
私たちと一緒に

感動を創りませんか!!



経営理念
私たちの仕事、それはお客様、

働く仲間に感動を創ることです。

三つの誓い
一つ、私たちはお客様と楽しさの共有に

感動します。

一つ、私たちは全社員と仕事の完成に

感動します。

一つ、私たちは人生の出会いに

感動します。

ドラゴンキューブの価値観
人の歓びを自分の歓びとし、

人の悲しみを自分の悲しみとする。

親がいたればこそ自分がある

（親孝行の実践）

お客様がいたればこそ報酬がある

（お役立ちの実践）



大 募 集 !!
■雇用形態 業務委託

■職 種 加工スタッフ（委託契約）

■業務内容 売場メンテナンス・商品加工・品出し等の軽作業

■資 格 週3日以上/1日4時間以上働ける方

■給 与 時間当たりの出来高制による工賃制

■時 間 休みのとり方は自由

■雇用形態 パート

■職 種 店舗スタッフ

■業務内容 接客及び部門担当業務などの店内業務全般

■資 格 年齢不問・学歴不問

■給 与 青森地域 800円（深夜22：00以降1,000円）

盛 岡 店 830円（深夜22：00以降1,063円）

七重浜店 840円（深夜22：00以降1,050円）

昇給有り

研修期間有り

交通費支給制度有り

■時 間 シフト制 時間、曜日は応相談

（1日4～6時間の勤務可能な方）

■雇用形態 契約社員（正社員途用制度有り）
■職 種 店舗運営スタッフ

■業務内容 接客及び店舗運営などの店内業務全般

■資 格 年齢不問・学歴不問

■給 与 基本給16万6000円～昇給有り

夏季・年末賞与有り

研修期間有り

交通費支給制度有り

社員旅行、社員研修制度有り

■時 間 シフト制

（実労働7.5時間）

給与から天引きして積立貯金も出来ます!!



～Work scene of the day～
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前職では、接客・販売をしていました。その店舗が閉

店するタイミングで転職を決め、求人雑誌で萬屋の情

報を見た事が働くキッカケです。昔から、中古屋を利

用することが多く萬屋もよく来ていて、単純に面白そ

う、楽しそうと思いました。働き始めて、前職と比べ

て圧倒的に扱う物が多く、また商品加工など幅広い仕

事内容に驚きました。でも、今でも楽しい面白いとい
う印象は変わりません!!おもちゃ担当としては現在、POPを作ったり、商品陳列

を変えながらショーケース作りをしています。これから覚えるべき事や、専門的

なこともありますが頼られる一員となるよう頑張ります!!(盛岡店 及川さん)

前職との違いに驚きました。

身近に感じるＣＤ/ＤＶＤでも、入社していざ担当に

なっても、売り場作りってどうやってするの？何をし

たらいいの？と不安でした。そんな中でも、手に取っ

てくださるお客様の笑顔を想像したら、不安よりも楽

しみやワクワク感の方が強くなりました。今では、季

節に合わせたコーナー作りや、商品の見出し作り、作

品の魅力を伝えるＰＯＰ書きなど仕事一

つ一つや、その先のお客様の笑顔がすごく楽しみです。手元に残したい１枚があ

る！をモットーに毎日楽しくお仕事しています！(七重浜店 種谷さん)

お客様の笑顔がすごく楽しみです。



大好きで毎日やっているゲームを仕事にするのはすご

く楽しいです！最初は趣味を仕事にするのはあまりよ

く思ってなかったのですが、自分がこれまでやってき

たゲーム、今やっているゲーム、次やりたいゲーム…

日々思っている,このゲーム最高に面白い！という気

持ちを仕事という場で発信できることに喜びを感じて

います。僕は小さいころから中古屋さんでゲームを

買っていたのですが、あのわくわく感を自分が演出で

きるとは思っていませんでした笑
ゲームもDLする時代が来ていますが、実機でプレイするレトロゲームの良さを

伝えたいです！(城東店 山口さん)

あのわくわくを自分が演出できるとは…

元々音楽が好きで、ロック・メタル・クラシック等

ジャンル関係なく聴いていました。そこから

YOUTUBEやニコニコ動画の演奏動画を見ている内

に、ギター、ベースはもちろん、ピアノ・ヴァイオ

リンの良さに惹き込まれていきました。ほぼゼロの

知識からのスタートでしたが『好きなもの』という

事で、学ぶ事が楽しく、お客様との会話もとても良

い勉強になっています。(八戸店 檜山さん)

ほぼゼロの知識からのスタートでした。

トレカ部門では、デュエルマスターズや遊戯王、ド

ラゴンボールヒーローズなどのカードを取り扱って

います。主な業務内容は、買取したカードの商品化

や売り場づくり、日々目まぐるしく変化するカード

の相場にあわせた買取・販売価格の調整など様々で

す。カードゲームをやっている・やっていた人はも

ちろん、カードゲームに触れたことのない人でもや

りがいの見つけられる部門です。かく言う私もカー

ドゲームに興味がなかったのですが、今ではやりが
いを見つけ毎日楽しく仕事しています！！(大清水店本庄さん)

カードに触れたことがない人でも、



釣りの部門は全くの無知でのスタートでした。少しず

つ知識を付け、試行錯誤しながら1年が過ぎました。最

初は接客することが不安でいっぱいでしたが、先輩方

の支えがあり、いろいろなことを教えていただき、成

長していくことができました。今では御客様と楽しく

お話ができるまでになり、仕事面でも毎日楽しく仕事

に打ち込めています。(青森東店 三上さん)

先輩方の支えがあり成長できました。

ドメ・ルード・バイカーを担当している私ですが、全

然ブランドとか興味ありません笑もともと古着は好き

だったので次第にブランドも覚え、最近やっと担当者

らしくなったかな？と思います。前の担当者から売れ

筋や人気商品、集めておくと良い商品などの話をしな

がら仕事に打ち込んでいます。困ったときは上司や統

括に相談して一緒に解決します。とても楽しい職場で

す！(リユース倉庫 安田さん)

困ったときは上司と一緒に解決します。

未来という言葉を耳にすると皆さんは何を想像します

か？皆さんはきっと、SF映画のような世界を想像する

はずです。僕は未来と言う言葉を聞くと何故かワクワク

します。30年前、学生の時に先生が、既に薄型テレビ

が出来ているんだ！と言っていました。当時はブラウン

管と言って真空管内に電子ビームを発射して後ろから投

影する装置でしたから、そんなSF映画に出てくるよう

なテレビなんてあり得ない！と思っていました

が、95年に普及型のプラズマテレビや液晶テレビが発売されました。03年にはデ

ジタル技術の発達で所謂デジタル時代がやって来たのです。先生が言っていたの

はこの事だったんだと思い、当時の未来の製品の開発に驚きました。今開発して

いる電化製品は10年後に発売されるかもしれません。そんな近未来を感じたいあ

なた！沢山の未来に一緒にワクワクしませんか？(月が丘店 畠山さん）

未来に一緒にワクワクしませんか？



昔から漫画や本を読む習慣がなく、コミック部門に就

いた際は不安な気持ちでいっぱいでした。しかし、仕

事を熟して行く中で、たくさんの作品を知り、お客様

やスタッフ間での会話も増え、今では自分のオススメ

作品までできるくらい楽しんで仕事ができています。

プライベートでも本屋に行くようになり、結構な金額

を使ってし待っています。近いうちに部屋に本棚を準

備しなければと考え中。皆さんのオススメがあれば是非教えていただきたいです。

(浜舘店 後藤さん)

部屋に本棚を準備しようと考え中。

私がトレジャー担当になったのは、店長からの一声で

した。「トレジャーやってみない？」その当時、私は

ゲーム好きが高じたきっかけでゲーム担当だったので

すが、この一言に縁を感じ、店長からのお誘いを承諾

して今に至ります（笑）最初は覚える事だらけで大変

でしたが、この仕事をしていくうちにゲーム設定を考

えたり楽しさや達成感を感じるようになり、更に仕事

が楽しくなりました！この仕事で一番の幸せは自分が

作った台を遊んで楽しんでいってくれるお客様を見ることです！このご縁に感

謝！(三沢店 右近さん)

店長からの一言に縁を感じました(笑)

いかがだったでしょうか？

萬屋には部門担当以外にも仕事がいっぱい♪次ページで詳しく紹介いたします♪

生粋のインドア派の私がスポーツ担当になりました。

思えば家族はアウトドア派で、釣りバカの父や山男の

祖父、公園に行ったら帰らない息子達。彼らの影響に

よりインドア派なのに休日は結構外にいます。少しで

も快適に過ごしたい私は、可愛いアウトドア用品を探

し求めてガレージに溢れています。それ故、スポーツ

担当に就いた事は必然なのでしょう。キレイにした商

品達が巣立っていく喜びを実感しています。インドア

派もワクワクする売場を作る為に日々奮闘中です。(浜舘店 田中さん)

生粋のインドア派の私が・・・
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萬屋・リユース倉庫では人材育成に力を入れています。各店舗での新

人教育では一人で正確にレジ打ち・買取査定ができるまでとことん

サポートいたします。もちろん担当部門も基礎から学べます！商品の

加工・陳列方法、POPの描き方、価格の設定など、覚える事はたくさん

ありますが、仕事（商品）が好きであればある程、どんどん覚えて知り

たくなる魔性の仕事です。この会社で働いている人は、だいたい『楽

しさ』に憑りつかれています。

青森市にある本社に集合し、違う店舗の仲間と学ぶ社内研修も充実。

次期リーダーを育てる「リーダー・統括研修」、店長候補・経営幹部を

育成する「幹部研修」、各店店長が集う「経営会議」など内容の異な

る研修をさまざま行っています。 研修を通し、違う店舗のスタッフ

と話しをする事で、新たな発見があったり、仕事の悩みを解決するヒ

ントを見つけられたりと、コミュニケーションを広げる事でチャンスが

たくさんあります。それぞれ違う役職での研修ですが、共通している

事は、『心を育てる・考え方を育てる』ことです。こちらに重きを置くこ

とで、人生の中で最も大きなウエイトを占める「仕事」において、

充実感・達成感を味わえる環境をスタッフひとりひとりが

作りあげる事ができる職場風土となっています。



第１回 ２０１５年度 三沢市・星野リゾート青森屋

第2回 ２０１６年度 盛岡方面 つなぎ温泉ホテル紫苑、小岩井農場

第３回 ２０１７年度 函館方面 ラビスタ函館ベイ、夜景見学

第４回 ２０１８年度 弘前市 いわき荘・岩木山登山

第５回 ２０１９年度 十和田湖 ホテル十和田荘



私がこの会社に入社したのは8年前、20歳の時でした。

最初はアルバイトでしたが、途中で契約社員になった後、

妊娠したことを機に内勤さんとして4ヶ月間、勤務を続

け、その後退職。更にその2年後、今の店長に声をかけ

られたことをきっかけに、レジパートとして再入社した

のですが、2ヶ月後には契約社員、更にその1年半後には

正社員に登用していただき、今も尚、日々の家事・育児

に、仕事にと毎日奔走しています。恐らく、この会社で

誰よりも波乱万丈な社会人生活を送っている私ではあり

ますが、女性であっても、母であっても、平等に評価し

活躍できる場を与えてくれるこの会社に本当に感謝して

います。

これからは、働くお母さん代表として子育て中の女性

も働きやすい社風作りのための一翼を担っていきたいと

思っています！

＃私の入社ストーリー！

＃萬屋 七重浜店 勤務

明田 弥生さん

＃2011年入社



私は当時大学３年生で、服とスニーカーが好きで、

そこに携われるアルバイトはないかなとバイト先を探

していたところ、採用になりました。レジパートから

始まり、当時、八戸店では学生パートに部門担当はつ

けていなかったのですが、絶対俺が八戸店で一番最初

に学生パートで部門についてやる！ということを店長

や周りの人に言い続け、なんとそのことが現実になり

ました！とにかく、何に対しても今まで誰もやったこ

とがないことをするのが好きなんです。担当について

からは、毎日が勉強で、自分が知らないブランドやア

イテムが自分の知識として蓄積されていくのがすごく

新鮮で楽しい毎日でした。今も毎日勉強、日々進化中

です。大学を卒業するタイミングで就職のことを考え

たときに、毎日好きなものに囲まれて、好きな仕事が

できるって素敵だなと思い、そのまま残ることを決め、

卒業と同時に契約社員になり、今に至ります。

自分のやりたいこと、好きなことが仕事になるんで

す。そんな会社って素敵じゃないですか？

＃萬屋 八戸店 勤務

阿部 健志朗さん

＃2015年入社



＃萬屋 盛岡店 勤務
木村 等さん

私（母）が最初、萬屋盛岡店にパートとして働きまし

た。その当時は24時間営業で、早番・遅番・深夜番とか

なりの人数がいました。刺激的な方々が多く、このス

タッフの一員となった時はすごくワクワクし、家族との

会話に仕事の話が出来たのが嬉しかったと覚えています。

3年前、次女が盛岡店に就職しました。以前の職場にな

い「常に変化がある」ところが気になったそうです。次

女本人を判断して欲しかったので、上司には娘とは言っ

ていませんでした。

私たち二人の話が主人には魅力的に思えたらしく、と

うとう2年前に主人も萬屋盛岡店に就職しました。ただ、

サービス業が初めてだったのでかなり大変だったみたい

です。

お客様・レジ業務・商品・スタッフ・大変だったこ

と・嬉しかったこと・アイディア、休みが合った夜は長

い時間家族での会話がはずみます！

＃2017年入社

＃2012年入社

＃2016年入社
木村 光子さん
木村 千華さん



私は現在、七重浜店で家電製品

の修理や商品加工の仕事をして

います。現在６９歳で勤続２年目

に突入したところです。入社した

のは家内と萬屋に買い物をしに

来た時、家内が店内で商品加工

スタッフ募集の求人広告を見つけ

たことがきっかけでした。

はじめは、孫のような年齢の人達

が多い会社でやっていけるのだろ

うか、といった心配や不安もありま

したが店長をはじめ、皆さんとても暖かく迎え入れてくれました。

この会社での仕事は前職とは、まったく違った業種ではあります

が自分で修理や清掃などをして本来処分される筈だった商品

に付加価値をつけたり、本当に多くの商品に触れることが出来

るので日々やり甲斐を持って仕事しています。私と同じように定

年退職された方にも、まだまだ現役で活躍できる仕事がこの会

社にはたくさんありますよ。

家電担当 店内内勤

福士 和典 さん

七重浜店



したが店長をはじめ、皆さんとても暖かく迎え入れてくれました。

この会社での仕事は前職とは、まったく違った業種ではあります

が自分で修理や清掃などをして本来処分される筈だった商品

に付加価値をつけたり、本当に多くの商品に触れることが出来

年退職された方にも、まだまだ現役で活躍できる仕事がこの会

私がこの会社に入社したきっかけは、

求人を見て自分に働く楽しさを教えて

くれる会社ではないかと思い面接に

来ました。そのご縁もあり、今の自分

がこの会社で働いています。

初めの頃は、右も左も分からずいつも

叱られてばかりの毎日、仕事も思って

いたよりも大変でケガも尽きない日々

を過ごしていました。普段の私は、什器

というお店の棚などを2×4という木材

などを使い組み立てていく仕事です。

什器を設置する時は、営業中の店内

で行いますので来店中のお客様の迷惑にならないように仕事を進めなけ

ればなりません。そのため、自分自身緊張感を持って気を張って仕事をし

ています。私は大工の仕事を胸を張って行っている、夢も見たりしています

（笑）仕事とは何だろうと、私自身考えて1日を過ごしていました。こんな長

い時間を「働く」という言葉で例えますと、努力・熱意・根性それが仕事だ

と思います。毎日の仕事が映画のの一コマに思うかもしれませんが、それ

は仕事ではありません。私の仕事とは、失敗を繰り返しそんな中で１つの

作品が出来上がります。その真の作品は何にもかえがたい作品だと感じま

す。この仕事を初めて、８年が過ぎますが一つの什器で仲間たちと笑いあ

えることが仕事の一番の喜びです！！

大工担当

小笠原 秀樹 さん

盛岡店
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↑HPはこちら！↑


