県中南部（橿原市、大和高田市、桜井市、香芝市など）

・京阪産直（ 京都府八幡市下奈良南頭 /

0120-947-428）

配送地域

大阪府南部（堺市、河内長野市、岸和田市など）、和歌山県北部

0120-67-0473）

神戸市、明石市、加古川市、三木市、小野市など

・奈良産直（ 奈良市佐保台西町 /

0120-37-1590）

三田市、芦屋市、神戸市、西宮市など

・阪和産直
（ 大阪府和泉市和気町 /

大阪府能勢町、京都府亀岡市、兵庫県篠山市など

・やさい村（ 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡 /

（ 大阪府大阪市西淀川区千舟 /
・大阪産直
配送地域

配送地域

072-734-2100）

0120-46-5181）

・兵庫いきいきコープ
（ 兵庫県西宮市山口町名来 /
配送地域

・能勢産直（ 大阪府豊能郡能勢町森上 /

0120-30-4280）

0120-18-5503）

京都府八幡市、京田辺市、大阪府交野市、枚方市

・東大阪産直
（ 大阪府東大阪市玉串町東 /

0120-83-1293）

・京都南産直（ 京都府長岡京市勝竜寺 /

・西京都産直
（ 京都市西京区大枝沓掛町 /

075-331-6715 ）

・京滋産直（ 京都府久世郡久御山町市田石橋 /

配送地域
配送地域

京都市、亀岡市、八木町

・北近畿産直
（ 京都府綾部市渕垣町奥ノ谷 /
配送地域

滋賀県全域 、京都府など

・淀川産直
（ 大阪府摂津市鳥飼新町 /
配送地域

0120-428-456）

配送地域

滋賀県（彦根市、長浜市、近江八幡市、湖南市、野洲市など）

＜コンピューター＞

・よつば農産
・安全食品流通センター
京都府亀岡市東別院町鎌倉中垣内
京都府亀岡市東別院町鎌倉中垣内
0771-27-7500
0771-27-3675

商品企画全般（農産品以外）、
注文カタログ『ライフ』 制作な
どの仕事です。 レシピ開発や
料理教室などのイベントも企画
します。
パートタイムや時間・ 曜日を限
定してのお仕事も可能です。

職員

仕事内容

農産品の企画や発注、 生産者
から届いた商品を、 配送セン
ター別に仕分けしたり、 物流セ
ンターに納品したりします。
入荷した野菜・ 果物のチェック、
仕分けのお仕事です。

仕事内容

・能勢食肉センター
大阪府豊能郡能勢町山辺 /

072-734-4122

・能勢の里ハム工場
豊能郡能勢町地黄 /
大阪府豊能郡能勢町地黄

072-737-1890

072-653-1095

職員・パート・アルバイト

よつ葉の加工食品を各工場で製造しま
す。 工場の業務はそれぞれ違います
が、実際の作業など丁寧に教えます。
新商品の検討や工程の改善などもみ
んなで話し合っています。

＜農場＞
・能勢農場
（牛）
大阪府豊能郡能勢町山辺 /

072-734-1797

・北摂協同農場
（野菜・米）
大阪府豊能郡能勢町山辺
府豊能郡能勢町山辺 /

072-734-1830

上記のほかにもこんな農場があります。
・丹波協同農場
（穀物） 兵庫県丹波市春日町古河
・高槻生協農業事業部
（野菜） 大阪府高槻市原
・別院協同農場
（野菜・米） 京都府亀岡市東別院町

仕事内容

職員・パート・アルバイト

能勢農場は、 みんなで共同生活し
ながら、 牛の肥育などの仕事をし
ています。
北摂協同農場は、 地場野菜の集
荷や栽培をしています。

︻ふるさと広場︼

・パラダイス＆ランチ
（パン工場）
大阪府高槻市栄町 /
072-695-1300

よつ葉の各社・ 各部門の既存
Webシステムの運用保守・ 機能
追加、 ソフトウェア開発及び
運用がメインのお仕事。

（個別仕分け） のお仕事です。

・よつば農産精米所
大阪府摂津市鳥飼本町
摂津市鳥飼本町 /

0771-27-7400

職員

パート・アルバイト 主にピッキング

︻自然館 ︼

・大北食品
（惣菜・水産品加工）
京都府亀岡市東別院町 /
0771-27-3256

仕事内容

生産者やメーカーから届いた商
品を、配送センター（コース）別に
仕分け、個人別にピッキングな
どをしています。発注からセンター
納品までの物流についての仕事
です。

パート・アルバイト

・クリエイト大阪株式会社
大阪府茨木市稲葉町
072-630-6135

職員

＜食品加工工場＞

・別院食品
（豆腐工場）
京都府亀岡市東別院町 /

職員・パート・アルバイト

＜物流センター＞

＜農産品＞

仕事内容

0120-28-7603）

朝、 配達用車輌（トラックやワゴン車） に、 みんなで積み込
みをして、 玄関先まで宅配。 夕方、 配達が終わったら片付
けをします。 その他、 注文用紙の受注処理、 さまざまな会
員対応、 拡大営業、 職員研修など。

0120-87-8228）

職員・パート・アルバイト

0120-50-8170）

滋賀県西部・南部、京都市
（伏見区など）
、宇治市、城陽市など

仕事内容

吹田市、摂津市、茨木市（171号線より南部）

・株式会社ひこばえ
大阪府茨木市稲葉町
072-638-2915

長岡京市、向日市など

・近江産直（ 滋賀県彦根市川瀬馬場町 /

0120-72-4885）

＜商品企画、カタログ制作＞

仕事内容

配送地域

南丹市、京丹波町、綾部市、福知山市など

・滋賀産直
（ 京都市左京区田中大堰町 /
配送地域

配送地域

東大阪市、八尾市、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、四条畷市

075-958-6688）

＜よつ葉のお店＞
水無瀬店
大阪府三島郡島本町水無瀬2-4-6
075-748-9540
グリーンプラザ店
大阪府高槻市紺屋町1-1 グリーンプラザ B1
072-681-1332
曽根店
大阪府豊中市曽根東町1-10-24
06-6857-4039
萩原台店
兵庫県川西市萩原台東1-275-3
072-759-1411
高の原店
京都府木津川市兜台6-8-4
0774-73-0551

美味肉家 能勢（みーとはうす のせ）
072-638-5111
大阪府茨木市稲葉町4-5-1F /
仕事内容

職員・パート・アルバイト

商品の品出し・ レジ・ 接客などのお
仕事です。 お料理大好き！ 食べる
の大好き !!な方、 大歓迎♪

