
                               

                                             

 

                      
 

 

 

平 成 26 年 11 月 20 日 

株 式 会 社 Ｊ Ｒ 大 分 シ テ ィ 

 

４日間に拡大! 合同面談会の開催について 

～ＪＲおおいたシティで一緒に働いてみませんか～ 

 

来春開業予定の「ＪＲおおいたシティ」の商業施設「アミュプラザおおいた」には、２，５００人    

程度の就業者が見込まれます。 

現在、各求人メディアのご協力により、「ＪＲおおいたシティ オープニングスタッフ合同求人企画」

を展開中です。今回、「合同面談会」について、以下の内容で開催いたします。 

当初は、１２月１１日（木）、１２日（金）の２日間の開催予定でありましたが、ご出店店舗さまの     

ご要望により１２月１５日（月）、１６日（火）を追加して、４日間に拡大しての開催となります。 

「ＪＲおおいたシティ」で一緒に働く皆様のご来場をお待ちしております。 

 

■ 日時・会場 

 

 

 

コンパルホール  ：大分市府内町１丁目 5−38 ＪＲ大分駅より徒歩７分 

ホルトホール大分 ：大分市金池南１丁目 5-1 ＪＲ大分駅より徒歩２分 

 

■ 今後、参加店舗につきましては、平成２６年１１月２１日（土）以降、求人メディアの

「ＪＲおおいたシティ特集」にてお知らせいたします。 

 

 

受付開始 参加店舗 会場

平成26年 12月11日 （木） 12:00～19:00 11:30 49 コンパルホール

12月12日 （金） 10:00～15:30 9:30 43 ３階　多目的ホール

12月15日 （月） 13:00～18:30 12:30 ホルトホール大分

12月16日 （火） 13:00～18:30 12:30 ３階　大会議室

日時

調整中



ＪＲ大分シティ合同面談会参加店舗
平成26年11月20日現在

1 ART/BERG ｱｰﾄ･ﾊﾞｰｸﾞ (株)アートバーグ

2 arnold palmer timeless ｱｰﾉﾙﾄﾞﾊﾟｰﾏｰ ﾀｲﾑﾚｽ (株)レナウン

3 aquagirl ｱｸｱｶﾞｰﾙ (株)ワールドストアパートナーズ

4 ASICS WALKING ｱｼｯｸｽｳｫｰｷﾝｸﾞ アシックスジャパン(株)

5 ANOTHER SIDE SQUARE ｱﾅｻﾞｰｻｲﾄﾞｽｸｴｱ (株)ワールドストアパートナーズ

6 anateliér ｱﾅﾄﾘｴ (株)ワールドストアパートナーズ

7 ＡｎｅＭｏｎｅ ｱﾈﾓﾈ (株)サンポークリエイト

8 AYANOKOJI ｱﾔﾉｺｳｼﾞ 秀和(株)

9 ALGY ｱﾙｼﾞｰ (株)Ｆ．Ｏインターナショナル

10 Ａｎｄｅｍｉｕ ｱﾝﾃﾞﾐｭｳ (株)トリニティアーツ

11 ＡＭＰＨＩ ｱﾝﾌｨ (株)ワコール

12 WEGO ｳｨｺﾞｰ (株)ウィゴー

13 oeuf de TAMACO byポムの樹 ｳﾌ ﾃﾞ ﾀﾏｺ ﾊﾞｲﾎﾟﾑﾉｷ (株)ポムフード

14 une nana cool ｳﾝﾅﾅｸｰﾙ (株)ウンナナクール

15 Ｈ＆Ｍ ｴｲﾁｱﾝﾄﾞｴﾑ
エイチ・アンド・エム・へネス・

アンド・マウリッツジャパン(株)

16 ABC cosme store ｴｰﾋﾞｰｼｰｺｽﾒｽﾄｱ (有)ギブアンドギブ

17 EXCELLENT eyelash & nai ｴｸｾﾚﾝﾄｱｲﾗｯｼｭｱﾝﾄﾞﾈｲﾙ (有)オーシャンブルー

18 OPAQUE.CLIP ｵﾍﾟｰｸﾄﾞｯﾄｸﾘｯﾌﾟ (株)ワールドストアパートナーズ

19 カメラのキタムラ ｶﾒﾗﾉｷﾀﾑﾗ (株)キタムラ

20 広東炒麺　南国酒家 ｶﾝﾄﾝﾁｬｵﾒﾝ ﾅﾝｺﾞｸｼｭｶ (株)ぶんコーポレーション

21 KIDDYLAND ｷﾃﾞｲﾗﾝﾄﾞ (株)キディランド

22 牛たん炭焼　利久 ｷﾞｭｳﾀﾝｽﾐﾔｷ ﾘｷｭｳ (株)利久
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23 靴下屋 ｸﾂｼﾀﾔ タビオ(株)

24 こどもの森 ｺﾄﾞﾓﾉﾓﾘ 丸高衣料(株)

25 COMME CA ISM ｺﾑｻｲｽﾞﾑ (株)ファイブフォックス

26 SM2 ｻﾏﾝｻ ﾓｽﾓｽ (株)キャン

27

SamanthaVega&chouette gallery

Samantha Thavasa Petit Choice

Muller

ｻﾏﾝｻﾍﾞｶﾞｱﾝﾄﾞｼｭｴｯﾄ ｷﾞｬﾗﾘｰ

ｻﾏﾝｻﾀﾊﾞｻﾌﾟﾁﾁｮｲｽ

ﾐｭｰﾗｰ

(株)サマンサタバサ

ジャパンリミテッド

28 ｓａｌｉｒｅ ｻﾘｱ (株)レディスハトヤ

29 C smart ｼｰ ｽﾏｰﾄ (株)コスモネット

30 ＳＨＩＰＳ ｼｯﾌﾟｽ (株)シップス

31 SUIT SELECT ｽｰﾂｾﾚｸﾄ (株)フタタ

32 寿しまどか ｽｼﾏﾄﾞｶ 康正産業㈱

33 STONE　MARKET ｽﾄｰﾝﾏｰｹｯﾄ (株)ストーンマーケット

34 STRAWBERRY-FIELDS ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾌｨｰﾙｽﾞ (株)シュガー・マトリックス

35 Smith ｽﾐｽ (株)デルフォニックス

36 Three Four Time ｽﾘｰﾌｫｰﾀｲﾑ
(株)ジオンパーソナル

サポート

37 CECIL McBEE ｾｼﾙﾏｸﾋﾞｰ (株)ジャパンイマジネーション

38 Zoff Marche ｿﾞﾌﾏﾙｼｪ (株)ゾフ

39 Té chichi/Lugnoncure ﾃﾁﾁ/ﾙﾉﾝｷｭｰﾙ (株)キャン

40 31 Sons de mode ﾄﾗﾝﾃｱﾝｿﾝﾄﾞｩﾓｰﾄﾞ ヒロタ(株)

41 中川政七商店 ﾅｶｶﾞﾜﾏｻｼﾁｼｮｳﾃﾝ (株)中川政七商店

42 niko and ... ﾆｺｱﾝﾄﾞ (株)トリニティアーツ

43 PARTS　CLUB ﾊﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ (株)エンドレス

44 濱文様 ﾊﾏﾓﾝﾖｳ (株)ケイス

45 BARNYARDSTORM ﾊﾞﾝﾔｰﾄﾞｽﾄｰﾑ (株)トリニティアーツ
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46 BEAMS ﾋﾞｰﾑｽ (株)ギンガム

47
BEAUTY&YOUTH

UNITED ARROWS

ﾋﾞｭｰﾃｨｱﾝﾄﾞﾕｰｽ

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｱﾛｰｽﾞ
(株)ユナイテッドアローズ

48 POUR MONISEUR ﾌﾟｰﾙﾑｯｼｭ (株)ザ・インポート

49 festaria VOYAGE ﾌｪｽﾀﾘｱﾎﾞﾔｰｼﾞｭ (株)サダマツ

50 Franc　franc ﾌﾗﾝﾌﾗﾝ (株)バルス

51 BREEZE ﾌﾞﾘｰｽﾞ (株)Ｆ．Ｏインターナショナル

52 BAYFLOW ﾍﾞｲﾌﾛｰ (株)トリニティアーツ

53 Pokémon Store ﾎﾟｹﾓﾝｽﾄｱ (株)ポケモンセンター

54 ポンパドウル ﾎﾟﾝﾊﾟﾄﾞｳﾙ (株)横浜ポンパドウル

55 MOUSSY ﾏｳｼﾞｰ (株)レガロ

56 MAJESTIC LEGON ﾏｼﾞｪｽﾃｨｯｸﾚｺﾞﾝ (株)シティーヒル

57 MARY QUANT ﾏﾘｰｸヮﾝﾄ (株)マリークヮント　コスメチックス

58 南阿蘇ティーハウス ﾐﾅﾐｱｿﾃｨｰﾊｳｽ (株)クマモト敬和

59 mont-bell ﾓﾝﾍﾞﾙ (株)ベルカディア

60
UNITED ARROWS

 green label relaxing

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｱﾛｰｽﾞ

ｸﾞﾘｰﾝﾚｰﾍﾞﾙ ﾘﾗｸｼﾝｸﾞ
(株)ユナイテッドアローズ

61 UNIQLO ﾕﾆｸﾛ (株)ユニクロ

62 le.coeur blanc ﾙｸｰﾙﾌﾞﾗﾝ (株)シティーヒル
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