
ブースNo.１～２４＝１階、No.２５～１１０＝２階

◆企業名（５０音順） 頁 ブースNo． ◆企業名（５０音順） 頁 ブースNo．

ICDAグループ ㈱甲羅(甲羅本店・赤から)
東証名証二部上場の自動車ディーラー 「飲食業は“感動業”」お客様に感動を届ける仕事です

あいネットグループ(㈱スギヤマ・コーポレーション) 生活協同組合コープみえ
お客様からの「ありがとう」が一番のやりがいです。 つながりあう安心、笑顔が輝く くらし

㈱青山製作所 ㈱サイネックス
ものづくりに興味のある方、私たちと一緒に働きましょう! 地方創生の一翼を担う「社会貢献型企業」

㈱アクアプランネット ㈱佐野テック
「よりよく生きる」ことをサポートする総合企業です。 有給休暇の取得率が非常に高い会社です

朝明精工㈱ 三岐鉄道㈱
専用FA機械を世界の工場に供給する技術集団 地域とともに歩む

朝日ガスエナジー㈱ 三交不動産㈱
エネルギーと住まいの朝日ガスエナジー 三重交通グループの中で、不動産・建設部門を担当しています!

㈱東産業 三昌物産㈱
見えない、だから、こだわる 食の総合カンパニー

アップルインターナショナル㈱ ㈱三水フーズ
FORWARD THE FUTURE 設立40年の安定した食品メーカーです。

アップルオートネットワーク㈱ ㈱シリックス
アップルで本気の営業をしませんか!! ものづくり現場を技術で貢献、エンジニア集団です。

あづまフーズ㈱ 杉栄開発 ㈱
新しい食文化を世界に発信しています。 地元者多数就職。定時が早く、ゆとり時間が生かせます

伊勢湾倉庫㈱ ㈱伸和
次代の総合物流システムの構築を目指します。 業界No.1グループのオートバックス店舗運営会社です

伊勢湾マリン開発㈱ ㈱シー・ティー・ワイ
地域に根差した一生涯の健康づくりをサポートします! 4K放送など最新技術に対応!

㈱一号舘 (社福) 慈恵会
「一号舘が近くにあって良かった!」がモットーです 無資格・他学科でも大歓迎!

伊藤製油㈱ ㈱スズキ自販三重
「ひまし油」の専業メーカーです。設立は昭和21年。 ワゴンR・ラパン・ハスラーでおなじみのスズキです。

㈱ 上田新工業 (社福) 洗心福祉会
生活に欠かせないインフラを支える地元企業です! 設立41年。福祉をキーワードに変革を起こす!

㈱ 魚国総本社 三重支社 セントランス㈱
創業100周年を迎えた地元密着の安定企業 創業50周年。技術者集団の会社です!!

㈱MIEテクノ 全国共済農業協同組合連合会 三重県本部

ステンレス製管継手の総合メーカー
「すべては組合員・利用者のため」と、誇りを持って語れる仕事で
す。

岡田工業㈱ ㈱竹屋
すべての工事が自慢の作品 70年近い歴史を持つ老舗食品企業。

オカダコーポレーション㈱ 谷口石油精製㈱
チャンスに溢れた会社です! 将来の幹部候補生を募集しています。

カネソウ㈱ ㈱ ダイレクトカーズ
歴史ある真面目で明るい職場環境です。 社長がとにかくアツイ!!

釜屋㈱ 税理士法人 中央総研
創業1721年地域に根ざした専門商社 明るい雰囲気の中で仕事をしています。

㈱ 川スミ 中部資材㈱
三重県では20店舗運営中 私の技術で「港」を止めない

河村産業㈱ 中部システム・エンジニアリング㈱
高機能精密・電気電子材のトップメーカー! システムエンジニア募集! #個別の新人研修 #文理不問 #転勤なし

北伊勢上野信用金庫 ㈱賃貸メイト
地域金融のプロフェッショナルです 賃貸仲介は、人と人を結びつけ地域に貢献する仕事です

㈱ 北村組 ㈱東洋
良い会社プロジェクト推進中であります。 お客様の衛生的環境の実現に貢献いたします

㈱共栄商会 東洋電機㈱
生き生きと働ける会社を目指しています 創立60年を越え、更なる発展を目指します

㈱ 金星堂 ㈱トピア
看板製作 広告宣伝 「試作」のリーディングカンパニー

桑名三重信用金庫 トヨタカローラ三重 ㈱
「地元とともに…」桑名三重信用金庫はお客さまとともに歩むコミュニティ
バンクです

「和と真心」を社是に地域に密着した営業を展開
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◆企業名（５０音順） 頁 ブースNo． ◆企業名（５０音順） 頁 ブースNo．

トヨタホーム三重㈱ ㈱マルトアステム
TOYOTAの物づくりのDNAを継承 『明日の住まいのシステムづくりに貢献する』

トレジャーホーム㈱ (学)みえ大橋学園
風通し良く和やかな職場です。 創立70周年。地域貢献を目指す総合教育機関です。

㈱中村組 ㈱三重銀行
限りなき未来へ躍進する。 みなさんの銀行のイメージが変わります!!

長島観光開発㈱ 三重コンドー㈱
「いっぱいの楽しさを、いっぱいの人たちに」 プレス・溶接・曲げを得意とする自動車部品メーカー

生川建設㈱ 三重精機㈱
創業大正12年!信頼と実績の100年企業です。 三重精機株式会社 More Innovative Elements

日産プリンス三重販売㈱ 三重石商事㈱
日産自動車100%出資のメーカー直営販売会社です 暮らしと産業を支える総合エネルギー商社です

㈱日商 三重トヨペット㈱
あなたの夢で日商はもっと輝く! 【トヨタ系ディーラー】充実した評価・教育制度、地域社会貢献活動

日進ガルバ工業㈱ 三重日産自動車㈱
鉄をサビから守る最良の方法、溶融亜鉛鍍金(JIS認証工場) “ジモト”で永く活躍できる、歴史のある会社です。

㈱日本陸送 ㈱三重日立
活躍の場が、多くあるのが強みです。 お客様に真心をこめて感謝と提案を届けます

日本オフィス・オートメーション㈱ 三重日野自動車㈱
IT興味のある方、ご応募お待ちしています。 トントントントンヒノノニトンのCMが人気です

日本空調サービス㈱ 三重支店 ㈱三重平安閣
きれいにしよう日本の空を ここがポイント!ズバリ「研修プログラム」です。

日本トランスシティ㈱ 三重三菱自動車販売㈱
モノ、ヒト、世界をつなぐ 三重県下唯一の三菱自動車ディーラーです。

ネッツトヨタノヴェル三重㈱ 三重リコピー㈱
社員研修が充実しています。 三重県で働く皆さんに、『お役立ち』を提供しています!

(医) 博仁会 村瀬病院グループ ㈱ 水谷運輸倉庫
選ばれる施設目指して共に働きましょう

安全・確実・迅速・サービスを基本に「誠実」をモットーとした総合物流会社
です。

㈱パーソナック ㈱ミズノ
専門的な知識は不要! 地域を支えるものづくりの仕事です。 【業界トップの先進企業】あなたの成長をサポート!

(社福) 日の本福祉会 ㈱ ミッドランド経営
若い人が安心して働ける、和気あいあいとした職場です 企業のあんしん経営をワンストップでサポート

百五コンピュータソフト㈱ ㈱ ミニミニ近畿
明るく女性も働きやすい職場です。 三重県下12店舗展開、やりがいのある仕事です。

藤原工業㈱ ㈱ミヤオカンパニーリミテド
～未来に遺す私達のメッセージ～建物の快適空間を創り、進化させる仕事 セラミックに伝統とテクノロジーをのせて

扶桑工機㈱ 元三 ㈱
おしゃべりなメーカーで働こう。 地域密着の日用品・化粧品の専門商社

㈱プラトンホテル 森田フードシステム㈱
合言葉は「嬉しいの創造」です カラメルを作り続け、おかげさまで今年103年を迎えます

㈱ほくせい(愛灯館) 森大建地産㈱ 一級建築士事務所
お客様のお困りに精一杯お世話する会社です 100年暮らせるTESHIOの家づくり。

㈱ホンダカーズ三重東 山忠食品工業㈱
三重県北勢地域最大のホンダディーラー 「遊ぶ時は遊ぶ やる時はやる」がモットーの会社です

㈱マイプレジャー ㈱ユニテツク
世界一働きがいのある企業を目指しています 30年連続黒字経営!機械設計・電気設計専門企業

前田運送㈱ ㈱ 夢さくら
創業38年目、食品物流三重県№1! 世界に誇る日本文化を未来に伝承する企業です

㈱ 前田テクニカ (社福) 四日市福祉会
“前向きな遊び心”でものづくりの課題を解決! ワークライフバランス重視。休日充実。働きやすい環境。

マツオカ建機㈱ (社福)よつば会
地域に密着したサービスでお客様のニーズに答えます 障害者の暮らしと生きがいを守るお仕事です。

㈲ 松尾工業所
若い人材が大半で明るく活気ある職場です!

㈱マルエイ
クリーンエネルギーと幸せを届ける会社です
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業種 企　業　名 頁
ブース

No.
営業

企画･ﾏｰ
ｹﾃｨﾝｸﾞ

事務
生産管理･
品質管理

ＩＴ、
ｿﾌﾄｳｪｱ

研究
開発

土木･建築
設計施工、

管理

電気･機械
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ｺﾝｻﾙﾃｨﾝ
ｸﾞ･専門

医療･
福祉

総
合
職

一
般
職

既卒
平成31年

3月
卒業生

留学生

㈱青山製作所 6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

朝明精工㈱ 7 ○ ○ ○ ○

㈱MIEテクノ 13 ○ ○ ○ ○

カネソウ㈱ 14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱トピア 32 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

扶桑工機㈱ 42 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱前田テクニカ 45 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈲松尾工業所 46 ○ ○ ○

三重精機㈱ 49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

伊藤製油㈱ 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

河村産業㈱ 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

谷口石油精製㈱ 28 ○ ○ ○ ○ ○

あづまフーズ㈱ 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○

三昌物産㈱ 22 ○ ○ ○ ○

㈱三水フーズ 22 ○ ○ ○ ○

㈱竹屋 27 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

森田フードシステム㈱ 56 ○ ○ ○ ○

山忠食品工業㈱ 57 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱金星堂 18 ○ ○ ○ ○

㈱佐野テック 20 ○ ○ ○

日進ガルバ工業㈱ 36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三重コンドー㈱ 48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱ミヤオカンパニーリミテド 55 ○ ○ ○ ○ ○

北伊勢上野信用金庫 16 ○ ○ ○ ○

桑名三重信用金庫 18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

全国共済農業協同組合連合会 三重県本部 27 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱三重銀行 48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱上田新工業 12 ○ ○ ○ ○ ○

岡田工業㈱ 13 ○ ○ ○

㈱北村組 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱シリックス 23 ○ ○ ○ ○

トヨタホーム三重㈱ 33 ○ ○ ○ ○

トレジャーホーム㈱ 33 ○ ○ ○ ○ ○

㈱中村組 34 ○ ○ ○ ○

生川建設㈱ 35 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

藤原工業㈱ 41 ○ ○ ○ ○ ○

森大建地産㈱ 一級建築士事務所 57 ○ ○ ○ ○ ○ ○

出
版
・
印

刷
業 ㈱サイネックス 20 ○ ○ ○

(社福)慈恵会 25 ○ ○ ○ ○ ○

(社福)洗心福祉会 26 ○ ○ ○ ○

(医)博仁会 村瀬病院グループ 39 ○ ○ ○

(社福)四日市福祉会 59 ○ ○ ○ ○ ○ ○

(社福)よつば会 59 ○ ○ ○

㈱魚国総本社 三重支社 12 ○ ○ ○ ○

オカダコーポレーション㈱ 14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱甲羅(甲羅本店・赤から) 19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱プラトンホテル 42 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

伊勢湾倉庫㈱ 10 ○ ○ ○

三岐鉄道㈱ 21 ○ ○ ○ ○ ○

㈱日商 36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱日本陸送 37 ○ ○ ○

日本トランスシティ㈱ 38 ○ ○ ○ ○ ○ ○

前田運送㈱ 44 ○ ○ ○

㈱ 水谷運輸倉庫 53 ○ ○ ○ ○

◆業種別企業求人一覧表◆

化
学
製
品

製
造
業

機
械
・
金
属
製
造
業

食
品
製
造
業

そ
の
他
製
造
業

金
融
・
保
険
・

証
券
業

建
設
業

医
療
福
祉

飲
食
・
宿
泊
業

運
輸
・
倉
庫
業



業種 企　業　名 頁
ブース
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既卒
平成29年

3月
卒業生

留学生

あいネットグループ
(㈱スギヤマ・コーポレーション)

5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱東産業 8 ○ ○ ○ ○

伊勢湾マリン開発㈱ 10 ○ ○ ○ ○

杉栄開発 ㈱ 23 ○ ○ ○ ○ ○

セントランス㈱ 26 ○ ○ ○ ○ ○

税理士法人 中央総研 29 ○ ○ ○ ○

中部資材㈱ 29 ○ ○ ○ ○ ○

㈱東洋 31 ○ ○ ○ ○ ○

長島観光開発㈱ 34 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日本空調サービス㈱ 三重支店 38 ○ ○ ○ ○

㈱パーソナック 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱ほくせい(愛灯館) 43 ○ ○ ○ ○ ○ ○

マツオカ建機㈱ 45 ○ ○ ○ ○ ○

㈱三重平安閣 52 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱ミズノ 54 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱ ミッドランド経営 54 ○ ○ ○ ○

㈱ユニテツク 58 ○ ○ ○ ○ ○

ICDAグループ 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

アップルインターナショナル㈱ 8 ○ ○ ○

アップルオートネットワーク㈱ 9 ○ ○ ○

㈱一号舘 11 ○ ○ ○

釜屋㈱ 15 ○ ○ ○ ○

㈱川スミ 15 ○ ○ ○

㈱共栄商会 17 ○ ○ ○ ○ ○

生活協同組合コープみえ 19 ○ ○ ○ ○ ○

㈱伸和 24 ○ ○

㈱スズキ自販三重 25 ○ ○ ○ ○

㈱ダイレクトカーズ 28 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東洋電機㈱ 31 ○ ○ ○ ○

トヨタカローラ三重㈱ 32 ○ ○ ○ ○

日産プリンス三重販売㈱ 35 ○ ○ ○ ○ ○

ネッツトヨタノヴェル三重㈱ 39 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱ホンダカーズ三重東 43 ○ ○ ○ ○ ○

㈱マルトアステム 47 ○ ○

三重石商事㈱ 49 ○ ○ ○ ○

三重トヨペット㈱ 50 ○ ○

三重日産自動車㈱ 50 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱三重日立 51 ○ ○ ○ ○

三重日野自動車㈱ 51 ○ ○ ○ ○

三重三菱自動車販売㈱ 52 ○ ○ ○

三重リコピー㈱ 53 ○ ○ ○ ○

元三 ㈱ 56 ○ ○

㈱ 夢さくら 58 ○ ○ ○ ○ ○ ○

中部システム・エンジニアリング㈱ 30 ○ ○

日本オフィス・オートメーション㈱ 37 ○ ○ ○ ○ ○

百五コンピュータソフト㈱ 41 ○ ○ ○ ○

㈱シー・ティー・ワイ 24 ○ ○ ○ ○

㈱マイプレジャー 44 ○ ○ ○ ○

朝日ガスエナジー㈱ 7 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱マルエイ 46 ○ ○ ○ ○

㈱アクアプランネット 6 ○ ○ ○ ○ ○

(社福) 日の本福祉会 40 ○ ○ ○ ○

(学)みえ大橋学園 47 ○ ○ ○

三交不動産㈱ 21 ○ ○ ○ ○

㈱賃貸メイト 30 ○ ○ ○ ○

㈱ ミニミニ近畿 55 ○ ○ ○ ○

教
育
業

不
動
産
業

サ
ー
ビ
ス
業

小
売
・
卸
売
業
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フ
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ア
・
情

報
処
理
業

通
信
業

電
気
・
ガ
ス
等

供
給
業



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

346名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業職 15名 四大卒
桑名・四日市・鈴鹿・
亀山・津の各拠点

全学部全学科、普通自動車免許
(取得予定可)

サービスフロント事務 3～5名 四大・短大・専門卒
桑名・四日市・鈴鹿・
亀山・津の各拠点

普通自動車免許
(AT限定・取得予定可)

ショウルームスタッフ 2～5名 四大・短大・専門卒
桑名・四日市・鈴鹿・
亀山・津の各拠点

普通自動車免許
(AT限定・取得予定可)

営業 1～3名 25歳迄 四大・短大・専門卒
桑名・四日市・鈴鹿・
亀山・津の各拠点

普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

886名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 5名
修士了・四大・短
大・専門卒

伊勢市・松阪市 普通自動車免許(AT限定可)

事務職 2名
修士了・四大・短
大・専門卒

伊勢市・松阪市 普通自動車免許(AT限定可)

営業職 5名
修士了・四大・短
大・専門卒

伊勢市・松阪市 普通自動車免許(AT限定可)

総合職 5名 35歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

伊勢市・松阪市 普通自動車免許

営業職 5名 50歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

伊勢市・松阪市 普通自動車免許(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

当社は東海地区では有数の上場自動車ディーラーです。当社の強みはお客様から人気になる販売企画と人材育成です。●20代で全
国トップランクに入るセールススタッフを毎年多数育成●お客様満足度全国トップ3に入る大型プレミアムブランドショールーム●日本
初の自動車版ショッピングモール『オートモール』を開業楽しいコトやワクワクするコトを仕掛けたい方、ぜひ説明会に参加ください。

059-381-5540 総務課採用担当・荒川 仁詞

recruit@icda.jp http://www.icda.jp

企業名
ICDAグループ(Honda Cars 三重北
/Audi三重/ヴァーサス他)

三重県鈴鹿市飯野寺家町234-1

代表取締役社長・向井 弘光

商社(自動車)/専門店(自動車)

新　卒

ホンダ車、ポルシェ車、アウディ車、フォルクスワーゲン車の販売・整備、中古車の販売・買
取、自動車部品の販売、各種保険代理業、リース・レンタカー事業、自動車リサイクル事業

採用条件

初 任 給
営業:190,500円※営業職は販売奨励金制度あり
サービスフロント・ショウルームスタッフ:174,200円(四大卒)、167,800円(短大専門卒)

9:45～19:00(休憩75分)

各種保険完備、退職金共済、持株会制度、社員販売制度

既　卒

年間休日110日(当社休日カレンダーによる)、休店日:水曜、完全週休2日制(火・水or水・木のいずれかで休日取得)

企業名
あいネットグループ
(㈱スギヤマ・コーポレーション)

三重県伊勢市中島2丁目11-27

代表取締役社長・杉山 茂之

冠婚葬祭業
人生にとって最も大切なセレモニーである「結婚式」と「ご葬儀」のお手伝いをしています。経
営理念にあります「人と人とのつながり」を大切に、ひとつひとつの施行を大切にしています

0596-26-3993 伊勢松阪総務部・澤原 雅彦

saiyou@mail.aigsite.jp http://www2.ainetgrp.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:192,000円　短大・専門卒:172,000円

ブライダル部門:9:00～18:00、セレモニー部門:8:00～17:00、事務職:9:00～18:00・8:30～17:30

財形貯蓄・冠婚葬祭利用割引・保養施設(高級リゾート施設(箱根・山中湖・鳥羽))社宅制度あり・各種お祝い金制度(お子
様卒業祝い金・永年勤続)

各事業部のスケジュールカレンダーに基づく。4週8休制・年間特別休日10日・創立記念日1日・有給休暇

なぜ人は、結婚式や葬儀を行うのか。私たちは、「人と人とのつながりの大切さを再認識し、絆を深める貴重な機会」と考えます。人は
多くの人に支えられて生きています。しかし、あまりにも豊かになった現代社会においては、その大切さに気づく機会が少なくなってき
ていると思います。このような時代だからこそ、結婚式とご葬儀を通して、人と人とのつながりを大切にした心豊かな社会の実現に貢
献することがこの社会の存在意義です。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

114名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

機械加工技術者 1～2名 高・専門卒以上 三重県桑名市
資格等については入社後取
得できます。

メンテナンス 1～2名 高・専門卒以上 三重県桑名市
資格等については入社後取
得できます。

営業 1名 高・専門卒以上 三重県桑名市

機械加工技術者 5名 60歳迄 高・専門卒以上 三重県
必要な資格は入社後取得で
きます。

メンテナンス 2名 60歳迄 高・専門卒以上 三重県
必要な資格は入社後取得で
きます。

事務 2名 60歳迄 高・専門卒以上 三重県

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

130名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

①講師職 5名 不問 松阪・津・玉城・久居

②受験アドバイザー・学習カウン
セラー・校舎運営・営業事務 10名 四大卒

三重(四日市・桑名・伊勢明
和)、愛知(金山)、大阪、兵庫

③事務職 2名 不問 松阪

④WEBグラフィック制作職 2名 不問 松阪

①講師職 2名 35歳迄 不問 松阪・津

②受験アドバイザー・学習カ
ウンセラー・校舎運営

2名 35歳迄 四大卒
三重(四日市・桑名・伊勢明
和)、愛知(金山)、大阪、兵庫

③事務職 1名 35歳迄 不問 松阪

④WEBグラフィック制作職 1名 35歳迄 不問 松阪

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 ㈱青山製作所
三重県桑名市大字東汰上1010-1

代表取締役社長・青山啓一

製造業
当社は機械部品製造を行う製造部、工作機械等の修理等を行うサービス部、人材派遣及び請負業務を
行うユースフルがあり、様々な分野からお客様の望むサービスを提供しています。

0594-22-5531 取締役総務管理部長・青山亜都子

a-aoyama@kkaoyama.co.jp http://www.kkaoyama.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 160,000～200,000円　家族手当有。通勤手当支給　賞与年2回　昇給年1回

8:00～17:00 休憩1時間

各種社会保険、退職金制度あり。長島スパーランド、なばなの里入場券割引、安否コール(災害時の安否を確認できるシス
テム。ご家族とも使用できます)、厚生会主催のお花見、忘年会有(会社補助あり)

週休2日、年間休日106日有給休暇、特別休暇あり

当社は、「最高+αのサービス」を提供する!をモットーに製造部、ユースフル派遣、請負、サービス部の4つの部署が連携し、お客様の
ご要望に対してより良いサービスをご提供できるよう日々取り組んでおります。機械加工の技術を磨きたい方、工作機械のメンテナン
スに興味のある方、人とコミュニケーションをとることが大好きな方、ぜひ、私たちと一緒に働きませんか?

企業名 ㈱アクアプランネット
三重県松阪市大黒田町199

代表取締役・福政圭一

サービス
進学指導塾、大学受験予備校、地域プロモーション事業、フードサービス事業、ライ
フスタイル事業、ビューティー&ヘルス事業 他

0598-21-6360 人事部・中尾

saiyou2019@aquaplannet.co.jp http://www.aquaplannet.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 ①②20万～ ③19万～ ④18万～ (既卒も同条件)

①13:00-22:30 ②14:00-23:00 ③④10:00-19:00

各種社会保険、社員旅行、家族手当・地域手当あり、育児介護休業制度、福利厚生施設利用制度、住宅購入支援制度あり

年間休日 105日　※部署により休日カレンダーが異なる

アクアプランネットはLiving Well(よりよく生きる)をサポートする感動体験のブランドを作り提供する会社です。私たちの仕事は人の人生
に輝きを与える大切な仕事です。笑顔は自分にも人々にも輝く人生を与えます。喜ぶ人の笑顔が大好きな方、また成長意欲が高く
チャレンジ精神旺盛な方をお待ちしております。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

195名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

専用機械組立職 1名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市伊坂町 普通自動車免許

専用機械設計職 1名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市伊坂町 普通自動車免許

購買調達職 1名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市伊坂町 普通自動車免許

購買・調達職 1名 30歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市伊坂町 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

220名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職(営業・技術) 10名
四大・高専・短大・
専門卒

本社及び各事業所

事務職 2～3名 四大・短大卒 本社及び各事業所

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 朝明精工㈱
三重県三重郡川越町豊田1042-3

代表取締役社長・廣田 正雄

製造業
四輪自動車用「等速ジョイント組込み用シャフト部品」及び各種精密部品の量産部
品製造。 専用FA機械、加工機の設計、製造、組立、納品、据え付けなどの一貫製
造。

059-364-3131 経営企画室 室長・近藤 吉宏

y.kondo@asake.com http://www.asake-seiko.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 180.000円～200.000円(新卒)/既卒(相談)

8:00～17:00

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、社員家族含む親睦行事、勤続表彰、会員制施設利用

年間休日113日(1年間の変形労働時間制)

国内外の自動車メーカーや部品産業の拡大、成長とともに、量産部品製造事業は発展してきました。FA専用機械製造の事業部門
は、高い技術開発力により、社内の自前設備の他、国内外のお客様の工場向けに専用機械、設備を設計から一貫加工体制で納品し
ています。募集する事業所では、世界に1台しかない専用機械を大手自動車メーカーや部品メーカー向けに「ゼロから完成まで」を一
貫して担当できる仕事環境です。

企業名 朝日ガスエナジー㈱
三重県四日市市西坂部町4789-2

代表取締役社長・田中 佳彦

電気・ガス等供給業、小売業
LPガス販売、天然ガス・産業ガス・石油製品・電気の販売、太陽光発電・住宅設備
機器の販売、設備工事、自動車関連事業 等

059-332-2313 総務課 係長・稲葉亜紗美

somuka@asahigas.co.jp http://www.asahigas.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
総合職/ 四大卒:213,700円 短大卒:193,300円 ※総合職給与には、営業手当(8,000円)を含む
事務職/ 四大卒:181,600円 短大卒:173,200円 ※上記はすべて住宅手当(7,000円)を含む

8:30～17:30

各種社会保険、退職金制度、財形貯蓄、企業年金、厚生会、社員旅行、保養所や会員制リゾートホテル(リゾートトラスト
等)の利用

年間休日制(115日)+有給休暇

当社は、ガス&エネルギーの供給の他、太陽光発電・燃料電池・設備機器等を提案する総合エネルギー企業です。エネルギーや住ま
いに関する提案の他に自動車関連事業も行い、電気販売など新規事業にも積極的に取り組んでいます。また日頃から地域のお客様
とのつながりを大切にしながら最適な提案を行い、料理体験会やバルーン(熱気球)の搭乗体験などの地域貢献活動を通じて親交を
深めています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

123名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

技術職/営業職 6名
四大・高専・短大・
専門・高卒

四日市市野田
文理不問
普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

19名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 5名 四大卒 三重県

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 ㈱東産業
三重県四日市市野田一丁目8番38号

代表取締役社長・木室 浩一

メンテナンス・清掃事業
浄化槽・下水道管路施設維持管理 水処理施設設計・施工、維持管理 土木管工事
一般・産業廃棄物収集運搬 ビルメンテナンス 住宅・リフォーム・おそうじ CSR

059-332-2323 経営管理部人事課・村木 智香子

jinji-saiyou@azuma-mie.co.jp https://www.azuma-mie.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 2020年卒初任給予定 　大学・大学院卒 月給20万6500円 　短大・専門・高専卒 月給19万6500円

8:00～17:00(実働8時間)※業務の都合等により変更になる場合もあり

住宅補助金制度(自社指定の寮入居の場合、入社5年間補助対象)、交通費支給、退職金、社内親睦会行事、各種研修・取得研修支
援、社外技能講習、PJT、OFF-JT、定期健康診断の実施(年1回)、各種施設優待利用制度(リゾートホテル、遊園地など)

年間休日110日(土日祝休み※月に1回程度の土曜出勤日あり) 有給休暇 慶弔休暇 育児休暇など

「キレイな水が、毎日使える」。1964 年の創業より、三重に根付いて『当たり前』の日常を支える私たち。行政から依頼を受け、排水施
設・上下水道・浄化槽などの維持管理から、一般住宅の水回りメンテンナンスまで、水を守る幅広い事業を展開しています。暮らしに
欠かせない“水のプロ”として、業績は安定。最近では、住宅リフォームや新築まで事業領域を拡大し、三重の暮らしを支える企業とし
て発展しています。

企業名 アップルインターナショナル㈱
三重県四日市市日永2丁目3番3号

代表取締役会長兼社長・久保和喜

卸売業 中古車輸出事業 中古車買取・販売事業

059-347-3515 総務人事部・西脇励壮

saiyou@apple-international.com http://www.apple-international.com/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 209,000円(時間外手当 全額支給)

9:00～18:00　休憩1時間(12:00～13:00)

退職金制度　社員割引購入制度
奨学金補助制度※奨学金を借りている方限定、当社が奨学金の半額(最高300万円)を補助致します。

年間休日120日　週休2日制(土、日)　年末年始、夏季休暇、GW年次有給休暇(初年度12日)、私傷病休暇、慶弔休暇

私達アップルは、海外の人々と喜びを分かち合いながら、お客様と社会からの信頼を築きあげることに価値を見出し、夢の実現に向
けグローバルに自動車関連ビジネスを展開してまいりました。これからも私達アップルは、人へ社会へ、そして新たな価値を創造し続
けることに挑戦し、新しい未来を切り開き、社会の発展に貢献してまいります。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

75名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職
(カーライフコンサルタント)

10名 短大・専門卒以上 三重県
普通自動車運転免許
(AT限定可)

総合職
(カーライフコンサルタント)

10名 30歳迄 高卒以上 三重県 普通自動車運転免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

63名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職(生産管理部門) 2名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県三重郡菰野
町永井3095-45

普通自動車免許

総合職(生産管理部門) 2名 27歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

三重県三重郡菰野
町永井3095-45

普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 アップルオートネットワーク㈱
三重県四日市ときわ1丁目4番2号

代表取締役社長・長塚秀明

小売業 車の買取・販売、フランチャイズチェーン「アップル」の運営。

059-356-3512 管理部 総務人事・西脇励壮

r_nishiwaki@applenet.co.jp http://www.applenet.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大卒:219,510円(固定時間外手当:42,117円含む/33時間分※超過分別途支給)
短大・専門卒:204,220円(固定時間外手当:39,188円含む/33時間分※超過分別途支給)

9:30～18:30

各種社会保険、退職金制度、社員割引購入制度

週休2日制(シフト制、繁忙期・閑散期によって変動有り)　年間休日108日

アップルは車の買取専門店として1989年に創業、1993年に会社を設立しました。現在は北海道から沖縄まで全国240店舗を展開して
おります。(2019年1月現在)また昨年度の売上高は70億8800万円と成長を続けております。今後も事業拡大を進めていきます。アップ
ルと一緒にあなたも成長しませんか?共にアップルで働き、アップルと一緒に成長しましょう。We are apple!!

企業名 あづまフーズ㈱
三重県三重郡菰野町大字永井3095-45

代表取締役・宅間昭雅

食品製造 食品製造、販売、貿易

059-396-5577 管理部・部長・萩野政治

m-hagino@azumafoods.co.jp https://www.azumafoods.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 178,000円～198,000円/既卒(相談)

8:30～17:30

各種社会保険、退職金制度、育児介護休業

日・祝・土曜日(月に1回程度出勤)/年間休日106日

食品を扱う企業として明るく清潔な環境を心掛け、徹底した品質管理の下、安心安全な製品作りに取り組んでいます。国内市場をはじ
め、中国、アメリカ、カナダに拠点を置き、食のグローバル化が進む中、世界各国に販路を広げています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

122名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 若干名 四大卒 四日市市
普通自動車免許
パソコンの基本操作

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

58名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

スイミングクラブ
インストラクター

1名 不問 津市 クロール、平泳ぎ25m完泳

介護予防フィットネス
インストラクター

3名 不問
津市、松阪市のどち
らか

・資格、経験不問
・普通運転免許(AT限定可)

スポーツクラブ
インストラクター

6名 不問
津市、鈴鹿市、松阪
市のいずれか

資格、経験不問

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 伊勢湾倉庫㈱
三重県四日市市尾上町3番地の1

取締役社長・波多野 正昶

倉庫業・港湾運送事業・貨物利用運
送事業・一般貨物自動車運送事業

四日市港を拠点に、倉庫、港湾運送、陸運関係をはじめ各種免許を取得し、地域産
業の発展に貢献すべく総合物流業として事業展開を行っています。

059-353-2231 総務管理部・岡田弘二

oka300@iswh.co.jp http://www.iswh.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:195,150円

(平日)8:30～17:00(昼休憩60分)
(土曜日)8:30～12:00

各種社会保険完備、社内共済会スポーツ施設利用(オリンピア)

日曜日・祝日(土曜日隔週/月2回休)　夏期休暇(4日間)/冬期休暇(3日間)　年末年始

四日市港および地域産業の発展に貢献し、初心忘れることなく物流サービスの高付加価値に努め、より一層の地域経済発展・飛躍へ
の寄与を目指します。

企業名 伊勢湾マリン開発㈱
三重県津市桜橋3丁目53-1

代表取締役・大橋 洋之

サービス業 スポーツクラブ事業 スイミングクラブ事業 介護予防フィットネス事業

059-224-1577 業務部・北尾 真生

info@isewanmarin.co.jp https://isewanmarin.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:200,000円　3年制専門卒:193,000円　短大・2年制専門卒:185,000円

〇スイミングクラブ/9:30～22:30(交替制)　〇介護予防フィットネス/8:30～17:30　〇スポーツクラブ/8:30～22:30(交替制)

自社運営のスポーツクラブ・スイミングクラブの利用無料、社外セミナー参加費用・資格取得費用会社負担、各種社会保
険、住宅手当支援制度(条件あり)

年間106日休暇　有給休暇(入社6ヵ月後10日支給)
〇スイミングクラブ/日+他1日/週休2日　〇介護予防フィットネス/日+他1日/週休2日　〇スポーツクラブ/曜日固定/週休2日

津市に本社を構えて、スポーツクラブ事業「ジョイフィット」、スイミングクラブ事業「津トップスイミングクラブ」、介護予防フィットネス事業
「ジョイリハ」を運営しています。成人の方には健康を、子どもには元気をご提供できる施設とサービス作りに日々努力しています。
「もっといい会社にしましょう」を経営理念に、スタッフが成長を感じながらいきいきと働ける職場づくりに邁進中!



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

290名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

販売 20名
四大・高専・短大・
専門・高卒

各店舗 普通自動車免許

販売 若干名 30歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

各店舗 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

85名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

開発(基幹職) 2名 修士了・四大卒 四日市市末広町 化学系専攻の方

営業(基幹職) 1名 修士了・四大卒
四日市市末広町
→東京・大阪

化学系の知識のある方
本社で研修後支店勤務

生産・化成品製造(技能職) 3名 四大・高専・高卒 四日市市末広町

生産・化成品製造(技能職) 3名 25歳迄 四大・高専・高卒 四日市市末広町

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 ㈱一号舘
三重県四日市市日永東3丁目4番1号

代表取締役社長・佐藤 純

小売業
三重県を中心とするチェーンストア(食品スーパー・ホームセンター・スーパーセン
ター)

059-347-1010 人事部・課長・平賀 正崇

hiraga-m@ichigokan.co.jp http://www.ichigokan.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大卒:204,000円 短大卒:190,200円 高卒:180,000円(2018年実績)
既卒者は年齢や実績により考慮します。

8:30～17:30(配属先により異なります)

各種社会保険 家族手当あり 弊社が会員となっているリゾートホテルが利用可 レジャー費支給37,000円(年1回12月に支給)

完全週休2日(年間休日106日)

地域密着型経営で、お客様の生活応援を通して親しまれる店舗を目指しています。

企業名 伊藤製油㈱
三重県四日市市末広町16-41

代表取締役社長・辻 定昭

製造業(化学) ヒマシ油とその誘導体および化成品の製造・販売

059-352-5101 経理総務部・谷本伸世

n-tanimoto@itoh-oilchem.co.jp http://www.itoh-oilchem.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
開発　大卒220,000円　院卒235,000円(2018年4月入社実績 食事手当含む)
生産　178,000円～200,000円　交替・食事手当含む

開発　9:00～17:30(休憩45分)
生産　7:45～16:00　15:45～24:00　23:45～8:00　いずれも休憩60分　三交替勤務となります。

社会保険完備、退職金制度あり、慶弔見舞金あり、健診補助、交替手当　月8,000円、借家手当　月12,000円、在勤手当
月10,000円　(営業・支店勤務者)、扶養手当　月13,200円～、永年勤続表彰あり、食事現物支給あり

開発　休日年125日 土日祝休み　　　　　　　　　年間所定労働時間1860時間　一日の所定労働時間7.75時間
生産　休日年110日 月に1～2回土曜出勤あり　年間所定労働時間1855時間　一日の所定労働時間7.25時間

当社は70年以上の歴史を持つ、非食用の植物油脂「ひまし油」の専業メーカーです。精製・脱臭した高品質のひまし油を顧客への安
定供給すると同時に、その化学的特色を生かした化成品に加工し、広い産業分野に提供しています。環境に優しい植物油は用途も広
く、安定したニーズがあります。安定した実績と高い定着率が自慢です。みなさんの力をぜひ当社で生かして下さい。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

18名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

技術職 3名 高卒以上 三重県、近隣県 普通自動車免許

営業職 2名 高卒以上 三重県 普通自動車免許

技術職 3名
概ね30歳

迄
高卒以上 三重県、近隣県 普通自動車免許

営業職 2名
概ね30歳

迄
不問 三重県 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

230名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 1～2名 四大卒
四日市・津を拠点に
三重県内

普通自動車免許

管理栄養士 若干名 四大・短大・専門卒 三重県内一円
栄養士免許(取得予定)
普通自動車免許

栄養士 若干名 四大・短大・専門卒 三重県内一円
栄養士免許(取得予定)
普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 ㈱上田新工業
三重県四日市市河原田町1620番地1

代表取締役・上田 重幸

設備工事 建設
・水処理施設設計・施工・維持管理・修繕工事 ・建築土木設計・施工・修繕工事 ・水
処理機器販売

059-345-4761 総務部・上田・後藤

info@ueshin.com http://www.ueshin.com

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大卒モデルケース 195,000円

8:00～17:00(休憩10:00～10:15、12:00～13:00、15:00～15:15 休憩合計90分、実働7.5H)

各種社会保険加入、退職金制度有り、社員旅行(2018熊本、2016長崎、2014石垣、2012北海道)、親睦会(バーベキュー、
ボウリングなどリクリエーション) など

週休2日制(日曜日、祝日、第2・4・5土曜日)（その他会社カレンダーによる)、年間休日109日

ダム施設から上下水道、浄水施設まで、水の流れの上流から下流まですべての過程にかかわる施設の設計・施工を行っている元請
会社になります。新卒採用に力をいれています。じっくりとスキルや経験を習得し、自分の実績をつみ、ひとつひとつ着実にステップ
アップしていける環境を整えています。やる気があれば、学部、学科は問いません。全社員が正社員です。

企業名 ㈱魚国総本社 三重支社
三重県四日市市日永1-2-20

支社長・梅原彰洋

委託給食(フードサービス)
企業・工場などの社員食堂の運営、病院・老人保健施設等の食事サービス、学校
の給食や学食の提供など

059-346-1320 人事グループ・近藤 正大

m.kondo@uokuni-s.co.jp http://www.uokuni-s.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:180,500円、短大・専門卒:165,800円

配属先シフトによる(基本9時間拘束8時間実働)

各種社会保険、退職金制度、慶弔見舞金制度

年間休日112日(シフト制)、年次有給休暇、特別休暇

魚国総本社がつくっているのは毎日の食事です。企業、工場、学校、病院、福祉施設など様々な分野でおいしい食を提供しています。
そのうえで、おいしいや楽しいといったワクワク感やくつろぎ感を大切にしたいと思っています。また、近年健康志向の高まる中、当社
も健康をサポートする取組を行っています。2014年に創業100周年を迎えた伝統のある安定企業です。地元(三重)で就職を考えている
方、是非応募ください。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

90名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業職 1～2名
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社(東京、大阪の
場合あり)

文系・理系関係なく募集して
おります。

生産管理 品質保証 1～2名
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社(桑名市)
理系(機械、素材他)を希望し
ます

製造 1～2名 高卒以上 本社(桑名市)
文系の方も丁寧に指導しま
す

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

34名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

専門職(技術系) 若干名 四大卒 四日市・名古屋
普通自動車免許
学部学科不問

総合職 若干名 四大卒 四日市・名古屋
普通自動車免許
学部学科不問

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 ㈱MIEテクノ
三重県桑名市大字星川1001番地

取締役社長・中山弥一

管継手の製造販売
当社は、工場など配管設備であるステンレス製管継手・フランジの製造と配管設備
全体のプレハブ配管加工を主な事業としています。

0594-31-3131 総務経理部・荒木

araki@mie-techno.com http://www.mie-corp.jp/mie

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
営業・技術:203,000円　製造:160,000円
その他、食事手当、営業手当、勤務地手当、技能手当

本社:8:00～17:10
支店:9:00～18:10

健康 厚生 雇用 労災 財形に加入社宅・単身寮(男子)完備、マイカー通勤可、確定拠出年金制度有、持株会制度有

年間126日(土曜・日曜・祝日・年末年始・夏期休暇・誕生日休暇)

1907年に設立、名証2部上場のMIEコーポレーションを親会社としたMIEグループの中核企業です。創業時は、ホーロー製品の製造を
していましたが、現在は配管部品である継手類の製造に特化しています。インテリジェントビルの配管から、巨大プラント、LNGタン
カーまで、配管を通して暮らしの多くの分野でサポートします。

企業名 岡田工業㈱
三重県四日市市日永東三丁目2番39号

代表取締役・岡田 良太

土木・建築設備
■一般土木及び上下水道の施工 ■建築設備工事(空調、衛生、電気)の設計、施
工

059-346-7121 総務部・蒔田

saiyo@okadakogyo.co.jp http://www.okadakogyo.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 専門職、総合職/200,000円 ※平成30年実績

8:00～17:00 (休憩1時間) ※実働8時間

各種社会保険、中小企業退職金共済、社員旅行

土・日・祝、GW(9日)、夏季休暇(9日)、年末年始(計年間105日)
有給休暇・介護休暇・育休産休・慶弔休暇

土木工事と設備工事の施工管理をしている会社です。人々が快適に暮らすため、地域の安心・安全を守るために必要不可欠なもの
を造る工事を行っています。近年では公共・産業用の大規模な太陽光発電所建設工事に力を入れています。仕事内容、会社の雰囲
気など、若手社員が詳しく説明しますので、ぜひ当社ブースまでお越しください!!エントリーはマイナビまたはメールよりお願いします。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

65名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

店舗ブランドのマネジメント
職・幹部候補

6名 高卒以上 三重県を中心とした全国 普通自動車免許

店舗ブランドのマネジメント
職・幹部候補

3名 35歳迄 高卒以上 三重県を中心とした全国 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

248名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職(営業・技術) 4名
修士了・四大・高専
卒

本社、支店、営業所 普通自動車免許

一般職(一般事務・作図) 4名
修士了・四大・高専
卒

本社 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 オカダコーポレーション㈱
三重県松阪市京町508-1101ビル2F

代表取締役・岡田卓也

飲食業、小売業
当社は、三重県を中心に飲食店・小売店を19店舗展開しております。三重県の外食
企業No.1となるべく、全国に今後3年間で20店舗程度の出店を予定しております!

0598-31-2181 マネジメント部長・三ツ矢武史

jinjisoumu@okada-corporation.net http://www.okada-corporation.net/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
入社時給与例230,000円/月　入社2年店長給与300,000円/月　入社5年部長給与400,000円/月(昨年実績)
昇給:年1回賞与:(業績に応じて支給)

店舗シフトによる 月間労働時間200時間程度

社会保険、交通費支給、PC購入補助、永年勤務手当(5年・10年・15年・20年)、年度表彰(売上MVP・利益MVP・社長賞)、
定期健康診断、国内保養施設、海外保養施設あり

4週8休 年間109日、夏季休暇、冬期休暇、慶弔休暇、有給休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇

WE CREATE HAPPINESS FOR PEOPLE(私たちはみんなを幸せにします。)これが我々の基本理念です。当社は、三重県を中心に飲
食店・小売店を20店舗展開しております。三重県の外食企業No.1となるべく、全国に今後3年間で15店舗程度の出店を予定しておりま
す!誰にでもポストのチャンスがあります!若いスタッフも沢山いますので、年齢階層での障壁が無く低離職率が自慢の1つです!

企業名 カネソウ㈱
三重県三重郡朝日町大字縄生81番地

代表取締役社長・近藤健治

建設用金属製品製造業 建築・福祉・緑化・都市景観整備関連製品・各種鋳造品の製造及び販売

059-377-4747 執行役員総務部長 ・渡邉 巌

iwao.watanabe@kaneso.co.jp http://www.kaneso.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
総合職:213,200円(大院卒)、202,400円(四大卒)、191,600円 (高専卒)
一般職:197,000円(大院卒)、186,200円(四大卒)

本社:8:30～17:30
支店・営業所9:00～18:00

各種社会保険、親睦会、クラブ活動(野球部、テニス部)

年間休日115日(土曜(会社の指定する日を除く)、日曜、祝祭日、夏季・年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇)

大正11年創業時より培われた技術力、販売力、お客様よりの信頼をもとに、「開発と調和」をテーマにしながら、鋳鉄・アルミ・ステンレ
ス・スチール等の素材を使い、高品質な建築、環境、福祉、緑化、防災、都市景観関連製品(ルーフドレイン・グレーチング・マンホー
ル・車止め・EXジョイント、福祉関連製品等)を製造、販売している、名古屋証券取引所2部上場企業です。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

64名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業職 3名
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市市 普通自動車免許(AT限定可)

営業職 3名 25歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市市 普通自動車免許(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

160名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

販売アドバイザー 6名
四大・高専・短大・
専門卒

愛知・岐阜・三重県
下 各店舗

運転免許

販売アドバイザー 2名 30歳迄 高卒以上
愛知・岐阜・三重県
下 各店舗

運転免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 釜屋㈱
三重県四日市市中部8-21

代表取締役・山本 佳孝

卸売業
創業1721年 一般鋼材及び工作機械の専門商社として三重県内を中心に営業して
います。

059-351-1125 総務部・神尾 実

honsha@kamaya-net.co.jp http://www.kamaya-net.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大卒:207,170円
短大・専門卒:200,770円

8:30～17:30

社会保険完備・退職金制度

年間110日 日・祝・夏季休暇・年末年始・他

型にはまるな!その他大勢になるな!創業1721年歴史は古いが、社風はいたって自由。個性豊な人材を育て、社員一人ひとりの創造力
と総合力を結集して地域社会に貢献する。

企業名 ㈱川スミ
愛知県弥富市鯏浦町南前新田215

代表取締役社長・川澄 幸司

宝飾品・時計・眼鏡等小売業 宝飾品・時計・眼鏡等の専門店

0567-67-0111 総務部長・水谷 守

m.mizutani@k-kawasumi.co.jp http://www.k-kawasumi.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大卒：200,170円
短大卒：185,540円

10:00から22:00の間実労8時間(シフト制)

各種社会保険・退職金制度・リゾートトラスト利用

休日年間107日(週休2日)・慶弔休暇有給休暇

宝飾品・時計・眼鏡の専門店として創業85年余老舗です。地域のお客様に信頼され愛されて長く営業させていただいております。お客
様にとってなくてはならないお店づくりを心がけており、これから100周年にむけて一緒にがんばりましょう。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

270名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

理系総合職 3名
修士了・四大・高専
卒

本社、上石津工場、
かずさ工場

理系の全学部・全学科

文系総合職 2名 短大・専門卒以上
本社、上石津工場、
東京・大阪営業所

文系の全学部・全学科

文系一般職 2名 短大・専門卒以上 本社、上石津工場 文系の全学部・全学科

理系総合職 若干名 30歳迄
修士了・四大・高専
卒

本社、上石津工場、
かずさ工場

理系の全学部・全学科

文系総合職 若干名 30歳迄 短大・専門卒以上
本社、上石津工場、
東京・大阪営業所

文系の全学部・全学科

文系一般職 若干名 30歳迄 短大・専門卒以上 本社、上石津工場 文系の全学部・全学科

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

374名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 若干名 修士了・四大卒
四日市市、鈴鹿市、亀山市、
菰野町、伊賀市、名張市

総合職 若干名 25歳迄 修士了・四大卒
四日市市、鈴鹿市、亀山市、
菰野町、伊賀市、名張市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 河村産業㈱
三重県四日市市西大鐘町330番地

代表取締役・河村常雄

製造業/素材開発/技術サービス
・自動車、半導体用途の高機能電気絶縁材、電子材料の開発製造 ・プラズマ処理
技術を応用したプラスチック樹脂材の研究製造 ・技術コンサルタント事業

059-337-4134 総務部 総務課・馬場/舘

saiyo-sin@kawamura-s.co.jp http://www.kawamura-s.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
短大卒  173,000円／高専卒  183,000円／高専攻了 193,000円／大卒   193,000円／大院了  213,000円
(総合職はそれぞれ10,000円プラス)(既卒もすべて上記と同様)

8:00～17:00 ただし、東京・大阪営業所は9:00～17:30　かずさ工場は9:00～17:45

・独身寮、社宅制度・財形貯蓄・確定給付企業年金(DB)、退職金制度・表彰(会長賞・社長賞)制度(年2回)・改善提案表彰
制度(金賞・銀賞・銅賞)

・日曜・祝日・土曜(年に3日～6日程 土曜出勤あり)、・年末年始・GW・夏季・有給・特別休暇ほか(完全週休2日制・年間休
日120日)

電力・鉄道・ハイブリッド自動車・電気自動車の中の「電気絶縁材」から、テレビ・パソコン・スマホの「電子材料」まで、河村産業の精密
技術は幅広い産業を支えています。当社は、仕事と育児の両立支援に熱心に取り組む企業のうちトップクラスの実績を上げている企
業を厚生労働省が認定する「プラチナくるみん」(三重で4社目)の認定を取得しており、技術とともに「人の働きやすさ」を追求する企業
です。

企業名 北伊勢上野信用金庫
三重県四日市市安島2丁目2番3号

理事長・市川 克美

金融業 信用金庫業

059-354-1611 総務部 調査役・今中 英雄

soumu@kitaiseueno-shinkin.jp http://www.kitaiseueno-shinkin.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒/総合職:190,000円

8:45～17:15

各種社会保険、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、信用金庫年金基金、スポーツクラブ法人会員、クラブ・サークル
(野球・卓球・サッカー)他

完全週休2日制、祝日、年末年始(12月31日～1月3日までの4日間)、有給休暇、慶弔休暇、介護休業、育児休業他

当金庫は、三重県の北勢、伊賀を中心とした地域を営業エリアとして、地元の中小企業や住民の皆様に会員となっていただき、 お互
いに発展していくことを共通理念とする、相互扶助型の金融機関です。 地元のお客様からお預かりした大切なお金は、地元で必要と
している方にご融資し、地域経済の安定や活性化に努めています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

125名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

施工管理職 5名
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社

総合職 3名 四大卒 本社

施工管理職 3名 不問
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

10名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業職 2名 不問 桑名市 普通自動車免許

営業職 2名 30歳迄 不問 桑名市 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 ㈱北村組
三重県松阪市中央町306番地の1

取締役社長・北村浩文

建設業
総合建設業、建築工事・土木工事の施工管理及び設計、不動産業務を含めた建設
事業にかかる総合企画コンサルタント

0598-51-3400 管理部 人事担当・柴原 健男

recruit@kitamuragumi.co.jp http://www.kitamuragumi.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大卒施工管理 211,000円(諸手当込)／大卒総合職 211,000円(諸手当込)
専門卒施工管理職194,500円～211,000円(諸手当込)

8:00～17:00もしくは8:30～17:30

各種社会保険料、確定拠出年金、財形貯蓄等

土曜日(奇数週)、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇、年間105日

庁舎、学校、事務所、工場、店舗、マンション、個人住宅等の建築工事及び、造成、道路、港湾、治山、砂防、舗装等の土木工事など、
多岐にわたり施工し、地元トップクラスの総合建設業者として、その地歩を固めています。本年、おかげさまで、70年を超える実績を持
つ当社は、その歴史もさることながら、県内でもいち早くISO9001/14001の認証を取得など、品質・環境・CSRなどにも高い意識を持っ
て取り組んでおり、さらなる飛躍を目指し活動しております。

企業名 ㈱共栄商会
三重県桑名市参宮通19

代表取締役・水野 隆次

機械工具卸売 機械工具 測定機 電気電子部品 工場設備 の卸売業

0594-21-7866 総務部・水野 勝裕

info@kyoei-sk.jp http://www.kyoei-sk.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
180,000円～ (高卒)
200,000円～ (大卒・既卒)

9:00 ～ 18:00

各種社会保険、退職金制度、会員制リゾート施設

土・日 (完全週休2日制)　GW・お盆・年末年始

各個人に合わせた柔軟な業務・勤務時間を調整し、現在発揮し得る能力を最大限にし、生き生きと働くことを推進しています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

50名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業 2名 不問 桑名 名古屋 自動車運転免許

工程管理 2名 不問 桑名 名古屋 自動車運転免許

製造 現場管理 2名 不問 桑名 自動車運転免許

営業 2名 30歳迄 不問 桑名 名古屋 自動車運転免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

605名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職・事務職 25～30名 不問
三重県・愛知県・岐
阜県

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 ㈱金星堂
三重県桑名市江場481

代表取締役・小笠原貴行

製造業・広告宣伝 看板製作施工 サイン製作 デザイン作成

0594-21-3211 経営情報統括部 係長・菊池益美

info@kinseido.co.jp http://www.kinseido.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 204,000円

9:00～18:00 休憩時間 90分

雇用 労災 健康 厚生 退職金共済 作業服貸与 社員旅行

年間休日105日　日曜・祝日・月2回程度土曜　年末年始　夏季休暇

企業のロゴマークやシンボル看板・ロードサインや車のラッピング・メニュー表などサインと呼ばれるありとあらゆるものを企画提案・製
作施工する会社です。企業様が伝えたい思いを表現する。それが私たちが作る看板です。既製品はありません。我社が作るものは1
つ1つがオーダー品です。そうやって作り出されたものが飾られた時、街の景観を作っていると感無量です。ぜひ一緒に感動を味わい
ませんか?

企業名 桑名三重信用金庫
三重県桑名市大央町20番地

理事長・中澤 康哉

信用金庫業 ①預金業務②貸出業務③有価証券投資業務④内国為替業務⑤その他附帯業務

0594-21-7111 総務部人事・能力開発グループ 課長・森 克司

jinji@kuwashin.co.jp http://www.kuwashin.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大卒総合職:月給193,000円
大卒事務職:月給178,800円　短大専門卒事務職:月給162,000円

【営業店・本部】8:45～17:00(休憩45分)
【ローンプラザ】(1か月単位の変形労働時間制)平日:9:25～18:45(休憩1時間)　土日:8:45～15:45(休憩45分)

制度:職員融資制度、社内預金制度、財形貯蓄制度、育児・介護休業制度等
施設:リゾートトラスト関連施設(エクシブ軽井沢、山中湖、鳥羽)など

週休二日制、祝日、年末年始、年次有給休暇、連続休暇、慶弔休暇裁判員休暇、ボランティア休暇など

桑名三重信用金庫は、「堅実で健全な経営」をモットーとする地域密着のコミュニティバンクです。私たちは、“Face to Face”を標榜す
る金融機関であり、お客さまとの心のかよったお付き合いにより預金や融資のご相談、また資産運用のお手伝いを通じて地域社会に
貢献することが最大の目的です。金融の仕事を通してお客さまの笑顔と自己の成長が実現できるやりがいのある仕事です!



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

511名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職(マネージャー候補) 10名 四大・短大・専門卒
中部エリア(三重・愛知・岐
阜・静岡)の直営店舗

総合職
(キッチントレーナー候補)

10名 四大・短大・専門卒
中部エリア(三重・愛知・岐
阜・静岡)の直営店舗

総合職
(サービスマネージャー候補)

10名 四大・短大・専門卒
中部エリア(三重・愛知・岐
阜・静岡)の直営店舗

総合職(マネージャー候補) 10名 30歳迄 四大・短大・専門卒
中部エリア(三重・愛知・岐
阜・静岡)の直営店舗

総合職
(キッチントレーナー候補)

10名 30歳迄 四大・短大・専門卒
中部エリア(三重・愛知・岐
阜・静岡)の直営店舗

総合職
(サービスマネージャー候補)

10名 30歳迄 四大・短大・専門卒
中部エリア(三重・愛知・岐
阜・静岡)の直営店舗

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

264名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

共同購入事業(総合職) 若干名 高卒以上 三重県内各地 普通自動車免許(AT限定可)

共同購入事業(総合職) 若干名 35歳迄 高卒以上 三重県内各事業所 普通自動車免許(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 ㈱甲羅(甲羅本店・赤から)
愛知県豊橋市東脇3丁目1番地7

代表取締役社長・鈴木勇一

フードサービス業
飲食店の経営およびFC加盟店舗に対する経営指導 【店舗数】直営/27ブランド129
店舗 FC/7ブランド241店舗 ※2019.1現在

0532-32-8880 人事総務部・中尾・山本

saiyou@kora.co.jp https://www.kora.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:228,000円、短大・専門卒:213,600円(2018年度実績)/既卒(要相談)

営業時間10:00～23:00(甲羅本店例)※シフト制により実働8時間、業態により異なります

各種社会保険完備、独身寮制度、食事補助、退職金制度、財形貯蓄制度、保養所あり、永年勤続表彰制度、慶弔見舞金制度、各表彰
制度、選択制確定拠出年金制度、長期障害所得補償保険(LTD)制度、会員制リゾートホテル利用時会社補助 他

年間休日:102日(月8～9日)、年次有給、慶弔、特別、産前産後、育児休暇 他

弊社は甲羅本店・赤からをはじめ、全27業態の飲食店を全国に370店舗(うち直営129店舗)経営しております。「飲食業は“感動業”」と
の想いから、ジャンルにとらわれない多彩な業態を展開し変化することにより、地域の皆様のご要望にしっかりとお応えする「おいしさ
と楽しさの創造企業」を目指しています。

企業名 生活協同組合コープみえ
三重県津市羽所町379番地

理事長・西川 幸城

生活協同組合
組合員から受注した食品や雑貨などの商品をトラックでお届けする事業です。 その他、店舗
事業、福祉、葬祭、夕食宅配などを展開し地域に貢献する事を目指しています。

059-253-4502 人事部人づくり推進課 課長・前川 光子

coop-mie.saiyou@tcoop.or.jp http://www.coop-mie.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:200,500円 短大卒:184,500円

8:45～17:30

各種社会保険、日生協企業年金、確定拠出金制度、アパート入居制度、育児休業及び育児時短制度、介護休業及び介
護時短制度、契約保養施設

土日(週休2日制)年間113日(交替休日含む)、有給休暇、特別休暇(慶弔休暇等)

営利を目的としない協同組合です。消費者(組合員)に安心・安全な商品を提供するだけでなく、平和、環境、福祉などにかかわる活動
も展開しています。地域と組合員に貢献できる人を求めています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

726名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

企画提案型営業職 若干名
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市市、松阪市
普通自動車運転免許
(AT限定可・取得見込可)

企画提案型営業職 若干名 40歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市市、松阪市
普通自動車運転免許
(AT限定可・取得見込可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

63名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職(橋梁事業) 1～2名
四大・高専・短大・
専門卒

本社(菰野町)
普通自動車運転免許
(通勤のため必須)

総合職(建築事業) 1～2名
四大・高専・短大・
専門卒

本社(菰野町)
建築系の学部学科修了程
度

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 ㈱サイネックス
大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目6-13

代表取締役社長・村田 吉優

広告業、出版業、印刷業、情報メディ
ア事業

【転勤なし】地域社会に貢献する情報サービス企業。全国50万件のユーザー、全国
50をこえる拠点を強みに、地域に密着した独自のメディアを開発・提供しています。

06-6766-3339 総務部 人事課・末村 正博

m-suemura@scinex.co.jp http://www.scinex.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大卒初任給196,000円～203,500円(入社3ヶ月目までは特別手当有、4ヶ月目からは営業インセンティブ給有り)

8:45～18:15

1. 保険:各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)、団体生命保険
2. 制度:財形貯蓄制度、退職金制度、確定拠出年金制度、社員持株制度、社員互助会、育児支援制度

1. 週休2日制(日祝、毎月最終土曜日以外の土曜休、当社カレンダーによる)
2. 夏期・年末年始連続休暇、年次有給休暇、慶弔休暇　　3. 年間休日日数116日

 当社は創業66年目を迎える東証一部上場の広告・出版関連企業です。創業以来、地域に密着した独自のメディアを開発、暮らしのコ
ミュニケーションに役立つ情報を、北海道から沖縄までの全国50を超える営業拠点を通じ、提供しております。地方自治体との官民協
働事業を通じて地域の活性化に貢献するとともに、地方自治体のシティプロモーションをサポートするパートナーとして、さらなる社会
貢献を目指しています。

企業名 ㈱佐野テック
三重県三重郡菰野町大字千草5051-9

代表取締役・佐野貴代

橋梁事業、建築事業
橋梁事業では、橋梁免震支承・橋梁ジョイントなどの橋梁関連部品の製造を行っています。建
築事業では、木造・鉄骨造の住宅・工場等の設計から施工までの総合請負を行っています。

059-391-0200 総務部総務課・佐藤大祐

recruit@sano-tec.jp http://www.sano-tec.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
178,800～196,000円
その他 残業手当、家族手当、住宅手当、管理職責任者手当、通勤手当(上記初任給に最低保障15,800円が含まれています)

8:15～17:30(休憩80分)

各種社会保険完備、中小企業退職金共済加入、ATO会(歓送迎会・社員旅行等企画)

土曜・日曜・祝日・夏季・年末年始/年間122日(2018年実績)

橋梁事業で扱う製品は決して目につきやすいものではありませんが、橋や道路を支える重要な部品として私達の生活の近くで息づい
ています。建築事業では橋梁事業で培った技術力と信用力を生かし幸せを提供できる空間を提供しています。また、社員の平均年齢
は36歳で有給休暇の取得率が高く、全員が揃う日が珍しいくらいです。さらに、2018年4月からは「時間有給制度」も導入し、社員の「ラ
イフ」を中心とした「ワーク」への意識改革を目指しています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

372名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 若干名 修士了・四大卒 三重県北勢地域 全学部 全学科

現業職 若干名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重県北勢地域 全学部 全学科

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

397名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 未定 修士了・四大卒
三重・愛知(東京・大
阪)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 三岐鉄道㈱
三重県四日市市富田三丁目22番83号

取締役社長・日比 義三

交通運輸業 鉄道業、バス事業、旅行業、サービスエリア事業、石油販売業、商事業

059-364-2141 総務部労務課 労務課係長・日沖 光

roumu@sangirail.co.jp http://www.sangirail.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 総合職/四大卒:201,540円 現業職/四大卒:189,780円 短大・専門卒:169,230円

基本8時間で、所属部署の仕業表に基づく

各種社会保険、財形貯蓄、確定給付企業年金、表彰制度、スポーツクラブ・リゾート施設会員等

当社カレンダーによる(週休2日制)、有給休暇、育児・介護休業等

地域の足である鉄道・バスによる旅客営業を基幹として、サービスエリアでの店舗営業、ガソリンスタンド・旅行代理店の経営等、市民
生活に密着した事業を多角的に展開し、地域とともに歩む企業として社会貢献を目指しています。

企業名 三交不動産㈱
三重県津市丸之内9番18号

取締役社長・高林学

不動産業・建設業
■戸建住宅事業 ■マンション分譲事業 ■仲介事業 ■リフォーム事業 ■賃貸事業
(商業・オフィス等) ■環境エネルギー事業 ■高齢者向け住宅事業

059-227-5111 総務人事部人事課・深谷・林

saiyo@re.sanco.co.jp http://re.sanco.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 総合職/205,000円

(1)9:00～17:45 (2)9:30～18:15 ※部署により異なります。

福利厚生:財形貯蓄、グループ持株制度、退職年金、社宅、法人会員施設、保養所等
保険等:各種社会保険

土・日・祝・年末年始 または4週8日+特定休暇(祝日相当数)
※部署により休日の設定が異なります。年次有給休暇・結婚休暇・忌引休暇

当社は1956年に全国初となる官民共同ビル「三重会館」の開業を皮切りに、賃貸ビルの開発運営、宅地の開発分譲などを手掛けてき
ました。現在は、地元に根付く当社だからこそ提案できる、木造住宅や分譲マンションなどの住まいの提供や商業施設・駅前開発など
総合的に街をプロデュースしています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

63名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 1名 四大卒 本社 普通自動車免許

総合職 1名 25歳迄 四大卒 本社 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

69名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業職 5名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県伊勢市・四日
市市

普通自動車免許

営業職 若干名 30歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

三重県伊勢市・四日
市市

普通自動車免許
(AT限定不可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 三昌物産㈱
三重県四日市市塩浜180番地

代表取締役・渡邉 大雄

製造業 鶏肉総合食品の製造・販売、飼料、油脂製造販売

059-345-0921 総務部総務課 参事・渡辺 清文

sansho@cty-net.ne.jp http://www.sansho-bussan.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 209,000円

8:30～17:45

各種社会保険、永年勤続表彰(10年、15年、20年、25年)、退職金制度、社員旅行、リゾート施設会員、スポーツジム優待
券

日曜・祝日・土曜日(当社カレンダー)、夏期休暇、年末年始休暇

当社は、創業1949年の「食の総合カンパニー」です。創業時の飼料原料となる油脂製造から、養鶏、畜産加工冷凍食品の製造、惣菜
店運営にいたるまで総合的に展開する企業です。「地域社会に愛され、社員に信頼される会社づくり」の企業理念のもと、地域に密着
した事業の多角化で発展を続けています。「100年企業」を目指す当社の戦力となり幹部社員を目指しませんか

企業名 ㈱三水フーズ
三重県伊勢市下野町653番地20

代表取締役社長・小久保 貴之

食品加工製造販売業 冷凍魚介類・冷凍食品製造販売 酒類・常温品販売など

0596-36-3535 取締役 総務部長・上村 昌路

y_kokubo@sansuifoods.co.jp http://www.sansuifoods.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
204,000円～基本給・職務手当・役職手当・精励手当・食事手当・皆勤手当・通勤手当・扶養手当・地域手当あり。
*扶養手当・地域手当は該当者のみとなっています。

午前8時～午後5時

各種社会保険、会員制リゾートホテル、新入社員歓迎会、社員食堂(昼食・本社のみ)

年間110日日曜・祝日、他週休2日制(祝祭日の無い週の月～土の間に1日取得)休暇:年末年始、GW、年次有給休暇(入社
半年後10日付与)、慶弔休暇*年次有給休暇計画的付与(連続5日間)あり

【Safety Selection Sansuifoods】多様化する国内の食生活に対応すべき、より新鮮で安全な素材だけを世界各国から食卓に食の提供
者として貢献しています。好不況に左右され難い食品業界ですので、安定した業務が特徴です。『安心・安全』をモットーに商品を大切
に取扱い、様々なニーズに対応できる≪人・環境・地球≫に優しい食品メーカーを目指しています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

31名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

PLCソフト設計者 若干名 四大・高専・高卒 四日市 普通自動車免許

ロボットシステム設計 若干名 四大・高専・高卒 四日市 普通自動車免許

電気工事士 若干名 四大・高専・高卒 四日市 普通自動車免許

PLCソフト設計者 若干名 40歳迄 四大・高専・高卒 四日市 普通自動車免許

ロボットシステム設計 若干名 40歳迄 四大・高専・高卒 四日市 普通自動車免許

電気工事士 若干名 40歳迄 四大・高専・高卒 四日市 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

185名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 3名 四大卒 三重県四日市市 普通運転免許

総合職 3名 28歳迄 四大卒 三重県四日市市 普通運転免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 ㈱シリックス
三重県四日市市小古曽東2-9-40

代表取締役社長・西尾 慎一

建設業
FA自動化システム・PLC制御設計・開発・施工 ロボットシステム設計・施工、電気工
事全般

059-345-3211 総務グループ・矢田 由紀子

info@serix.co.jp http://www.serix.co.jp

我が社は世界に誇る日本のものづくりを支える自動化設備の基幹となる制御用ソフトウェアの設計・施工技術およびその周辺電気設
備の施工技術において「誰にも負けない」というものを持つプロのエンジニア集団です。社員の成長をバックアップし、若手でも責任あ
る仕事をやってもらいます。そして自立した人間が育つ風土のある職場です。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大卒(日給月給):200,500円
高専・専門卒(日給月給):182,000円

8:00～17:00

各種社会保険

土曜・日曜・祝日 週休2日制(但し祝祭日のある週は土曜日出勤)

059-345-2531 総務課 課長・岡本 崇

sed@shin-ei-d.co.jp http://www.shin-ei-d.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 189,440円

8:00～16:30
7時間30分

各種社会保険完備、社員寮、旅行補助、福利厚生会員サービス(宿泊、レジャー等の会員価格利用可)、各種資格取得支
援、育児介護短時間勤務制度充実(男性取得実績有)、インフルエンザ予防接種費用の全額会社負担。

休日:年間96日(2017年実績)有給休暇消化率は90%を超えており、非常に有給休暇を取得しやすい職場です。年間休日は
少ないですが、その分1日の就労時間は短いです。

大手製造メーカーの主に包装工程、出荷工程の業務請負を行う。創業70年以上。取引先に恵まれ毎期安定した売上。製造される製
品は国内シェア5割を占め、自動車関連、建築関連をはじめ、日常のあらゆる物に利用され、不可欠な製品である。四日市、鈴鹿を中
心に社員数は180名程度。終了時間が16時30分と早く、仕事以外の生活で ゆとりある時間が過ごせる。

企業名 杉栄開発㈱
三重県四日市市石原町1番地

代表取締役・岡本 淳

その他 サービス業
大手製造メーカーの包装工程、出荷工程等を中心とした構内請負作業を主な事業
としています。製造メーカーの物作りを物流部門を中心にして支えています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

32名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

カー用品販売・受付スタッフ 2名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市生桑町
・三重郡朝日町

自動車普通免許
販売経験不問

自動車整備スタッフ 2名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市生桑町
・三重郡朝日町

自動車普通免許
整備経験不問

カー用品販売・受付スタッフ 1名 40歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市生桑町
・三重郡朝日町

自動車普通免許
販売経験不問

自動車整備スタッフ 1名 40歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市生桑町
・三重郡朝日町

自動車普通免許
整備経験不問

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

145名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職(ネットワーク技術・
CATV技術・営業・お客様サ
ポート・番組制作など)

若干名
修士了・四大・短大
・専門卒

本社
(三重県四日市市)

普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 ㈱伸和
三重県四日市市生桑町177-6

代表取締役社長・石井 弘昭

小売業・自動車整備業
オートバックス店舗運営(三重県北勢部2店舗) カー用品販売・自動車整備・車検・
自動車保険・新車・中古車販売・車買取

059-332-7871 本社 総店長・伊達 智彦

saiyo@ab-shinwa.co.jp http://www.ab-shinwa.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大卒:195,000円　短大・専門卒:179,000円　別途資格手当、通勤交通費上限19,500円、条件付き家賃補助30,000円、
家族手当配偶者30,000円　子1人あたり10,000円(第3子まで支給)

通常9:30～19:30(休憩70分)　月平均4日時間短縮勤務14:30～19:30(休憩30分)

各種社会保険・オートバックス共済会・社員旅行・退職金制度・従業員割引購入制度・産前産後休暇
・育児休暇資格取得制度(自動車整備士・自動車検査員・販売士など)・リフレッシュ休暇(最大7連休取得)

シフト制(月間変形労働制)年間111日

㈱伸和は、業界No.1グループのオートバックス店舗を運営している会社です。おかげさまで地元四日市でご愛顧いただき創業38年目
を迎えます。近年はワークライフバランスにも目を向け、社員の働きやすい環境を整え、プライベートも充実できるよう取り組んでおり
ます。女性も安心して働ける産前産後休暇や育児休暇はもちろん最大7連休のリフレッシュ休暇制度など充実の福利厚生や時間短縮
勤務といった働き方や手厚い手当支給などで生活をサポートしております。

企業名 ㈱シー・ティー・ワイ
三重県四日市市本町8番2号

代表取締役社長・渡部 一貴

一般放送業、電気通信業
一般放送事業、電気通信事業(インターネット接続サービス、電話サービス)、
ラジオ放送事業、広告業 など

059-353-6505 総務部総務課・森 靖貴

cty_somu11@cty.co.jp http://www.cty-net.ne.jp/

新　卒

各種社会保険、財形貯蓄制度、従業員持株会、保養施設、契約スポーツ施設、社員旅行 他

日祝、隔週土曜、年末年始、夏期休暇、創立記念日など 完全週休2日制(シフト制)、年間休日128日(H30年度)

採用条件

既　卒

初 任 給 四大卒:191,000円(平成29年4月実績)

9:00～18:00(休憩60分)

シー・ティー・ワイは、情報インフラとしての事業(テレビ・インターネット・電話)を通して、地域のコミュニケーションネットワークを構築し、
地域社会に対して豊かな情報文化を提供し、魅力的な情報都市を築き上げることに貢献している総合放送・通信サービス会社です。
地域密着型メディアとして、地域の皆様の「安心」「信頼」「快適」「充実」をモットーにサービスを拡充し、圧倒的な『地域ナンバーワン企
業』を目指します。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

160名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

介護職 5名 不問 伊勢市 不問

事務職 1名 不問 伊勢市 不問

機能訓練指導員 1名 四大卒 伊勢市
OP・PT・ST
柔道整復師(取得見込可)

介護職 3名 不問 不問 伊勢市 不問

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

233名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業職 10名
四大・高専・短大
・専門・高卒

三重県内12営業所 普通自動車免許(AT不可)

営業職 10名 35歳迄 短大・専門卒以上 三重県内12営業所 普通自動車免許(AT不可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

info@jikeikai-ise.or.jp http://www.jikeikai-ise.or.jp/

理事長・倉井 秀代

企業名 ㈱スズキ自販三重
三重県四日市市日永5丁目1-3

職員寮・職員用託児所　リゾートトラスト法人会員　ジョイワーク 等

週休2日 月8日以上(シフトによるローテーション制)　年間111日各種休暇制度あり

介護業界は無資格・他学科の方でも活躍でき、キャリアアップができる業界です。当法人の約9割の職員が、無資格・未経験で仕事を
始め、介護のプロとして活躍しています。様々な研修や現場での教育を通して、フォローアップ体制を整えています。今後、ますます高
齢者介護が必要とされる時代となります。これからの介護業界の担い手となる方を募集しています。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給

recruit@j-mie.sdr.suzuki http://suzuki-mie.co.jp/

従業員車両購入制度・財形制度・退職金制度ほか

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒191,000円 短大・専門卒171,000円

業販営業:会社カレンダーによる年間110日間  直販営業:定休日(水曜日)その他シフト制による年間110日間

スズキ(株)の直営販売代理店として、三重県内に12店舗を展開しています。新店舗オープンに伴う業務拡大中です。スズキが得意と
する軽自動車やコンパクトカーは、ご家庭で毎日使う車であり、商店や農家などでは仕事に欠かせない車です。新車の使用期間の平
均が9年と長く、一人ひとりのお客様と長いお付き合いができる仕事です。お客様との信頼関係を築き、「スズキファン」を増やしていく
ことにより、たくさんのお客様の暮らしに貢献できる喜びを感じることができる仕事です。

企業名 (社福)慈恵会
三重県伊勢市村松町3294番地1

高齢者介護
伊勢市内にて特別養護老人ホーム・グループホーム・デイサービスセンター等の高
齢者介護施設を展開

0596-38-1800 人事部 本部長・倉井 巖

【介護職】手当含む・短大・専門卒207,000円・大卒211,500円　【事務員】・短大卒148,500円・大卒152,000円
【機能訓練指導員】・大卒195,000円・専門卒192,500円

【介護職】7:30～16:30　10:00～19:00　13:00～22:00　22:00～8:00
【事務員・機能訓練指導員】8:30～17:30

自動車販売・卸業
スズキ四輪の販売/中古車の販売/電動車両の販売/部品用品の販売/自動車整
備
/損害保険代理業務等

059-346-1221 総務部長・田牧直人

代表取締役社長・関根 行孝

業販営業 8:50～17:30 直販営業 9:20～18:00



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

683名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

介護員・支援員 10名 四大・短大・専門卒
津・鈴鹿・伊勢・志摩・
伊賀・滋賀県甲賀

無資格の方でも大丈夫!

保育士 10名 四大・短大・専門卒 津・松阪・伊勢・志摩
【必要資格】
保育士(見込み可)

管理栄養士 2名 四大卒
津・伊勢・志摩・伊賀・
滋賀県甲賀

【必要資格】
管理栄養士(見込み可)

介護員・支援員 5名 概ね50歳迄 高卒以上
津・鈴鹿・伊勢・志摩・
伊賀・滋賀県甲賀

無資格、未経験の方も大丈夫!

保育士 5名 概ね50歳迄 短大・専門卒以上 津・松阪・伊勢・志摩
必要資格:保育士
ブランクのある方も大歓迎

管理栄養士 2名 概ね50歳迄 短大・専門卒以上
津・伊勢・志摩・伊賀・
滋賀県甲賀

【必要資格】
管理栄養士(見込み可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

362名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

技術職
(試験・解析・評価・検査)

10名 不問 三重県四日市市
学部学科・文理は不問
※理工系出身者歓迎

技術職(ソフト開発) 5名 不問 三重県四日市市 C、Javaに興味がある方

技術職
(試験・解析・評価・検査)

10名 35歳迄 不問 三重県四日市市
学部学科・文理は不問
※理工系出身者歓迎

技術職(ソフト開発) 5名 35歳迄 不問 三重県四日市市
C、Javaのいずれかで業務
経験のある方。

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 (社福)洗心福祉会

事業規模が県内トップクラスの社会福祉法人で、保育・介護・障がい・医療の4つの事業を行っています。キャリアを伸ばせる総合職と
地元で活躍できる地域限定職からあなたに合った働き方が選べます。洗心福祉会には、福祉業界で幅広く活躍できるフィールドがあ
り、自分の可能性を追求できます。社会や人のために役に立ちたい人はもちろん、将来的に経営や企画などマネジメント業務を担い
たいとお考えの方にもピッタリの法人です。

jinzaikanri@sensin.or.jp http://www.sesin.or.jp/

理事長・山田 俊郎

toiawase@centrans.co.jp http://www.centrans.co.jp/

各種社会保険完備、退職金、契約保養所、財形貯蓄、ジムや某テーマパーク格安利用、など

代表取締役社長・大和麻子
企業名 セントランス㈱

三重県四日市市栄町1番11号くすの木ビル4階

受託開発設計、労働者派遣事業

■休日:完全週休2日制(土日)、祝日　　 ■GW、夏季、年末年始 ■年間休日120日以上(昨年度本社実績125日)
■休暇:有給休暇、慶弔休暇、特別休暇■産休育休実績あり

昨年で創業50周年を迎え、創業から大手企業様と共に技術革新に携ってきました。近年では若年層の社員が増え、活躍の場が広
がっています。自分に新たな技術を身に付け、更なるスキルアップをしませんか?そんな社員をキャリアアップ支援や教育制度、資格
取得推進制度、各営業担当のフォロー、研修制度(自宅研修・社内研修・社外研修)といった様々なかたちで支援していきます。

三重県津市本町26番13号

福祉サービス
三重県6市(津市・伊勢市・松阪市・志摩市・鈴鹿市・伊賀市)と滋賀県甲賀市の7つの行政区
域で、児童福祉・高齢者福祉・障がい者福祉・医療の各種サービスを提供。

059-222-7700 人事課・川口 敦央・山口 亜希子

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【基本給】四大卒156,250円～ 、短・専・高専卒144,850円～
【諸手当】職種手当(介護・支援員・保育士15,000円、管理栄養士23,000円)、夜勤手当(8,000円/回)、処遇改善手当 他

賞与年3回(昨年実績4.9ヶ月)、昇給年1回、通勤手当(上限50,000円)、職員住宅(津市・志摩市・甲賀市)、
住宅手当(上限28,000円)、資格取得支援、各種社会保険、職員旅行、サークル活動、永年勤続表彰、退職金など

・年間100日(月7～9休制)・年次有給休暇(2017年度実績:8.6日)・育児休業・介護休業・特別有給休暇 など

シフト制 (8:30～17:30)配属先により早番・遅番・夜勤(17:00～翌9:00)あり

■設計…半導体(LSI)、半導体製造装置、発電プラント(原子力、火力)、他
■開発…ソフト(オープン系・組込み系)、NW/DB構築、他 ■建築土木…設計、施工管理、他

03-3454-0660 人材開発部・山口/湯目

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
■大学院卒:213,500円 ■大学卒:202,000円 ■高専・短大卒:192,000円 ■3年制専門卒:187,000円
■2年生専門卒:182,000円 ※皆勤手当(5,000円)含。交通費・時間外手当は別途支給

8:45～17:30(実働8時間)



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

95名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

地域総合職 修士了・四大卒
三重県津市、松阪市
※業務センター(名古
屋市)勤務あり

SC業務職 四大・短大卒
三重県津市、
松阪市

地域総合職
大卒25歳、院
修了27歳迄 修士了・四大卒

三重県津市、松阪市
※業務センター(名古
屋市)勤務あり

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

66名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職(営業、検査業務、生産管
理、商品開発、店舗運営など) 5名

四大・高専・短大・
専門卒

三重県内 普通自動車免許

総合職 3名 30歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

三重県内 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名
全国共済農業協同組合連合会
三重県本部

http://www.ja-kyosai.or.jp/

本部長・野口 広巳

三重県津市栄町1-960 JA三重ビル

金融(保険)
生命共済(保険)と損害共済(保険)を兼営するJA(農協)共済事業。事業運営にかかる企画、広
報、宣伝、普及推進(営業)にかかるJA支援、共済引受審査・支払査定、情報処理など

059-229-9127 管理部 総務グループ 課長・河合 良樹

yo-kawai@ja-kyosai.or.jp

シフト制 年間休日 105日(月8日以上)休暇/年次有給休暇(入社半年後より10日付与)   慶弔休暇、生理休暇、
産前産後休暇、育児休暇

管理本部情報システム課次長・中村滋秀059-326-7722
info@takeya-ltd.co.jp http://www.takeya-ltd.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 【地域総合職コース】200,200円(四大卒)　【SC業務職コース】169,700円(四大卒)、154,700円(短大卒)

週休2日制(土・日)、祝日 ※年間休日120日以上

9:00～17:00(休憩時間 12:00～13:00)

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、財形貯蓄制度、住宅資金貸付、カフェテリアメニューによる各種費用助
成 ほか

JA共済連は、「相互扶助」を事業理念に掲げ、生命・損害の総合保障である「JA共済」の提供を通じて、多くの人々の人生に寄り添い
ながらその生活を支えることを使命としています。中でも「県本部」は、地域特性に応じた普及(営業)推進の策定や共済事業に携わる
JA職員への直接的なサポートをするのが役割です。

企業名 ㈱竹屋
三重県四日市市桜町963-1

代表取締役・竹尾純一

食品製造業 デザート食品の製造・販売及び三重県内で外食チェーン店を運営

初 任 給 基本給:(大)200,800円 (短)172,700円 既卒(相談)　◆新生活応援手当 20,000円(入社一年目一律支給)

5:00～23:00 (実働8時間・休憩1時間)※勤務地により異なります

退職金制度、再雇用制度、永年勤続表彰、各種報奨金、結婚祝い金、出産祝い金、特別見舞金、傷病見舞金、
災害見舞金、死亡香料、海外研修、懇親会 等

全国最大級の生産能力を誇る本社工場で、洋菓子を製造し全国のスーパー等で販売しております。当社の製品は、大量生産方式で
あるにもかかわらず、一つひとつ製法や味にこだわり、職人の手作りデザートに負けず劣らず、自信を持って皆様におすすめいたしま
す。また三重県初の外資系ファーストフードをオープンした外食産業のパイオニアです。新規業態開発にも積極的に取り組んでいま
す。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

70名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

製造・生産管理 2名 四大卒
本社(川越町)
転勤の可能性なし

危険物取扱乙4種あれば尚可

製造・生産管理 2名 35歳迄 四大卒
本社(川越町)
転勤の可能性なし

危険物取扱乙4種あれば尚可

設備管理・メンテナンス 2名 35歳迄 四大卒
本社(川越町)
転勤の可能性なし

設備管理経験者優遇
危険物取扱乙4種あれば尚可

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

15名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

製作スタッフ 2名 短大・専門卒以上 三重県 普通自動車免許

メカニック(整備士) 1名 短大・専門卒以上 三重県 普通自動車免許

カーライフアドバイザー(営
業)

2名 短大・専門卒以上 三重県 普通自動車免許

販売アシスタント 1名 短大・専門卒以上 三重県 普通自動車免許

インターネット事業部 1名 短大・専門卒以上 三重県 普通自動車免許

製作スタッフ 2名 35歳迄 高卒以上 三重県 普通自動車免許

メカニック(整備士) 1名 35歳迄 高卒以上 三重県 普通自動車免許

カーライフアドバイザー(営
業)

1名 35歳迄 高卒以上 三重県 普通自動車免許

インターネット事業部 1名 35歳迄 高卒以上 三重県 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

企業名 谷口石油精製㈱

企業名 ㈱ダイレクトカーズ
三重県津市河芸町上野876-1

土・日・祝(週休2日制)、創立記念日(4月8日)、夏期休暇(3日)、年末年始休暇など(年間126日)

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 月給210,800円(残業代別支給)

8:30～17:30(実動:8時間)

平成29年度「三重おもてなし経営企業選」受賞しました!研修に力を入れています。社員さんの成長をわが社は何より応援します。
(年間研修費用500万円)若者が多く、一人ひとりが大活躍しています。(平均年齢26歳)失敗を評価する会社です。(失敗は財産です)

三重県三重郡川越町大字高松1622

代表取締役社長・三嶋 優

石油精製業 石油の精製・加工及び販売、自動車用高級潤滑油の調合

059-364-1211
t.chikada@tanisei.co.jp http://www.tanisei.co.jp

管理部総務課 課長・近田

各種社会保険、社内リクリエーション、職場懇談会

当社では、ナフテン系原油を蒸留・精製した高圧絶縁油、各種潤滑油及び重油を製造しています。これらの製品は、日本全国、多種
多様な分野のお客様にご支持を頂いています。また、自動車用潤滑油の製造も行っています。当社の製造技術が認められ、自動車
メーカー様にとって良好な立地条件もありJXTGエネルギー様のOEM品を製造しています。

代表取締役・百田 雅人

自動車販売 自動車販売、ハイエースキャンピングカー製作、車検・一般整備、パーツ事業部等

059-253-8888
cars@drt-cars.com http://www.cars-drt.com

採用担当・小西 雛子

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
カーライフ・カスタマイズスタッフ四大卒:180,000円～ 短大・専門卒:170,000円～ アシスタント四大卒170,000円～
短大・専門卒:160,000円～ YouTuber四大卒:175,000円～ 短大・専門卒:170,000円～

9:00～18:00(営業時間は19:00まで)

社会保険完備、社員旅行、社内表彰制度、社内リクレーション等

毎週火曜日、第三水曜日、他平日2日夏季休暇、冬期休暇など



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

22名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

データ入力・税理士補助業
務

2名 高卒以上 桑名市大福406-1
日商簿記2級
科目合格者優遇

データ入力・税理士補助業
務

2名 不問 高卒以上 桑名市大福406-1
日商簿記2級
科目合格者優遇

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

353名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職
(エンジニア・幹部候補)

15～20名 高卒以上
名古屋市港区・飛島
村・弥富市・知多市・
半田市・四日市市 他

普通自動車運転免許
※取得見込可

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

採用条件

新　卒

総務・久松 玲子・広瀬 由夏

企業名 税理士法人 中央総研

sasaya@cri-sasaya.com http://www.cri-sasaya.com

既　卒

初 任 給

労務部 課長/主任・中西/島崎

企業名 中部資材㈱
愛知県名古屋市港区入船2-4-31

サービス業(専門技術サービス)
日本経済を支える「港」の機能を止めないために、大型クレーンなどの荷役機器や特殊車両
のメンテナンスから害虫害獣の防除など、様々な分野で当社の技術が活かされています。

052-661-7232

三重県桑名市大福406-1

代表社員・笹谷 俊道

税理士事務所 税務会計業務、ドクター開業支援、 資産対策支援、事業再生支援

0594-23-2448

192,614円～(大卒の場合)

8:30～17:30

通勤手当:会社規定により支給　所員旅行・慰労会・忘年会あり

若い世代が多く、明るい雰囲気の中で仕事をしています。担当者は毎月お客様を訪問し、毎月の「月次決算書」を使って会社の業績を
説明させていただいています。

日曜、土曜(月2～3回)、祝日、年末年始、夏期、慶弔、有給、誕生日休暇

代表取締役社長・髙木 要馬

recruit@chubushizai.co.jp http://www.chubushizai.co.jp/recruit/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
《基本給》修士了:234,600円　大学・短大/専門/高専4年課程卒:225,000円
専門3年課程卒:218,400円　短大/専門/高専2年課程:211,600円　高校卒:198,000円

8:30～17:00(フレックスタイム制)
※コアタイム(平日)8:30～14:00、 (土曜)8:30～12:00※部署によっては月4回程度の夜勤有

各種社会保険完備、退職金、財形貯蓄、持株会、寮・社宅完備、保養施設、共済組合、団体保険(生命・損保)、
永年勤続表彰、名古屋港水族館無料入場 他

日曜日、祝日、他週1日休み可、年末年始、有給休暇、特別休暇(慶弔休暇等)※部署によっては休日出勤が有りますが
代休取得可

日本経済を支える社会インフラの1つである「港」の機能を止めないために、様々な分野で当社の技術が活かされています。超大型の
特殊クレーンなどの荷役機器や荷物を運ぶベルトコンベアーなどの港湾設備メンテナンス、植物検疫燻蒸(輸入植物害虫駆除)など東
海エリアトップシェアを誇っています。また、平均勤続22年、平均年齢44年と永年勤続者多数!今年で創業70周年を迎える当社は、創
業以来赤字無しの超安定企業です。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

16名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

システムエンジニア 1～2名 不問 四日市 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

170名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

賃貸仲介スタッフ 5名
修士了・四大・
短大・専門卒

三重県内各店舗 普通自動車免許(AT限定可)

賃貸仲介スタッフ 5名 25歳迄
修士了・四大・
短大・専門卒

三重県内各店舗 普通自動車免許(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

事業本部・佐藤 望

https://www.chintai-m.net
059-366-1400
c-mate@chintai-m.net

採用条件

採用条件

新　卒

各種社会保険

土曜・日曜・祝日 年末年始(12月29日～1月3日) 夏季休暇・特別休暇・有給休暇※年間休日120日以上

未経験(技術ナシ/知識ナシ/経験ナシ)からプログラマ・システムエンジニアへ!　文系出身、未経験からIT業界に入社したシステムエン
ジニアが多数在籍!　個別の新人研修でIT技術の習得可能! #文理不問 #転勤なし #本社四日市(近鉄四日市駅から徒歩3分!)　当社
は、お客様の課題をIT技術で解決しています。開発案件ごとに社内でプロジェクトチームを組み、お客様へのヒアリングから、設計、開
発、テスト、運用サポートまでを協力して行っています。

企業名 中部システム・エンジニアリング㈱
三重県四日市市鵜の森1-3-15 リックスビル7F

代表取締役・諸岡智哉

ソフトウェア開発
①業務アプリケーション設計・開発 ②自社オリジナルパッケージソフト販売
③ホームページ制作・ECサイト構築

既　卒

初 任 給 四大卒:206,000円 専門・短大卒:196,000円

9:00～17:30(昼休憩 12:00～13:00)実働7時間30分

マネージャー・山中利泰

http://www.chubu-se.com/
059-350-1003
saiyo@chubu-se.com

企業名 ㈱賃貸メイト
三重県四日市市蒔田2-14-7 NSメイトビル

代表取締役・西村 昭彦

不動産業
賃貸不動産の仲介、管理、リフォームから建築提案のコンサルティング及び不動産
投資用収益物件の売買仲介

新　卒

既　卒

初 任 給 210,000円+諸手当+奨励給

9:30～19:00(店舗営業時間)

各種社会保険完備、社員旅行、海外研修、社内レクリエーション、保養所(エクシブ)、産休・育休実績あり

隔週休2日制(月6回ローテーション制)、GW、夏季、年末年始休暇、誕生日休暇、慶弔休暇、その他特別休暇、有給休暇

不動産は、「衣食住」の中でも社会生活の基盤である「住」を担う業界であり、特に賃貸不動産は、セーフティーネットの要素も含まれ
ております。その中で弊社は、、「地域密着」「親切営業」をモットーに外国籍の方や高齢者、ペット飼育等々、希望のお部屋が見つか
りにくいお客様に対しても「一所懸命」最適なお部屋を提案していきます。一人一人のお客様とオーナー様を結びつけることにより、地
域の絆やネットワークが築かれ地域の活性化につながります。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

64名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職(法人営業) 若干名 四大卒
四日市市・東京都・
大阪市

一般職(クリーニング業務、
商品管理業務)

若干名 四大卒 四日市市・名古屋市

総合職(法人営業) 若干名 40歳迄 四大卒
四日市市・東京都・
大阪市

一般職(クリーニング業務、
商品管理業務)

若干名 40歳迄 四大卒 四日市市・名古屋市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

57名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

セールスエンジニア
(営業職)

3名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市、津市 普通自動車免許

システムエンジニア(SE
職)

2名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市
普通自動車免許
※情報処理資格あれば歓迎

技術営業
(セールスエンジニア)

若干名 25歳迄 四大・短大・専門卒 四日市
普通自動車免許
※技術営業に興味がある方

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

人事総務部 管理本部長・原 英之

http://www.co-toyo.jp

クリーニング業
○リネンサプライ事業(ユニフォームレンタル及びクリーニング、ホテルリネン、販売)○業務用
クリーニング○食品衛生管理業務○ダストコントロール事業(マットレンタル、清掃、他)

059-334-8117

8:30～17:30　9:00～18:00 ※部署により異なる

管理部管理課・北川

https://www.e-toyo.co.jp

企業名 東洋電機㈱
三重県四日市市浜田町13番16号

新　卒

既　卒

初 任 給

企業名 ㈱東洋
三重県四日市市八田1-1-22

代表取締役社長・服部 恵美子

【営業職】四大卒:210,260円　高専卒:203,690円　短大/専門卒:198,570円
【S　E職】四大卒:184,100円　高専卒:178,300円　短大/専門卒:173,800円　※既卒者は応相談

jinji@co-toyo.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 <総合職>218,000円　<一般職>179,000円

ユニフォームのレンタル・クリーニングを中心とする法人クリーニングを全国展開しております。当社の「清潔なユニフォーム」と「衛生
管理システム」は食品製造現場や飲食レストラン等でご活用いただいております。食の安全に対する高い知識、ISO22000認証取得、
きめ細やかな衛生サービスの提供は当社の強みとなっております。

各種社会保険完備、退職金制度、社内教育制度、資格取得支援制度、社宅制度、永年勤続表彰制度、社内提案制度

日曜日及びその他1日(年間休日105日)

代表取締役社長・竹内 稔

電気機械器具卸売、ソフトウェア開発 電気機械器具、FA・ICT機器の販売及および付帯工事、ソフトウェアの開発

059-353-3281
r-kitagawa@e-toyo.co.jp

採用条件

8:45～17:30(休憩45分、実働8時間)

・各種社会保険完備・資格取得支援制度 ・従業員表彰制度(永年勤続、特別功労表彰)・退職金制度 ・住宅手当(条件付
き)・リゾート施設利用 ・パートナーお誕生日お祝い ・旅行会 ・親睦会・記念式典

週休2日 日曜、祝日、土曜(第4土曜のみ出勤)、年末年始、夏期休暇、バースデー休暇他
※会社カレンダーによる(年間114日)

■当社の特色 当社は三重県唯一の富士電機㈱特約店として工業用電気機械器具の卸売や附帯工事、また富士通パートナーとして
ICT関連機器の卸売・設置作業を行っており、さらにソフトウェアの設計開発も手掛けています。従業員のほとんどの先輩が文系大学
出身で現在活躍中です。富士電機㈱、富士通㈱などが主催する充実した研修制度により、不安なく電気機械やICTの知識・仕事を覚
えていただけます。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

750名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 30名
修士了・四大・
短大・専門卒

三重県鈴鹿市

一般職 若干名
修士了・四大・
短大・専門卒

三重県鈴鹿市

総合職(生産管理) 若干名 35歳迄 高卒以上 三重県鈴鹿市
必要知識習得のため、他部
門での研修あり

総合職(営業) 若干名 35歳迄 高卒以上 三重県鈴鹿市
必要知識習得のため、他部
門での研修あり

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

481名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業 10名 四大・短大・専門卒
三重県下23店舗の
いずれか

自動車普通免許(ATのみ不可)

ショールームスタッフ 10名 四大・短大・専門卒
三重県下23店舗の
いずれか

自動車普通免許(AT可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

自動車等新製品の開発試作、小ロット部品の製作

059-383-0593

管理部・杉本 隆明

http://corollamie.co.jp

企業名 トヨタカローラ三重㈱
三重県四日市市北浜田町10-3

私たちが携わっている領域は、主に自動車部品の「試作」です。「試作」とは新製品の開発段階で、新しい技術や素材、生産方法など
を取り入れた場合に、大量生産が可能なのか?耐久性などに問題はないか?などを確認するために不可欠な工程です。当社はそんな
「試作」のリーディングカンパニーとして、最高品質の製品を世界中へお届けしています。自分が携わった「試作品」が大手自動車メー
カーに採用され、世界中を走りまわる。そんな喜びを私たちと一緒に味わいませんか?

企業名 ㈱トピア
三重県鈴鹿市一ノ宮町1477番1

代表取締役社長・佐々木 英樹

9:00～18:00(休憩70分)※所属部署により交替勤務あり

特定退職金制度　各種研修制度　資格取得支援制度　全国各地リゾート施設利用制度　社員旅行(年1回)社内行事 他

土日完全週休二日制　長期休暇(年末年始・GW・夏季休暇)　●年間休日115日

総務部人事課 リーダー・伊藤 憲史

http://www.u-topia.co.jp

製造業

新　卒

既　卒

初 任 給
   大卒営業242,473円　短大・専門学校卒営業230,528円

  大卒ショールームスタッフ180,000円　短大・専門学校卒ショールームスタッフ170,000円

saiyo@u-topia.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 (四大卒)総合職:200,000円・一般職:182,550円　(その他)お問い合わせください

代表取締役社長・永井 宏明

トヨタ系自動車ディーラー 新車中古車の販売、修理とそれに伴う用品販売。各種保険取扱い、au商品の販売

059-353-5251
sugimoto870008@corollamie.co.jp

採用条件

10:00～18:30(休憩60分)

各種社会保険完備、バースデー休日、有給休暇、産前・産後育休制度、慶弔見舞金、その他レクリエーションあり

当社規定の年間休日カレンダーにより変則週休2日制、年間休日109日　年間3回大型連休有り

「和と真心」を社是に、地域密着型の営業を展開。お客様との、そして社員同士の絆を大切に地域になくてはならない企業をめざし、地
域貢献活動にも積極的に取り組んでいます。企業にとって最も重要な人材の定着に向けて入社時から経験年数に合わせて研修を充

            実させ、メンター制度などにも積極的に取り組んでいます。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

49名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

住宅営業スタッフ 2名 四大卒
三重県内 桑名,
四日市,鈴鹿,津

全学部全学科
普通自動車免許

設計スタッフ 1名 四大・短大・専門卒 四日市市
建築系学科に限る
普通自動車免許

施工管理スタッフ 1名 四大・専門卒 四日市市
建築系学科に限る
普通自動車免許

展示場ホームアドバイザー 2名 四大・短大卒
三重県内
(四日市,鈴鹿)

建築,インテリア系学科優遇
普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

25名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業 3名 四大卒 亀山市

工務 2名 四大卒 亀山市

広報 2名 四大卒 亀山市

設計 2名 四大卒 亀山市

営業 2名 不問 四大卒 亀山市

工務 2名 不問 四大卒 亀山市

工務 2名 不問 四大卒 亀山市

設計 2名 不問 四大卒 亀山市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

maeda@treasure-home.co.jp

トヨタ自動車の創業者が「日本の住まいを本気でよくしたい。」という理念のもと生まれたトヨタホーム。東北から九州まで全国に販売拠
点があるが、それぞれ支店ではなく販売会社として独立した会社となっています。当社は住まいづくりを通じて「三重県に徹底的に貢
献したい」という思いの強い方を望んでいます。

業務部・原 壽貢

http://www.toyotahomemie.jp

建設業・不動産業・保険代理店
住宅(トヨタホーム)の販売・設計・施工、一般建築、リフォーム、不動産の売買、
損害・生命保険代理店業務

059-351-7722

10:00～18:30(休憩時間12:30～13:30)

各種社会保険、退職金制度、出産・育児・介護休業制度、慶弔見舞金制度、永年勤続表彰制度、自動車購入割引制度、
誕生祝、スポーツフェスタ

会社休日カレンダーによる 年間休日109日 [水曜日、GW、夏期、年末年始、バースデー休、交替休、有給休暇の計画付
与、指定休等]

広報部・前田

https://www.treasure-home.jp/

企業名 トレジャーホーム㈱
三重県亀山市北町6-15

初 任 給 180,000円

企業名 トヨタホーム三重㈱
三重県四日市市十七軒町9-1

代表取締役社長・永井 宏明

新　卒

既　卒

saiyo@toyotahomemie.jp

建設業 個人向けの新築住宅の企画・販売・施工

0595-83-0144

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒/営業:235,306円、営業以外:179,000円　短大・専門卒/169,000円

代表取締役・池村昭人

採用条件

9:00～18:00

各種社会保険、交通費、家賃補助制度有り、産前産後休暇

GW・夏季休暇・年末年始・週休2日・有給休暇(年間休日118日)

土地探しのご相談から、お引渡しまで一貫してサポート!
『一生大切にしたい』宝物のように愛しい家づくりをしています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

58名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

土木・建築施工管理 若干名 四大・短大・専門卒 主に四日市市 普通自動車運転免許

営業 若干名 四大・短大・専門卒 四日市市 普通自動車運転免許

土木・建築施工管理 若干名 30歳迄 四大・短大・専門卒 主に四日市市 普通自動車運転免許

営業 若干名 30歳迄 四大・短大・専門卒 四日市市 普通自動車運転免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

2500名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 一般職 管理係(理系) 10名 四大卒 三重、 東京、大阪

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

昭和18年に創業し、土木業を中心創業して70年以上いわゆる地場ゼネコンとして地域のインフラを担ってきました、三重県北勢地域を
中心に土木のみならず建築工事にも拡大し、行政・民間共々信頼を得ています。ISO9001を筆頭に各種取得して、地域に安心・安全・
健康・信頼を基本に技術とサービスの提供する企業を目指しています。また、男女がいきいきと働き続けられる企業として県・市から
認証を受け四日市市からは大賞を受賞しており風通しの良い家庭的な企業として評価を受けています

土木工事、推進工事、建築工事、鉄道工事、とび、土工工事、管工事、ほ装工事、塗装工事、
建具工事、内装仕上工事、解体工事、カナダ輸入住宅設計施工、各種メンテナンス他

059-337-2222

人事部人事課 課長代理・若林
http://www.nagashima-onsen.co.jp/index.html/

企業名 長島観光開発㈱
三重県桑名市長島町浦安333

採用条件

企業名 ㈱中村組
三重県四日市市あかつき台2丁目1番地の192

代表取締役・中村利一郎

8:00～17:00(休憩1時間)

各種社会保険完備、退職金制度あり、会員制リゾートホテル優待、ナガシマリゾート優待、平安閣グループ優待、
フットサルチームあり

年間休日118日(当社社内カレンダーによる 2019年)アニバーサリー休暇、夏季休暇、年末年始休暇、育児・介護休暇等
※部署により違いあり。

執行役員総務部長・伊藤嘉泰

http://www.nakamuragumi.co.jp/

総合建設業

新　卒

既　卒

初 任 給 総合職226,000円  一般職213,000円  管理係(理系)213,000円   (平成30年度実績)

yoshihiro_itou@nakamuragumi.co.jp

総合レジャー
温泉施設「湯あみの島」、遊園地「ナガシマスパーランド」、プール「ジャンボ海水
プール」、テーマパーク「なばなの里」、オフィシャルホテル等を運営。

0594-45-1111
h_wakabayashi@nagashima-onsen.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:200,000円、短大・専門卒:190,000円  その他各種手当あり

取締役社長・水野 正信

日祝日・繁忙日 実働8時間  平日 実働7時間

健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険加入、育児・介護休業、再雇用制度

年間102日(夏季・冬季特別休暇10日)   他に年次有給休暇 、慶弔休暇、育児・介護休暇有

遊園地「ナガシマスパーランド」、プール「ジャンボ海水プール」、温泉施設「湯あみの島」、テーマパーク「なばなの里」、オフィシャルホ
テル、ゴルフ場「ナガシマカントリークラブ」、伊勢湾岸自動車道「湾岸長島パーキングエリア」等 総合レジャー施設を運営する会社で
す。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

98名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職(施工管理) 6名
四大・高専・短大・
専門卒

本社・各工事現場 建築・土木関係学科卒

総合職(営業・企画・経理等) 若干名 四大卒 本社・各支店 全学部全学科

総合職(施工管理) 2名 35歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

本社・各工事現場 建築・土木関係学科卒

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

428名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

カーライフアドバイザー
(営業職)

10名 短大・専門卒以上
三重県下21店舗の中
で通勤距離を考慮

普通自動車運転免許
(AT限定不可)

テクニカルアドバイザー
(サービスフロント職)

若干名 高卒以上
三重県下21店舗の中
で通勤距離を考慮

普通自動車運転免許
(AT限定不可)

カーライフアドバイザー
(営業職)

若干名 35歳迄 短大・専門卒以上
三重県下21店舗の中
で通勤距離を考慮

普通自動車運転免許
(AT限定不可)

テクニカルアドバイザー
(サービスフロント職)

若干名 35歳迄 高卒以上
三重県下21店舗の中
で通勤距離を考慮

普通自動車運転免許
(AT限定不可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

総務部 総務・人事課・中浜 陵介

http://np-mie.nissan-dealer.jp

企業名 日産プリンス三重販売㈱
三重県四日市市八田3丁目3-32

新　卒

既　卒

初 任 給

企業名 生川建設㈱
三重県四日市市中浜田町1-10

代表取締役・生川正洋

日曜、祝日、土曜(第2・4・5)、年末年始、その他会社カレンダーによる休日/年間休日102日

経営管理部・課長・伊藤尚幸

https://www.narukawa-kk.com/

総合建設業
官公庁をはじめ商業施設・事務所・店舗・工場の新築からリフォームなどの建築工
事、耐震補強工事、土木工事、解体工事等

059-355-2300

【カーライフアドバイザー】四大卒:183,900円+車両手当7,500円 短大卒:176,900円
【テクニカルアドバイザー】四大卒:178,900円 短大卒:171,900円

ito-nao@narukawa-kk.com

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 総合職  四大卒:(施工管理)224,500円 ・ 四大卒:(営業等)212,200円 ・ 専門卒:(施工管理)211,700円

大正12年に四日市市で創業。変化する時代のニーズに応じた建設業を追求し、地域社会へ貢献しています。公共施設の建築はもと
より、民間の建築工事を得意とし、人にやさしい店舗づくりを心がけたショッピングセンターや最先端の工場などを全国各地で建築して
います。社員の教育訓練に力を入れ、新入社員から役員までを階層別にクラス分けした研修を毎月1回行っています。

8:00～17:00(休憩75分)

各種社会保険、本社社員食堂、リゾートクラブ会員(リゾートトラスト・ダイワロイヤル)、ベネフィット・ワン、本社社員食堂

代表取締役社長・橘川 泰介

自動車販売・点検・車検・修理業
新車・中古車販売、カーリース、自動車整備・車検・点検・修理、板金塗装 各種部
品・用品の販売、損害保険代理業、生命保険募集業、JAF取扱い等

059-364-2235
PME000978@nissan-prince-mie.co.jp

採用条件

【カーライフアドバイザー】9:30～18:45(昼休み90分)
【テクニカルアドバイザー】9:30～18;15(昼休み60分)

各種社会保険完備、退職金制度(確定拠出年金制)、育児・介護休業制度、社員車両優待販売

年間115日(2019年度)　指定月の第1,2火曜日および毎週水曜日定休　独自カレンダーによる個人休　長期休暇(GW,夏季,年末年始)
有給休暇取得促進制度「リフレッシュ休暇制度」完備　土日祝も休日取得可能

自動車販売会社は「ヒト」で成り立ちます。人財を大切に、一人ひとりが最高のパフォーマンスを発揮出来るよう常にフォローしていま
す。新入社員は入社後一ヶ月間の研修を経て、1年間は先輩社員の中から「メンター(育成担当者)」が任命され、常に二人三脚で仕事
をしていただきます。頼れるアニキ(アネキ)がそばに付いていてくれるので安心して仕事を覚えていただけます。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

700名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 2名 四大卒 すべての拠点 普通自動車免許

営業職 1名 四大・専門卒 三重県内の各拠点 普通自動車免許

事務職 1名 高卒以上 本社 普通自動車免許

整備士 1名 短大・専門卒以上 本社(整備場) 普通自動車免許

店舗マネジメント 2名 四大卒 三重県内の店舗 普通自動車免許

営業職 1名 40歳迄 不問 配属先により決定 普通自動車免許

店舗マネジメント 2名 40歳迄 高卒以上 三重県内の店舗 普通自動車免許

製造スタッフ 2名 40歳迄 不問 三重県内の各拠点 普通自動車免許

ドライバー職 2名 45歳迄 不問
本社または鈴鹿事
業所

大型自動車免許
(ない場合はご相談下さい)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

11名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

生産工程 3～4名 高卒以上 本社に同じ 特になし

事務 1名 高卒以上 本社に同じ エクセル・ワード操作

生産管理事務 1名 高卒以上 本社に同じ エクセル・ワード操作

生産工程 2～3名 30歳迄 高卒以上 本社に同じ 特になし

事務 1名 30歳迄 高卒以上 本社に同じ エクセル・ワード操作

工程管理事務 1名 30歳迄 高卒以上 本社に同じ エクセル・ワード操作

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

・一般貨物自動車運送業 ・労働者派遣事業・有料職業紹介事業 ・自動車分解整備
事業・指定自動車整備事業 ・倉庫業・飲食業(FC店運営)

0595-84-2424

営業・総務 次長・恵味名正樹

http://nissin-galva.jp/

企業名 日進ガルバ工業㈱
三重県桑名市多度町香取606

鈴鹿市で創業し、亀山市に本社を構える総合物流企業です。輸送・倉庫・整備・人材派遣・製造請負・飲食・フィットネスと幅広く事業展
開しており、三重を中心に愛知・静岡・埼玉・東京・奈良で拠点展開しています。現在従業員は1,000名を超え、人を大事にすることで
成長を続けています。

企業名 ㈱日商
三重県亀山市布気町550-4

代表取締役社長・笠井 紀彦

8:00-17:00※配属先により異なる

資格取得制度、社員寮完備、保養所あり(菰野町)、飲食店社員割引

105日※土日他 社内カレンダー

営業戦略室・稲田 允

http://nissyo-net.co.jp/

輸送業、製造請負業、飲食業

新　卒

既　卒

初 任 給 高卒:184,800円(生産工程)　専門・短大:190,080円(生産工程)　大卒:198,000円(生産工程)

m-inada@nissyo-net.co.jo

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大卒:190,000円　短大・専門:180,000円　高卒:170,000円　皆勤手当て:10,000円
【新卒者手当て】職務時間外手当て:20,000円(15時間分の残業代※超過分は別途支給)

代表取締役社長・星山光浩

溶融亜鉛鍍金 鉄をサビから守る、半永久的に使用可能な優れた防錆加工。

0594-48-5310
nissin_emina@opal.ocn.ne.jp

採用条件

8:00～17:00

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、退職金制度、慰安旅行等

日・祝、第2・4土曜休み(企業のカレンダーによる)

溶融亜鉛めっきという業種で、日本中でも百社少々の希少な仕事をしております。具体的には鉄製品の防錆加工の仕事でありまし
て、四方を海で囲まれております「ここ日本」においては需要が尽きません。新国立競技場の外観にも、溶融亜鉛めっきが施されてお
ります。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

458名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 15名 四大・短大・専門卒 本社及び各拠点
ドライバー職の募集
ではありません。

一般職 5名 四大・短大・専門卒 本社及び各拠点
ドライバー職の募集
ではありません。

総合職 5名 30歳迄 高卒以上 本社及び各拠点
ドライバー職の募集
ではありません。

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

15名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

システムエンジニア・
プログラマ

2名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県四日市市 普通自動車免許

システムエンジニア・
プログラマ

若干名 30歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

三重県四日市市 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

noa-somu@noainc.co.jp

鈴鹿に本社を構え、全国22カ所に営業所を構えた物流会社です。三重に根差して60年、県内では鈴鹿市、四日市市、伊賀市、いなべ
市、東員町に拠点があり、保管-梱包-輸送といった一気通貫システムを確立と付加価値の高いサービスで、多くの企業様から支持を
いただいております。また、皆様の先輩も様々なフィールドで活躍しています。

管理部人事課 課長・岩田 英典

http://www.nippon-rikuso.co.jp/

運輸業
一般貨物自動車運送事業、倉庫業・荷役梱包事業、重量貨物・機械類据付解体事
業等

059-378-1181

8:00～17:00(事業所により若干異なります)　実働8時間(60分休憩)

各種社会保険、財形貯蓄、慶弔見舞金制度、退職金制度、車両購入資金貸付制度、社員旅行

年間107日【夏期休暇、年末年始、GW休暇、誕生日休暇、特別休暇(冠婚葬祭)、有給休暇(最高40日)】

総務・河村 文子

http://www.noainc.co.jp

企業名 日本オフィス・オートメーション㈱
三重県四日市市諏訪町13-4

初 任 給 四大卒:215,200円 短大・専門卒:193,400円 平成30年実績 既卒者は年齢経験により考慮

企業名 ㈱日本陸送
三重県鈴鹿市国府町字石丸7755

代表取締役・重盛 真治

新　卒

既　卒

saiyo@nippon-rikuso.co.jp

ソフトウェア開発業 コンピュータシステム設計及び開発

059-354-3072

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【総合職】  四大卒:195,200円  短大・専門卒:182,900円
【一般職】  四大卒:174,000円  短大・専門卒:168,700円

代表取締役社長 ・長田 敦司

採用条件

8:45～17:45(休憩60分)

各種社会保険、健康診断、慶弔見舞金、出産・育児休業制度、永年勤続表彰制度、社員旅行(海外有)、退職金制度など

完全週休二日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始、 年間休日約120日

オーダーメイドのソフトウェア開発を主に行うソフト会社です。流通や製造・小売業などさまざまな業界にて業務を便利にするシステム
を開発しています。平成21年にはISO27001認証を取得し、顧客企業及び社会に信頼される会社として活動しています。創業当時から
継続してご愛顧頂いている顧客企業も多く、おかげさまで毎年安定した業績を続けています。基礎エンジニア教育を実施しますので文
系の方もご応募お待ちしています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

1232名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

技術系総合職 2名 修士了・四大卒 三重県内 学部不問

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

702名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 20名程度 修士了・四大卒 国内外の当社拠点

一般職 10名程度
修士了・四大・
短大卒

自宅から通勤可能
な拠点

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

当社は、1964年(昭和39年)の設立以来、およそ半世紀にわたり建物設備サービスに携わる独立系企業として歩んできました。トラブ
ル発生時の対応が主な業務であった空調設備サービス業界にいち早く故障・事故を未然に防ぐという「予防保全」の概念を持ち込み、
事業化を図りました。更に業務領域も空調のみにとどまらず、電気、給排水、衛生等を含めた建物の設備全般に拡大しつつ、また営
業拠点網を充実させながら現在のビジネスモデルを構築してまいりました。

建物設備(空調・電気・消防・給排水・衛生設備等)のメンテナンスを主としたサービ
ス 空調他建物設備のリニューアル工事および新築工事

059-231-1811

人事部・佐藤 佳那
http://www.trancy.co.jp/home/05saiyou/

企業名 日本トランスシティ㈱
三重県四日市市霞2丁目1-1

採用条件

企業名 日本空調サービス㈱ 三重支店
三重県津市栗真町屋町字松本401-1

支店長・柴田貴博

8:45～17:45

従業員持株会、財形貯蓄制度、公的資格取得報奨金制度、表彰制度、退職金制度、確定拠出年金制度、
慶弔見舞金制度、育児介護休業制度、家族旅行補助金制度、会員制福利厚生制度

PM職・RAC職完全休日2日制(土日)、祝日、年末年始休暇　FM職:変形労働時間制　全職種共通:有給休暇、特別休暇
2016年度:年間休日122日(FM職の場合はシフトによる)

三重支店 総務・井野 真悠
https://www.nikku.co.jp/profile/summary.html

総合建物設備メンテナンスサービス業

新　卒

既　卒

初 任 給
◆総合職/初任給 208,000円 (四大卒、院了)◆一般職/初任給 176,000円 (四大卒) 168,500円 (短大卒)
 ※2018年3月卒の入社実績による  ※上記、各種手当は除いた金額です

ino.mayu@nikku.co.jp

総合物流業
創業明治28年。倉庫業からスタートし、倉庫・港湾・陸上輸送・国際輸送と様々な分野で国内
主要都市はもとよりグローバルに事業展開をしている中部地区最大の総合物流企業です。

0120-590-597
saiyo@trancy.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大学卒基本給181,000円　　 住宅手当14,500円　外勤手当3,000円
大学院卒基本給186,000円　住宅手当14,500円　外勤手当3,000円

取締役社長・小川 謙

 平日/9:00～17:15 土曜出勤日/9:00～16:30(※月一回出勤) ※休憩60分

各種社会保険、選択型福利厚生制度、社宅・寮完備(総合職・管理職対象)、財形貯蓄制度、定期健康診断(腫瘍マー
カー・乳がん・子宮がん・前立腺がん検診無料受診)健康者表彰、常備薬配布、自社保養所、社員持株制度

週休2日制(土曜日は月1回出勤あり)、祝日、年末年始、夏季休暇4日、冬季休暇3日、年次有給休暇、慶弔休暇、育児介
護休暇、フレックスホリデー など

創業明治28年。倉庫業からスタートし、今では、倉庫・港湾・陸上輸送・国際輸送と様々な分野で国内主要都市はもとよりグローバル
に事業展開をしている中部地区最大の総合物流企業です。資格取得制度・海外留学制度が充実しており、物流のプロフェッショナル
としてキャリアを築いていくことができます。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

205名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業職(アドバイザー) 8名 四大・短大・専門卒 三重県内最寄り
普通自動車運転免許
(AT限定不可)

事務職 3名 四大・短大・専門卒 三重県内最寄り
普通自動車運転免許
(AT限定可)

営業職(アドバイザー) 1名 29歳迄 四大・短大・専門卒 三重県内最寄り
普通自動車運転免許
(AT限定不可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

470名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

介護職員 15名 不問 鈴鹿市

相談員 2名 不問 鈴鹿市 社会福祉士取得見込み

介護職員 若干名 50歳迄 不問 鈴鹿市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

第二事務所・原田

http://www.murase.or.jp

企業名 (医)博仁会 村瀬病院グループ
三重県鈴鹿市神戸3丁目12-10

新　卒

既　卒

初 任 給

企業名 ネッツトヨタノヴェル三重㈱
三重県四日市市十七軒町3番18号

代表取締役社長・永井 宏明

当社休日カレンダーにより規定(年間休日109日、GW、夏季休暇、年末年始、バースディ)

管理部 総務課 課長・橋本 一輝

http://www.netz-novemie.co.jp/

自動車販売
トヨタ自動車の取り扱う新車の販売、各種中古車の販売、自動車の点検整備、
保険代理店業、携帯電話の販売等

059-352-2156

183,000円～207,000円

k-hashimoto@netz-novelmie.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
営業職 四大卒 242,472円　営業職 短大専門 230,528円
事務職 四大卒 180,000円　事務職 短大専門 170,000円

当社は、トヨタディーラーの中でも比較的年齢層が若いお客さま向けのクルマからハイブリッド車のカムリ・プリウス・アクア・C-HRや、
86、ハイグレードな、ヴェルファイアまで幅広い車種を取扱っています。またGRガレージもオープンしました。社員の平均年齢も35歳と
若く、年間を通して社内行事も多くネッツカップヴィッツレース、バーベキュー交流会、スポーツフェスタ、カート大会などがあります。ク
ラブ活動については、フットサル同好会や、軟式野球部があります。

10:00～18:30

雇用、労災、健康、厚生、財形、退職金制度あり(勤続3年以上)

理事長・村瀬泰史

医療・福祉
入院・入居・入所事業 合計定員 557名、在宅事業利用者50名、通所事業定員306
名、ケアマネジメント事業登録730名

0120-820-337
saiyou@murase.or.jp

採用条件

 8:30～17:00　  7:00～15:00　12:30～20:00　16:00～ 9:00

社会保険完備、寮完備、年1回宿泊懇親会有り

年間111日

私たちの職場には和気あいあいとした空気が流れ、先輩後輩や部署を超えて意見を言い合える環境があります。自由さと柔軟な考え
を大切に、若い方々のフレッシュな意見を反映しながら、幸せな未来へ前進したいと考えております。村瀬病院グループの風に乗り、
共に羽ばたき、成長したい方を求めています。私たちを選んでいただいた患者様・利用者様が満足し、幸せになっていただくことを目
標に、共に社会貢献を目指してまいりましょう



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

450名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

製造・検査・機械操作 70名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県 他東海地区
など(地域限定採用)

学部・学科不問

機械設計・電気/
電子回路設計

20名 修士了・四大卒
三重県 他東海地区
など(地域限定採用)

工学部系

企画営業・人事採用など
人材管理業務

10名 四大卒
本社または各支店(三重、
愛知、岐阜、大阪、広島) 学部・学科不問

製造・検査・機械操作 20名 29歳迄 不問
三重県 他東海地区
など(地域限定採用)

学部・学科不問

機械設計・電気/
電子回路設計

10名 29歳迄 修士了・四大卒
三重県 他東海地区
など(地域限定採用)

工学部系

企画営業・人事採用など
人材管理業務

5名 29歳迄 四大卒
本社または各支店(三重、
愛知、岐阜、大阪、広島) 学部・学科不問

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

28名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

学童保育所 主任候補 若干名 四大・高専卒
桑名・三重郡・
四日市・鈴鹿・亀山

保育士資格
教員免許状

学童保育所 主任候補 若干名 35歳迄 四大・高専卒
桑名・三重郡・
四日市・鈴鹿・亀山

保育士資格
教員免許状

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

航空機・自動車・産業用ロボット・電子機器などの分野における製造・設計アウト
ソーシングを展開。社員教育・研修にも力を入れ、愛知・三重にも研修所開設。

059-269-7711

統括所長・西崎紀行
http://www.oshigoto.pref.mie.lg.jp/kigyonavi/3005

企業名 (社福)日の本福祉会
三重県四日市市松原町3-3

一から技術を学ぶことができ、勤務地や業務内容も見直したり相談できます。※どんな学科の学生様でも当社であれば、活躍できる
仕事があります。また希望している仕事が当社で出来るか相談にのります。気軽にブースにお越しください!

企業名 ㈱パーソナック
三重県津市あのつ台1丁目6番地8

代表取締役・鈴木 昇

就業先カレンダーに準じます。(時間外労働有)

育児休暇、介護休暇、特別休暇、資格取得支援、大手リゾート施設(社員割引価格)

週休2日制、入社半年後10日支給(勤続6年半以降 最大20日まで)

総務企画部 採用課 課長・今西 洋次

http://personac.net/

人材派遣、業務請負、
職業紹介、教育訓練

新　卒

既　卒

初 任 給 201,000円～220,000円

imanishi@satela-net.com

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
総合職(四大):230,000円　技能職(四大):200,000円　 (高専):200,000円　(短大・専門):190,000円
※その他職種については当社求人票で詳しく説明いたします。

理事長・福士英実

教育・保育 認可保育園 子育て支援センター 学童保育所 放課後子ども教室

059-361-6366
hinomotoclub@gmail.com

採用条件

10:00～19:00

各種社会保険

土・日・お盆・年末年始

「子供を将来社会で活躍できるように育てる」をモットーとした学童保育所を運営しています。子供たちの健全育成、職業紹介、宿題の
指導、理科実験教室、社会科体験、各種検定(英検・漢検・数検)、道徳、屋外での遊び、運動、偉人伝、小学生新聞、発表力、美術な
どの教育指導も行います。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

91名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

システム開発 若干名 修士了・四大・短大卒 津市 学部・学科問わず

営業 若干名 修士了・四大・短大卒 津市 学部・学科問わず

システム開発
新卒とあわ
せて若干名 30歳迄 修士了・四大・短大卒 津市 学部・学科問わず

営業
新卒とあわ
せて若干名 30歳迄 修士了・四大・短大卒 津市 学部・学科問わず

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

23名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

技術職(設計・施工管理) 3名
修士了・四大・
短大・専門卒

本社
普通自動車免許
≪全学部・全学科対象≫

営業職(法人への営業) 1名
修士了・四大・
短大・専門卒

本社
普通自動車免許
≪全学部・全学科対象≫

総合職(技術職) 1名 27歳迄
修士了・四大・
短大・専門卒

本社
普通自動車免許
≪全学部・全学科対象≫

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

saiyo@fujiwara-kk.jp

当社は、百五銀行の関連会社として、平成2年3月に設立しました。変化の激しい技術革新に取り組むため、社内勉強会をはじめ、社
外研修への参加、資格取得のための報奨金制度を導入しています。

経営管理部長・巽 克之

http://www.105cs.co.jp/

情報サービス業 各種システム企画・設計・開発、ハードウェア・汎用ソフトウェアの販売等

059-223-2311

8:45～17:15(週初・月末終業 17:45)

各種社会保険、契約リゾート施設

土曜日、日曜日、国民の祝日、12月31日～1月3日、有給休暇(年14～20日)、連続休暇(1週間/年1回)、
リフレッシュ休暇(2週間/勤続15年、30年各1回)、育児休業、介護休業、特別休暇(結婚休暇5日間など)

総務部・岡田 唯衣

https://www.fujiwara-kk.jp

企業名 藤原工業㈱
三重県四日市市塩浜本町3-45

初 任 給
四大卒 224,000円　院修了 236,000円　専門卒 205,000円
他 皆勤手当1,000円、運転手当2,000円(月額)※既卒者は当社規定による

企業名 百五コンピュータソフト㈱
三重県津市岩田21番27号

代表取締役社長・吉輪 康一

新　卒

既　卒

saiyou31@105cs.co.jp

建築設備業(管工事業)
【空気調和・衛生設備工事の設計・施工】 人と建物(ソフトとハード)をつないでいるの
が『管』です。 建物の快適環境を創りあげ、未来の街を進化させる仕事です。

059-345-3151

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 修士了・四大卒:200,800円 短大卒:162,000円

代表取締役・藤原 和彦

採用条件

平日: 8:00～17:00　第1.3 土: 8:00～17:00　≪休憩1.5時間、実働7.5時間≫

健康・厚生・雇用等社会保険完備・労災保険・育児休暇制度・介護休業制度・退職金制度・慰安旅行年1回

隔週週休2日制(日曜、第2・4土曜)・祝日・年末年始・夏期休暇・アニバーサリー休暇・有給休暇

『創業100年に向かって～次の30年を』★建物を生み出し、建物を生かし続ける仕事★人々を豊かにする“水の潤い”と“空気の清々し
さ”を私たちは届けます!冷房・暖房・換気等の空調設備や飲み水・お風呂・トイレ等の給排水設備の配管は、建物の天井内や床下に
あり、 工事完成後には隠れて見えなくなります。水も空気もかけがえのないもの。『大切なものほど目に見えにくい』との想いの下、私
たちは街の未来を創ってきました。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

340名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業・事務系 2名 修士了・四大・高専卒 本社

機械系 4名 修士了・四大・高専卒
本社、東員工場、
北勢工場のいずれか

電気系 2名 修士了・四大・高専卒 本社

既卒者に関しましては
要相談

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

67名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

ホテル運営職(サービス
職・営業職・事務職)

1名 四大・短大・専門卒 四日市 普通自動車運転免許

ホテル運営職(サービス
職・営業職・事務職)

1名 30歳迄 四大・短大・専門卒 四日市 普通自動車運転免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

扶桑工機の職場を見たら、きっと多くの人が驚くはず。工場に一歩足を踏み入れると、いたる所から話し声が。営業も設計も技術も、
部署の垣根なく対話している。扶桑工機は、自動車関連企業の生産設備をつくる会社。生産設備は、オーダーメイドの一品モノ。自由
に意見を出し合わなければ世界にひとつだけの製品をつくりあげることはできない。クルマづくりの根幹を支え、対話を通じて革新を生
み続けるメーカーで、ともに成長していきませんか?

・各種自動化対応設備の設計製作 (自動車部品及び電気・電子部品関連) ・計測解
析機器の設計製作 ・モールド及びプレス金型、精密部品加工

0594-24-5050

総務課・松井 美帆

http://www.platon-hotel.co.jp/

企業名 ㈱プラトンホテル
三重県四日市市西新地7番3号

採用条件

企業名 扶桑工機㈱
三重県桑名市大字増田500番地

代表取締役・服部 岳

8時～16時45分 ※フレックスタイム制度あり【 休憩時間 】45分/日

各種社会保険完備、融資制度、財形貯蓄制度、育児休業制度、育児短時間勤務制度、子の看護休暇制度、
介護休業制度、リフレッシュ休暇制度、親睦会、一戸建て社宅、企業年金退職金制度

週休2日制(土曜・日曜)、年末年始、GW、夏季(年間休日118日)、年次有給休暇、特別休暇など

総務G・グループマネージャー・長谷川 竜也

http://www.fusokoki.co.jp/

生産用機械器具製造業

新　卒

既　卒

初 任 給
大卒 月給182,000円
短大卒・専門卒 月給167,000円

thasegawa@fusokoki.co.jp

ホテル業
客室、宴会場、飲食店、エステが入ったシティホテルです。 お客様に三重の食や文化を味わ
い・感じていただけるよう、三重の特産物を使用したイベント開催等を行っています。

059-352-0300
jinji@platon-hotel.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給  大学卒:201,000円　大学院卒:205,000円

代表取締役・佐野 貴信

9:00～17:45(7時間45分)※部署により時間帯が異なります。

各種社会保険(雇用、労災、健康、厚生年金)、バースデー金券制度、懇親会補助金制度、従業員宿泊割引、グループ飲
食店割引、サービス業専門学校通学(グローイングアカデミー名古屋校)

年間96日

イベント企画運営など部署の垣根を超え、協力して取り組みます。告知方法を広報担当へ持ちかける、販売方法をフロントスタッフに
相談する、部署間の連携を取りやすい職場です。その他に職場環境改善に向けたアンケートの実施、社内インターンシップを通した部
署間の業務体制の構築を行い、チームワークを強化しています。また、人材教育が一番大切であるという考えの元、社員教育に力を
入れています。サービス業専門学校で個人の適性に合わせたセミナーを受講することができます。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

45名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

エンディングプランナー 5名
四大・高専・短大・
専門卒

桑名市・いなべ市・
東員町・三重郡

総合職・一般職

事務職 3名
四大・高専・短大・
専門卒

桑名市 一般職

エンディングプランナー 若干名 25歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

桑名市・いなべ市・
東員町・三重郡

総合職・一般職

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

163名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業職 3名 四大・短大・専門卒
三重県四日市市、桑名
市、いなべ市、三重郡

普通自動車免許(AT限定不可)
※取得見込可

フロアスタッフ 2名
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県四日市市、桑名
市、いなべ市、三重郡

普通自動車免許
※AT限定可

整備士 5名
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県四日市市、桑名
市、いなべ市、三重郡

普通自動車免許※AT限定
不可、整備士資格3級以上

営業職 3名 35歳迄 不問
三重県四日市市、桑名
市、いなべ市、三重郡

普通自動車免許
(AT限定不可)

整備士 3名 35歳迄 不問
三重県四日市市、桑名
市、いなべ市、三重郡

普通自動車免許※AT限定
不可、整備士資格3級以上

フロアスタッフ 2名 35歳迄 不問
三重県四日市市、桑名
市、いなべ市、三重郡 普通自動車免許(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

総務人事部 主任・松尾

http://www.hondacars-miehigashi.com

企業名 ㈱ホンダカーズ三重東
三重県四日市市白須賀3丁目6-15

新　卒

既　卒

初 任 給

企業名 ㈱ほくせい(愛灯館)
三重県桑名市蓮花寺1598番地

代表取締役社長・加藤久智

年間104日の週休二日制(ローテーション制)、誕生日休暇有り、リフレッシュ休暇有り、永年勤続休暇有り

総務部長・森 雅弘

http://www.soso.co.jp

葬祭サービス業 私達は、ご葬儀をお客様の望まれる形に調えるために最善を尽くします。

0594-24-4444

営業職:207,000円(大卒)、202,200円(短大・専門卒)　フロアスタッフ:171,500円(大卒)、163,400円(短大、専門卒)
整備士:181,000円(大卒)、177,400円(短大・専門卒)  既卒:応相談

info@soso.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 総合職/四大卒:220,000円、  一般職/四大卒:205,000円、 事務職/四大卒:195,000円、 短大・専門卒:179,000円

当社は三重県桑名市に所在する葬儀社です。「愛灯館」という名称で葬儀会館を運営しております。今後の日本は超高齢化社会を迎
えようとしており、葬儀社としての仕事は増え続け、安定した職種になると思われます。

8時30分～17時00分

労災、雇用、健康、厚生各種保険加入、厚生年金基金、退職金共済、退職金制度あり

代表取締役社長・青木 克志

小売業
正規ホンダディーラー(ホンダの新車・中古車販売事業、自動車整備事業、損害保
険代理店業)

059-365-7172
RSN_matsuo@outlook.jp

採用条件

9:30～18:30(休憩時間60分)

福利厚生倶楽部加入、インフルエンザ予防接種一部補助、全社員大会、スポーツ大会、社員旅行、制服貸与、安全靴・ブ
ルゾン貸与、パソコン、iPad、携帯貸与

年間112日(毎週火曜日・水曜日定休日完全週休2日制)、GW、年末年始、夏期休暇、有給休暇、特別休暇

三重県北勢地域最大の正規ホンダディーラー!三重県北勢地域で11店舗展開、地域に根付いた展開を行っております!



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

33名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業 8名 四大・短大卒
四日市・名古屋・静
岡

事務 2名 四大・短大卒 四日市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

173名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 3名
修士了・四大・短
大・専門卒

川越町

ドライバー職 3名
修士了・四大・短
大・専門卒

川越町

倉庫作業職 2名
修士了・四大・短
大・専門卒

川越町

事務職 2名
修士了・四大・短
大・専門卒

川越町

総合職 若干名 30歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

川越町

ドライバー職 若干名 30歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

川越町

倉庫作業職 若干名 30歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

川越町

事務職 若干名 30歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

川越町

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ビジネスホン・デジタル複合機・セキュリティー商品・その他OA機器全般の販売、設
置工事および保守

059-350-0700

倉庫事業部・部長・小山 賢司

https://maeda-recruit.com/

企業名 前田運送㈱
三重県三重郡川越町亀崎新田120番地

情報通信の分野で、通信機器の販売を軸として、情報サービスやオフィスオペレーションのお手伝いをしています。マイプレジャーに集
う人たちが「この会社に入ってよかった」「この仕事についてよかった」と言える会社にしたい。世界一働きがいのある企業を目指してい
ます。

企業名 ㈱マイプレジャー
三重県四日市市新正4-7-21

代表取締役・河内優一

8:30～17:30

慶弔金制度・非喫煙者手当・社員旅行・リゾートホテル提携施設完備

週休2日制土日祝他

営業サポート・係長・野田実香

http://www.my-pleasure.co.jp

情報通信業

新　卒

既　卒

初 任 給
総合職 四大卒:204,800円、総合職 短大・専門卒:199,520円、ドライバー職 四大・短大・専門卒:254,320円、
倉庫作業職 四大・短大・専門卒:213,600円、事務職 四大卒:189,240円、事務職 短大・専門卒:187,480円

saiyo@my-pleasure.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 営業職:210,000円～ 事務職:180,000円～

代表取締役社長・野呂正高

一般貨物自動車運送事業・倉庫業
3温度(冷凍・冷蔵・常温)倉庫を5棟所有し、関東・関西エリアへの大型輸送から、東海・北陸
エリアへの外食・スーパー・ドラッグストア等、1200店舗への配送を行っています。

059-364-5957
recruit@maeda-t.com

採用条件

8時～17時(休憩60分) ※事業所、職種により異なります。

社会保険完備、退職金制度、独身寮

年間休日104日、有給、慶弔、育休・産休 等

創業38年目。直近10年で3倍の成長をし、食品物流業界三重県№1になりました。2019年3月には敷地面積5,000坪、延床面積2,130
坪、自動倉庫システム、デジタルピースソーターを完備した3温度帯(冷凍・冷蔵・常温)の6か所目の倉庫を竣工させます。今後の10年
も3倍の成長をさせる計画です。業績好調、事業拡大につき人財大募集中です。規定のお休みも必ず取得して頂き、プライベートを充
実させることができる人にも来て頂きたいです。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

33名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業技術職 1名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重郡菰野町大字
千草字鶴澤5727-14

製造技術 1名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重郡菰野町大字
千草字鶴澤5727-14

生産管理事務 1名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重郡菰野町大字
千草字鶴澤5727-14

営業技術 1名 25歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

三重郡菰野町大字
千草字鶴澤5727-14

製造技術 1名 25歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

三重郡菰野町大字
千草字鶴澤5727-14

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

190名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業職 3名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県、愛知県の一部 普通自動車運転免許(AT不可)

建設機械整備職 2名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県、愛知県の一部 普通自動車運転免許(AT不可)

足場技術職 2名 不問 三重県三重郡川越町 普通自動車運転免許(AT不可)

営業職 2名 35歳迄 不問 三重県、愛知県の一部 普通自動車運転免許(AT不可)

建設機械整備職 2名 35歳迄 不問 三重県、愛知県の一部 普通自動車運転免許(AT不可)

足場技術職 2名 35歳迄 不問 三重県三重郡川越町 普通自動車運転免許(AT不可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

saiyou2020@matsuokaknei.co.jp

弊社は金属部品加工業として電機、鉄道、医療、通信、防衛などあらゆる産業製品に欠かせないキーパーツを生産し、ものづくりの課
題を解決しています。また、自社商品事業や製造業どうしの連携活動などを通して、社員の自主的なものづくりを推進しています。社
内の重要な会議や社外イベントに若手社員が参加することも多く、社員が成長できる機会づくりを重視する会社です。

管理部・松川昌子

http://www.maeda-technica.co.jp/

金属製品製造業 精密プレス・板金部品の製造とプレス金型の設計・製作

059-393-3406

8:00～16:45(実働7時間40分)　(休憩)10:00～10:10　12:00～12:45　15:00～15:10

・社会保険完備(健康保険、厚生年金、労災、雇用)・従業員親睦会・従業員持株会・社員旅行、スポーツ交流会 ・退職金制度

・土、日、祝、年末年始、夏季休暇・年間休日125日

本社管理部総務G・宮本慎太郎、伊藤省貴、久野貴之

http://www.matsuokakenki.co.jp

企業名 マツオカ建機㈱
三重県三重郡川越町当新田17

初 任 給
○営業職・整備職・足場技術職　四大卒:191,860円　短大・専門卒:170,600円
※営業職:営業手当別途30,000円　※足場技術職:手当別途60,000円

企業名 ㈱前田テクニカ
三重県三重郡菰野町大字千草字鶴澤5727-14

代表取締役・前田昌彦

新　卒

既　卒

kanri.maeda@maeda-technica.co.jp

建設機械レンタル業
建設機械、産業機械、軽機械、ハウス、トイレ、仮設材、備品のレンタルリース及び
販売工事

059-365-8271

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大学院了:214,500円、四大卒:200,500円、短大・専門卒:183,000円、高専卒:183,000円

代表取締役社長・松岡 賢

採用条件

8:00～17:00

各種社会保険完備、退職金制度、財形貯蓄制度、リゾートホテル契約(エクシブ)、ライフサポート倶楽部会員、社内同好会

週休二日制 (日曜、祝日、年末年始、夏季休暇)その他、指定休制度月0～3日、年始有給休暇初年度10日合計年間休日
110日

創業以来、土木建設機械、産業用機械、車輌をはじめとして、ハウス・仮設足場・一般備品等のレンタル・リース、販売、工事、特別教
育講習など、建設関連の総合レンタルサービス業として、地域の社会インフラ整備に貢献してまいりました。 土木建設業界、石油化学
コンビナート、電力・通信及び工場設備メンテナンス業界など幅広いお客様のニーズにお応えし、地域に密着した営業網と品揃えで工
事現場のお役だちいたします。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

18名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

製造スタッフ 2名
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社

機械オペレーター 1名 30歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

262名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 2名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県内の事業所(四
日市・津・桑名・伊勢)

普通自動車免許(MT)

総合職 2名 30歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

三重県内の事業所(四
日市・津・桑名・伊勢)

普通自動車免許(MT)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

弊社は創業約40年とまだまだ若い企業です。従業員に若い人材が集まっており熟練技術者から技術伝承を行い、『他社に真似る事
の出来ない技術力』をスローガンに掲げ日々精進致しております。会社見学も随時行っておりますので気軽に足を運んで見に来て下
さい。

アルミダイカスト金型 設計・製作

0594-22-5512

管理課・森田大誠

http://www.maruei-gas.co.jp

企業名 ㈱マルエイ
岐阜県岐阜市入舟町4-8-1

採用条件

企業名 ㈲松尾工業所
三重県桑名市和泉1288-4番地

代表取締役・松尾 英雄

8:00～17:00(休憩 昼60分+午前・午後30分) 実働7.5時間

各種社会保険、リゾート施設保有、退職金制度

第2・第4土曜日、日曜日(当社カレンダーによる)

専務取締役・松尾 誠佑

http://www.matsuo-kou.co.jp

製造業

新　卒

既　卒

初 任 給 215,500円(四大卒)/既卒の方は相談の上決定

jinji@matsuo-kou.co.jp

エネルギー専門商社
LPガス事業、リフォーム事業、不動産業、ガス配管製造業、ウォーターサーバー事
業、農業、バイオエネルギー事業、自立支援事業

058-245-0107
recruit@maruei-gas.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:200,000円 　高専・短大・専門:180,000円 　高卒:160,000円

代表取締役社長・澤田栄一

8:40～17:40

各種社会保険、営業手当、退職金制度、会員制リゾート施設、永年勤続表彰、社員旅行

土(月1～2回出勤あり)・日・祝/年間休日108日

東海地方を中心に6県下でLPガスをはじめとする多様なクリーンエネルギーの小売・卸売を行う岐阜県最大手のガス会社です。当社
は「エネルギーと快適生活提案事業を通じて永続的発展的な幸せ社会の創造」という理念のもと顧客・従業員・取引先をはじめ、地域
社会や地球環境に至るまで当社に関わるすべての人・モノの「幸せ」を目指しています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

45名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業職 3名 四大卒 四日市・津・伊勢 普通自動車免許

組立施工職 2名 四大卒 四日市・津 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

81名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

事務職員 若干名
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市市浜田町 普通自動車免許

事務職員 若干名 34歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市市浜田町 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

総務課・二宮 彩奈

http://www.humanitec.ac.jp/

企業名 (学)みえ大橋学園
三重県四日市市浜田町13-29

新　卒

既　卒

初 任 給

企業名 ㈱マルトアステム
三重県四日市市芝田一丁目1番2号

代表取締役・服部 晋二

第1・2・4土曜日、日曜日、祝日、他 夏期休暇、年末年始休暇

総務部長・坪内 義孝

http://www.marutoastem.co.jp/

卸売業 住宅設備機器の卸売及び施工

059-352-8151

月額 専門学校・短大卒 176,000円 ～　 四大卒・大学院修了 196,000円

somu@marutoastem.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 210,000円

『明日の住まいのシステムづくりに貢献する』 トイレ・洗面所、バスルーム、キッチンなどの水まわりに関する多彩な商品を取扱い、住
宅設備機器の卸売販売・組立施工を手掛けています。TOTO、クリナップ、LIXIL、タカラスタンダード、ノーリツ、リンナイなど業界一流
メーカーの県下最大の代理店です。いつも暮らす人の立場で住環境をトータルにとらえ、センスとこだわりを生かした多彩な商品をお
届けします。

8:30 ～ 17:30

各種社会保険、退職金制度、会員制リゾートホテル法人会員、社員持株制度

理事長・大橋 正行

教育業
三重県四日市市内に4つの専門学校と1つの高等学校を運営しています。建学の精神と教育
理念の実現を目指し「技術教育」と「人間教育」に地域社会に貢献すべく努力をしています。

059-353-4311
info@humanitec.ac.jp

採用条件

平日 午前8時30分～午後5時00分(休憩45分)

私学共済(健康・年金)/雇用/労災/退職金制度

週休2日・祝日 ※学園指定日(業務繁忙期)等を除く

昭和21年に四日市市塩浜において「塩浜文化服装学院」として創設され、社会の変貌とともに多様な展開を重ね、地域の皆様のご支
援とご協力のもと、現在では4つの専門学校(10学科)と高等学校をもつ総合教育機関として発展して参りました。今後も学園全体を挙
げ、より高いレベルの「技術教育」と「人間教育」に邁進し、教育を通して地域社会に貢献すべく更なる努力を重ねていきます。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

1314名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 未定 四大卒
三重県、愛知県、東
京都、大阪府

一般職 未定 四大・短大卒
三重県、愛知県、東
京都、大阪府

総合職 未定
卒業後3年

未満迄
修士了・四大卒

三重県、愛知県、東
京都、大阪府

一般職 未定
卒業後3年

未満迄
修士了・四大・短大
卒

三重県、愛知県、東
京都、大阪府

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

70名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 3名 高卒以上 亀山市能褒野町
必要な資格はありません、
適正をみて配属します

営業 3名 30歳迄 高卒以上 亀山市能褒野町 製造メーカーでの就業経験者

技術 3名 70歳迄 高卒以上 亀山市能褒野町
プレス金型修理、CATIA、機
械加工等各経験者

品質管理 3名 60歳迄 高卒以上 亀山市能褒野町
自動車業界での品質経験者
またはISO事務局経験者

業務 3名 45歳迄 高卒以上 亀山市能褒野町
顧客担当、データ入力、倉
庫管理等各経験者

生産 若干名 40歳迄 高卒以上 亀山市能褒野町
プレス、溶接、ベンダー等各
経験者

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

円滑な資金供給はもとより、コンサルティング機能の活用や国際ビジネス情報提供などの問
題解決型サービスを実施し、地域のお客さまに様々な金融サービスを提供しています。

059-354-7181

総務部 部長・院田 篤憲

http://www.miekondo.jp

企業名 三重コンドー㈱
三重県亀山市能褒野町字大野2067-2

顧客本位でものを考える「カスタマーファースト」の姿勢を大切に「地元で確固たる存在感を示し、成長し続ける銀行」を目指します。ぜ
ひ三重銀行の雰囲気を肌で感じてみてください。お待ちしております。

企業名 ㈱三重銀行
三重県四日市市西新地7-8

取締役頭取・渡辺 三憲

平日8:45～17:10(但し、週初・週末・月末・月末前日8:45～17:45)

各種社会保険、持株会、共助会(住宅・一般融資)、社宅、独身寮、総合グラウンド、テニスコート、会員制リゾートクラブ、会
員制スポーツクラブ、体育・分化各種クラブ活動、福利厚生倶楽部

休日/完全週休2日制(土日営業店は交替制)・祝日・年末年始休暇/有給休暇(最高年23日)・連続休暇(年1回、最長10日
間)・シーズン休暇(年3回)・メモリアル休暇(年1回)・地域貢献休暇(年2回)他

人事部・西川 潤

http://www.miebank.co.jp

金融

新　卒

既　卒

初 任 給 高卒基本給:160,000円/既卒(応相談)

jinji@miebank.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒(総合職):205,000円　四大卒(一般職):195,000円　短大卒(一般職):165,000円

代表取締役・近藤 隆典

輸送用機械器具製造業
プレス・溶接・曲げ加工を得意とし、日本国内の自動車メーカー各社へ部品を供給していま
す。 自動車以外にも建築資材・介護福祉等の分野にも部品を供給しています。

0595-85-1211
a-inda@miekondo.jp

採用条件

08:00～17:05　注)生産の場合夜勤あり

各種社会保険、皆勤・住宅・家族・食事手当(一部条件あり)、退職金制度、年間皆精勤表彰、永年勤続表彰

年間110日+個人別誕生日休暇あり。月に1日の割合で土曜日出勤があります。5月、8月、年末年始には長期連休(1週間
から10日程度)があります。

昭和54年創業の自動車部品メーカーです。プレス・溶接・曲げ加工を得意とし、コンドーグループの一員として日本国内の自動車メー
カー各社へ部品を供給しています。海外(アメリカおよび中国)へも積極的に工場を展開しています。社員70名、平均年齢40歳と若い方
が活躍している会社です。小さな会社でご自分のスキルを上げていきたいと考えている方を募集しています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

301名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

事務系総合職
技術系総合職

5名 四大卒
三重県桑名市
三重県いなべ市

事務系総合職
技術系総合職

5名 30歳迄 四大卒
三重県桑名市
三重県いなべ市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

59名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業職 3名 四大・短大・専門卒 四日市 理系、文系問わず

施工管理職 3名 四大・短大・専門卒 四日市 理系、文系問わず

営業職 3名 25歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

四日市 理系、文系問わず

施工管理 3名 25歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

四日市 理系、文系問わず

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

創業から80年以上、切削加工技術を軸に、自動車産業・電気産業向けの精密部品を加工するメーカーです。「品質とコストへの挑戦」
を掲げ、独自で生み出した設備と加工方法により、より速く・より良いモノを提供。2018年には売上高61.4億円と前年から6.7億円Upし、
2018年11月には新工場を新設、社員も300名に。IoTを活用した一貫生産ラインの整備、AIを用いた品質管理システムの導入など創意
工夫と挑戦を続ける、三重精機です。

経営企画室・坂中 山口

https://mie-seiki.co.jp/

製造業 精密機械部品(自動車部品等)の製造、加工、組付け

0594-22-0856

8:00～17:00

各種紹介キャンペーン・忘年会・制服支給・永年勤続表彰・改善表彰・お祝い金・野球部・ゴルフ同好会・軽音楽同好会

年間休日112日　週休2日制　土曜出勤年間5日間

管理部係長・髙見 敬治

http://www.mieseki.co.jp

企業名 三重石商事㈱
三重県四日市市白須賀3丁目6番8号

初 任 給 201,800円+通勤費(2018年4月初任給 実績)

k.takami@mieseki.co.jp

企業名 三重精機㈱
三重県桑名市上野970

代表取締役・加藤峰幸

新　卒

既　卒

saiyou@grp.mie-seiki.co.jp

小売業
石油製品、LPガス・ガス機器の販売、空調機器・太陽光発電設備の施工販売、ガソ
リンスタンド運営

059-365-2134

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 177,000円～

代表取締役社長・金子 守

採用条件

9:00～18:00(休憩1時間)

独身寮完備、2年に1回海外研修有り、財形貯蓄制度、確定給付企業年金制度、短時間勤務社員制度(1日6～7時間勤
務)、時間単位年休制度、野球・ゴルフ・マラソン同好会有り

完全週休2日制(土曜、日曜、祝日)、年間休日124日(2019年度)、年次有給休暇10日～20日

昭和シェルグループの総合商社として、各種石油製品からLPガスなど多品目にわたるエネルギー製品に加え、空調設備や太陽光パ
ネルを含む住宅設備など取り扱う商材や事業領域を拡大してきました当社です。今後は自らが成長し、更に社員の持つ力を生かして
いく組織となる為に、顧客価値提案の活動と横断的営業活動を推進し、当社の持つ力を最大化し、次世代へ続くビジネスモデルを創
り上げていきます。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

442名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業スタッフ 5名 四大・短大卒 三重県下18拠点 普通自動車運転免許(AT限定不可)

ショールームスタッフ 5名 四大・短大・専門卒 三重県下18拠点 普通自動車運転免許

サービスエンジニア 15名 四大・短大・専門卒 三重県下18拠点 普通自動車運転免許(AT限定不可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

260名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業・販売スタッフ 5名 四大・短大・専門卒 三重県内 普通自動車免許(AT可)

ショールームスタッフ 若干名 四大・短大・専門卒 三重県内 普通自動車免許(AT可)

整備受付スタッフ 若干名 四大・短大・専門卒 三重県内 普通自動車免許(AT可)

営業・販売スタッフ 若干名 30歳迄 高卒以上 三重県内 普通自動車免許(AT可)

ショールームスタッフ 若干名 30歳迄 高卒以上 三重県内 普通自動車免許(AT可)

整備受付スタッフ 若干名 30歳迄 高卒以上 三重県内 普通自動車免許(AT可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

トヨタの新車販売・レクサス販売・リース販売、各種U-Car販売、自動車整備・修理・
板金塗装、au携帯電話販売、保険代理店業務 等

059-222-7110

総務部・濱口 隆光

http://www.mie-nissan.co.jp

企業名 三重日産自動車㈱
三重県津市垂水557-1

◆当社はトヨタ系ディーラーとしてトヨタ車を販売するだけではなく、地域貢献活動にも積極的に取り組んでいます!◆「環境・福祉・安
心・文化」をテーマに、地域の皆様から信頼される「社徳」のある会社を目指しています。◆人事評価制度や人材育成・教育制度も充
実しており、一人ひとりが活き活きと働きがいが持てるような環境づくりにも力を入れています。◆配属後、業務に目的を持って取り組
めるよう、BB(ビッグブラザー)制度を導入しています。

企業名 三重トヨペット㈱
三重県津市上弁財町4番1号

代表取締役社長・川喜田 久

【営業スタッフ】9:00 ～ 18:00(90分休憩)　【ショールームスタッフ】9:00 ～ 17:30(60分休憩)
【サービスエンジニア】9:00 ～ 17:30(60分休憩)

各種社会保険、退職慰労金制度、定年後再雇用制度、従業員持株会、社員旅行、自家用車購入制度、会員制リゾートホ
テル 等

年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇、誕生日休暇、リフレッシュ休暇 他 年間休日109日

総務部・加藤 博紀・吉田 雄紀

https://www.mietoyopet.co.jp/

自動車販売修理業

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒 193,000円　短大・専門卒 173,000円　高卒 155,000円

y.yoshida@mietoyopet.co.jp

自動車販売・整備業
日産自動車の販売及び整備、部用品の販売と損害保険・クレジット・JAFの代理業
務等

059-225-2355
nme001652@mie-nissan.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【営業スタッフ】四大卒216,600円 短大卒207,600円(手当含)　【ショールームスタッフ】四大卒180,600円 短大卒172,600円
【サービスエンジニア】四大卒195,600円 短大・専門卒:177,600円(手当含)

代表取締役・岩井 純朗

採用条件

営業・販売スタッフ、ショールームスタッフ 9:30～18:45(休憩90分) 　整備受付スタッフ 9:30～18:15(休憩60分)

リゾートトラスト、ゴルフコンペ、キャンプ、スキー、ボウリング大会等・各種社会保険加入制度あり

年間114日、一斉休日・・・水曜日及び指定月の第1・2火曜日、GW休暇、夏期休暇、年末年始休暇

昭和21年に県下唯一の日産販売会社として誕生いたしました。現在では、創業70周年の国内で最も歴史のある老舗ディーラーの一
つとして、地域の皆様に高い支持を頂いております。年間114日、ノー残業デーの設定等、働き方改革にも前向きに取り組んでおり、ま
た、コンプライアンスホットラインの運用により、自由な意見が言える職場を目指しております。【当社の営業は取引のあるお客様への
フォローと店頭対応が中心です。】



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

61名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職、電気・機械系技
術職、サービスエンジニア
の総合職又は基幹職

3名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市・松阪 普通自動車運転免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

186名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

新車営業職 若干名 四大卒 県内6拠点 普通自動車運転免許

自動車整備職 5名 四大・短大・専門卒 県内6拠点
普通自動車運転免許
(AT限定不可)

総合事務職 若干名 四大卒 本社 普通自動車運転免許

新車営業職 若干名 35歳迄 四大卒 県内6拠点 普通自動車運転免許

自動車整備職 若干名 35歳迄 四大・短大・専門卒 県内6拠点
普通自動車運転免許
(AT限定不可)

総合事務職 若干名 35歳迄 四大卒 本社 普通自動車運転免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

代表取締役社長・木下 俊雄

経営企画部 経営企画課・河本 信行

http://www.hitachi-hansya.jp/mie-hitachi/

小売・卸売業
電気機械器具販売、設計施工及び附帯工事 産業機器・空調システム・環境関連システム・
情報通信システム・電子デバイス等の販売及び附帯工事並びにサービスメンテナンス

059-346-4311

企業名 ㈱三重日立
三重県四日市市日永東二丁目2番6号

取締役社長・武山節文

soumugm@mie-hino.co.jp

kawamoto-n@miehitachi.co.jp

新　卒

各種社会保険制度、退職金制度、永年勤続表彰、親睦会、資格褒賞

週休2日制、年次有給休暇、夏季・年末年始、特別休暇

http://www.mie-hino.co.jp

雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金・退職金制度(勤続 1年以上)

第2・4土曜日(整備職はシフトによる)、日曜日・祝日、夏季・年末年始の長期休暇、誕生日休暇他 〔年間休日107日〕

昭和38年創業よりトラック・バスの販売を通じてより快適で活力のある暮らしづくり貢に献するため、一丸となって取り組んでいます。県
下同業種のなかトップクラスのシェアを誇っており、トラック・バス業界のリーディングカンパニーとして誇りを持ち、フレッシュなパワー
や感性を新たな原動力として皆さんと共に三重日野の歴史を創っていきたいという思いがあります。皆さんとお会いできることを心より
楽しみにしております。

企業名 三重日野自動車㈱
三重県四日市市日永5丁目9番1号

総務部 総務課・課長・勝井 秀明

採用条件

新　卒

既　卒

採用条件

既　卒

初 任 給 四大卒:203,000円　短大・専門卒:180,000円

8:50～17:30(昼休み 12:00～12:55)

日立グループ各社の製品(コンプレッサ・モートル・ホイスト・変圧器・その他各種産業機器・エアコン・チラーユニット・その他各種空調
機器、監視カメラ・その他各種情報機器・電子デバイス・その他各種電材部品)・システム(各種システム及び付帯工事)・サービス(修
理・メンテナンス)を、お客様のベストソリューションパートナーとして提案を進めております。三重県下唯一の日立グループの販売会社
として、地域に密着した企業活動を展開し、皆様のお役に立てるように邁進しております。

自動車小売業
●日野自動車製、トラック・バス販売 ●中古車販売 ●自動車修理・整備 ●自動車
部品・用品販売 ●損害・生命保険代理店業務

059-346-3100

初 任 給 営業/四大卒:197,900円　整備/四大卒:181,000円　 短大・専門卒:164,500円　事務/四大卒:178,000円

〔平日〕9時00分～17時30分/〔土曜日〕9時00分～17時00分



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

224名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

ブライダルスタッフ 5名
四大・高専・短大・
専門・高卒

県内4結婚式場(四
日市・鈴鹿・津・名
張)のいずれか

普通自動車免許

葬祭スタッフ 10名
四大・高専・短大・
専門・高卒

県内22会館(桑名地
区・四日市地区・鈴鹿
地区・津地区・名張/伊
賀地区)のいずれか

普通自動車免許

介護施設(レッツ倶楽部)
管理者もしくはスタッフ

5名
四大・高専・短大・
専門・高卒

県内5介護施設(山
城・鈴鹿道伯・栗真・
津南・片田)のいず
れか

普通自動車免許

管理部のスタッフ 3名
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社(四日市市) 普通自動車免許

上記4施設スタッフ 10名前後 30歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

県内各施設のいず
れか

普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

159名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業職
(カーライフアドバイザー)

2名 四大・短大・専門卒 県下各店舗
普通自動車免許
(AT限定不可)

サービススタッフ(整備士) 2名 四大・短大・専門卒 県下各店舗
普通自動車免許(AT限定不可)

2級自動車整備士

事務職 1名 四大・短大・専門卒 県下各店舗
普通自動車免許(AT限定可)

営業職
(カーライフアドバイザー)

1名 35歳迄 四大・短大・専門卒 県下各店舗
普通自動車免許
(AT限定不可)

サービススタッフ(整備士) 1名 35歳迄 四大・短大・専門卒 県下各店舗
普通自動車免許(AT限定不可)

2級自動車整備士

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

http://www.mie-mitsubishi.com/

新　卒

https://www.mie-heiankaku.co.jp/mieheian@m4.cty-net.ne.jp

年間105日、年末年始休暇(12/29～1/4)※フューネラルは交替制、ブライダルは定休日:水曜日(第二と第四火曜日)
≪基本≫週休2日制…シフト制(公休は各月8～9日というふうに週40時間を超えないように)、有給休暇(入社6ヶ月後に10日）

創業60年を迎え、私たちはライフサイクルサポーターとして、より一層お客様のお役に立つためにこれからも地域に愛される企業で在
り続けます。近年はリハビリ型・介護事業(レッツ倶楽部)やお見合い・婚活事業(ファーレン三重)の支援、2018年10月からは積極的に
生活支援サービスの提供を始めました。

059-351-7522 管理部 総務グループ 次長・伊藤 正志

採用条件

代表取締役社長・松嶌康博
企業名

059-351-3390

㈱三重平安閣
三重県四日市市元町8-5

冠婚葬祭サービス業・付随する業務
人生の通過儀礼を中心に、真のサービスを地域社会に密着した企業経営を行なっており、近
年リハビリ型介護(レッツ倶楽部)や2018年10月からは生活支援も始めました。

管理部 総務課・鈴木陽介

既　卒

初 任 給 四大卒・・・191,720円、短大・専門卒・・・178,120円、高専卒・・・165,420円(すべて固定残業代含む)平成31年度予定

《基本》結婚式場 10:00～19:00、葬儀会館 9:00～18:00、介護施設(レッツ倶楽部) 9:00～18:00、本社9:00～18:00
但し、お客様やイベント時の施設利用状況に応じて変動があります。

社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)、労災保険、育児制度

企業名 三重三菱自動車販売㈱
三重県四日市市新正4丁目9番28号

代表取締役社長・出口 哲也

自動車販売及び整備業 新車及び中古車販売、整備、自動車保険取り扱い

m-ito@mie.mitsubishi-motor-sales.com

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
営業職大卒 197,100円　営業職短大・専門卒 187,100円　整備士四大卒 185,400円　整備士短大・専門学校卒 175,400円
事務職四大卒 173,100円　事務職短大・専門卒 163,100円

9時30分から18時(12時から13時は休憩)

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、定年後再雇用制度有り、慶弔休暇有り、育児・介護休暇有り、退職金制度有り、慶弔
見舞金制度有り、退職金制度有り、従業員販売制度有り、労働組合有り、営業手当有り、整備士手当有り、永年勤続表彰制度有り

年間休日107日(当社年間カレンダーによる)　毎週月曜、毎月第一火曜定休　祝日月曜が営業日の場合は翌火曜が休み
GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇

当社は三重県下唯一の三菱自動車正規ディーラーです。新車拠店9店舗、中古車拠店1店舗を展開しております。創業から今年で69
年を迎え、「お客様のために」を基本に地域に根差した活動を続けてまいりました。店長、営業、事務、サービススタッフが連携し、店舗
ぐるみでお客様のお世話をしております。勤務地は三重県内限定です。「クルマ」と「人」が好きな方で三重県で働きたいとお考えの
方、ぜひ私たちと一緒に働きましょう!



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

83名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業職 3名
四大・高専・短大・
専門卒

津市/伊勢市 要普通自動車免許(AT限定可)

カスタマーサポート職 1名
四大・高専・短大・
専門卒

津市/四日市市/松
阪市/伊勢市

要普通自動車免許(AT限定可)

営業職 若干名 25歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

津市/伊勢市 要普通自動車免許(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

181名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 2名 四大卒 四日市市
普通自動車運転免許
(AT限定可)

中型車のドライバー 若干名 不問 四日市市 中型運転免許以上

大型車のドライバー 若干名 不問 四日市市・稲沢市 大型運転免許以上

中型車のドライバー 若干名
21～59歳

迄
不問 四日市市

中型免許以上、フォークリフ
ト運転技能講習修了者

大型車のドライバー 若干名
21～59歳

迄
不問 四日市市・稲沢市

大型運転免許、フォークリフ
ト運転技能講修了者

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

http://www.mizu-logi.jp/

当社は事務機器やシステム関連商品をベースに、それぞれのお客様に適した業務改善のご提案とメンテナンスサービス及びサプライ
の提供を行っている事務機器(IT機器)の総合商社です。三重県に密着し、地元人間の地元人間による地元人間のための会社をモッ
トーにしています。単に商品の提供をする『モノ』売りではなく、導入いただく商品やサービスから生まれる効用『コト』を提供している会
社です。

土日・祝日・夏季・年末年始(年間休日125日以上)

https://www.miericopy.co.jp

事務機器卸売業
三重県内のお客様(主に法人や官公庁)それぞれの仕事に『お役立ち』できる商品や
サービスを提供している事務機器(IT機器)の総合商社です。

企業名 三重リコピー㈱
三重県津市あのつ台4丁目6-3

代表取締役・松田 幸久

059-273-5775 管理部・駒田聡子/川辺浩司

recruit2020@miericopy.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 営業職:(四大卒) 211,000円/(短大卒)203,200円

9:00～18:00

確定拠出年金、ファミリーボーナス(永年勤続表彰)、会員制リゾートホテル、会員制スポーツジム等

企業名 ㈱水谷運輸倉庫
三重県四日市市泊村1241-12

代表取締役・水谷 憲司

運送業・倉庫業 一般貨物自動車運送事業、倉庫業

059-345-0431 管理部・大治雅嗣/藤田洋

kanribu@mizu-logi.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
*総合職:230,000円　*ドライバー:220,000円～330,000円(年齢、経験により決定。プラス残業手当等の諸手当有)※通勤費
別途支給

8:00～17:00(実働8時間・休憩1時間)

社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)完備、退職金制度、定年後再雇用制度、社内親睦会、契約ホ
テル・旅館(利用時会社補助有)、資格取得支援

週休二日 年間休日107日(GW、夏季、年末年始) 会社カレンダー有 祝祭日は出勤 一部土曜日出勤有、特別休暇、産前
産後休暇、育児休暇、介護休暇 等

創立以来着実に業績を伸ばし続け、安定成長を遂げています。中部地区において、トヨタ、ホンダなど自動車メーカーの部品の輸送と
保管を主とした将来性のある会社です。当社は、常にカスタマーファーストの考えにて、新しい物流スタイルにチャレンジしています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

32名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職 1名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重県四日市市

技術職 1名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重県四日市市

一般職 1名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重県四日市市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

41名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

税務・会計・労務・経営コ
ンサルタント

2～3名 四大・短大・専門卒 四日市市
税務・会計については簿記
の知識が必要になります。

税務・会計・労務・経営コ
ンサルタント

2～3名 30歳迄 四大・短大・専門卒 四日市市
税務・会計については簿記
の知識が必要になります。

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

年間105日(会社カレンダーによる、夏季・年末年始・GW休暇)

https://www.e-mizuno.co.jp/

環境コンサルティング
・産業廃棄物処理最適化とそれに関わる産業廃棄物処理事業・資源リサイクル事
業 ・企業の環境不祥事を防ぐ廃棄物管理コンサルティング事業

http://www.midland-g.jp/

*採用テーマ:達成感と成長のサイクルで没頭せずにはいられない*「部活動や趣味に時間を忘れて没頭した」そんな経験を仕事でもし
てほしいという想いでテーマを決めました。《健康経営》スポーツジムの無料利用やランニングサークルでの活動、禁煙の推奨等、社
員の健康促進を行っています。★採用担当からひと言:私は「この人たちと一緒に働きたい!」と入社を決意しました。ぜひお気軽にお話
を聞きに来てください。

企業名 ㈱ミズノ
三重県四日市市午起2丁目1番5号

代表取締役社長・水野 昌和

059-350-3020 リクルーティングルーム・渡山 夏代

saiyo@e-mizuno.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 総合職・技術職:250,932円　一般職:205,000円

8:00～17:00(実働8時間)　※現状は18時頃には退社しています

各種社会保険(雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険)、レクリエーション、懇親会、スポーツクラブアクトス無料利
用制度、資格取得支援、通勤手当、住宅手当、資格手当

企業名 ㈱ミッドランド経営
三重県四日市市久保田一丁目6番8号

代表取締役・古川 典明

専門サービス業
税務会計・経営コンサルティング・相続事業承継対策・不動産コンサルティング・労
働社会保険等労務管理・許認可手続業務

059-353-6767 総務管理部門・米村敦子

office@fmi-g.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:200,000円(基本給)　短大・専門卒:190,000円(基本給)

8:30～17:30(ただし1年単位の変形労働時間制採用、繁忙期 8:30～18:30)　繁忙期は一部土曜出勤有(8:30～16:00)

各種社会保険・退職金制度・会員制保養施設

土・日曜日、祝日(会社規定により)、年末年始休暇、夏季休暇(年間休日115日)  1時間単位の有給休暇、慶弔休暇、試験
休暇

熱中できるものがありますか?  夢や希望を持っていますか?税務会計・人事労務・経営コンサルティング等の業務を通じて、ワンストッ
プサービスで、お客様企業の成長・発展のために全力で支援させていただく、そんなやりがいある我が社で、自分の可能性にとことん
挑戦してみませんか?仕事に男女の区別はありません!プラス思考! チャレンジ精神! で、やる気のある明るい仲間を募集します。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

117名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

ルームアドバイザー
(仲介営業職)

5名
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県内 普通自動車免許(AT限定可)

ルームアドバイザー
(仲介営業職)

3名 35歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県内 普通自動車免許(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

84名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

製造・生産技術 若干名 不問 本社(四日市)
生産技術でロボットプログラ
ムできれば尚よし

営業職 若干名 修士了・四大卒 本社(四日市)

研究開発 若干名 修士了・四大卒 本社(四日市) 理工系の学部学科

製造・生産技術 若干名 30歳迄 不問 本社(四日市)
生産技術でロボットプログラ
ムできれば尚よし

営業職 若干名 30歳迄 修士了・四大卒 本社(四日市)

研究開発 若干名 30歳迄 修士了・四大卒 本社(四日市) 理工系の学部学科

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

不動産業 不動産賃貸仲介業・建物管理・設備営繕・リフォーム他

週休1日制(1月～3月)　隔週2日制(4月～12月)　祝日振替休日  産前産後・育児休業/介護休業/慶弔休暇
特別休暇(年末年始・GW・夏季・誕生日)　年次有給休暇(初年度10日※6ケ月経過後※最大20日)

http://minimini.jp/corp/kinki/

http://www.miyawo.co.jp

ミニミニは、全国450店舗(FC含む)を超える不動産賃貸仲介営業です。これまでの不動産業の古い慣習や制度も覆し約15年前から
『敷金・礼金ゼロ物件』を業界に先駆けて実施してまいりました。また『家具・家電付き物件』(通称・進化したスーパー君)もミニミニがい
ち早くはじめており業界のパイオニア的存在と自負しています。

059-331-9182 人事課長・高橋 一弥

k.takahashi@miyawo.co.jp

企業名 ㈱ミニミニ近畿
三重県四日市市鵜の森1丁目19番1号
太平洋鵜の森ビル5F
代表取締役・堀切 建

059-355-5056 部長・国友 広秋

kinki-honbu@minimini.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
新卒・既卒/仲介営業:240,000円 月額固定 ※職務手当含む(初任給の25%)
職務手当は、みなし残業代として残業の有無にかかわらず42時間分を支給、それを超過した分は別途支給

繁忙期 1月～3月 9:00～19:00　通常期 4月～12月10:00～19:00(実働7時間30分)

各種社会保険・提携福利厚生施設・年1回社員旅行(国内・国外)家族同伴可能

企業名 ㈱ミヤオカンパニーリミテド
三重県四日市市羽津中3丁目1番17号

代表取締役社長・大上 義人

セラミック製品製造 電気機器用セラミック製品の開発・製造・販売、洋食器、耐熱製品の開発・販売

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
新卒/修士了: 199,000円～239,000円、 四大卒: 183,000円～223,000円、 短大・高専・専門卒: 163,000円～172,580円、 既
卒/個別に決定

8:00～17:00(実働 8時間)

各種社会保険、通勤手当、退職金制度、マイカー通勤可、制服貸与、給食弁当補助、従業員会、慶弔給付金、財形貯蓄
制度、社員販売、保養施設「エクシブ」利用可 等

日曜・土曜、年末年始休、GW、お盆休、会社指定の休日 (年間所定休日 119日)
他に 有給休暇、慶弔休暇、永年勤続休暇、育児介護休暇

・CMでもおなじみの有名家電メーカーI H炊飯器用の内釜 「土鍋釜」 を創っているオンリーワン企業です。また、高級洋食器や耐熱製
品などを開発・製造し、世界中に展開しています。当社の製品品質には定評があり、経済産業省からの受賞もあります。・ マレーシア
のグループ企業(海外工場)との結びつきが強く、協力と連携体制で事業を展開しています。・ 近鉄の駅から近く、通勤はたいへん便利
です。マイカー通勤もできます。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

84名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業 1～5名 四大卒 四日市市 普通運転免許

営業 1～3名 30歳迄 高卒以上 四日市市 普通運転免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

50名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業 1名 四大卒 桑名、東京 普通自動車免許

営業 1名 25歳迄 四大卒 桑名、東京 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

http://www.morita-fs.co.jp/

三重県四日市市に本社を置く、日用品・化粧品の専門商社です。取扱商品は、オーラル用品(歯ブラシ・歯磨き粉)、シャンプー・リンス
や化粧品、洗剤台所消耗品、芳香剤や殺虫剤、ティッシュ・トイレットペーパー等人の暮らしにならなくてはならないものばかりです。各
営業が多様化するお客様のニーズを探りながら、販売店であるお得意先に提案し、価値創造をしています。地域のお客様の豊かで快
適な生活に貢献しているわたしたちと一緒に働きませんか?

企業名 元三㈱
三重県四日市市中川原3-1-40

代表取締役社長・今村 佳央

059-351-0818 小吹 恭司

日用品・化粧品専門商社
日用品・化粧品をメーカーから仕入れ、主にスーパーなどの小売店に卸している専
門商社

k-kobuki@motosan-kk.com

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 208,000円<諸手当含む> 通勤費別途支給／既卒（相談）

8時30分～17時30分

社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)

週休2日制(土曜、日曜休み、月1回土曜出勤) 祝日、GW、夏季、年末年始

http://www.motosan-kk.com

企業名 森田フードシステム㈱
三重県桑名市中央町2丁目38番地

代表取締役社長・森田浩文

製造業
カラメル・糖加工製品(デザート用ソース)・ロースト調味料製造 食料副資材(糖類・調
味料・食品添加物・容器類)卸売

0594-22-0256 総務部・総務部長・田中 元

moritaf1@intsurf.ne.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 210,000円(四大卒)、 既卒は応相談

8:30～17:30

各種社会保険、退職金制度、会員制リゾートホテル

土・日・祝日(但し、当社カレンダーによる)、年末年始、夏季休暇。年間休日122日(平成31年実績)

当社は大正5年に創業して以来、お客さまのニーズに応える安全で安心な製品とサービスを提供しようと努めています。糖を焙焼した
カラメル作りを中心に、最近では食品の風味を良くするデザート用ソースやロースト調味料など、他社製品と差別化できる商品作りに
も取組んでいます。時代を見据えた食生活や食文化のために、何が出来るかを常に探求し、積極的にチャレンジしています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

6名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

企画営業 1名 四大・短大卒 伊賀市・津市

設計・デザイン 1名 四大・短大卒 伊賀市

営業事務 1名 四大・短大卒 伊賀市

企画営業 1名 不問 四大・短大卒 伊賀市・津市

設計・現場監督 1名 不問 不問 伊賀市

営業事務 1名 不問 不問 伊賀市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

54名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

営業 2名 四大・短大卒 本社、東京 専攻不問/普通自動車免許

企画開発 2名 四大・短大卒 本社 専攻不問/普通自動車免許

品質管理 1名 四大・短大卒 本社 専攻不問/普通自動車免許

総務 1名 四大・短大卒 本社 専攻不問/普通自動車免許

生産 2名 四大・短大卒 本社 専攻不問/普通自動車免許

総合職 若干名 30歳迄 四大・短大卒 本社 専攻不問/普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

http://www.mozuku.co.jp

昭和45年の創業以来、常に地域に密着した工務店です。スタッフがやりがいがあり、楽しく働く会社を目指しています。

当社会社カレンダ-による、夏季休暇、年末年始等

https://www.mori-dai.com

建設・設計 新築・リフォーム・インテリアの企画、設計、施工、販売のアーキテクト工務店

企業名 森大建地産㈱ 一級建築士事務所
三重県伊賀市猿野1238

代表取締役・森 秀樹

0595-48-0331 代表取締役・森 秀樹

info@mori-dai.com

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大卒: 200,000円～　短大卒: 180,000円～

9:00～18:00

社会保険、厚生年金、雇用保険、外部研修会多数、図書購入補助、労災保険

企業名 山忠食品工業㈱
三重県亀山市布気町1559番地9

代表取締役社長・野村 正和

食料品製造業 もずく・めかぶ等の食品製造及び販売

0595-82-1347 総務部 部長 ・中井 豊一

soumu@mozuku.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 基本給180,000円(営業職…営業手当40,000円)(品質管理職、企画開発職…技術職手当40,000円)

基本勤務時間 8:30～17:30

各種社会保険、共済互助会、通勤手当

年間休日 120日(当社カレンダーによる勤務で月平均出勤日数はおよそ20日～22日) 年次有給休暇および慶弔休暇

もずく、めかぶを合わせ日産で約30万食を製造販売している全国で有数のもずく及びめかぶ製造トップメーカーです。素材の味を損な
うことなく、常に最新の技術を取り入れ製造し、社員一丸となって安全で安心できる製品作りに取り組んでいます。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

246名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

機械設計技術者 3名
四大・高専・短大・
専門卒

ユニテツク四日市事
業所(西松本町3-7)

機械設計技術者 2名 40歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

ユニテツク四日市事
業所(西松本町3-7)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

90名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

総合職・スタジオ事業総
合職

8名 四大・短大・専門卒
三重県を中心とした
東海三県

総合職・スタジオ事業総
合職

2名 30歳迄 四大・短大・専門卒
三重県を中心とした
東海三県

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

http://www.oomi-group.jp/index.html

創業以来、30年連続で黒字経営を続けている「ユニテツク」半導体の生産装置や搬送用コンベア、自走搬送装置、自動車部品(ドアミ
ラー、シートベルト、ワイヤーハーネス)などの機械設計や電気設計(回路設計、PLC、ラダー図など)、ソフト開発(制御プログラムなど
/C言語系、VB系)など幅広くおこなっており、様々な設計経験を積むことができます。また、新入社員研修も6ヶ月間実施し、しっかりと
着実に育成します。

http://www.unitec-co.co.jp/

機械設計・電気設計・ソフトウェア
自動車用ECUコネクタの設計、半導体や自動車部品、ワイヤーハーネスの生産設
備の設計、生産設備の制御プログラムの開発などをおこなっております

年間休日120日　完全週休2日制(土・日・祝)/夏季・年末年始有給休暇(入社6ヶ月後10日支給)
特別休暇(慶弔)　産前・産後休暇、育児・介護休業制度あり

企業名 ㈱ユニテツク
三重県四日市市西松本町3-7

代表取締役・古堅 宗信

058-481-8688 人事部 採用担当・沖田(おきた)

jinji@unitec-co.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大学院:204,000円　大学:201,000円　高専・短大・専門卒:194,500円　職業能力開発校:181,500円
※将来、お客様先などの事業所外で勤務する場合は、手当として月10,000円を加算します。

8:30～17:30(うち休憩1時間)　2017年度の月平均所定外労働時間:30.95H/月　2017年度の有給休暇の平均取得日数:11.5
日/年

社会保険完備　財形貯蓄　大垣市勤労者福祉サービスセンター加入(各種割引利用が可能)
中小企業退職金共済制度　通信教育制度　資格取得支援制度

企業名 ㈱夢さくら
三重県桑名市大央町21-9

代表取締役・北川 喜一

小売業・サービス業 着物ファッション事業・レンタル、トータルフォトスタジオ事業

0594-27-2839 夢さくら本部・豊田 有紀

honbu1@yumesakura.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 総合職/四大卒:220,000円  スタジオ事業総合職/四大卒:195,000円  短大・専門卒:188,000円(+各種手当)

9:30～21:00内でシフト制 ※勤務地により異なります

各種社会保険・財形貯蓄・社員割引・社員旅行・リゾート施設 他

隔週2日・夏季冬季休暇・有給休暇・慶弔休暇

七五三、成人式、結婚式と人生の節目のお祝いは家族の絆を深め温かい思い出の引き出しを増やしていきます。そんな素晴らしい日
本の伝統の良さを後世へとつなげていくと共に、現代センスあふれるファッションとしてのきものの素晴らしさをポジティブに伝えていく
お仕事です。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

74名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

支援員・相談支援専門員 3名 短大・専門卒以上 四日市市内
普通運転免許必須
(AT限定可能)

管理栄養士・栄養士 1名 短大・専門卒以上 四日市市内
栄養士/管理栄養士免許・
普通自動車免許(AT可)

調理員 1名 短大・専門卒以上 四日市市内
普通自動車運転免許
(AT限定可)・調理師歓迎

支援員・相談支援専門員 1名 50歳迄 高卒以上 四日市市内
普通運転免許必須(AT限定
可能)

管理栄養士 1名 50歳迄 短大・専門卒以上 四日市市内
管理栄養士免許・普通自動
車免許(AT可)

調理員 1名 50歳迄 高卒以上 四日市市内
普通自動車運転免許(AT限
定可)・調理師歓迎

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

46名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件（専攻、必要な資格等）

生活支援員、職業指導員 若干名 高卒以上
三重郡川越町、三
重郡朝日町

普通自動車免許があれば尚
良し(取得見込可)

生活支援員、職業指導員 若干名 不問 高卒以上
三重郡川越町、三
重郡朝日町

普通自動車免許があれば尚
良し(取得見込可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

年間休日125日(週休2日制、土・日・祝日)　有給休暇、特別休暇、職務免除、出産・育児休暇制度、介護休暇制度あり。

http://www.yotubanosato.com/

131日/年

http://www.blooming.or.jp/

サービス業(福祉)
知的障がい者・児を対象とした総合施設を運営(入所施設3ヵ所、通所施設4ヵ所、相談支援事
業所1ヶ所)。障がいを持った方への自立支援・生活支援・職業訓練を実施。

059-331-8660 法人事務局・児玉・山下

a.yamashita@blooming.or.jp

各種社会保険完備。賞与は、年2回・4.3か月分支給。(前年度実績)手当は、通勤手当、資格手当、住居手当、扶養手当、管理職手当有
り。各手当は該当者に支給。退職金制度あり(独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済」)

企業名 (社福) 四日市福祉会
三重県四日市市別名3丁目3-10

理事長・柏木 三穂

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
支援員:(大卒)187,000円～　(短大専門卒)166,500円～
栄養士・管理栄養士・調理員:(大卒)171,500円～　(短大専門卒)153,000円～

【支援員】早番:6:30～16:30 日勤:8:30～18:30　遅番:11:30～21:30　他勤務有　※通所施設は日勤固定
【栄養士・管理栄養士・調理員】日勤:8:30～18:30　早番:5:30～15:30　他遅番有

・社会保険(雇用・労災・健保・厚生)完備、財形貯蓄、退職手当共済(2箇所)　・福利厚生活動への補助(1人あたり1万円)
・資格取得講座開催　・試験受験料　・受講講座料金 等のキャッシュバック制度　・年間3.8時間の時短勤務

・知的障がい者支援に特化しており、利用者さんからのより多くの要望に応える体制が整えられています。施設内の美化にも努めてい
ます。・ワークライフバランスを重視しており、休日は131日と多く、仕事とプライベートの充実がはかれます。また福利厚生事業にも積
極的で働きやすい環境づくりに努めています。また仕事面でのステップアップとして、資格取得講座や研修・キャリアパスの充実も図っ
ています。

企業名 (社福)よつば会
三重県三重郡川越町大字亀崎新田字里中21番
11
理事長・石川 英樹

障害者福祉サービス
生活介護、就労継続支援B型、共同生活援助、特定相談支援、障害児相談支援、
日中一時支援

福祉に興味がある人大歓迎です。福祉系の大学以外の先輩職員さんもたくさんみえます。給与・就業規則等は、概ね公務員に準じた
制度を取り入れており、職員の福祉資格取得にも助成制度を設けております。また、各施設とも雰囲気が良く、職員の定着率は高め
で推移しております。詳しくは説明会にてお話させていただきます。施設見学も随時行っておりますので、就職の参考に是非ご活用く
ださい。

059-364-4288 法人本部・石川・水越

hideki0423jp@yahoo.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
新卒者/四大卒:188,799円、短大・専門卒:168,096円、高卒:158,929円
中途採用の場合は、当法人規程により新卒給与に前歴換算致します。

平日 8:30～17:30


