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網中グループでの一括採用となります



笑顔が、毎日、絶えない明るい職場です！



私達は、暮らしを楽しく豊かにすると共に、文化の伝承、創造をお手伝

いする、４社のグループ企業です。

本社 福岡県北九州市小倉北区東港2丁目5-1

設立 昭和33年4月1日（1958年） 資本金 3,050万円 年商 125億 従業員 101人

紙の専門商社

お客様の求めるイメージに合った「紙」を世界中から探してきます！



本社 福岡県北九州市小倉北区東港2丁目5-1

設立 昭和31年12月1日（1956年） 資本金 1,000万円 年商 18億 従業員 52人

空間創造プランナー

「環境を技術する」 人と自然を調和させ、リラックスでき、楽しく、効率よく
働けるオフィス環境を提案します



イメージ・クリエイター

本社 福岡県北九州市小倉南区上曽根新町9番11号

設立 昭和4年12月1日（1929年） 資本金 6,500万円 年商 30億 従業員 130人

頭の中に生まれたイメージ、形を、現実に創り出し具現化します



総合物流

本社 福岡県北九州市小倉北区東港2丁目5-1

設立 平成15年4月4日（2003年） 資本金 1,050万円 従業員 25人

紙が存在すれば、既製品に無い、寸法、色、種類を加工して、素早くお届けします



こんな形で、お役に立ってます (^^;



物流でも大活躍中です

段ボール箱 化粧包装紙 封筒、便せん

送り状 手提げバック 搭乗券



環境に優しく強い素材は不滅です？

プラスチックから自然に優しい「紙」への見直しが進んでいます

お菓子の箱 食品包装 おみやげ品のケース



最先端技術 ナノセルロースファイバー
木を極限まで小さくすると、あら不思議！
いろんな用途に使えるかも？ただ今、絶賛研究開発中！

自動車用部品、電子基板、潤滑材用途で研究中、カーボンファイバー、プラフィルム、溶剤に代用可能
素材が「木」なので、リサイクル、そして、自然に簡単にもどしてあげる事が可能な新素材です。



地元と全国のお客様の橋渡し
（11拠点 沖縄から北海道まで全国カバー）



Message From C.E.O

社長室101 インタビュー 動画

5本の動画があります。是非、ご覧ください。

http://www.cowtv.jp/channel/boss/410aminaka/


株式会社 網中 商流

仕入れ先 商社 お客様

倉庫 配送

製紙メーカー

国内

・王子製紙

・日本製紙

海外

・SCA(スウェーデン)

・ブルゴ(イタリア)

株式会社網中

紙を必要とする

企業・団体

・紙製品メーカー

・官公庁

・学校



みなさんにはこんな仕事をしていただきます

色、原料、質、サイズ、用途など、お客様の紙に関するどんな要望にでもお応えしお届けしていく仕事です！

仕入先と密接なコミュニケーションを図り製品情報や専門的な知識の蓄積に努めながら、お客様の求める
ニーズを先読みし、的確なアドバイスを提供できる“紙のプロフェッショナル”としての活躍を期待します。

営業職 事務職総合 事務職一般

・印刷会社へのルート営業
・大小さまざまなユーザーフォロー
・多種多様な要求への商品案内
・本社 各支店
・車、電車、バス
・支店によっては出張多い

・電話注文対応 （業務部）
・メーカーへの発注業務
・在庫管理
・本社 各支店
・配送手配
・売上管理、仕入管理

・組織運営 （経理・総務部）
・売上金回収、支払金管理
・人事、車両管理
・本社



営業職



営業 内山田君の1日

8:20 

9：00

9：15

10：00

10：30

11：30

朝礼
予定確認

積込出発
営業車

末松印刷
社長面会 ゴルフ話

アート福岡
資材部 納品

集英社印刷
営業 紙調べ

帰社
午後予定確認
食堂で昼食

13：30 

15：15

13：00 出発

パール印刷
生産管理部
クレーム対応
印刷状況確認

昭和倉庫
特殊紙引取

16：00 帰社
クレーム報告書作成
上司報告
提出

18：30 退社



事務職総合 （業務部）

事務職一般 （経理部）



グループが求める人物像・選考基準

• 元気よく挨拶できる人 （職場が明るくなる。得意先も元気に）

• 人の話を良く聞ける人 （お客様の事を考える、求める物を知る）

• 誠実な人 （長い信頼関係）

• 楽観的な人 （思い悩まない、プラス思考）

• 好奇心旺盛な人 （新しい視点で開拓、出張、転勤を楽しむ）

• 簡単にあきらめない人 （チャンスは何時か巡ってくる）

コミュニケーション能力があり、協調性のある方。失敗を恐れず、前向きな考えができる方、
沈着冷静で集中力が有る方・・・・・・当社は人物重視です。



採用データー （グループ会社共通）

• 初任給 大卒 総合職 220,000円
短大・専門卒 総合職 200,000円
大卒 一般職 185,000円
短大・専門卒 一般職 175,000円
*諸手当除く （住宅補助、帰省手当等）

・昇給 年1回（4月）

・賞与 年2回（7月・12月）



• 休日休暇

年間休日 120日（2020年予定）

完全週休2日
有給休暇（時季指定5日）・年末年始休暇

・福利厚生

各種社会保険

北九州市奨学金返還支援登録企業

社内旅行 （海外 2019年イタリア 8月・9月実施）

・勤務地

本社・各支店 （グループ会社へ共通）

・勤務時間 8：30～17：30 （昼休み60分）



過去5年の採用実績校

北九州市立 下関市立 西南女学院 福岡大 久留米大 九産大 その他

R02年入社 2 1 2

H31年入社 2 1

H30年入社 3 1

H29年入社 2 1 1 2 1

H28年入社 3 1 1 1 1 1

合計 10 3 2 6 3 0 3



会社説明会実施に関して
①大会議室にて小人数で行います。

②入退室時にアルコール除菌を願います。

③説明はマスク着用で行います。

④出来るだけ、マスク着用でご来社下さい。

マイカーでのご来社も可能です。



採用スケジュール
• 3月 会社説明会 1回 2回 （リクナビよりエントリー下さい）

願書受付1・2期 OPEN ES 提出 希望職種記入

書類選考 合格者 1次面接へ （北九州市 本社）

・4月 会社説明会 3回 4回 （リクナビよりエントリー下さい）

願書受付3・4期 OPEN ES 提出 希望職種記入

書類選考 合格者 1次面接へ （北九州市 本社）

2次面接 1次面接合格者のみ （北九州本社にて予定） 4月～予定

提出物 履歴書（写真付き）・卒業見込書・健康診断書

ウイルス感染拡大状況により、スケジュールは変更となる可能性もございます。
弊社ＨＰ，リクナビＨＰを都度確認お願いします。



問合せ先

• 株式会社 網 中 総務部

住所 〒803-0802
福岡県北九州市小倉北区東港2丁目5-1

担当 三浦 s.miura@aminaka-group.co.jp

TEL 093-561-9941 FAX 093-561-2718

倉原 k.kurahara@aminaka-group.co.jp
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