
GUIDE LINE
当社のご案内

未来につなぐ美味しさと笑顔と喜びを。



美味しさ

私たちは 3つの笑顔をお届けします。

ただただ「美味しい！」と言っ
ていただくために、一貫性の
ある管理のもと、プロフェッ
ショナルの研修を受け、素材
にもこだわりがあることが秘
訣です。

笑顔の時間
お客様が喜んでお腹を満たし
て笑顔になっていただける瞬
間が一番嬉しい。笑顔が広が
り、お客様に喜んでいただく
時間のお手伝いが私たちの喜
びです。

地域との絆
利用者様、お客様の「ありが
とう」が私たちの働く原動力
です。私たちにしかできない
「役割」が少しでも身近に感
じていただけるよう運営して
います。



社長よりごあいさつ

代表取締役　堀江 宏一

「感謝の心で生きる」

有限会社堀江商店は、創業者堀江吉雄が 1971 年 ( 昭和 46 
年 ) に創業した菓子製造の会社がその源流です。その菓子作
りへの込めた心を受け継 ぎ、8 番らーめんフランチャイズ事
業を 1981 年 ( 昭和 56 年 ) の花堂店をスタートさせて現在
に至っております。  その創業時から「食」に関わる思いとお
客様 へのおもてなしの心を実践するために、「感謝の心で生
きる」( 感謝をどのような行動で表すか ) を社訓とし、企業
理念として社会的良識人 ( 信頼されるに値する人材となる )、
食の安心安全 ( 食に携わるものの責任を果たす ) を掲げ、創
業当時からの心を今後も受け継いで参ります。

感謝の心で、お客様に末永く
愛される企業を目指して。

社　訓

企業理念

沿　革

我々は「社会的良識人 」として、「食の安心・安全」を担保した商品を、笑顔とともに地域社会にお届
けすることを使命とする。

昭和 46（1971）年 
昭和 56（1981）年 
平成  9（1997）年 
平成 18（2006）年 
平成 20（2008）年  
平成 22（2010）年 
平成 26（2014）年 
平成 31（2019）年 
令和元（2019）年

 8 月30日
 5 月27日
 4 月18日
 10 月21日
  5 月21日
  3 月21日
 10 月 ４ 日
  3 月29日
 7 月 19日

有限会社堀江商店設立
8番らーめん花堂店　開店
8番らーめん若杉店営業　開始
8番らーめん清水町店営業　開始（平成 26 年10 月　閉店 )
8 番らーめん福井駅店営業　開始
8番らーめん春江店　開店
8番らーめん花堂店　移転 [福井県初ドライブスルー店舗］
宅配クック 123坂井あわら店　開店
かつや福井運動公園前店　開店

「 社会的良識人 」
自分の役割と言動に責任をとる。
時間・指示・ルールを守る。
整理整頓ができる。
お金の管理が正確である。
報告・連絡・相談が徹底できる。

「食の安心・安全」
衛生的環境での調理。
健康、清潔な身体での調理。
安全で新鮮な素材を使った調理。
正しいマニュアルに従った調理。
心のこもった調理。



堀江商店について

会社概要

店　舗
8番らーめん

かつや 宅配クック123

有限会社 堀江商店

〒918-8024 福井市舞屋町 15-3

https://horie-s.jp/

TEL.0776-35-8885

1971年 8月30日

代表取締役社長　　堀江　宏一

社　　名

所 在 地

U R L

電話番号

設　　立

代 表 者

8番らーめん花堂店
1981 年 5 月 27日　開店
〒918-8024　福井県福井市舞屋町 15-3  
TEL.0776-35-3425
11：00 ～ 24：30（LO. 24：00）

8番らーめん若杉店
1997 年 4 月 18日　開店
〒918-8055　福井県福井市若杉 4-201
TEL.0776 -36-161
11：00 ～ 22：00（LO. 21：30）

かつや　福井運動公園前店
2019 年 7 月 19日　開店
〒918-8054　福井県福井市加茂河原町 31-1
TEL.0776-63-6528
11：00 ～ 24：00（LO. 23：30）

宅配クック１２３　坂井あわら店
2019 年 3 月 29日　開店
〒918-0521 福井県坂井市坂井町下新庄 3-85
TEL.0776-89-1448
８：00 ～ 18：00

 8 番らーめん福井駅店
2008 年 5 月 21日　開店
〒910-0006 福井県福井市中央1-1-25プリズム内
TEL.0776 -22-5008
11：00 ～ 22：00（LO. 21：30）

大名町
交差点

福井中央
郵便局

プリズム福井1Ｆ
８番らーめん
福井駅店

西武
福井店

8番らーめん春江店
2010 年 3 月 21日　開店
〒910-0121　福井県福井市定正町 1219 -2 
TEL.0776-56-3788
11：00 ～ 24：00（LO. 23：30）
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募集要項

1981 年花堂店の開業以来、私たち堀江商店グループは、「一 杯の野菜
らーめん」に心を込めて「地域 のお客様に愛される」存在でありたい
と願い、日々営業してまいりました。 今後もさらに「感謝の心」で地域 
のお客様に喜んでいただける企業であり続けます。

地域のお客様に喜んでいただくために

笑顔を美味しさにする仕事。

内容
①ホールスタッフ
②調理補助
③高齢者向け宅配弁当スタッフ

資格

２２時以降は１８歳～
未経験者、学生、主婦（夫）、フリーター、
Wワーク大歓迎！！
③自動車運転免許（AT限定可）

就業時間

＜新卒・高卒正社員＞
①②9：00～25：00
上記時間内で 8時間
③9：00～18：00
＜パート・アルバイト＞
①②9：00～25：00
上記時間内で 3時間
③8：00～12：00、13：00～18：00

給与

待遇

＜新卒・高卒正社員＞
初任給 165,000 円～
＜パート・アルバイト＞
店舗ごとに決定

食事補助、深夜手当、交通費支給、社会保険完備、社員登用制度有り

応募

電話連絡の上、履歴書（写真貼付）を下記まで持参してください。
有限会社 堀江商店 / 〒918-8024 福井市舞屋町 15-3
TEL.0776-35-8885（担当：採用係）/ 受付時間：9 ～ 17 時
☆中途採用も随時受け付けています。

勤務地

　　

　

8 番らーめん花堂店 …… 福井県福井市舞屋町 15-3
　　　8 番らーめん若杉店 …… 福井県福井市若杉 4-201
①②　8 番らーめん福井駅店 … 福井県福井市中央1-1-25 プリズム福井内
　　　8 番らーめん春江店 …… 福井県福井市定正町 1219-2
　　　かつや福井運動公園前店 …… 福井県福井市加茂河原町 31-1

③宅配クック 123坂井あわら店　福井県坂井市坂井町下新庄 3-85
※店舗情報の詳細は 店舗情報をご覧ください。



これから有限会社堀江商店に応募するか
迷っている方へのアドバイス

人生や仕事の先輩がたくさんいるので、人間的にも社会的
にも成長できる会社だと思います。一緒に色々なことを学
びましょう。

有限会社堀江商店で仕事をしている正社員お二人に、 
飲食業の仕事を始めたいきさつや、有限会社堀江商店
でどのように働いているかを聞いてみました。

先輩の声

8 番らーめん花堂店
スタッフ
藤川さん

スタッフの仲の良い雰囲気は、
お客様にも自然と
伝わっていると思います。

飲食業の仕事をしようと考えた経緯

Q&A

今の仕事内容・研修

お客様に対し、何ができるかを常に考え、堀江商店の社員
としてふさわしい行動ができるようになりたいと思います。

将来の夢、お客様への思い

キッチンでの調理
会計
洗い場
開店前の店内外の掃除
終了時日報報告
入社後マイスター制度を受講

Q. いつ、飲食業の仕事をしようと思いましたか ?
就職しようと仕事を探しているときに、当時堀江商店で働い
ていた母親に勧められ、働いてみようと思いました。

Q. 有限会社堀江商店の求人に応募することを決めた理由
A. 以前お客さんとして食事に行ったときに、お店の雰囲気が
とてもよかったので、ここでなら楽しく働くことができそう
だと思い、入社を決めました。

Q. 有限会社堀江商店でどのような仕事をしているか。
A. 現在、8 番らーめんで主に調理を担当しています。ハチバ
ン本部で開催されている野菜らーめんの調理コンテストで昨
年全国３位になりましたが、優勝できなかったことが本当に
悔しくて、これからもっとおいしいらーめんを作っていける
よう、毎日がんばっています。

Q. 有限会社堀江商店のいい所
A. 1 人 1 人のスタッフの仲の良いところです。その雰囲気は、以前自分が感じたように、お客様にも自然と伝わってい
ると思います。



かつや
福井運動公園前店
スタッフ
山口さん

入社してから産休・育休を取得し
子ども3人のお母ちゃんです。
最初はパートでしたが、今は管理職です。

飲食業の仕事をしようと考えた経緯

Q&A

これから有限会社堀江商店に応募するか
迷っている方へのアドバイス

迷っているのでしたら、まずは店舗へ足を運んでみてく
ださい。私の働いているかつやをはじめ、8番らーめん・
宅配クック１２３の仲間の働く姿を１度見てもらいたい
なと思います。

現在は係長職をさせて頂いておりますが、さらに上の管
理職を目指して勉強中です！！家族も働くお母ちゃんを
応援してくれています。お客様には満足して笑顔で帰っ
て頂けるよう、キャストさん達と日々頑張っています！！

将来の夢、お客様への思い

今の仕事内容・研修
ホールでの接客
キッチンでの調理
会計
皿洗い
開店前の店内外のお掃除
終了時日報報告

Q. いつ、飲食業の仕事をしようと思いましたか ?
学生の頃、友人に誘われて飲食店でアルバイトをしていました。
その時に接客業の楽しさを知り、次にお仕事するのも飲食
店での接客が良いなと思っていました。

Q. 有限会社堀江商店の求人に応募することを決めた理由
A. 出身地が愛知県で、福井に引っ越してきましたので、当
初は堀江商店という名前も知りませんでした。しかし、福
井に来てから食べた８番らーめんの印象が非常に強く残っ
ており、求人誌で８番らーめんを見つけた時には迷わず応
募をしました。

Q. 有限会社堀江商店でどのような仕事をしているか。
A. 現在は正社員としてかつや福井運動公園前店で係長職を
させて頂いております。

Q. 有限会社堀江商店のいい所
A. 私は堀江商店に入社してから、結婚・出産をしました。
現在は 3 人の子供がいますが、全て育児休暇を取得させて
頂きました。産休や育休が取得しやすい環境で、とても助
かりました。復職後も勤務時間等の相談に乗ってもらい、
安心して子育てをしながら働くことが出来ました。現在は
管理職をさせてもらっていますが、入社時はパートでした。
頑張ればステップアップも可能です。



「食」を伝える。
まごころを伝える。EVENT

イベント

地域に根づいた存在であるために、私たちは、研修や食
育イベント、全国接客大会などに参加しています。こう
いった取り組みが、自分の仕事のやりがいやモチベー
ションに繋がります。若い人が多い職場です。ぜひ私た
ちと一緒に働きましょう。

　　８番らーめん加盟店行事
　（接客部門・調理部門）
地区予選会・全国大会

　　　食育子育て応援事業
　[親子でらーめん作り・
越のルビー収穫体験］

社内接客コンテスト

堀江商店社員大会


