
◆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 ゲンキー㈱
東証名証二部上場の自動車ディーラー

「ゲンキーにしかできない社会貢献」を考え、業界の「当たり前」に囚われな
い会社です

あいネットグループ(㈱スギヤマ・コーポレーション) ㈱甲羅(甲羅本店・赤から)
お客様からの「ありがとう」が一番のやりがいです。 「飲食業は“感動業”」お客様に感動を届ける仕事です

安藤産業㈱ 小原歯車工業㈱
住空間を彩る住宅インテリア部材の専門商社 標準歯車のリィーデイングカンパニー

石光工業㈱ ㈱近藤機械製作所
「人」に対する想いがモノづくりの原点 超精密部品加工から専用機開発まで、不可能を可能にする技術者集団

いすゞ自動車中部㈱ 生活協同組合コープみえ
日本の物流を支えるトラック つながりあう安心、笑顔が輝く くらし

伊勢湾マリン開発㈱ ㈱酒重
地域に根差した一生涯の健康づくりをサポートします! 創業106年目!お客様に一番に愛され支持されることを目指す、総合商社です!

㈱一号舘 三岐鉄道㈱
「一号舘が近くにあって良かった!」がモットーです 地域とともに歩む

㈱伊藤彰産業 ㈱三交イン
社員が主役の会社です 9割のスタッフが未経験からのスタートです

㈱イワヰ ㈱シブヤメンテル
創業93年の金属加工エキスパート企業です。 環境を“良好”な状態に“維持”することが使命です。

上野製薬㈱ ㈱シリックス
2018年に100周年を迎えました。 ものづくり現場を技術で貢献、エンジニア集団です。

㈱魚国総本社 三重支社 新栄機工㈱
創業100周年を迎えた地元密着の安定企業 “技術革新”を合言葉に“もの造り”に励んでいます

魚錠水産㈱ ㈱伸和
魚を使った新たな商品を開発していきます。 業界No.1グループのオートバックス店舗運営会社です

NDSソリューション㈱ SeaCloud㈱
人材育成をモットーに教育研修に注力、スキルアップを全力応援! 人物重視で、失敗を恐れず常にチャレンジできる人を求めています

㈱エレック・トーコー ㈱シー・ティー・ワイ
大手取引先からの受注 4K放送など最新技術に対応!

(学)大橋学園グループ ㈱シーピーアール
創立72周年。地域貢献を目指す総合教育機関です。 サステイナブル(持続可能)な循環型社会に貢献

岡三証券㈱ ㈱スズキ自販三重
1923年創業の歴史と伝統のある独立系証券会社です ワゴンR・ラパン・ハスラーでおなじみのスズキです。

岡設計㈱ 住友電工情報システム㈱
機械技術で世界を変えていくというビジョンに挑戦し、一緒に成長していきま
せんか?

3兆円企業グループの成長戦略を、先進の技術でサポート

岡田建設㈱ 名古屋支店 スーパーサンシ㈱(スーパーサンシグループ)

限りない未来をみつめて 柔軟な発想で多岐に渡る業界に事業展開!

オカダコーポレーション㈱ (社福) 洗心福祉会
チャンスに溢れた会社です! 設立41年。福祉をキーワードに変革を起こす!

岡谷鋼機㈱ ㈱宣通
ものつくりに貢献する感性豊かな「グローバル最適調達パートナー」 地域密着型の総合広告会社です

小川産業㈱ セントライ青果㈱
原料と消費を結ぶ価値ある懸け橋 青果物取扱高 中部圏No.1

㈱オークワ 全国共済農業協同組合連合会 三重県本部

「商業を通じて地域社会に貢献する」 「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。

㈱かねなか商店 ㈱タイルメント
都市と、ともに。未来と、ともに。with 全国の名だたる建物に使用されています!

釜屋㈱ 瀧上建設興業㈱
創業1721年地域に根ざした専門商社 人をつなぐ 橋でつなぐ 未来につなぐ

㈱ 川スミ ㈱田中建設
東海3県で35店舗運営中 「AI」にはできない仕事です!

河村産業㈱ ㈱大東通商
高機能精密・電気電子材のトップメーカー! 生産材販売から人材紹介まで、製造業の支えを目指しています

北嶋工業㈱ ㈱ダイレクトカーズ
“仕事で達成感を味わう” そんな仕事に興味ありませんか? 社長がとにかくアツイ!!

㈱北村組 中京重機㈱
良い会社プロジェクト推進中であります。 「中京重機だからできる」を一緒に楽しみませんか!
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㈱中日NEXT (医)博仁会 村瀬病院グループ
中日新聞グループの広告会社です。 選ばれる施設目指して共に働きましょう

中部エア・ウォーター㈱ パウダーフーズフォレスト㈱
自働車、食品、医療、IT...社会を支える営業の仕事 「食が好き」「新しいことに興味がある」という人に活躍のチャンス!

中部資材㈱ (社福)日の本福祉会
私の技術で「港」を止めない 若い人が安心して働ける、和気あいあいとした職場です

㈲中部製作所 ㈱ビー・サポート
様々な分野に必要不可欠な商材です コンピュータ・通信機器・OA機器関連の専門商社

㈱賃貸メイト ㈱ピコ・ナレッジ
賃貸仲介は、人と人を結びつけ地域に貢献する仕事です IT=残業多いなんて昔話!

㈱テクノスマイル 富士設計㈱
トヨタ自動車OBが経営する会社テクノスマイル。 あなたと一緒に社会貢献しましょう。

㈱デザインネットワーク 藤原工業㈱
エンジニア達が設立した設計“技術サービス”事業を展開しています! ～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

㈱デジタルアソシエイト ㈱ホンダカーズ三重
マンツーマンフォローも実施!! 三重と車と人が大好きな笑顔が似合う仲間が集まる会社

㈱東海スプリング製作所 ㈱ホンダカーズ三重東
モノ造りを通して人造り…“Know How”から“Know Why”の伝承へ 三重県北勢地域最大のホンダディーラー

㈱東海精機 ㈱マイプレジャー
法人化以来46年間黒字経営継続中 世界一働きがいのある企業を目指しています

㈱東洋 前田運送㈱
お客様の衛生的環境の実現に貢献いたします 創業38年目、食品物流三重県№1!

東洋電機㈱ マツオカ建機㈱
創立60年を越え、更なる発展を目指します 地域に密着したサービスでお客様のニーズに答えます

㈱トピア ㈱松阪鉄工所
「試作」のリーディングカンパニー 地元に貢献したい方大募集です!

トヨタカローラ三重㈱ Man to Man㈱
「和と真心」を社是に地域に密着した営業を展開 多様化する「働く」が社会課題となる時代に、求められる企業へ

名古屋商工会議所 三重トヨタ自動車㈱
「名古屋の元気」のため、様々な事業を行っています! 三重トヨタは、三重県に根差した企業です。

㈱成田製作所 三重日産自動車㈱
鉄道車両ホロのトップメーカー!鉄道の部品を作っています “ジモト”で永く活躍できる、歴史のある会社です。

生川建設㈱ ㈱三重日立
創業大正12年!信頼と実績の100年企業です。 お客様に真心をこめて感謝と提案を届けます

㈱ナルックス 三重日野自動車㈱
もうすぐ創業90年!街のシンボルを共に作りましょう! トントントントンヒノノニトンのCMが人気です

㈱新居浜鐵工所 ㈱ミキ
TVに度々登場する破砕機メーカー ともに情熱をもって仕事をし、感動のできる企業をめざしましょう!

ニッケン産業㈱ 宮商事㈱
施設空間を彩る会社 きしめんの美味しさを全国に届ける老舗食品会社

日産プリンス三重販売㈱ 名三工業㈱
日産自動車100%出資のメーカー直営販売会社です 働きやすい職場に自信があります。

㈱ニッショー メガコスモ㈱
東海地域に密着し、直営店舗展開中! 個人の成長と安心を実現できるパッケージソフトウェア会社

㈱日本陸送 メガネ赤札堂
活躍の場が、多くあるのが強みです。 勢いある成長企業!仲がよい社風が特徴です。

日本空調サービス㈱ 三重支店 メナード青山リゾート
きれいにしよう日本の空を 日本メナード化粧品が運営するリゾート

日本システム開発㈱ 森大建地産㈱ 一級建築士事務所
社員満足第一主義のウラには“やりたいことやった方が仕事は面白い!”の精神 100年暮らせるTESHIOの家づくり。

日本情報㈱ ㈱ユニテツク
文系出身でもIT未経験でも大丈夫!仲間といっしょに未来を作ろう! 30年連続黒字経営!機械設計・電気設計専門企業

日本トランスシティ㈱ (社福)よつば会
モノ、ヒト、世界をつなぐ 障害者の暮らしと生きがいを守るお仕事です。

ネッツトヨタノヴェル三重㈱ ㈱ルナクラフト
社員研修が充実しています。
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3月
卒業生

留学生

石光工業㈱ 6 82 ○ ○ ○

㈱伊藤彰産業 8 29 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱イワヰ 9 61 ○ ○ ○ ○ ○ ○

小原歯車工業㈱ 20 93 ○ ○ ○ ○ ○

㈱近藤機械製作所 20 95 ○ ○ ○ ○ ○

新栄機工㈱ 24 47 ○ ○ ○ ○ ○

㈲中部製作所 34 59 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱東海スプリング製作所 37 6 ○ ○ ○ ○ ○

㈱東海精機 37 12 ○ ○ ○ ○ ○

㈱トピア 39 75 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱成田製作所 40 100 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱新居浜鐵工所 42 35 ○ ○ ○ ○ ○

㈱松阪鉄工所 53 56 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上野製薬㈱ 9 51 ○ ○ ○ ○ ○

河村産業㈱ 17 37 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱タイルメント 30 64 ○ ○ ○ ○ ○ ○

中部エア・ウォーター㈱ 33 107 ○ ○ ○ ○

㈱ナルックス 41 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

パウダーフーズフォレスト㈱ 47 110 ○ ○

宮商事㈱ 56 90 ○ ○

㈱エレック・トーコー 11 46 ○ ○ ○ ○

北嶋工業㈱ 18 39 ○ ○ ○

㈱北村組 18 25 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱シブヤメンテル 23 84 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱シリックス 23 43 ○ ○ ○ ○

瀧上建設興業㈱ 30 52 ○ ○ ○ ○

㈱田中建設 31 80 ○ ○ ○ ○ ○

生川建設㈱ 41 98 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ニッケン産業㈱ 42 16 ○ ○ ○ ○ ○

藤原工業㈱ 50 88 ○ ○ ○ ○ ○

森大建地産㈱ 一級建築士事務所 59 49 ○ ○ ○ ○ ○ ○

あいネットグループ
(㈱スギヤマ・コーポレーション) 5 69 ○ ○ ○ ○ ○ ○

伊勢湾マリン開発㈱ 7 62 ○ ○ ○

NDSソリューション㈱ 11 27 ○ ○ ○ ○ ○ ○

岡設計㈱ 13 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱かねなか商店 16 31 ○ ○ ○ ○

㈱三交イン 22 81 ○ ○ ○ ○

SeaCloud㈱ 25 67 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱宣通 28 34 ○ ○ ○ ○

㈱中日NEXT 33 101 ○ ○ ○ ○

中部資材㈱ 34 36 ○ ○ ○ ○ ○

㈱テクノスマイル 35 60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱デザインネットワーク 36 99 ○ ○ ○ ○ ○

㈱東洋 38 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

名古屋商工会議所 40 104 ○ ○ ○

日本空調サービス㈱ 三重支店 44 14 ○ ○ ○

富士設計㈱ 49 92 ○ ○ ○ ○

マツオカ建機㈱ 52 10 ○ ○ ○ ○ ○

Man to Man㈱ 53 57 ○ ○ ○ ○ ○

㈱ユニテツク 59 20 ○ ○ ○ ○ ○

㈱ルナクラフト 60 19 ○ ○ ○

(学)大橋学園グループ 12 7 ○ ○ ○ ○

(社福)日の本福祉会 48 78 ○ ○ ○ ○

岡三証券㈱ 12 76 ○ ○ ○

全国共済農業協同組合連合会 29 109 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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住友電工情報システム㈱ 27 108 ○ ○ ○ ○ ○

㈱デジタルアソシエイト 36 50 ○ ○ ○ ○ ○

日本システム開発㈱ 45 42 ○ ○ ○ ○ ○ ○

日本情報㈱ 45 3 ○

㈱ピコ・ナレッジ 49 94 ○ ○ ○ ○ ○

メガコスモ㈱ 57 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(社福)洗心福祉会 28 40 ○ ○ ○ ○

(医)博仁会 村瀬病院グループ 47 86 ○ ○ ○

(社福)よつば会 60 103 ○ ○ ○

㈱魚国総本社 三重支社 10 33 ○ ○ ○ ○

オカダコーポレーション㈱ 14 28 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱甲羅(甲羅本店・赤から) 19 23 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

メナード青山リゾート 58 65 ○ ○ ○

三岐鉄道㈱ 22 48 ○ ○ ○ ○ ○

㈱シーピーアール 26 106 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱日本陸送 44 53 ○ ○ ○

日本トランスシティ㈱ 46 63 ○ ○ ○ ○

前田運送㈱ 52 73 ○ ○ ○

ICDAグループ 5 70 ○ ○ ○ ○ ○ ○

安藤産業㈱ 6 89 ○ ○ ○ ○

いすゞ自動車中部㈱ 7 15 ○ ○ ○ ○

㈱一号舘 8 24 ○ ○ ○

魚錠水産㈱ 10 87 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岡谷鋼機㈱ 14 13 ○ ○ ○ ○

小川産業㈱ 15 97 ○ ○ ○ ○

㈱オークワ 15 83 ○ ○ ○

釜屋㈱ 16 85 ○ ○ ○ ○

㈱川スミ 17 41 ○ ○ ○

ゲンキー㈱ 19 66 ○ ○ ○ ○ ○ ○

生活協同組合コープみえ 21 30 ○ ○ ○ ○ ○

㈱酒重 21 74 ○ ○ ○ ○ ○

㈱伸和 24 105 ○ ○ ○

㈱スズキ自販三重 26 11 ○ ○ ○ ○

スーパーサンシ㈱ 27 1 ○ ○ ○

セントライ青果㈱ 29 44 ○ ○ ○

㈱大東通商 31 111 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱ダイレクトカーズ 32 77 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中京重機㈱ 32 22 ○ ○ ○ ○ ○

東洋電機㈱ 38 79 ○ ○ ○ ○

トヨタカローラ三重㈱ 39 55 ○ ○ ○ ○

日産プリンス三重販売㈱ 43 112 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ネッツトヨタノヴェル三重㈱ 46 91 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱ビー・サポート 48 71 ○ ○ ○

㈱ホンダカーズ三重 50 18 ○ ○ ○ ○

㈱ホンダカーズ三重東 51 58 ○ ○ ○ ○ ○

三重トヨタ自動車㈱ 54 32 ○ ○ ○

三重日産自動車㈱ 54 21 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱三重日立 55 17 ○ ○ ○ ○

三重日野自動車㈱ 55 102 ○ ○ ○ ○

㈱ミキ 56 68 ○ ○ ○ ○ ○

名三工業㈱ 57 96 ○ ○ ○ ○ ○

メガネ赤札堂 58 26 ○ ○ ○ ○ ○

㈱シー・ティー・ワイ 25 38 ○ ○ ○ ○

㈱マイプレジャー 51 72 ○ ○ ○ ○

岡田建設㈱名古屋支店 13 54 ○ ○ ○ ○ ○

㈱賃貸メイト 35 2 ○ ○ ○ ○

㈱ニッショー 43 45 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・

情
報
処
理
業

医
療
福
祉

飲
食
・
宿
泊
業

不
動
産
業

通
信
業

小
売
・
卸
売
業

運
輸
・
倉
庫
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

ﾌﾞｰｽNo.70
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、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)

ﾌﾞｰｽNo.69
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:194,000円　短大・専門卒:174,000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

27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）

企画営業職 若干名 四大卒
本社(名古屋市名東
区)

要普通自動車免許(AT限定可)

営業事務職 若干名 四大・短大・専門卒
本社(名古屋市名東
区)

特になし

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

330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）

技能職 5名
四大・高専・短大・
専門卒

三重・東員町または愛
知・あま市・稲沢市

不問

技能職 5名 35歳迄 不問
三重・東員町または愛
知・あま市・稲沢市

不問

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.89
企業名 安藤産業㈱

愛知県名古屋市名東区神里1-105

代表取締役社長・北村潤二

卸売
住宅・家具部材を中心に企画製造販売しているインテリア商社です。また輸出入貿
易業務も行っています。

052-702-3111 総務部・樅山 潤(もみやま じゅん)

momiyama@ando-sangyo.co.jp http://www.ando-sangyo.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒企画営業職 21万2,000円　四大卒営業事務職 21万2,000円　短大・専門卒事務職 19万8,000円

9:00～18:00 (休憩除き8時間)　休憩時間12:00～13:00

・各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)・退職金制度・社員旅行(費用会社負担)・社員持株会制
度・財形貯蓄制度・共済加入・保養所(中津川山の家)

週休二日制(土日祝休み)、年間休日116～120日、夏期休暇、年末年始休暇、特別休暇、有給休暇

住宅・家具部材を取り扱うインテリア部材の専門商社です。主にBtoBの商売ですので、一般の方にはあまり知られていませんが、業
歴48年を誇る老舗企業です。とはいえ社員の平均年齢は若く、活気のある職場ですので、私たちと一緒に働いていただける明るく元
気な仲間を募集しています。

ﾌﾞｰｽNo.82
企業名 石光工業㈱

愛知県あま市甚目寺山王35番地

代表取締役会長・石原政則

自動車部品製造 自動車に内蔵される精密切削部品の製造販売

052-444-2210 総務・人事部 人事課 主任・高木 順子

junko_takagi@ishi-mitsu.co.jp http://www.ishi-mitsu.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 新規四大卒:202,000円 新規短大・専・高専卒:190,000円　既卒については学歴・年齢により決定

8:00～17:00(休憩60分)　20:00～翌5:00など昼夜交替制

各種社会保険完備・退職金制度・定期健康診断・社員専用保養施設・社内クラブ活動支援・会社イベント

基本 土曜・日曜(会社年間カレンダーによる)但し、勤務シフトにより休日が平日になる場合あり。その他年3回大型連休
(GW・夏季・冬季各10連休前後)年間休日115日

工作機械を使って、様々な自動車部品を加工する機械オペレーターに従事していただきます。製造・生産技術・営業・品質管理と職種
が色々あるなか「全員技術者」を掲げる当社では製造現場からのスタートになります。モノづくりを一から学ぶことにより、仕事の幅を
広げ自分に合った職種で活躍していただきます。文系・理系は問わず、やる気のある方をお待ちしています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

1,122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）

営業職 10名
四大・高専・短大・
専門卒

愛知・岐阜・静岡・福井・
石川・長野の各拠点

自動車整備職 40名 高卒以上
愛知・岐阜・静岡・福井・
石川・長野の各拠点 自動車整備士資格

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

ﾌﾞｰｽNo.15
企業名 いすゞ自動車中部㈱

愛知県名古屋市南区塩屋町5-1-3

代表取締役社長・野口典一

小売業
いすゞ製トラック・バスの新車販売 中古車の販売 自動車部品の販売 自動車整備
損害保険の代理店業務

052-823-8558 総務人事部・伊藤・池田・向山

recruit_soumu@notes.chubu.isuzu.co.jp https://isuzu-chubu.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大卒:197,300円+諸手当　短大・専門卒:179,500円+諸手当　※諸手当…残業代、通勤手当、整備士資格手当(整備職の
み)営業職もみなし残業ではなく、実働時間を残業代として支払います。

9時00分～17時30分(休憩60分)

厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険完備　労働組合あり　財形貯蓄・生命保険・損害保険の団体割引制度
大型免許取得費用全額会社負担　社用車・携帯電話貸与(営業職)　ツナギ・靴・工具貸与(整備職)　永年勤続表彰

◆109日 年間カレンダーにて運用(日・祝・GW・夏季・年末年始)　◆有給休暇 初年度12日    ※取得奨励制度有

日本の物流は92%トラックによる輸送です。今後もトラックの需要は高い為、弊社はとても安定した会社です。救急車、消防車、タンク
ローリー、キャリアカー・・・etc「はたらく車」は色々あります。商談を積み重ね、オーダーで作り上げていく為、思い入れもひとしおです。
友達と出かけた時に、高速道路で自分が販売した車を見かけたら、「この車は自分が販売した車だよ」と自慢したくなりますよ。

ﾌﾞｰｽNo.62
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日休暇有休休暇(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 10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

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・営業・営業事務・事務 2名 不問 愛知県名古屋市

工場作業・配達・営業 4名 30歳迄 不問 愛知県名古屋市南区 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.24
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。

ﾌﾞｰｽNo.29
企業名 ㈱伊藤彰産業

愛知県名古屋市南区元塩町1-26

代表取締役・奥田 みずえ

小売り 製造業 鋼材の卸売及び金属加工業

052-612-2581 事業部 統括部長・牧野 繁之

genba2@itoakirasangyo.co.jp http://www.itoakirasangyo.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
高卒 180,000～200,000円
経験を考慮し当社規定により優遇(入社1年実績:260,000円)　 ①営業はインセンティブ制度有

工場作業・営業 8:00～17:00　事務 9:00～18:00　残業は月平均7時間未満

社会保険完備【健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険】

土日 他【ゴールデンウィーク・お盆・年末年始】祝日は会社カレンダーによる

創業50年を迎える鋼材販売の会社です2代目社長の下、社員のやりたいを形に様々な事にトライし売り上げを伸ばす会社です。『社員
が主役』を掲げ社内も改革中。もっと働きやすく、もっと楽しくを具現化する会社です



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

250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）

プレス技能職 若干名 高卒以上
三重工場、安濃工場、芸
濃工場、名古屋工場 なし

溶接技能職 若干名 高卒以上
三重工場、安濃工場、芸
濃工場、名古屋工場 なし

生産管理職 若干名 高卒以上
三重工場、安濃工場、芸
濃工場、名古屋工場 なし

品質管理職 若干名 高卒以上
三重工場、安濃工場、芸
濃工場、名古屋工場 なし

設備保全職 若干名 高卒以上
三重工場、安濃工場、芸
濃工場、名古屋工場 なし

プレス技能職 若干名 40歳迄 高卒以上
三重工場、安濃工場、芸
濃工場、名古屋工場 なし

溶接技能職 若干名 40歳迄 高卒以上
三重工場、安濃工場、芸
濃工場、名古屋工場 なし

生産管理職 若干名 40歳迄 高卒以上
三重工場、安濃工場、芸
濃工場、名古屋工場 なし

品質管理職 若干名 40歳迄 高卒以上
三重工場、安濃工場、芸
濃工場、名古屋工場 なし

設備保全職 若干名 40歳迄 高卒以上
三重工場、安濃工場、芸
濃工場、名古屋工場 なし

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

288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）

環境保安課 1名 高卒以上 四日市市霞

工務課(電気設備等関連) 1名 高卒以上 四日市市霞

製品課 2名 高卒以上 四日市市霞

技術開発課 2名 修士了・四大卒 兵庫県三田市

工務課(電気設備等関連) 1名 30歳迄 高卒以上 四日市市霞

製造課 3名 25歳迄 高卒以上 四日市市霞

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.61
企業名 ㈱イワヰ

三重県津市芸濃町椋本2360

代表取締役・岩井 かほる

金属加工
自動車部品製造を中心とした金属加工の会社です。 プレス加工から溶接・組立てと
幅広い金属加工をしています。

052-881-6100 本社 総務課・髙山 光彦

mitsuhiko.takayama@i-wa-i.co.jp http://www.i-wa-i.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 169,170円～

8時～17時

社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)

110日(社内カレンダーあり)

弊社は、昭和元年の創業以来、お客様のあらゆるニーズに対応し、金属プレス加工品であれば、どのような製品でも加工する事が出
来る会社です。『良い製品を・安く・早く』を理念に、『誠実と努力』の社是のもとで、たゆまぬ前進を続けています。お客様に喜ばれるも
のづくりを目指し、企業活動を通じて、社会貢献をして参りたいと考えています。

ﾌﾞｰｽNo.51
企業名 上野製薬㈱

大阪府大阪市中央区高麗橋2-4-8

代表取締役社長・上野昌也

化学メーカー
化学薬品事業:化粧品添加剤・顔料中間体・液晶ポリマーの原料他の研究開発・製
造販売 LCP事業:スーパーエンジニアリングプラスチックの研究開発・製造販売

06-6203-6195 人事部・池田直樹

n_ikeda@ueno-fc.co.jp http://www.ueno-fc.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大卒201,000円　高卒166,200円

常勤の場合8:00～16:40　三交替の場合①8:00～15:10　②15:00～22:05　③22:00～8:10

各種社会保険完備、社内交流支援、保養施設

・常勤の場合 年間124日　・三交替の場合 年間107日

当社は、 創業以来「創意工夫あるところに革新と成功あり」という言葉をモットーに、 独自の製品製法そして新たな用途を求める自社
研究開発を重視した総合化学薬品メーカーです。化学薬品とLCP、2つの事業部門をもち、ともに「機能性を有した新規物質を研究開
発する」というポリシーを持っています。2018年に100周年を迎えました。これまでの長い歴史を通じ、一貫して「基本研究から応用研
究まで収益の大半を研究開発に注ぎ、更に成長を維持する」との基本方針を貫いております。



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

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

40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 2名 不問
愛知県西春日井郡
豊山町

普通自動車免許

生産管理 1名 不問
愛知県西春日井郡
豊山町

普通自動車免許

商品開発 1名 不問
愛知県西春日井郡
豊山町

普通自動車免許

仕入 1名 不問
愛知県西春日井郡
豊山町

普通自動車免許

販売 1名 不問 不問
愛知県西春日井郡
豊山町

普通自動車免許
鮮魚に関する販売・仕入経験

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.33
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。

ﾌﾞｰｽNo.87
企業名 魚錠水産㈱

愛知県西春日井郡豊山町豊場八反107
名古屋市中央卸売市場北部市場鮮魚棟3階
代表取締役社長・伊藤哲夫

鮮魚仲卸売業
当社は鮮魚仲卸業です。加工場を作り、新たな事業分野にチャレンジしています。
販売から仕入、マーケティングまで幅広く仕事の経験が出来ます。

052-903-2034 経営企画室室長・水谷尚司

mizutani@uojosuisan.co.jp http://www.uojosuisan.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 基本給181,000円、皆勤手当6,000円、食事手当5,625円、(販売・仕入職には営業手当60,754円、35時間時間外手当含む)

販売・仕入職 AM3:00～12:00　事務職 AM8:00～17:00　商品開発職 AM6:00～15:00

社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)昼食補助、各種研修制度、各種資格合格者補助制度

109日(市場カレンダーの休日に合わせる)凡そ、水曜日、日曜日、祝日が休みとなり、連休もあります。

当社は、中央卸売市場の鮮魚仲卸です。現在の売上規模は43億円です。新たな事業にチャレンジする為、加工場を昨年完成しまし
た。ここを起点に、鮮魚加工、惣菜製造、外食事業等へチャレンジしていく計画です。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

381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）

フィールドエンジニア 10名 高卒以上 三重県四日市市 普通自動車免許

システムエンジニア 5名 高卒以上
本社及び名古屋市
内、静岡

普通自動車免許

フィールドエンジニア 10名 30歳迄 高卒以上 三重県四日市市 普通自動車免許

システムエンジニア 5名 30歳迄 高卒以上
本社及び名古屋市
内、静岡

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

44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）

電気設備工事の現場管理 2名 四大・高専・高卒 名古屋・四日市

電気設備工事の現場管理 若干名 40歳迄 四大・高専・高卒 名古屋・四日市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.27
企業名 NDSソリューション㈱

愛知県名古屋市中区大須4-11-39川本ビル3F

代表取締役社長・籔本達也

サービス業
フィールドサービス…半導体・液晶製造装置のスタートアップ、改造、修理、保守、定
期メンテナンスの顧客先でのニーズに合わせたシステム開発、ネットワークインフラ
の設計・構築、運用のシステムサービス

052-253-6560 事業サポート部長・吉川 知恵子

saiyo@nsol.co.jp https://www.nsol.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大学卒:193,000円
短大卒・専門2年卒:187,500円

9:00～17:30

社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)　退職金制度あり　全国各地の宿泊施設、フィットネスクラブ、
飲食店等割引利用メニュー有

完全週休2日(土日祝日休み)　年間休日120日以上

オフィスシステムをトータルでサポートの【ITソリューション事業】、半導体や液晶パネルの製造装置の保守・メンテナンスの【フィールド
エンジニアリング事業】、【ヒューマンソリューション事業】の三事業を中心に展開し、安定した基盤を築いてきました。これまで培ってき
たノウハウを活かし、さらなる成長を目指すためにも、現状に満足することなく、常に先を見据えたビジネスを提供し続けていきます。

ﾌﾞｰｽNo.46
企業名 ㈱エレック・トーコー

愛知県名古屋市西区花の木2-15-1

代表取締役社長・児玉辰雄

設備工事業
電気工事・電気通信工事の設計・施工および現場管理  ①特高受変電設備 ②交通
設備 ③公共設備  ④各種産業プラント ⑤各種電気設備の保守・管理

052-532-1241 総務部・部長・平野景雄

info@electoko.co.jp http://electoko.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大卒:210,000円　短大・高専卒:185,000円　高卒:172,000円

名古屋本社 8:30～17:30　四日市営業所  8:00～17:00

加入保険:健康・厚生・雇用・労災 生命共済 各種保険　　福利厚生:提携保養施設あり、社員持ち株制度あり

土曜・日曜・祝日 完全土日週休二日制　年次有給休暇、特別休暇(慶弔等)年末年始、創立記念日
年間休日128日(2019年)

当社は主要取引先として、三菱電機(株)/(株)日立製作所/(株)明電舎などの重電機器メーカー、三菱ケミカル(株)/三菱ガス化学/三
井化学などの化学コンビナート、名古屋市交通局/関西電力などの公共インフラ、三菱マテリアル(株)/ナブテスコ(株)などの一般産業
プラントと、幅広く大手取引先から高い信頼を得て受注しております。最新の機器・設備を取引先と協力し、高度な技術力を得て施工・
管理しています。



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

四日市市内・名古屋
市内

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

四日市市内・名古屋
市内

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

2,593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(全国転勤あり) 未定 修士了・四大卒
津、尾鷲、四日市、鈴鹿、伊
勢、志摩等、全国の各支店

エリア総合職(地域限定) 未定
修士了・四大・短大
卒

津、尾鷲、四日市、鈴鹿、伊
勢、志摩等、全国の各支店

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.7
企業名 (学)大橋学園グループ

三重県四日市市浜田町13-29

理事長・大橋 正行

教育業
6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 総務課・二宮 彩奈

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

採用条件

新　卒

既　卒

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

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

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、現在では学園グループ全体で6つの専門学校(14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。

ﾌﾞｰｽNo.76
企業名 岡三証券㈱

東京都中央区日本橋室町2-2-1室町
東三井ビルディング
取締役社長・新堂弘幸

金融商品取引業
有価証券の委託売買、自己売買、引受、募集および売出の取扱い、その他これに
付随する業務。

03-6385-8221 人事部採用グループ・工藤 美優

saiyo@okasan.co.jp http://www.okasan.co.jp/recruit/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 総合職・エリア総合職(院了・大卒)月給250,000円　エリア総合職(短大卒)月給220,000円

8:40～17:10

保険/健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 制度/従業員持株会、財形貯蓄制度、確定拠出年金制度、確定給
付企業年金制度、退職一時金制度 施設/全国に保養所、会員制レジャー施設にも加盟

完全週休2日制(土曜日・日曜日)、祝日、年末年始、年次有給休暇(半日単位可)、慶弔休暇、リフレッシュ休暇(連続5営業
日)など

創業以来「すべてはお客さまのために」という経営理念のもと、対面営業に注力してきました。現在は岡三証券グループの中核企業と
して、投資家の皆さまに投資・資産運用に関する金融サービスを提供しています。証券ビジネスは、ただ「モノ」を販売するのではなく、
お客さまとの信頼関係の上に成立つ仕事です。そのため、社員の知識はもちろん、ひとりひとりの「人間力」が重要となります。岡三証
券では、その「人間力」をも高める研究を用意して皆さんをお迎えいたします。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

151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）

総務職・機械技術職
・技能職

30名
修士了・四大
・短大卒

知立、刈谷、安城、岡
崎、常滑、田原、春日
井、小牧、三重県(いな
べ)、岐阜県(各務原)

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

107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(住宅販売 土木建
築営業)

2-3名
修士了・四大
・短大・専門卒

豊川本社、名古屋支
店(西区)、日進支店

施工管理職(土木・建築・住
宅 各種工事の現場監督)

3-4名 高卒以上
豊川本社、名古屋支
店(西区)、日進支店

施工管理職(土木・建築・住
宅 各種工事の現場監督)

2-3名 30歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

豊川本社、名古屋
支店、日進支店

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.8
企業名 岡設計㈱

愛知県知立市東上重原4丁目53番地

代表取締役・岡 義夫

機械設計業
世界中の工場で使用する生産設備・治具等を構想から設計する機械設計業の会社
です。 ・機械の設計・製作・販売業務 ・技術者のアウトソーシング業務

0566-83-1681 総務部 採用係・皆川、丹羽、濵中、稲垣

saiyou@oka-design.co.jp http://www.oka-design.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大卒 214,600円 基本給183,000円+特別手当31,600円　院卒 231,600円 基本給200,000円+特別手当31,600円
短大卒 197,600円 基本給166,000円+特別手当31,600円　※研修期間含む

8:40～17:40 (休憩12:00～13:00)

各種社会保険(健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険)、退職金制度、団体生命保険、育児・介護休業制度、健康診
断、永年勤続表彰制度、資格受験費用補助制度、社内親睦会、スポーツクラブ利用制度、任意労災保険他

完全週休2日制(土曜・日曜)　年間休日=125日(年間稼働日=240日)　盆休み(9日)、年末年始(9日)、
GW(9日)リフレッシュ休暇(4日)、有給休暇(初年度10日)

10月～3月(入社前研修)、4月～9月末(新人研修)の最長12ヶ月、機械設計のプロが基礎から指導する完全OFF JT研修制度がありま
す。その為、弊社の求人は学部不問で行っています。文系の学生さん大歓迎です。一生涯働くことのできる機械技術を身に付けたい
方は、ぜひ岡設計へエントリー下さい。

ﾌﾞｰｽNo.54
企業名 岡田建設㈱ 名古屋支店

愛知県名古屋市西区西原町44番地

代表取締役・岡田司

戸建住宅の施工販売
豊川に本社を構える総合建設業です。地元東三河での土木工事や建築工事で培っ
た知識や経験を活かして、オリジナル戸建て住宅【パシフィックホーム】の設計施工
販売を行っています。

052-505-5700 総務部 採用担当・渡部和哉

info@oka-ken.co.jp https://www.oka-ken.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 総支給￥237,000(四大新卒 18年4月実績)

8:00～17:00 （豊川本社）　9:00～18:00 （名古屋支店・日進支店）

各種保険完備

年間休日108日年末年始・GW・お盆 長期休暇有　部署ごとの会社カレンダー

人と暮らしに興味のある方、いまどんなニーズがあるのか、どんなものが流行っているのかなど、興味が無いとより良い提案は出来ま
せん。お金を稼ぐためだけの仕事では続かないと思います。自身の仕事が誰かの為になる。たくさんの人の笑顔が見れるそんな想い
でコツコツ働ける方をお待ちしています。



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

673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 約30名 修士了・四大卒
国内及び海外の本社・
各支店・各営業所

事務系契約社員 未定
修士了・四大・短大
卒

東京本店、名古屋本
店、豊田支店、刈谷支
店、安城支店、大阪店
(地区間移動なし)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.28
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!

ﾌﾞｰｽNo.13
企業名 岡谷鋼機㈱

愛知県名古屋市中区栄2-4-18

取締役社長・岡谷 篤一

商社 鉄鋼、機械、非鉄金属、化成品、半導体、食品等の国内及び貿易取引

052-204-8149 人事総務本部 名古屋人事総務部 人事室・杉坂 恵里

saiyo1@okaya.co.jp http://www.okaya.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【総合職】 修士了250,000円 学部卒240,000円
【事務系契約社員】 学部卒・修士了213,000円 短大卒198,000円

9:00～17:00(休憩12:00～13:00)

交通費全額支給、時間外勤務手当、社会保険、食事補助、住宅補助金、地域手当 等

完全週休2日制(土・日)、年末年始、夏期休暇、年次有給休暇、創立記念日 等

現在、岡谷鋼機は「鉄鋼」「情報・電機」「産業資材」「生活産業」という4つのセグメントで事業を展開しています。中でも基幹分野である
「鉄鋼」の事業は、大手鉄鋼メーカーの一次指定商社として安定的、かつ高品質な鉄鋼を世界に販売しています。その他の分野は、
今では売上の約60%を占めるまでに成長。独立系商社であるからこそ扱う商材は幅広く、ビジネスを創造していく上で大きな可能性を
秘めています。



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）

営業職 2～5名 修士了・四大卒
愛知県名古屋市東
区出来町

普通自動車運転免許証

営業職 1～2名 27～35歳迄 修士了・四大卒
愛知県名古屋市東
区出来町

普通自動車運転免許証
社会人経験必要

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

15,300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(販売) 50名
四大・高専・短大・
専門卒

和歌山県、大阪府、奈良
県、兵庫県、三重県、愛
知県、岐阜県、兵庫県、

      静岡県の店舗・事業所

普通運転免許希望

総合職(販売) 50名 25歳迄 高・専門卒以上

和歌山県、大阪府、奈良
県、兵庫県、三重県、愛
知県、岐阜県、兵庫県、

      静岡県の店舗・事業所

要普通免許希望

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.97
企業名 小川産業㈱

愛知県名古屋市東区出来町一丁目9番8号

代表取締役社長・安岡悦二郎

食品原材料卸売
食品原材料を仕入れ食品メーカーをはじめ多くの企業に販売しています。当社が扱
う製品は、スーパーやコンビニでよく見かける飲料・菓子・スープ・アイスクリームに
使用されています

052-935-3255 総務部 代表取締役専務・安岡佑希子

y_yasuoka@osg-jp.com http://osg-jp.com

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
①大学新卒 基本給185,000円、職務手当10,000円、住宅手当10,000円
②大学院新卒 基本給195,000円、職務手当10,000円、住宅手当10,000円　③既卒採用(社会人経験必要)応相談

AM9:00からPM6:00　実働8時間 休憩1時間

社会保険完備

完全週休2日制(土・日・祝)　年間休日125日　年末年始、夏季休暇他

107年前水飴の製造、販売会社として創業し、糖類を中心とした商社として成長してきました。取り扱い商品は他に小麦粉や乳製品等
様々な製品を取り扱っています。また、韓国、中国からの輸入品も取り扱っております。食品原材料を取り扱っているため、景気の良
し悪しや流行に影響されにくいことが当社の強み。また、食品のプロフェッショナルとして製造・商社・小売全ての業態を兼ね備えてお
り、多角的に業界を見られることも当社の特徴です。

ﾌﾞｰｽNo.83
企業名 ㈱オークワ

和歌山県和歌山市中島185-3

代表取締役兼COO・神吉康成

小売業
和歌山・兵庫・大阪・奈良・三重・愛知・岐阜・静岡で160店舗、5つのセンター、3つの

        食品工場を展開しているシステムによるチェーンストア運営をしております。

073-433-9891 人事部採用教育課課長・西尾明雄

nishio.akio@okuwa.co.jp http://www.okuwa.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給      21万円(大卒)　19万円(短大卒)

一日8時間勤務(シフト制で勤務時間を決定)　7:00～16:00または8:00～17:00等のシフト　※主として1日実働8時間の時間
   差出勤。1日6～10時間の変形労働時間制　1ヵ月単位の変形労働時間制(週平均40時間以内)

社会保険完備、社員持株会、企業年金基金、確定拠出年金、従業員買物特典制度、慶弔見舞金、独身寮(家賃の自己負
担額4,000円)、社宅(家賃の半額が自己負担)、通信教育制度(半額補助)他

週休2日制(月9日～10日のシフト制)　※年間休日115日　5連休制度(年2回)、アニバーサリー休暇、年次有給休暇(年10日
～20日)、育児休暇、介護休暇、慶弔・特別休暇 他

オークワの経営の目的はどこまでも、お客様の利益や便利さの為にあり、その利益や便利が必ずお客様の幸せに通ずるものではなく
てはならないと考えております。私達は、地域に密着したオンリーワン企業としてこれまで以上に地域社会のお役にたてるよう時代の
ニーズ、お客様のニーズに即した便利さと、お買い物の楽しさを提供する「驚きと感動」のある店舗作りに努力して参ります。そして弊
社では「誠実」「明るい声」「笑顔」「人と人の縁」を大切に出来る方を採用したいと考えております。



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）

総合職A(営業職) 2名
四大・高専・短大・
専門卒

愛知県海部郡飛島村
普通自動車運転免許は必
要になります。

総合職A(総合事務職) 1名
四大・高専・短大・
専門卒

愛知県海部郡飛島村
普通自動車運転免許は必
要になります。

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

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

ﾌﾞｰｽNo.31
企業名 ㈱かねなか商店

愛知県名古屋市中川区荒子2-170

代表取締役・中西顕久

建設仮設資材総合レンタル・リース
マンションや商業施設の建設、橋梁や鉄道、各種プラントといった、インフラ整備等に携わる
大手建設会社やデベロッパー等向けに、仮設資材を総合レンタルしております。

052-353-1158 本社 代表取締役・中西顕久

ho-saiyou@kanenakashoten.co.jp http://www.kanenakashoten.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大卒 基本給209,207円　生活推進手当8,368円　住宅手当が別途条件によって付与(10,000円～30,000円)
能率給15,000円　通勤手当社内規定により支給　合計242,575円

8:15～17:15 10:00から15分 12:00から60分 15:00から15分の合計90分休憩とする 一日7.5時間労働制

各種社会保険 他 労災保険・労災上乗せ保険・がん保険・傷害保険・退職金制度・永年表彰制度 会員制ホテル3箇所保
有

日曜・祝祭日・社内カレンダーによる指定休日 土曜日は月に2回の交替による出社があり
2019年度年間休日105日+αの予定

創業から引き継いでいる社名“かねなか商店”という弊社名を見てどのようなイメージを持たれますか?弊社は都市の再開発、大型商
業施設やマンション等の開発に携わる大手企業様に、建設仮設資材のレンタルによって資材を供給し、参画する裏方の仕事をしてお
ります。華やかな業種ではありませんが、豊富な資材をレンタルすることによる”サービス”によって、建設・土木業界を盛り上げ、社会
に貢献することを企業理念としています。

ﾌﾞｰｽNo.85
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。



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(マイカー通勤のため)

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(マイカー通勤のため)

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

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

ﾌﾞｰｽNo.41
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。

ﾌﾞｰｽNo.37
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。



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）

施工管理 3名 短大・専門卒以上
中部地区の各現場
(転勤なし)

普通自動車運転免許
(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

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

ﾌﾞｰｽNo.39
企業名 北嶋工業㈱

愛知県名古屋市中区千代田五丁目16番5号

代表取締役・中﨑尚

建築設備業 冷暖房空調・給排水衛生・消防消火設備など各種建築設備の設計・施工

052-261-6441 管理部課長・松本敏紀

kanri@kitajima-gr.co.jp http://www.kitajima-gr.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大 卒：205,000円(役割手当含む)　高専・短大・専修：195,000円(役割手当含む)

8:30～17:30

各種社会保険完備、資格取得補助制度(会社負担)、退職金制度、社員旅行、忘年会、野球大会、グルメ、レジャー、ホテ
ルなど国内外20万か所の施設で割引サービス

日曜日、祝日、土曜日(出勤土曜年間3日)　年間休日119日(平成30年度)

大きな建物の建築に携わりたい!このような“やりがい”を探している方、是非お越し下さい。弊社は、建築設備工事の施工管理をする
会社です。建物を利用する方に快適に過ごして頂く環境を創る仕事です。今や設備は建物にあって当たり前のものとなっています。そ
の当たり前を一緒に造り上げませんか?忙しさも、苦しさも出来上がった時の感動が全てを忘れさせてくれます。人が生活していく上で
欠かせないインフラに関わる仕事です。

ﾌﾞｰｽNo.25
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。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

756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）

ナショナル職、レギュラー
職、専門職

420名 不問 福井・石川・愛知・岐阜

ナショナル職、レギュラー
職、専門職

100名 50歳迄 不問 福井・石川・愛知・岐阜

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

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
(エリアマネージャー候補)

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
(エリアマネージャー候補)

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

ﾌﾞｰｽNo.66
企業名 ゲンキー㈱

福井県坂井市丸岡町下久米田38-33

代表取締役社長・藤永 賢一

ドラッグストア
「近所で生活費が節約できるお店」つぃて地域に貢献すべく、福井・岐阜・愛知・石川
に200店舗以上のドラッグストアをチェーン展開しています。

080-4935-7190 人材開発部・桑野 大二郎

saiyo@genky.co.jp http://genky.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
(ナショナル職、専門職)・四大卒、院卒210,000円　・短大、専門卒、高専卒190,000円
(レギュラー職)・四大卒、院卒203,000円　・短大、専門卒、高専卒180,000円

9:00～21:10シフト制、かつ、週40時間で勤務(一日の平均労働時間8時間)　※労働中に合計1時間30分休憩あり

社会保険加入、労災保険加入、寮・社宅、社内持株会、ストックオプション制度、財形貯蓄制度、前払退職金制度、育児休
暇制度、介護休暇制度など

・週休2日制【年間113日(リフレッシュ休暇含む)元日休業】　・有給休暇連続取得制度
・リフレッシュ休暇(連続5連休/年2回)・産休、育休あり

毎日でも足を運んでもらえるほどお客様の【近所】に出店し、ゲンキー1店舗で医薬品から生鮮食品まで【生活費】に関わる商品が揃う
便利なお店を作っています。また、大量仕入れで実現できる低価格販売と自社開発商品の低価格販売により【節約できる】お店を実
現しています。

ﾌﾞｰｽNo.23
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/28ブランド131店舗 FC/7ブランド258店舗 ※2019.1現在

0532-32-8880 人事総務部・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28業態の飲食店を全国に389店舗(うち直営131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。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

3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 3名
修士了・四大・高専
卒

名古屋 普通自動車運転免許

生産技術 2名
修士了・四大・短
大・専門卒

埼玉県川口市、
千葉県野田市

セールスエンジニア 1名 25歳迄
修士了・四大・高専
卒

名古屋市 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

30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）

機械オペレーター・設計 2名
四大・高専・短大・
専門・高卒

愛知県海部郡蟹江
町舟入1丁目130番

機械オペレーター・設計 2名 40歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

愛知県海部郡蟹江
町舟入1丁目130番

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.93
企業名 小原歯車工業㈱

愛知県名古屋市名東区一社3-96
ルーブルビル6階603
代表取締役・小原敏治

金属製品製造業 KHK標準歯車、オーダー歯車製造

048-255-7713 総務課・小原哲司

soumu@khkgears.co.jp http://www.khkgears.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 209,300円

8:30～17:15

社会保険はすべて完備、確定拠出年金、退職金制度、社員旅行

土、日、祝日、夏季、年末年始(年間休日126日)

弊社は1935年に創業、旋盤用替歯車の製造販売から始まりました。1954年お客様の「今すぐ欲しい!」の声に応えるべく、歯車を在庫
することで即納体制を整えました。ここに「KHK標準歯車」は産声を上げました。市場・業界の変化に俊敏に対応し続け、現在は200品
目20000種類もの歯車を標準化して参りました。これからも皆様に信頼と満足をご提供し、社会貢献できる企業を目指して参ります。

ﾌﾞｰｽNo.95
企業名 ㈱近藤機械製作所

愛知県海部郡蟹江町舟入1丁目130番地

代表取締役社長・近藤 豊

製造業
・機械加工 ・製造組付け ・手仕上げ加工等    (旋盤・フライス・マシニングセンター・
ワイヤーカット・手仕上げ) ・専用機および治工具等の開発

0567-95-1343 宝工場 工場長・三宅・奥田

miyake@kondo-kikai.co.jp http://www.kondo-kikai.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大卒:月給22万円～ 短大・専門卒:月給21万円～ ※3ヶ月の試用期間後、能力に応じて確定させていただきます。

8:15～17:30

各種社会保険完備(健康・厚生年金・雇用・労災)・健康診断

隔週土曜日(会社カレンダーによる)・日曜日・祝日 年間105日

航空機部品民間航空機用ジェットエンジン軸受け部品加工。専用機設計/組立お客様から相談を受け、設計、部品製造、組付け調整
の一貫業務。弊社自社開発の自転車用ハブ・航空機ジェットエンジンの軸受け構造から着想を得て、高性能自転車用ハブを開発。弊
社で培った超精密加工技術、航空機品質管理技術を投入した、純国産高性能ハブ、高性能ホイールとして自社生産し、国内、海外の
ハイエンドユーザー向けに販売しています。



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

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）

総合職
(営業・営業サポート)

10名 不問
本社:四日市 三重北営業所:
菰野町 津営業所:津市

営業志望の場合は普通自動車運転免許がいず
れ必要になりますが、必須ではありません。

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.30
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、借り上げ社宅制度、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。

ﾌﾞｰｽNo.74
企業名 ㈱酒重

三重県四日市市塩浜町1-71

代表取締役社長・豊田芳彦

総合商社
三重県北部の企業様を中心に工業系ツールを販売する総合商社。お客様の要望・
ニーズに合った商品の提案・手配・配達。ご依頼に合わせ、製作手配、設置工事、
製品の組立等も行う。

059-345-4343 総務部総務課採用担当 主任・河合成美

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 総合職(営業・営業サポート)四大卒:20,000円

8:30～17:30迄です。(内休憩時間75分有) 月曜日・火曜日・木曜日:19:30完全退社 水曜日・金曜日:18:30完全退社

社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)・通勤手当・グループ手当・家賃手当(一人暮らし入社3年目まで)・管理職手当・一般業務手当・家族
手当・永年勤続手当・禁煙手当・安全運転手当・会社用iPhone支給・結婚出産祝金・傷病災害見舞金・死亡弔慰金・忘年会・新年会など

第一・最終週土曜出勤となります。他は暦通りです。

お客様に愛され支持される会社を目指す、総合商社です。三重県北部を中心にものづくりに欠かせない工業系ツールの手配、配送を行っています。決まった企業様にお伺いするBtoBのルート営
業でお客様のお困りごとを解決します。職種は、企業様にご訪問し、お客様に直接お会いする『営業』、社内でFAX・電話・メールでお客様からの依頼をお受けし、営業のサポートを行う『営業サ
ポート』、お客様のご希望の場所まで商品の配達を行い、時にはお困りごともお伺いする『配送』の3つの軸で成り立っています。また、お客様のご要望に合わせ既製品以外の商品の取り扱いも
行っています。加工製品や、工事、メンテナンス、商品の設置(機械器具設置工事業取得)など、様々な面でお客様に寄り添い信頼をいただけるよう努めています。その結果、お客様の９割以上が
大手企業様という実績を収めています。



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

136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）

ビジネスホテルのフロント
スタッフ

2～3名
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県、愛知県

ビジネスホテルのフロント
スタッフ

2～3名 35歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県、愛知県
年齢は若年層の長期キャリ
ア形成を図るため

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.48
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。

ﾌﾞｰｽNo.81
企業名 ㈱三交イン

愛知県名古屋市中村区名駅5丁目31番10号
リンクス名駅ビル2F
取締役社長・大川智弘

ホテル業 ビジネスホテルの運営

052-589-0035 業務部 総務人事課長・河村俊介

shunsuke.kawamura@sanco-inn.co.jp http://www.sanco-inn.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大学・大学院卒  月給161,000円～(191,000円～)　短大・専門学校卒 月給158,500円～(188,500円～)
高校卒 月給156,000円～(186,000円～)　※( )内は諸手当を含むモデル給

日勤 8:00～22:00の間で実働7時間(8時間勤務/休憩1時間)　夜勤 16:00～翌12:00の間で実働14時間
(1)16時間勤務(休憩 計2時間)　(2)17時間勤務(休憩・仮眠 計3時間 ※豊田のみ)

■各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生)　■制服貸与　■宿泊優遇制度

月8日(シフト制のため曜日の指定は不可)、有給休暇、慶弔休暇

東証一部上場の「三重交通グループホールディングス」の一員でビジネスホテル「三交イン」を展開している当社。2001年の1号店開業
以来、愛知・三重・静岡・東京・大阪でビジネスホテルを13店舗を展開してきました。今年の秋には京都に開業を控えており、順調に事
業を拡大しており今後も更なる店舗展開を目指していきます。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

5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）

施工管理技士 1名 高卒以上
名古屋市中区大須
一丁目22番51号

建築、建築設備、電気工
学、機械工学、情報、普通

一般事務 1名 高卒以上
名古屋市中区大須
一丁目22番51号

施工管理技士 1名 30歳迄 高卒以上
名古屋市中区大須
一丁目22番51号

EXCEL、Word、CADの操作
ができる方

一般事務 1名 30歳迄 高卒以上
名古屋市中区大須
一丁目22番51号

EXCEL、Wordの操作ができ
る方

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

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

ﾌﾞｰｽNo.84
企業名 ㈱シブヤメンテル

愛知県名古屋市中区大須一丁目22番51号

代表取締役社長・大島哲夫

管工事業
公共の建築物、事務所ビル、銀行、病院、老人ホームなどのあらゆる建物の空調換
気設備、給排水衛生設備、給湯設備、厨房設備、消防設備の設計・施工管理、改
修及び保守管理

052-221-6985 管理部長・武藤浩壽

h-mutoh@shibuya-p.com https://shibuyamentel.jimdo.com/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 高卒 168,000円 専門・短大卒 181,000円 大卒195,150円

AM8:00～PM5:00

社会保険完備(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 住宅手当、資格手当あり 財形 退職金

完全週休二日制(土日祝祭日休み) 年間休日 121日 年末年始及び夏季休暇

「シブヤメンテル」は空調・給排水・防災設備などの新築・改修メンテナンスを通じて、豊かな住環境を提供し、社会への貢献を目指す
企業です。外の建物が立派でも、設備が整っていなくてはその建物で生活や企業活動は成り立ちません。生き物に例えるならば建物
全体にライフラインである水、空気という名の血液を行きわたらせ、人々が快適に活動できるよう命を吹き込む大変意義ある仕事で
す。

ﾌﾞｰｽNo.43
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(電気制御設計・施工)
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

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

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

各種社会保険完備(健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険)、退職金制度、誕生祝い金

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)、夏季・年末年始、長期休暇制度、有給休暇、慶弔休暇

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。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

92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）

機械技術営業 若干名
四大・高専・短大・
専門・高卒

名古屋市守山区中志
段味南原2646番地

普通自動車免許(AT限定可)

機械組立 若干名
四大・高専・短大・
専門・高卒

名古屋市守山区中志
段味南原2646番地

普通自動車免許(AT限定可)

機械設計 若干名
四大・高専・短大・
専門・高卒

名古屋市守山区中志
段味南原2646番地

普通自動車免許(AT限定可)

機械技術営業 若干名 40歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

名古屋市守山区中志
段味南原2646番地

普通自動車免許(AT限定可)

機械組立 若干名 59歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

名古屋市守山区中志
段味南原2646番地

普通自動車免許(AT限定可)

機械設計 若干名 59歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

名古屋市守山区中志
段味南原2646番地

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

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

ﾌﾞｰｽNo.47
企業名 新栄機工㈱

愛知県名古屋市守山区大字中志段味南原2646番地

代表取締役・岩附 定裕

一般産業用機械装置の製造
・電子機器製造機械装置の設計・製造 ・各種工業炉の製造 ・窯業・食品関連機械
装置の製造、その他各種産業機械の製造

052-736-2155 総務部 室長・谷 徹也

tani@j-skk.co.jp http://www.j-skk.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大学卒:193,000円、短大・専門卒:175,000円　既卒・中途求職者(応相談)

午前8時30分～午後5時15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)、退職金共済、退職金制度(勤続3年以上)、家賃補助(新
卒者)、健康診断、慶弔金・記念品支給、作業着支給、社員無料駐車場完備

週休2日制(土日)　年間休日106日(年間数日間は土曜出勤あり)、年末年始、GW、夏季休暇、年次有給休暇、特別休暇、
産前産後休暇育児休業・看護休暇、介護休業・介護休暇

昭和13年創業以来、お茶碗やお皿の製造用機械のトップメーカーとして、海外でも"SKK”のブランドで世界各地の有名食器メーカーに
採用され、陶磁器業界のオートメーションや品質向上に貢献しました。近年は食器機械に替わり、工業炉やIT関連機械の受注が好調
で、大型プラントの設計～組立～現地設置まで担う各種産業機械メーカーとして、受注先のエンジニアリング会社様や最終ユーザー
様から高い評価を頂いています。

ﾌﾞｰｽ
No.105
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。



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 4名 不問
クライアント様により
異なります

楽しく一緒に学んで成長して
いける方

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

ﾌﾞｰｽNo.67
企業名 SeaCloud㈱

愛知県名古屋市熱田区新尾頭3丁目1-17
林ビル3階
代表取締役・桜井義浩

広告企画営業のお仕事
広告代理業務及び催事の企画・運営 コンサルティング事業、営業アウトソーシング
事業、市場調査 大手飲料水メーカー・日本放送協会など

052-253-6166 採用担当・桜井

info@sea-cloud.co.jp http://sea-cloud.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 21万～

AM10:00～19:00  朝はゆっくり出社

社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)

週休2日制 担当していただくクライアントにより異なります。

<こんな方にピッタリ>おもしろい事を仕事にしたい・新しいビジネスに興味がある・独立や会社経営に興味がある ・好奇心旺盛で行動
力があるおしゃべり好き・自信がなく何かをみつけたい・ライバルが欲しい共に楽しく一緒に学んで成長していける方を募集していま
す。私たちは仕事も遊びも全力です。

ﾌﾞｰｽNo.38
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/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:191,000円(平成30年4月実績)

8:30～17:30(休憩60分)

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)

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

360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 本社 普通自動車免許

作業職(各事業所) 5名 四大卒
岩倉・津島・常滑・岡
崎・飛島村

普通自動車免許

営業職 1名 40歳迄 四大・高専・高卒 本社 普通自動車免許

作業職(各事業所) 10名 45歳迄 高卒以上
岩倉・津島・常滑・岡
崎・飛島村

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

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 高卒以上 三重県内12営業所 普通自動車免許(AT不可)

整備職 10名 高卒以上 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)

採用担当者 1名 30歳迄 短大・専門卒以上 四日市 普通自動車免許

事務職 2名 30歳迄 短大・専門卒以上 四日市 普通自動車免許

整備職 10名 35歳迄 高卒以上 三重県内12営業所
国家整備士資格保有者優
遇致します。

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽ
No.106
企業名

㈱シーピーアール
愛知県名古屋市熱田区白鳥3-6-22

代表取締役・鷹見 善彦

運輸・倉庫業
大手企業の工場・倉庫を中心としたアウトソーシング(請負・派遣)、自社工場にてプラスチック
リサイクル事業、自動車関連及び鉱物資の輸出入業務を行う海外事業を展開。

052-671-3212 総務部・部長・岡村 昇

info@cpr-net.jp http://www.cpr-net.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 営業職:200,000円～250,000円　事業所勤務:184,000円～210,000円

本社:9:00～18:00　事業所:8:00～17:00など事業所毎に異なります

社会保険完備(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)

①本社：年間休日113日(週休2日制/土・日・祝・他)　②自社工場：年間休日113日(週休2日制/土・日・他)
③事業所：年間休日119日(週休2日制/事業所により異なりますが年間休日は共通)

CPRは「物流」と「リサイクル」の分野において、お客様に合ったソリューションを提示して信頼にお答えしていきます。

ﾌﾞｰｽNo.11
企業名 ㈱スズキ自販三重

三重県四日市市日永5丁目1-3

代表取締役社長・関根 行孝

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

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
新卒  四大卒・一級課程卒191,000円、短大・専門卒・二級課程卒171,000円 ※手当は別途支給されます。
 (正規登用後10月より、仕事給3,000円加算されます)　　既卒  学歴・年齢・資格に応じて決定致します。

業販営業、採用担当者、事務 : 8:50～17:30   ・    直販営業、整備 : 9:20～18:00

従業員車両購入制度・財形制度・退職金制度ほか

業販営業、採用担当者、事務 : 会社カレンダーによる土、日曜日休みを中心とした年間110日間
直販営業、整備 : 火、水曜日休みを中心とした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、お客様と長いお付き合いをして信頼関係を築き、「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。また、産育休制度や時短勤務など女
性が長く働ける環境づくりにも取り組んでおり、営業の女性もたくさん活躍しています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

500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 22～23名 修士了・四大卒
大阪、名古屋、東京、
四日市、鈴鹿、鹿沼

ソリューション営業 2～3名 修士了・四大卒 大阪、東京

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

300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
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県北勢・中勢地域を
中心に13店舗及び本社 普通運転免許(AT可)

総合職 5名 28歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県北勢・中勢地域を
中心に13店舗及び本社 普通運転免許(AT可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽ
No.108
企業名

住友電工情報システム㈱
大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30
ニッセイ新大阪ビル
代表取締役社長・奈良橋 三郎

ソフトウェア・情報処理業
パッケージソフトの開発・販売、情報処理システムの開発受託、コンピュータ運用業
務の受託、情報機器の販売

06-6394-6751 人事総務部・シニアマネージャー・森 高利

saiyo@sei-info.co.jp https://www.sei-info.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 修士了/230,500円(2018年4月実績)　四大卒/213,900円(2018年4月実績)

8:30～17:15(実働7時間45分、休憩1時間)　※フレックスタイム制実施(コアタイム 10:30～15:00)

各種社会保険、退職金制度(確定拠出年金)、新入社員住宅補助、自己啓発補助、書籍購入補助、PC購入補助、外国語
会話研修補助、社内コミュニティー活動補助、資格取得奨励金など

休日/完全週休2日制(原則として土曜日、日曜日、祝日、5/1、年末年始)　休暇/有給休暇:年間20日(ただし初年度10日)、
永年勤続リフレッシュ休暇、ライフサポート休暇、アニバーサリー休暇など

住友電工情報システムは、住友電工グループの一員として、グループ向けシステムのコンサルティングやシステム構築、運用サービ
スなどに取り組むほか、培ってきた、技術・経験・ノウハウ・実績をベースに、グループ外のお客様にも最適なソリューションやパッケー
ジソフト製品を提供している会社です。

ﾌﾞｰｽNo.1
企業名

スーパーサンシ㈱
(スーパーサンシグループ)

三重県鈴鹿市算所二丁目5-1

代表取締役 社長・田中 勇

小売業 スーパーマーケット事業、宅配事業ほか

059-373-4134 管理本部 採用担当チーフ・坂倉 香名子

saiyou@sanshi.jp http://supersanshi.com

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:204,000円　短専卒:181,500円

配属部署により相違　(例)7:00～16:00,8:00～17:00

各種社会保険完備、退職金制度、財形貯蓄、育児介護休業制度(取得実績有)、公的資格支援制度、独身寮、社宅、会員
制リゾート施設、永年勤続表彰など

年間休日108日(完全週休2日制+計画休暇)、年次有給休暇、特別休暇、慶弔、育児休暇、介護休暇

三重県北勢・中勢地域を中心に13店舗を展開しています。数ある企業の中でも、当社が扱う「食」は、安定しており、やりがいがあり、
そして何より一番責任がある分野。消費者がどのような物を口にし、どのような一生を送るかは、その地域の食品スーパーによって決
まります。当社では、インストア加工にこだわり企業効率よりも本当に何が大切かを追求し、食を通じて地域のお客様に幸せと喜びを
提供している企業です。



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

資格・経験は問いません!

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

52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 1～3名
修士了・四大
・短大・専門卒

愛知県名古屋市 普通自動車第一種免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.40
企業名 (社福) 洗心福祉会

三重県津市本町26番13号

理事長・山田 俊郎

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

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

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

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

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:9.1日)　・育児休業・介護休業・特別有給休暇 など

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。

ﾌﾞｰｽNo.34
企業名 ㈱宣通

愛知県名古屋市東区東桜二丁目16番27号
宣通ビル
代表取締役社長/代表取締役・津田 郁夫/梶川 幸世

総合広告代理業
新聞・自治体広告・イベント・テレビ・ラジオ・雑誌・交通・屋外看板等の企画・立案・
制作及び広告の取り扱い 販売促進・PR戦略の企画・立案・制作と実施

052-979-1600 営業管理部・喜多・成島

recruit@sentsu.com http://sentsu.com/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
月給:210,000円～241,000円　残業代込み:54,000円～62,000円充当時間:45時間0分
※固定残業代は残業がない場合も支給し、相当時間を超過する場合は別途支給する。

9:00～18:00　フレックスタイム制あり(コアタイム11:00～15:00)

各種社会保険制度完備、退職金制度あり

完全週休2日制(土・日・祝日休み)　GW・夏期・年末年始休み　年間休日127日

当社は、新聞・雑誌・テレビ・ラジオから自治体庁舎内広告にいたるまで幅広く広告展開を行う総合広告会社です。医療機関主催の、
講演会やイベント等の企画立案から制作、運営までをトータルに手掛けたり、デジタルサイネージなどの広告媒体を役所や公共施設
に設置して、地元企業様の宣伝映像を放映する事業に取り組んでいます。東海エリアを中心に、関東、関西をはじめ全国に事業展開
しており、各地にて「地域密着」型スタイルで地元企業様の思いを「カタチ」にする、そのお手伝いをしています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

212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
修士了・四大
・短大・専門卒

愛知県(本社)

営業職
(新卒・既卒
併せて)5名

26歳迄
修士了・四大
・短大・専門卒

愛知(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

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

ﾌﾞｰｽNo.44
企業名 セントライ青果㈱

愛知県西春日井郡豊山町豊場八反107

代表取締役会長・石原 美紀

青果物卸売業
日本全国の生産者の方が作られ出荷された野菜・果物を、生産者の方の代わりに
仲卸業者や小売・量販店に値段をつけて販売しています。

052-903-5000 管理部総務課・竹市  栄

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 203,000円(平成30年実績)

6:00～15:30(90分休憩)

各種資格取得制度、社員食堂、ゲストハウス、インフルエンザ予防接種、山荘(長野)、契約保養所

日曜・祝日・祝日のない週水曜日、盆休、年末年始

今回募集している営業職の仕事内容は、野菜・果物をただ販売するだけではありません。産地へ赴き、野菜・果物の栽培方法や出荷
方法を提案したりします。販売先には食べ方を伝えながら商談をしたり、販売方法を一緒に考えたりします。全国・世界各地の生産者
が大切に育てた大地の恵みを集め、中部圏の皆様にお届けすることでより豊かな食生活を送っていただけるよう、充実した未来市場
を目指してチャレンジします。

ﾌﾞｰｽ
No.109
企業名

全国共済農業協同組合連合会
三重県本部

三重県津市栄町1-960 JA三重ビル

本部長・野口 広巳

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

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)

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

週休2日制(土・日)、祝日 ※年間休日120日以上

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。



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）

営業職 2名
修士了・四大
・短大・専門卒

営業職(福岡・大阪)

技術開発職 1名
修士了・四大
・高専卒

技術開発職(岐阜県
大垣市)

営業職 2名 40歳迄
修士了・四大
・短大・専門卒

営業職(福岡、大阪)

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

3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 計画・設計職 3名 不問
愛知県 東海3県を
中心とした施工現場

特にありません

施工管理職 設計・計画職 3名 45歳迄 修士了・四大・高卒
愛知県 東海3県を
中心とした施工現場

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.64
企業名 ㈱タイルメント

愛知県名古屋市中村区宿跡町1-58

代表取締役社長・小林 哲夫

建築用接着剤メーカー
建築用途の接着剤、設備材料の製造・販売 創業65年!施工者・住居者・地球環境に優しい製
品づくりをモットーに製造販売を行っています。年間休暇125日!福利厚生充実!

052-412-5300 総務部 総務課 係長・松原 佳子

y-matsubara@tilement.co.jp http://www.tilement.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 高専卒・大卒 229,300円　院了 240,100円

営業職 9:00～17:30(休憩1時間)

各種社会保険完備　退職金制度　資格取得支援制度

年間休日125日　※週休2日制(土・日・祝と会社カレンダーに基づく休業日)　※ただし2019年のみ祝日増に伴い129日

創業65年!施工者・住居者・地球環境に優しい製品づくりをモットーに製造・販売をしています。年間休日125日!福利厚生充実!社内教
育制度はOJT教育はもちろん各役職ごとの教育制度を設けています。

ﾌﾞｰｽNo.52
企業名 瀧上建設興業㈱

愛知県名古屋市中川区清船町4丁目1番地

代表取締役社長・西澤 正博

建設業 鉄道橋・道路橋の修繕、補修・補強工事

052-361-7211 管理部総務課 課長・山本 正貴

masaki.yamamoto@takigami-grp.jp http://www.takigami-kk.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大学卒 210,000円　既卒者は年齢及び経験にて決定

社内 8:30～17:20　現場勤務時間は現場状況による(夜間勤務の場合もあり)

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険加入　退職金制度(勤続1年以上)、財形貯蓄会社契約による宿泊施設、
飲食店利用など割引制度

週休2日制、年間休日123日　年末年始休暇、夏季休暇、GW結婚休暇、出産休暇、育児・介護休暇など

弊社は鉄道橋や道路橋などの点検・保守・補強及び補修を手掛ける会社です。取引先としては、JR東海・愛知道路コンセッション㈱
(愛知県内有料道路)、名古屋高速道路公社、愛知県、名古屋市など工事のほとんどが元請工事で、受注も安定しております。日本の
橋は高度経済成長期に造られたものが多く特に補修・補強工事についてはこれからも増加する傾向にあります。一緒に日本の橋を
守っていきませんか。



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）

建築プロデューサー 2名
修士了・四大
・短大・専門卒

名古屋市昭和区 普通自動車運転免許

営業事務 2名
修士了・四大
・短大・専門卒

名古屋市昭和区 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

35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、製造 3名 不問 三重県津市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.80
企業名 ㈱田中建設

愛知県名古屋市昭和区安田通2丁目10-2

代表取締役・渡邊 亘

総合建設業
【建築部門】個人邸・工場・事務所等の新築、リニューアルの建築プロデュース 【建
設設備部門】オフィスビル・工場・ホテル・学校等の設備工事に付随する建築プロ
デュース

052-761-7820 総務部 人事課・重兼 あずさ

shigekane@tanaka-kensetu.net http://www.tanaka-kensetu.net/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
全職種　大学院:210,000円　大学:200,000円　短期大学:190,000円　高専・専修学校:190,000円
昇給:年1回、賞与:年2回(7月・12月)、その他手当等

9時00分～18時00分(休憩60分、実働8時間)　時間外労働:有(月平均25時間)

雇用保険・労災保険・社会健康保険・厚生年金健康診断・資格取得支援制度・社員旅行

土曜・日曜・祝日・年末年始休暇・夏季休暇年間休日:125日(2018年度実績)

【建築に生きる人びと】私たちの暮らしは建物なしには成り立ちません。住宅、学校、病院など私たちは一生の大部分の時間を、さまざ
まな建物の中で過ごします。私たちはその建物を作るのが仕事です。一緒に生涯の仕事をしませんか【新入社員研修】座学:年50日、
400時間+OJT【あいち女性輝きカンパニー】2018年愛知県より認証されました。【ワーク・ライフ・バランス推進企業】2019年名古屋市よ
り認証されました。

ﾌﾞｰｽ
No.111
企業名

㈱大東通商
三重県津市雲出長常町1349-104アオキニック1階

代表取締役社長・近藤幹浩

販売 生産材販売、金属加工製造業、各種治具設計製造、有料職業紹介、人材派遣

059-234-7522 代表取締役社長・近藤幹浩

d-mi.kondo@daito-tsusho.jp http://daito-tsusho.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 16～20万円　各種手当

8時～18時　休憩1時間10分

社会保障完備

年122日

当社では製造工程で使われる全ての生産材、また、そこで活躍する人材の提供まで行っています。人材ではベトナムに特化し、海外
も含めて活躍を希望する方を募集する一方、最新の同時5軸加工機を導入し付加価値に高い加工業にも力を入れています。会社は
チームワーク。是非一緒に未来を目指しましょう。



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

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

26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）

国内営業 1名
四大・高専・短大・
専門・高卒

愛知県名古屋市名
東区陸前町1705

普通自動車第一種運転免
許

建設機械整備士 1～2名
四大・高専・短大・
専門・高卒

愛知県名古屋市名
東区陸前町1705

普通自動車第一種運転免
許

国内営業 1名 35歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

愛知県名古屋市名
東区陸前町1705

普通自動車第一種運転免
許

建設機械整備士 1～2名 40歳迄 高卒以上
愛知県名古屋市名
東区陸前町1705

普通自動車第一種運転免
許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.77
企業名 ㈱ダイレクトカーズ

三重県津市河芸町上野876-1

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 採用担当・小西 雛子

cars@drt-cars.com http://www.cars-drt.com

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

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28歳)失敗を評価する会社です。(失敗は財産です)

ﾌﾞｰｽNo.22
企業名 中京重機㈱

愛知県名古屋市名東区陸前町1705

代表取締役社長・加藤 尚樹

中古建設機械の専門商社
インターネットを駆使し、ブルドーザやショベルなどの中古建設機械の売買情報を国
内外へ発信し、それに伴う修理や整備並びに買取・販売をしています。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
※国内営業大卒(院卒)/201,000円　短大卒・専門卒/191,000円
  ※建設機械整備士大卒(院卒)/193,000円　短大卒・専門卒/183,000円　　経験者:経験に応じて設定致します。

・8:30～17:30　・休憩1時間(12:00～13:00)

             各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)退職金制度(勤続3年以上)、昼食代一部補助、財形貯蓄制度

        土曜、日曜、祝日年間休日数 125日

名古屋市名東区で60年の実績を持つ当社。インターネットを駆使し、国内外のお客様へ幅広く販売をしております。当社は、年間休日
125日ある事から仕事とプライベートの両立がしやすい環境もあります。 入社される方に求めることは、何よりも「元気でやる気がある
方」そして、「他人への気配りができる方」です。技術や資格を持った即戦力となる方はもちろん大歓迎ですが、経験の浅い方や未経
験の方であっても、先輩・上司が親切丁寧に指導しますので安心してください。

052-701-5188 経営管理部 主任・松本

recruit@chukyo-juki.co.jp https://www.chukyo-juki.co.jp/



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

60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 若干名 四大・短大卒 名古屋市中区三の丸 普通自動車免許

営業 若干名 40歳迄 四大・短大卒 名古屋市中区三の丸 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

104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）

営業総合職 5名
四大・高専・短大・
専門・高卒

愛知県(名古屋市)
静岡県(浜松市、富
士市)富山県(富山
市)

普通自動車運転免許
(AT限定可)　学部不問

営業総合職 2名 35歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

愛知県(名古屋市)
静岡県(浜松市、富
士市)富山県(富山
市)

普通自動車運転免許
(AT限定可)　学部不問

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

新聞広告・折込広告・テレビラジオCM・雑誌広告・催事イベント・印刷物等

既　卒

初 任 給
大学卒:204,700円　※入社後研修期間中(6ケ月)は、196,700円
短大卒:194,600円　※入社後研修期間中(6ケ月)は、186,500円

9:00～17:30(休憩60分)

広告業

ﾌﾞｰｽ
No.107
企業名

中部エア・ウォーター㈱
愛知県名古屋市緑区大根山2丁目132番地

代表取締役社長・上村 浩

052-223-1008 管理本部長・青山 浩樹

saiyo@chunichi-next.com http://www.chunichi-next.com

採用条件

新　卒

自働車や電子機器などモノづくりには様々なガスが使われています。ガス製造で日
本最大規模のエア・ウォーターグループの中で、部地域の企業や病院に対して営業
活動を行っています。

052-621-4166 採用担当・田中

tanaka-tma@awi.co.jp https://www.awi.co.jp/aw_chubu/

各種社会保険完備、退職金制度、産休・育児休暇取得実績あり

日曜・祝日・土曜日(休日出勤の場合は、休日を振り替えます)　年末年始・有給休暇・特別休暇等

当社は中日新聞グループの広告会社です。中日新聞の営業広告・求人広告をはじめテレビ・ラジオのCM、ポスター・パンフレットなど
の印刷物、催事イベントなどいろいろな広告を取り扱っています。

エア・ウォーター・グループは鉄鋼や自動車、精密機器など幅広いモノづくりで不可欠な「産業ガス」の製造で国内最大規模の企業で
す。中部エア・ウォーターは中部エリアの会社であり、地域の取引先をサポートする営業部門を担います。地域の企業や病院が運営
する上で、重要な部分に関わるこの「産業ガス」の営業は、きっと皆さんの就職活動の中で聞いたことが無い仕事だと思いますので、
是非一度お話しを聞きに来てください。

新　卒

既　卒

産業用・医療用高圧ガス製造販売

ﾌﾞｰｽ
No.101
企業名

㈱中日NEXT
愛知県名古屋市中区三の丸一丁目5番2号
中日新聞社北館2F
代表取締役・五十川 清

採用条件

初 任 給 大学院卒:201,700円　四大卒:194,700円　短大・高専卒:177,600円　高校卒:170,600円

8:30-17:30(休憩1時間)

退職金、資格取得奨励金、住宅補助、家族手当、通信教育受講援助金、グループ団体保険制度、グループ従業員協同組
合による商品購入・保養所利用権、慶弔見舞金、法定以上の年次有給休暇付与

完全週休2日制(毎週土、日、祝日)　年間休日124日　夏季休暇(3日)　年末年始休暇(12/30-1/4)



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

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）

営業・物流・品質保証・調達 高卒以上 本社 普通自動車免許

製造 若干名 高卒以上
星崎工場または
千年工場

普通自動車免許

営業・品質保証・調達 45歳迄 高卒以上 本社 普通自動車免許

物流 若干名 45歳迄 高卒以上
本社または
千年倉庫

普通自動車免許
大型免許フォークリフト免許歓迎

製造 若干名 45歳迄 高卒以上
星崎工場または
千年工場

普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

採用条件

新　卒

労務部 課長/主任・中西/島崎

ﾌﾞｰｽNo.36
企業名 中部資材㈱

物流部主任・本多元希

http://www.tyubu.co.jp/
052-652-5231
mh-tyubu@scram.ne.jp

新　卒

愛知県名古屋市港区入船2-4-31

代表取締役社長・髙木 要馬

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

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。

各種社会保険　健康診断　社員弁当　地域レクリエーション　社員旅行　ボウリング大会　各部署懇親会      等

会社カレンダーによる週休二日制(土日)　※第4土曜日のみ出勤
GW休暇・夏季休暇・年末年始休暇年間休日110日(一斉有給取得日含む)

ﾌﾞｰｽNo.59
企業名 ㈲中部製作所

愛知県名古屋市熱田区六番町三丁目11-9

代表取締役・大野正博

金属製品製造
油圧部品製造・販売 工作機械部品製造・販売 産業機械部品製造・販売 自動車部
品向けビス販売 一般規格締結品販売

創業以来79年間、愛知県内を中心とした多数の企業様にご愛顧頂いてまいりました。建設機械や工作機械向けの部品を社内外で製
造、販売しております。若いメンバーを中心とした風通しの良い社風が特徴です。「自分のやりたいことを自分で考えてできる」そんな
やりがいを求めたい、という方はぜひ一度お立ち寄りください。具体的にやりたい仕事が見つかっていない、という方もまずは仕事を知
るきっかけとしてお気軽にお越しください。

採用条件
既　卒

初 任 給
大学卒:210,000円　短大・専門卒:176,000円　高校卒:160,000円
その他通勤手当(電車通勤)、住宅手当等あり

本社および倉庫勤務8:00～17:00　9:00～18:00
工場勤務7:00～16:00　9:00～18:00



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 10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

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

1,612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 愛知県※転勤あり

技能職 5名 四大卒 愛知県※転勤あり

技能職 5名 40歳迄 高卒以上 愛知県※転勤あり 普通自動車免許

総合職 2名 40歳迄 四大卒 愛知県※転勤あり 普通自動車免許

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

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

059-366-1400

採用部 部長・中野 雅之

https://www.technosmile.co.jp

ﾌﾞｰｽNo.60
企業名 ㈱テクノスマイル

愛知県豊田市寿町7-95-1 2階

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。

取締役社長・馬見塚 讓

製造業・総合人材サービス業
ものづくりを通して産業界に役立つ企業であり続ける!愛知・豊田市を拠点に製造業
向けの製造請負・人材育成・エンジニア派遣・製造派遣の各事業を展開していま
す。

0565-26-1717

ﾌﾞｰｽNo.2
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

c-mate@chintai-m.net

採用条件

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
新卒:【総合職】大卒/202,100円　　　　 　【技能職】大卒/190,400円　短大卒・専門卒2年・高専卒/170,100円
既卒:【技能職】208,000円～302,000円　【総合職】158,000円～200,000円

新卒:【総合職】8:00～17:00　【技能職】2交替勤務 1直 6:00～15:00  2直 16:00～翌日1:00 ※就業場所によって異なる
既卒:【技能職】自動車部品の製造:2交替勤務 1直 8:40～17:15 2直 17:55～翌日2:45
                     検品作業:常昼勤務/8:00～17:00    連続2交替勤務/6:30～15:15、16:15～1:00
　　　 【総合職】8:00～17:00

【各種保険】健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険
【福利厚生】寮(個室)・社宅完備

※1年間休日121日(2017年度実績)、完全週休2日制(土・日)、
年3回長期休暇あり(2017年度/GW9日前後・夏季9日前後・年末年始9日前後)

愛知県豊田市を拠点に製造業向けの製造請負・人材育成・エンジニア派遣・製造派遣の各事業を展開しています。部門を超えた円滑
なコミュニケーションが図られており、アットホームな社風なのでやりがいを感じながら楽しく働く事ができます。説明会でもっと詳しく当
社の魅力をお伝えしますので是非、ブースにお越し下さい。『人と人のつながりを大切にしていき、働く人達の人生と向き合うお仕事で
す!!』



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

561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・電気電子・ソフト
ウェア設計職

30名
修士了・四大・
短大・専門卒

各事業所(テクニカ
ルセンター):名古
屋、横浜、東京、埼
玉、高崎、新潟、宇
都宮、仙台TC/希望
勤務地考慮

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

36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）

SE/PG 4名 四大卒
愛知県・三重県・
岐阜県

カスタマーサポート 2名 40歳迄 四大卒
愛知県・三重県・
岐阜県

PCセットアップ 2名 40歳迄 四大卒
愛知県・三重県・
岐阜県

PG 2名 40歳迄 四大卒
愛知県・三重県・
岐阜県

SE 2名 40歳迄 四大卒
愛知県・三重県・
岐阜県

開発補助 2名 40歳迄 四大卒
愛知県・三重県・
岐阜県

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

日本の“ものづくり”に貢献すべく設立した設計“技術サービス”事業を展開する企業です。機械、電気・電子、ソフトウェアの3分野で、
お客様の課題をプロジェクト事業〔エンジニアの常駐・受託設計〕、R&D事業〔アイデアの提供〕、コンサルティング事業〔コスト削減・生
産性向上〕の3つの事業展開により“ものづくり”をサポートし、エンジニアが安心して定年まで働けるキャリアプランを構築しています。

ﾌﾞｰｽNo.50
企業名

シニアエキスパート・太田哲朗

http://www.design-network.co.jp/

設計技術サービス業
日本の“ものづくり”に貢献すべくエンジニア達が設立した設計“技術サービス”事業
で新卒から定年まで安心して働ける活躍の場とエンジニアのキャリアプラン構築に
尽力しています!

03-3233-3371

採用条件

新　卒

既　卒

saiyo20-dac@addn.co.jp http://www.addn.co.jp/dac.html

新　卒

初 任 給
新卒:19万2,000円　SE:25万円～　PG:20万円～　カスタマーサポート/PCセットアップ/開発補助:18万円
※経験・能力により優遇いたします。

9:00～18:00

ﾌﾞｰｽNo.99
企業名 ㈱デザインネットワーク

愛知県名古屋市中区錦2-4-3錦パークビル

名古屋テクニカルセンター所長・仲井雄一

tetsuro.ota@design-network.co.jp

既　卒

初 任 給 大学院修了210,620円/大学卒(高専専攻科・専門4年制)203,140円/短大卒(高専・専門2・3年制)196,050円

9:00～17:50

健診費用全額支給(健康診断・生活習慣病検診・人間ドック・配偶者主婦検診)、通信教育補助、資格取得支援、契約保養
所、財形貯蓄、確定拠出年金制度、各種表彰、社員提案 等

休日:123日、土曜、日曜、祝日、GW、夏季、年末年始休暇:年次有給休暇  入社時5日、7ヶ月目5日(最高20日)、特別休暇
制度(慶弔時等)、半日休暇、育児休業、介護休業 等

㈱デジタルアソシエイト
愛知県名古屋市中区錦2丁目15番20号

代表取締役・板羽 良和

システム開発
大企業向けの基幹システムや生産管理、販売管理などオープン系の業務システム
開発全般を手掛けています。また、業種を問わずお客様の様々なニーズにもお答え
しています。

052-232-2015 堀 真通

健保・厚生・雇用・労災

土・日・祝日、完全週休2日制、年末年始、慶弔休暇

企業向けシステムからカスタマーサポートまでの幅広い範囲を仕事としています。技術力に合わせた仕事設定、マンツーマンフォロー
も行っております!

採用条件



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

312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）

製造設計・金型設計 1名 四大卒 岐阜県 理系

生産技術開発 1名 四大卒 岐阜県 理系

生産技術 1名 四大卒 岐阜県 理系

営業職 1名 四大卒 岐阜県 文理不問

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

120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・高専・短大・
専門卒

本社(三重)、名古屋
普通自動車免許
※製造研修後の配属です

FAシステム設計課 1名
四大・高専・短大・
専門卒

本社(三重)
普通自動車免許
※製造研修後の配属です

電気制御システム設計課 1名
四大・高専・短大・
専門卒

本社(三重)
普通自動車免許
※製造研修後の配属です

資材部 工務課 1名
四大・高専・短大・
専門卒

本社(三重)
普通自動車免許
※製造研修後の配属です

製造 2名
四大・高専・短大・
専門卒

本社(三重) 普通自動車免許

営業 2名 25歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

本社(三重)、名古屋
普通自動車免許
※製造研修後の配属です

FAシステム設計課 1名 25歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

本社(三重)
普通自動車免許
※製造研修後の配属です

電気制御システム設計課 1名 25歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

本社(三重)
普通自動車免許
※製造研修後の配属です

資材部 工務課 1名 25歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

本社(三重)
普通自動車免許
※製造研修後の配属です

製造 2名 25歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

本社(三重) 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

058-384-2151 人事課長・大獄 千穂恵

info@tokaispring.co.jp

既　卒

あくなき挑戦と絶え間ない努力を積み重ね「Always Challenge」で邁進する、それが東海スプリング製作所です。
「モノづくりは人づくり」を実践し、やる気に満ちたNOと言わない強い意志を持ち明るい職場のもと、お客様第一を経営の原点として、
変化を敏感にキャッチできる提案型企業として社会に貢献致します。

ﾌﾞｰｽNo.12
企業名 ㈱東海精機

三重県三重郡菰野町千草字中原野4632-1

代表取締役社長・土井 直博

ﾌﾞｰｽNo.6
企業名 ㈱東海スプリング製作所

岐阜県各務原市鵜沼羽場町七丁目230番地

代表取締役社長・西 保幸

自動車部品、金属プレス品の製造 自動車・家電・ガス機器等の各種スプリング、金属プレス製造、モジュール製品開発

http://www.tokaispring.co.jp

採用条件

新　卒

初 任 給 院了:205,000円 大卒:200,000円

8:00～16:50 フレックス制度あり

各種社会保険、インフルエンザ等補助、昼食弁当代補助、退職金制度、企業年金、財形貯蓄、労働組合、永年勤続旅行など

年間休日120日、週休2日制(会社カレンダーによる)、有給休暇、特別休暇、リフレッシュ休暇

自動化省力化装置システム及び周辺機器の設計、製造、販売(100%受注生産/オー
ダーメイド)

059-393-4141 業務部 総務課 課長・飯田 真己

新　卒

初 任 給 大卒/208,000円　高専(専攻科)/208,000円　短大、専門、高専(学科)/182,000円

jinji-soumu@inetmie.or.jp http://www.inetmie.or.jp/～tokai/

産業機械製造業

本社/8:30～17:15　名古屋/9:00～17:45

契約リゾート施設有り

週休2日制(土・日)、年末年始、GW、夏季休暇

既　卒

「FAトータルシステムエンジニアリングメーカー」として、自動車、自動車部品、鍛造・熱処理、食品・飲料、ロボット、工作機械、電池、
住宅建材、日用雑貨業界ほか、あらゆる業界の量産工程の自動化・省力化機械装置システム及び周辺機器の設計、製作、販売
(100%受注生産)

採用条件



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・綾瀬市・尼崎市

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・綾瀬市・尼崎市

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

採用条件

既　卒

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。

ﾌﾞｰｽNo.79
企業名

059-334-8117 人事総務部 管理本部長・原 英之

jinji@co-toyo.jp

東洋電機㈱
三重県四日市市浜田町13番16号

代表取締役社長・竹内 稔

既　卒

r-kitagawa@e-toyo.co.jp https://www.e-toyo.co.jp

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。

ﾌﾞｰｽNo.5
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

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)

http://www.co-toyo.jp

採用条件

新　卒

初 任 給 <総合職>218,000円<一般職>179,000円

8:30～17:309:00～18:00 ※部署により異なる

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)

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 管理部管理課・北川

新　卒

初 任 給
【営業職】四大卒:210,260円　高専卒:203,690円　短大/専門卒:198,570円
【SE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



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

059-383-0593 総務部人事課 リーダー・伊藤 憲史

saiyo@u-topia.co.jp

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?

ﾌﾞｰｽNo.55
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

代表取締役社長・永井 宏明

トヨタ系自動車ディーラー

ﾌﾞｰｽNo.75
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

製造業 自動車等新製品の開発試作、小ロット部品の製作

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

採用条件

新　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

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

既　卒

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 管理部・杉本 隆明

新　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

sugimoto870008@corollamie.co.jp http://corollamie.co.jp

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

既　卒

「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。

採用条件



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

151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) 5名 修士了・四大卒 名古屋市内

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

243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）

総務部・・・総務、経理、社
内SE(管理者候補)

3名 四大卒
名古屋市熱田区、
総務職のみ豊川市

営業部・・・営業職、資材
職

3名 四大卒
名古屋市熱田区、
豊川市御津町

製造部・・・生産技術、生
産管理

2名 四大卒 豊川市御津町

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

採用条件

既　卒

名古屋商工会議所は、商工会議所法により設立された地域総合経済団体で、1881年(明治14年)の創立から138年以上にわたり当地
域の経済に携わってきました。具体的には、下記2つの事業を中心に様々な仕事を行っています。①国や愛知県の委託を受けて、地
元企業への経営サポートや有益な情報提供を行う、公的な事業。②名古屋経済界の代表として、地域経済の活性化や街づくり支援
などを行う事業。

ﾌﾞｰｽ
No.100
企業名

052-223-5604 総務管理部 総務管理ユニット 係長・岡崎

meisho-saiyou@nagoya-cci.or.jp

㈱成田製作所
愛知県名古屋市熱田区花表町20-12

代表取締役社長・成田 秀一

既　卒

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

8:00～17:00

退職金制度　財産形成貯蓄制度　家賃補助(通勤困難な方のみ)

完全週休2日制GW、お盆、年末年始その他カレンダーによる年間休日数121日

鉄道車両の連結部分にあるホロ(幌)やドアを中心に様々な鉄道車両部品を製造しています。特にホロは、新幹線には100%、それ以外
にも日本全国の車両に多く採用されています。鉄道車両部品で培ったアルミの加工技術を活かし、バイクのフレームやタンクなどの部
品も製造しています。

ﾌﾞｰｽ
No.104
企業名

名古屋商工会議所
愛知県名古屋市中区栄2-10-19

会頭・山本 亜土(名古屋鉄道㈱ 代表取締役会長)

経済団体
〇国や愛知県の委託を受けて、地元企業への経営サポートや有益な情報提供を行
う、公的な事業。 〇名古屋経済界の代表として、地域経済の活性化や街づくり支援
などを行う事業。

https://recruit.nagoya-cci.or.jp/

採用条件

新　卒

初 任 給
月給 228,100 円(2018年4月実績)
<諸手当>時間外手当、調整手当、資格手当、職務手当、扶養手当、配偶者手当、通勤手当

9:00～17:00(休憩1時間)

・社会保険完備 [健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険] ・定期健康診断・財形貯蓄制度 ・退職年金制度・職員組合・
福利厚生施設の利用補助制度・クラブ活動(野球・テニス)

・完全週休2日制(土・日)・祝日・年末年始(12月29日～1月3日)・誕生日休暇(年間1日)・夏期休暇(年間7日)・有給休暇(初
年度10日間、翌年度以降20日間)・育児休業 ・介護休業

輸送用機械器具製造業 鉄道車両用部品・自動二輪車用部品の製造

052-881-6191 総務部総務課・浦 守

新　卒

初 任 給 大卒・・・203,000円



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

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）

営業 1名 四大卒 名古屋市・川越町 普通自動車運転免許(AT可)

生産管理 1名 四大卒
三重県北勢地方
(各工場)

普通自動車運転免許(AT可)

施工管理 1名 四大卒 三重県内 普通自動車運転免許(AT可)

製造 1名 四大卒
三重県北勢地方
(各工場)

普通自動車運転免許(AT可)

設計 1名 四大卒 員弁市 普通自動車運転免許(AT可)

営業 1名 35歳迄 四大卒 名古屋市・川越町 普通自動車運転免許(AT可)

生産管理 1名 35歳迄 四大卒
三重県北勢地方
(各工場)

普通自動車運転免許(AT可)

施工管理 1名 35歳迄 四大卒 三重県内 普通自動車運転免許(AT可)

製造 1名 35歳迄 四大卒
三重県北勢地方
(各工場)

普通自動車運転免許(AT可)

経理事務 1名 35歳迄 四大卒 川越町 経理実務経験5年以上

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

059-355-2300 経営管理部・課長・伊藤尚幸

ito-nao@narukawa-kk.com

採用条件

既　卒

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。

ﾌﾞｰｽNo.4
企業名 ㈱ナルックス

三重県四日市市天カ須賀5-4-13

代表取締役・髙岡 哉史

製造業

既　卒

製造部門  8:00～17:00　非製造部門 8:30～17:30

各種保険完備　労働組合あり　確定拠出年金制度あり　産休・育休制度あり　積立有給制度あり　借り上げアパートあり

年間休日110日(日祝休・土曜日月平均3回休み)　年末年始/GW/夏季の長期休暇あり

弊社は昭和5年の創業以来、地域に根ざして会社運営を続けてきましたコンクリート二次製品のメーカーです。全国各地のランドマー
クとなる有名建築にも、当社の製品が数多く使われています。近年は新卒を積極採用しているので、年齢の近い社員も多数在籍して
います。自分が携わった仕事が、街のシンボルになっていくのが大きな魅力です。皆様のご応募お待ちしています!

ﾌﾞｰｽNo.98
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

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

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

採用条件

新　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

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

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

コンクリート製品(高層ビルの外壁・基礎杭・土木製品等)の製造および販売。

059-363-3333 総務部総務課・茅原 耕次

新　卒

初 任 給 月額202,000円　他諸手当あり

honsha1@nalux-pc.co.jp http://www.nalux-pc.co.jp/



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）

機械設計職 1名
修士了・四大・高専
卒

愛知県大府市

機械加工技能職 1名
四大・高専・短大・
専門・高卒

愛知県大府市

営業職 1名 四大卒 愛知県大府市

事務職(CAD補助作業等) 1名 四大卒 愛知県大府市

機械設計職 1名 30歳迄
修士了・四大・高専
卒

愛知県大府市

機械加工技能職 1名 30歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

愛知県大府市

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

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）

営業職 2名 不問
本社(名古屋市守山
区川宮町101番地)

普通自動車免許
(AT限定不可)

施工管理職 2名 不問
本社(名古屋市守山
区川宮町101番地)

普通自動車免許
(AT限定不可)

施工スタッフ職 2名 不問
本社(名古屋市守山
区川宮町101番地)

普通自動車免許
(AT限定不可)

営業職 2名 35歳迄 不問
本社(名古屋市守山
区川宮町101番地)

普通自動車免許
(AT限定不可)
法人営業経験者

施工管理職 2名 40歳迄 不問
本社(名古屋市守山
区川宮町101番地)

普通自動車免許
(AT限定不可)

施工スタッフ職 2名 35歳迄 不問
本社(名古屋市守山
区川宮町101番地)

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

全国トップレベルの納入台数を誇る破砕機メーカーです。羽田空港、関西空港には当社の破砕機が24時間稼働しています。客先は自
治体のクリーンセンターから廃棄物処理会社、大手メーカーと様々です。全国出張がある仕事です。

ﾌﾞｰｽNo.16
企業名

056-248-2255 総務課・榊原真弓

info@niihama.co.jp

info@nikkensangyo.jp http://nikkensangyo.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【新卒】■大卒/月給200,000円+諸手当　■専門卒(2年制)/月給185,000円+諸手当
【既卒】■月給185,000円～250,000円　　予定月給はあくまでも目安の金額であり選考を通じて上下する可能性がありま
す。

ﾌﾞｰｽNo.35
企業名 ㈱新居浜鐵工所

愛知県大府市横根町惣作208番地

代表取締役・森實 建介

機械器具製造業
リサイクル用途等で使われる大型の破砕機及び中間処理施設の設計製造メー
カー、及び機械加工事業、不動産事業

http://www.niihama.co.jp/

採用条件

新　卒

初 任 給
文系大学卒及び高専卒:月給208,000円(営業職及び機械加工技能職)
理系大学卒:月給213,000円(機械設計職及び機械加工技能職)　理系大学院卒月給223,000円(機械設計職)

8:00～17:00

格安の独身寮及び社宅あり：家賃7,000円/月額　12,000円/月額(独身寮及び社宅利用の場合は住宅手当除外し単身手当4000円)
社員総会年2回～3回：懇親食事会(全額会社負担)　不定期社員旅行：例:沖縄、香港

年間休日118日 夏期休暇、年末年始及びGW大型連休あり会社カレンダーによる。

既　卒

ニッケン産業㈱
愛知県名古屋市守山区川宮町101番地

代表取締役・宮野 隆

ディスプレイ業
板硝子、サッシ建材、店舗建材の卸販売及び工事請負 サイン、装飾金物、ショー
ケース、木工造作工事請負 商業施設・展示施設空間の一括工事請負

052-791-1212 総務経理 リーダー・加藤 寛智

8:30～17:30

社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)育児休業・介護休業制度退職金共済生命保険慶弔見舞金制
度 互助会制度財形貯蓄制度教育支援制度資格取得奨励制度(外部教育機関・他) 新入社員研修各種行

年105日 土(月1～2回出勤) 当社カレンダー有り　祝祭日　夏季　ゴールデンウィーク　年末年始　有給慶弔

建設業の中でも当社のお仕事は、建物の中を作り、彩り、豊かな施設空間作りのお手伝いをするお仕事です。豊かな施設空間づくり
を通じて、豊かさと活気ある街づくりに貢献をしている会社です。企業ブースでは、内装空間を作るお仕事の面白さや当社の事を知っ
て頂ける様にご説明させていただきます。文系学生様や今まで建設業にご興味の無かった方も是非お越し下さいませ。お待ちしてお
ります。よろしくお願いいたします。



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

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

800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）

賃貸仲介営業 10名 四大・短大・専門卒 愛知・岐阜・三重
普通自動車運転免許
(AT限定可)

建物管理営業 10名 四大・専門卒 愛知・岐阜・三重
普通自動車運転免許
(AT限定可)

事務 10名 四大・短大・専門卒 愛知・岐阜・三重
普通自動車運転免許
(AT限定可)

仲介営業・管理営業 若干名 35歳迄 高卒以上 愛知・岐阜・三重
普通自動車運転免許
(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

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

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。

052-912-2001 人事課・森崎 義久

B10003@nissho-apn.co.jp

ﾌﾞｰｽ
No.112
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

代表取締役社長・橘川 泰介

総務部 総務・人事課・中浜 陵介

PME000978@nissan-prince-mie.co.jp http://np-mie.nissan-dealer.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【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+車両手当7,500円
【テクニカルアドバイザー】四大卒:178,900円　短大卒:171,900円

【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

ﾌﾞｰｽNo.45
企業名 ㈱ニッショー

愛知県名古屋市北区城見通2-10-1

代表取締役・加治佐 健二

不動産業
アパート・マンション・店舗等の賃貸仲介。宅地建物の総合管理、退去立会、営繕。
入居者募集に関してウェブコンテンツ、その他各種広告取扱。損害保険代理。

https://www.nissho-apn.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
営業職/月給227,000円　事務職/月給180,000円　　※営業職 固定残業代(43,000円30時間相当分)含む。
超過分は実労働時間で追加支給。

営業職10:00～19:00　9:30～18:30　　事務職10:00～17:30　9:30～17:00　　※休憩60分 ※部署により異なる
※お店の営業時間19:00まで

各種社会保険、財形貯蓄制度、確定拠出年金制度、団体生命保険、団体損害保険、健康診断、健康相談、社員旅行、
リゾートホテル、産休・育休制度

休日:営業職6日/月、事務職8日/月、平日交替制休暇:GW6日、夏期10日、秋期4日、冬期10日、有給(初年度10日)、
誕生日、設立記念日、慶弔など

ニッショーは1972年創業。アパート・マンション等の仲介業を中心に、建物の管理や損害保険、そして広告業まで取り扱います。6つの
グループ会社を設立し、賃貸を中心とした幅広い専門的なノウハウを蓄積してきました。拠点展開も進め、現在東海3県下に直営103
拠点開設しています。「顧客第一主義」をかかげ、入居者・オーナー様双方の満足のため、東海地区で地域に密着しながら不動産総
合サービスを展開しています。



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

1,744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 30名 修士了・四大卒
三重県内他、名古屋、
東京他全国支店、営
業所

学部不問

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

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。

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

ﾌﾞｰｽNo.53
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

管理部人事課 課長・岩田 英典

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

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

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)】

ﾌﾞｰｽNo.14
企業名 日本空調サービス㈱ 三重支店

愛知県名古屋市名東区照が丘239-2

代表取締役社長・田中洋二

総合建物設備メンテナンスサービス
業

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 三重支店  採用担当・井野 真悠

ino.mayu@nikku.co.jp https://www.nikku.co.jp/profile/summary.html

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10,000円　計210,500円
大学院卒基本給　186,000円　住宅手当14,500円　外勤手当10,000円　計210,500円

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
2017年度:年間休日122日(FM職の場合はシフトによる)

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。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

425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）

プログラマ/SE 58名
修士了・四大・
短大・専門卒

名古屋本社

法人向け提案型営業職 6名 四大・専門卒 名古屋本社

総合職 2名 四大・専門卒 名古屋本社

プログラマ/SE 58名 27歳迄
修士了・四大・
短大・専門卒

名古屋本社

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

40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、
プログラマー

5名 不問
名古屋市を中心とし
た愛知県、岐阜県、
三重県

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給

情報処理業

9:00～17:45(本社の場合)

社会保険、退職金(共済会)、財形、定期健康診断、資格取得補助、レクリエーション費用補助、会員制リゾートホテル

ﾌﾞｰｽNo.42
企業名 日本システム開発㈱

愛知県名古屋市中村区名駅4‐2‐28
名古屋第二埼玉ビル7F
代表取締役社長・伊藤 健文

ソフトウェア
エンタープライズシステム開発(ECサイト構築、業務システム) 組込みソフトウェア開
発(IoT、車載制御、ロボティクス)、ソフトウェア品質向上支援、電子回路設計

052-551-1861 総務部・梶田

graduate_ngy@nskint.co.jp https://www.nskint.co.jp/

大学院卒・大卒:242,000円 専門4年課程卒:232,000円 専門3年課程卒:227,000円
短大卒・高専卒・専門2年課程卒:222,000円

9:00～18:00(昼休憩12:00～13:00)

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金制度、社員持株制度、子育て支援制度、資格取得支援制度(報奨金
有り)、各種表彰制度、ハッピーバースデー制度、財形貯蓄、社員旅行、サークル、残業抑制等の健康管理、健康診断

週休2日制(土日)、祝日、年末年始(年間休日120日程度)、年次有給休暇、四季休暇、特別休暇、結婚・忌引き、産前・産
後休暇、育児休暇、介護休暇、リフレッシュ休暇

「社員満足第一主義」を徹底する経営方針で、社員の待遇を向上させ、自主性を尊重しています。社内では、勉強会や新規事業プロ
ジェクトが次々生まれ、社員の平均年収は4年前から100万円以上アップ。自ら「やりたい!」と感じたことに取り組むことが成功の秘訣で
す。社員が次の収益の柱を育て、その収益は社員で共有する。そういった好循環が生まれているのです。

ﾌﾞｰｽNo.3
企業名 日本情報㈱

愛知県名古屋市中区錦二丁目2番13号
名古屋センタービル7F
代表取締役・野々山聖

業務アプリケーションシステムの開発から自動車、工場で活躍するロボット制御シス
テムの組込、システムの運用保守まで、多種多様な分野にて技術と人材の提供を
行っています。

052-202-1500 野々山聖

saiyou@jicdom.co.jp http://www.jicdom.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
<基本給>大学院卒200,000円/大学卒180,000円/短大卒170,000円/専門卒170,000円
<手当>・住宅手当10,000円(世帯主は20,000円)・通勤手当全額支給

週休2日制(月1回土曜日午前出勤あり)、有給休暇、特別休暇、慶弔休暇

名古屋を中心に30年以上ITにたずさわってきた会社です。社員が強みを伸ばしてキャリアアップできるような取り組みをしています。社
員の意見を大切にしていて、レクリエーションや勉強会の企画、新規事業のアイディアなどが多く上がるようになってきました。たくさん
の方が未経験から始めて、成長し活躍しています。



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

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) 10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

採用条件

新　卒

既　卒

ﾌﾞｰｽNo.63
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

取締役社長・小川 謙

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 人事部・小川・佐藤

saiyo@trancy.co.jp http://www.trancy.co.jp/home/05saiyou/

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  ※各種手当は除いた金額です

 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。

ﾌﾞｰｽNo.91
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

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 管理部 総務課 課長・橋本 一輝

k-hashimoto@netz-novelmie.co.jp http://www.netz-novemie.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

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)

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)

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。



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

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）

営業職 若干名 四大卒
名古屋市名東区香
南2-912

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給

食品メーカー

9:00～18:00(実働8時間)

社内・外部研修制度あり　昼食補助あり　産休、育休制度あり

ﾌﾞｰｽNo.86
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

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 総務部人事課・課長・原田

saiyou@murase.or.jp http://www.murase.or.jp

183,000～207,000円

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

ﾌﾞｰｽ
No.110
企業名

パウダーフーズフォレスト㈱
愛知県名古屋市名東区香南2丁目912

代表取締役社長・森永照久

粉末食品(パウダーコーヒー、フルーツパウダー等)の企画・製造・販売焼き菓子の
企画・製造・販売 上記食品のインターネット通信販売業務・卸ならびに輸出入業

052-778-9075 鈴木

recruitment@pfforest.com http://www.pfforest.com/index.htm

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 基本給180,000円(固定残業21時間分の24,000円含む)

完全週休二日制　年間休日 113日(有給10日～)
長期有給休暇制度あり　誕生日休暇あり　記念日休暇あり

弊社は、現代のライフスタイルに合わせて、本格テイストのコーヒーやフレッシュフルーツを勝手の良いパウダー状にしたものを販売し
ております。看板商品の「INICcoffee」は、コーヒー豆のリボンを頭につけた女の子のイラストが目印です。雑貨店やセレクトショップな
どに販売をし、現在さらなる販路を開拓中です。食への関心がある方、流行に敏感な方、自ら考えて行動することが好きな方なら、ぜ
ひ当社へ!



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

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

20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・高専・短大・
専門卒

名古屋市天白区 普通自動車免許

プログラマー 2名
四大・高専・短大・
専門卒

名古屋市天白区 普通自動車免許

インストラクター 2名
四大・高専・短大・
専門卒

名古屋市天白区 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

採用条件

新　卒

既　卒

ﾌﾞｰｽNo.78
企業名 (社福)日の本福祉会

三重県四日市市松原町3-3

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 統括所長・西崎紀行

hinomotoclub@gmail.com http://www.oshigoto.pref.mie.lg.jp/kigyonavi/3005

初 任 給 201,000円～220,000円

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。

ﾌﾞｰｽNo.71
企業名 ㈱ビー・サポート

愛知県名古屋市天白区古川町54番地

代表取締役・谷川弘高

OA機器販売 東芝テック製事務コンピュータの販売、アフターフォロー

052-747-8999 水野温子

co.ltd@be-support.co.jp https://www.be-support.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 営業 230,000円　インストラクター 205,000円

午前8:30～午後5:45　※休憩75分

社会保険完備　社員旅行(年1回)

完全週休2日制　祝日・年末年始休暇・夏季休暇・有給休暇・慶弔休暇　◎年間休日125日

「お客様の事務処理を強力にサポートする」ために、より効率的な業務環境の提供を行っています。大手事務機器メーカーと販売代理
店契約を結ぶことで、提案できる商品・サービスの幅が広いのも特徴。東芝テック(株)の販売代理店としては、平成26年度に「全国販
売台数1位」を獲得した実績があります。今後も扱える商材を増やし、東海の中小企業の発展を支えるビジネスパートナーとして、貢献
し続けたいと考えています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

280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）

プログラマ及び
システムエンジニア

10名
四大・高専・短大・
専門卒

名古屋、豊田 不問

ネットワーク構築・運用・
保守

10名
四大・高専・短大・
専門卒

名古屋、豊田 不問

サポート運用作業業務 5名
四大・高専・短大・
専門卒

名古屋、豊田 不問

運用作業業務 5名
四大・高専・短大・
専門卒

名古屋、四日市、
豊田

不問

プログラマ及び
システムエンジニア

5名 28歳迄 高卒以上 名古屋、豊田 不問

ネットワーク構築・運用・
保守

5名 28歳迄 高卒以上 名古屋、豊田 不問

サポート運用作業事務 3名 28歳迄 不問 名古屋、豊田 不問

運用作業業務 3名 28歳迄 短大・専門卒以上 名古屋、四日市 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

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）

土木設計技師 2名 専門卒以上
名古屋中村区名駅
南2-13-1

工学部系(土木、都市、
建築、情報、環境、建築)

土木設計技師 1名 35歳迄 高・専門卒以上
名古屋市中村区名
駅南2-13-1

土木系の業務経験
(資格は特になし)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給

技術サービス業

AM9:00～PM5:45(7.75時間)休憩60分

社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)、退職金制度

ﾌﾞｰｽNo.94
企業名 ㈱ピコ・ナレッジ

愛知県名古屋市中村区名駅南1-19-29

代表取締役社長・吉田 博文

情報通信業
システム開発から、ネットワーク設計・構築、システム運用、データサービスまで幅
広く展開する総合情報処理サービス

052-589-0122 人材開発部 主任・服部 功

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

【情報処理課程コース】大学・専門4年:200,000円　専門3年:197,000円　専門2年・短大:195,000円
【一般コース】大学・専門4年:195,000円　専門3年:192,000円　専門2年・短大:190,000円

9:00～18:00(休憩1時間)

資格手当(例:基本情報処理技術者…5,000円)
社会保険完備　社員旅行　忘年会　育児休業制度

土・日・祝日(完全週休二日制)
夏季休暇、年末年始休暇(今年度127日)

IT=ブラックなんて昔話!働きやすい環境がここにはあります。平均残業時間9.6H/月、年間休日127日を実現。システム開発だけではな
く、サーバ・ネットワークの設計・構築、運用保守まで一貫して提供しているため、社内に幅広い職種があるため様々なスキル転換が
可能です。また、それを実現するための充実した研修制度があり、未経験の方でも安心してチャレンジして頂けます!※文理不問、既
卒可

ﾌﾞｰｽNo.92
企業名 富士設計㈱

愛知県名古屋市中村区名駅南二丁目13番1号

代表取締役・服部幸浩

○土木設計  ・橋梁設計(鋼橋の設計、歩道橋、維持補修設計)
・道路設計(道路設計、交差点、休憩施設、道の駅、スマート   IC、維持補修)

052-551-1152 代表取締役  ・服部幸浩

hattori@fuji-sekkei.jp http://www.fuji-sekkei.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大卒(月額)201,500円

年間休日120日、週休2日( 月9日休日)、年末年始、夏季休暇(8月13・14・15日+2日)、創立記念日(5月1日)

弊社は、名古屋駅より徒歩約12分でとても通勤しやすい場所にあります。社員数は、12人と少人数で風通しの良い環境で仕事が出来
ます。仕事内容は、インフラ整備の道路・橋梁の設計を行っている会社です。あなたの設計したものが社会資本として残り、社会に貢
献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

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≫

技術営業職
(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
(技術職または技術営業

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

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

398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 10名 不問 三重県内各事業所 普通自動車運転免許

CAスタッフ
(カーライフアドバイザー)

5名 不問 三重県内各事業所 普通自動車運転免許

営業スタッフ 3名 35歳迄 不問 三重県内各事業所 普通自動車運転免許

サービススタッフ
(自動車整備士)

5名 35歳迄 不問 三重県内各事業所
普通自動車運転免許
国家整備士3級以上が望ましい

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

採用条件

新　卒

既　卒

ﾌﾞｰｽNo.88
企業名 藤原工業㈱

三重県四日市市塩浜本町3-45

代表取締役・藤原 和彦

建築設備業
【建築設備/機械設備工事業(管工事業)】  設計・施工・メンテナンスなど ◇空調設
備 ◇換気設備 ◇給排水衛生設備 ◇消防設備 ◇上下水道工事

059-345-3151 総務部・岡田 唯衣

saiyo@fujiwara-kk.jp https://www.fujiwara-kk.jp

初 任 給
四大卒 224,000円　修士了 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

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・社員旅行年1回

隔週週休2日制(日曜、第2・4土曜)・祝日・年末年始・夏季休暇・アニバーサリー休暇・年次有給休暇など

『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ない』との想いの下、私た
ちは街の未来を創ってきました。

ﾌﾞｰｽNo.18
企業名 ㈱ホンダカーズ三重

三重県松阪市大塚町381番地の1

代表取締役社長・磯田 雅伸

自動車小売業
1.自動車販売(新車・中古車) 2.点・車検、修理、一般整備等 3.保険、クレジット等取
り扱い

0598-52-4166 管理本部人事課 人事部長・櫛谷 勝彦

jinji02.pme07@honda-auto.ne.jp http://www.hondacars-mie.com/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
・営業<大卒>193,000円+その他手当　・CA<大卒>164,000円+その他手当※残業手当
・通勤手当・実績手当(入社半年後から支給)等あり。

9:45～19:00(休憩75分)

社会保険完備(健康・厚生年金・雇用・労災、他)　赴任旅費の支給あり(上限25万円)　通勤用自家用車従業員購入制度
住宅支援(自宅通勤不可の方)時短勤務制度(育児・介護)インフルエンザ予防接種料助成

定休日:毎週水曜日・第二火曜日　その他会社カレンダーによる年間休日112日　GW、夏季、年末年始連休有り

三重県下全域で、ホンダブランドの自動車販売を中心に事業活動を行っています。ホンダの新車だけでなく各種中古車の取扱いやレ
ンタカー・リース、保険、クレジット、JAFなどいろいろなお客様のニーズに応えられるよう新商品・サービスの企画、開発などを含む幅
広い事業を展開中です。平成30年からは年間休日数を増やし、社員のオフタイムも充実させていきます。



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

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給

情報通信業

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

ﾌﾞｰｽNo.58
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

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 総務人事部 主任・松尾

RSN_matsuo@outlook.jp http://www.hondacars-miehigashi.com

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

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!

ﾌﾞｰｽNo.72
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

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 営業サポート・係長・野田実香

saiyo@my-pleasure.co.jp http://www.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～

週休2日制土日祝他

私たちは、三重、名古屋、静岡に拠点をもちオフィス環境づくりでお客様のビジネスを支えるIT機器の専門商社です。お客様の抱える
課題や要望に合わせて最適なIT機器の提案から、販売、メンテナンスまでトータルでサポートしています。そして、社員が仕事にやり
がいを感じ仕事を通して成長し、夢を叶えられるそんな会社を目指しています。若い会社だからこそ一緒に理想の会社を創ることがで
きます!



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

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

採用条件

新　卒

既　卒

ﾌﾞｰｽNo.73
企業名 前田運送㈱

三重県三重郡川越町亀崎新田120番地

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 倉庫事業部・部長・小山 賢司

recruit@maeda-t.com https://maeda-recruit.com/

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

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105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。

ﾌﾞｰｽNo.10
企業名 マツオカ建機㈱

三重県三重郡川越町当新田17

代表取締役社長・松岡 賢

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 本社管理部総務G・宮本慎太郎、伊藤省貴、久野貴之

saiyou2020@matsuokaknei.co.jp http://www.matsuokakenki.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

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

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

126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）

治具設計職 1名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県津市 普通自動車免許

生産技術職 1名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県津市 普通自動車免許

開発設計職 1名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県津市 普通自動車免許

技術職 1名 40歳迄 不問 三重県津市
工作機械立上げ、
ロボット搬送

人事・労務 1名 35歳迄 四大・短大卒 津市 人と接することが好きな方

製造職 1名 40歳迄 不問 津市 ものづくりが好きな方

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

129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・四大卒 東海地区
要普通自動車免許
(AT限定可)

地域勤務職(事務) 2名 四大・短大・専門卒 東海地区 MOS(WordもしくはExcel)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給

職業紹介・労働者派遣業

■営業職時間外勤務割増手当・家族手当 ・住宅手当(当社規定による)他
■地域勤務職時間外勤務割増手当 他□賞与(総合職・地域勤務職)年1回(7月)□勤務時間9:00～18:00(休憩60分)

社会保険完備(雇用保険・健康保険・厚生年金保険・労災保険)、団体保険制度、資格取得支援制度、育児のための勤務
時間短縮制度、育児・介護休業、退職金、企業年金制度(確定拠出年金)

ﾌﾞｰｽNo.56
企業名 ㈱松阪鉄工所

三重県津市高茶屋小森町1814

取締役社長・加藤 賢治

金属製品製造業 ・建設用作業工具・配管機器類の開発・生産 ・工作機械周辺機器の設計製作

059-234-4159 総務課長・佐藤 法子

shushoku@mcccorp.co.jp http://www.mcccorp.co.jp

四大卒:202,600円
高専卒:183,040円

8:00～16:50(休憩60分)

各種社会保険、福利厚生施設利用制度、健康診断、慶弔見舞金制度、出産・育児休業制度、永年勤続表彰制度、
懇親会等

年間休日113日(完全週休2日、GW・夏季・年末年始に長期休暇あり)、慶弔休暇、有給休暇

松阪鉄工所(通称:MCC)が創業し、今年で103年目となります。匠の技を伝承しながら、ロボット搬送等新しい技術の開拓を行っていま
す。MCCでは、自分が設計したものの「ものづくり」が全て目の前で見る事が出来ます。また、「くるみん」マークを取得し、皆が働きや
すい環境があります。ぜひ、次の100年を一緒に作りましょう

ﾌﾞｰｽNo.57
企業名 Man to Man㈱

愛知県名古屋市中区新栄1-7-7RTセンタース
テージビル4F
代表取締役・田中正次

◆労働者派遣事業(厚生労働大臣許可:派23-301331) ◆有料職業紹介事業(厚生
労働大臣許可:23-ユ-301086) ◆紹介予定派遣事業 ◆再就職支援事業

0120-106-475 人財開発部・丸尾・金森

jinji@man-to-man-g.com https://www.man-to-man-g.com/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
■総合職/大学:207,000円
■地域勤務職(事務)/大学:178,500円　短大・専門:168,500円

□休日土曜、日曜、 祝祭日□休暇夏季休暇、年末年始休暇、年次有給休暇、慶弔休暇、長期休暇制度(入社6か月後よ
り毎年取得可)

「働く」に関する、個々人が抱える様々な事情は多様化し、働く人と企業のマッチングはますます重要になっています。「いい人材が見
つからずに困っている」という企業と、「この先の働き先を模索している」という求職者の双方を結びつけ、お互いが幸せになれる出会
いをつくる仕事です。大手自動車メーカーがメインクライアントで経営基盤が安定している当社で、上司や同僚などと協力し、より良い
仕事・自分の成長を目指しませんか?



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）

営業スタッフ 10名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県内(桑名市、四日
市市、鈴鹿市、津市、伊
賀市、名張市、松阪市、
伊勢市、尾鷲市 等)

普通自動車免許(要MT)

ショールーム営業 10名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県内(桑名市、四日
市市、鈴鹿市、津市、伊
賀市、名張市、松阪市、
伊勢市、尾鷲市 等)

普通自動車免許(要MT)

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

269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

採用条件

新　卒

既　卒

ﾌﾞｰｽNo.32
企業名 三重トヨタ自動車㈱

三重県津市垂水99番地の1

代表取締役社長・竹林 憲明

自動車販売業
トヨタ・レクサス・フォルクスワーゲンの新車販売、中古車販売・買取、自動車整備・
修理、au携帯電話の販売、各種保険代理店業務 等

059-226-2181 総務人事部 副主任・岡 和志

jinji-saiyou@mie-toyota.co.jp http://www.mie-toyota.co.jp

初 任 給
営業スタッフ/四大卒:基本給205,500円+外勤営業手当+専用車手当　短大・専門卒:基本給184,500円+専用車手当
ショールーム営業/四大卒:基本給190,000円　短大・専門卒:基本給180,000円

8:50～17:20(休憩時間60分)

各種社会保険制度、社員自家用車購入制度、退職金制度、育児・介護休業制度、表彰制度、厚生会補助制度、定年後再
雇用制度、従業員持株会、会員制リゾートホテル 等

当社年間カレンダーによる108日(年末年始・ゴールデンウィーク・夏季休暇・誕生日休暇)、年次有給休暇、慶弔休暇 等

「地域密着型営業で地域社会に貢献する」「お車を通じてお客様の生活を豊かにする」の理念のもと、昭和17年県内初の自動車販売
会社として誕生しました。トヨタ、レクサス、フォルクスワーゲン等、21店舗を展開しています。「ミライ(FCV・燃料電池自動車)」の取扱い
やカスタマイズ専門店「GR Garage鈴鹿MIE TOYOTA」の運営など、さまざまな取り組みを行っています。

ﾌﾞｰｽNo.21
企業名 三重日産自動車㈱

三重県津市垂水557-1

代表取締役・岩井 純朗

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 総務部・濱口 隆光

nme001652@mie-nissan.co.jp http://www.mie-nissan.co.jp

採用条件

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

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、個別休暇

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

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給

自動車小売業

ﾌﾞｰｽNo.17
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

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 経営企画部 経営企画課・河本 信行

kawamoto-n@miehitachi.co.jp http://www.hitachi-hansya.jp/mie-hitachi/

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)

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

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。

ﾌﾞｰｽ
No.102
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

代表取締役社長・木下 俊雄

●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 総務部 総務課・課長・勝井 秀明

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

採用条件

新　卒

既　卒

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

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に貢献するため、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。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

1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名 四大・短大卒 名古屋市中川区 普通自動車運転免許

サービス 1名
四大・高専・短大・
専門・高卒

名古屋市中川区 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

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）

料理長候補 1名 高卒以上 愛知・岐阜・三重

調理補助 1名 高卒以上 愛知・岐阜・三重

ホールサービス 1名 高卒以上 愛知・岐阜・三重

製造 1名 高卒以上 愛知県豊田市

料理長候補 1名 40歳迄 高卒以上 愛知・岐阜・三重

調理補助 1名 40歳迄 高卒以上 愛知・岐阜・三重

ホールサービス 1名 40歳迄 高卒以上 愛知・岐阜・三重

製造 1名 40歳迄 高卒以上 愛知県豊田市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

採用条件

新　卒

既　卒

ﾌﾞｰｽNo.68
企業名 ㈱ミキ

愛知県名古屋市中川区舟戸町2-28

代表取締役・林俊宏

小売・卸売
愛知、三重、岐阜の東海3県中心に再生OA機器の販売と建築現場やイベント会場へレンタル
を行なっております。また、これらOA機器を保守メンテナンスしております。

052-369-1785 営業部・河原 拓海

miki-oa@vega.ocn.ne.jp https://www.miki-oa.com

初 任 給 基本給160,000円、精勤手当5,000円、仕事手当10,000円(固定残業7.5時間分、超過分は別途支給します)合計175,000円

AM9:00～PM6:00 PM12:00～PM1:00昼休憩、AMとPMにそれぞれ15分ずつ休憩時間あり。勤務時間7.5時間

ミキ会(互助会)があります。年に数回バーベキュー大会やボーリング大会などを企画したりします。

週休二日  (交替制で月1回土曜出勤)、年間122日(2018年実績)、年次計画有給休暇制度(月に1回)があります。

①再生可能なOA機器を、外装をきれいにするだけでなく、消耗品・部品を交換し新品同様に利用できる形にしてご提供致します。ま
た、アフターサービスを行っていくことで、安心して継続使用することが可能となります。このように再生OA機器は、新品と比較すると
お値段もお安く、経費節減にお役にたちます。②OA機器を建築現場やイベント会場などへ短期/長期レンタルをしてご利用いただいて
おります。

ﾌﾞｰｽNo.90
企業名 宮商事㈱

愛知県名古屋市熱田区沢上二丁目5番24号

代表取締役社長・安井友康

食料品製造業/飲食料品小売業
/飲食店

①麺類の製造販売 ②レストラン・飲食店の経営 ③各種食糧品の販売
④不動産管理

052-671-6000 リテール/総務・長谷川・加藤

c.s.room@miyakishimen.co.jp https://www.miyakishimen.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大 卒:189,300円/既卒(相談)

配属先により異なる例:9:00～17:30(製造)

各種社会保険完備(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)、通勤交通費支給、育児・介護休業制度、新入社員研
修、制服貸与、退職金制度(勤続3年以上)、永年勤続表彰制度、社員旅行、契約リゾートホテル利用可

年間休日116日・有給休暇(最大25日)・特別休暇

まもなく創業100年!名古屋名物「宮きしめん」の製造販売や飲食店経営を行っている会社です。「食を通じて感動と喜びを提供します」
という経営理念のもと、代表的な名古屋めし“きしめん”のおいしさを全国に届けるための活動を行っています。 お客様からの「ありが
とう」「おいしかった」というお褒めの言葉が大きなやりがいです。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

120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 4名 四大卒 本社 第一種普通自動車免許

アフターサービス
エンジニア

5名 四大卒 本社 第一種普通自動車免許

営業職 2名 30歳迄 四大卒 本社 第一種普通自動車免許

アフターサービス
エンジニア

4名 30歳迄 四大卒 本社 第一種普通自動車免許

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

4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）

SE・プログラマ 3名 四大・専門卒
名古屋市名東区
本社

ユーザーサポート 1名 四大・高専・高卒
名古屋市名東区
本社

営業事務 1名 四大・高専・高卒
名古屋市名東区
本社

営業 1名 四大・専門卒
名古屋市名東区
本社

開発 2名 40歳迄 四大卒
名古屋市名東区
本社

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

新　卒

既　卒
採用条件

ﾌﾞｰｽNo.96
企業名 名三工業㈱

愛知県名古屋市千種区内山一丁目23番7号

代表取締役社長・鳥山 政明

卸売業
①食品・医薬品メーカーにおける計量、包装、異物検査を行う機械の販売、設計、
保守点検 ②浄水場等の水処理施設を全自動で動かす電気設備の設計施工、保守
点検、販売

052-744-1311 総務部 課長・中田 和克

nakata@mei3.co.jp http://www.mei3.jp

初 任 給
営業職 基本給 205,000円 営業手当 16,800円 計 221,800円
技術職 基本給 205,000円

8時50～17時20分 (昼休憩50分)

各種保険完備、全社一斉有給取得日、ノー残業デー(月2回)、会員制リゾートホテル、社員旅行、ベネフィット・ワン(福利厚
生パッケージ) 他

平成31年度 年間休日 130日慶弔休暇、特別休暇、有給休暇(初年度10日)、年末年始休暇 他

【社会に『安心・安全・安定』を提供する。】を社是と定め、人が生活する上で絶対に欠くことのできない『食の安全』、『水の安定供給』
に取り組んでいます。大手食品・医薬品メーカーから官公庁まで幅広い分野のお客様と信頼関係を構築し、安定した実績を残しており
ます。また近年では【当社で働く人達にも『安心・安全・安定』を】ということにも注力しており、働き方改革や福利厚生の充実を強化して
おります。

ﾌﾞｰｽNo.9
企業名 メガコスモ㈱

愛知県名古屋市名東区社台3-60

代表取締役・加藤 豪

ソフトウェア
幕僚シリーズを開発販売するソフトウェアパッケージメーカー 中堅企業をターゲット
にした基幹統合システムの自社製作販売とサポート

052-760-0001 代表取締役・加藤豪

kato@megacosmo.co.jp https://www.megacosmo.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
新卒/大卒 基本給208,000円 専門学校198,000円
既卒(相談)

9:00～18:00

各種社会保険・資格手当・退職金制度・会員制リゾート施設

完全週休2日/年間休日114日

請負ソフト会社ではなく「幕僚」という業務向けパッケージを自社開発し、販売・サポートを一貫して行うパッケージソフト会社です。下請
けの多い業界ですが、パッケージメーカーとしての誇りと顧客と直接コンタクトをとり製品製作にかかわる喜びを実感できます。キヤノ
ンの資本が19%あり、20年以上連続黒字企業で、無借金経営の安全安心の会社です。自社ブランドの「幕僚」が好評で更なる成長を
期待される有望企業です。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

225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 10名 高卒以上
赤札堂各店舗
(基本は県内)

配属先は住居地や希望を考
慮します。

一般職 5名 短大・専門卒以上
赤札堂全店
(基本は県内)

居住地より通える範囲で店
舗配属します。

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

120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）

ホテル総合職 5名 四大・短大・専門卒 三重県伊賀市 普通自動車運転免許

調理スタッフ 4名 短大・専門卒以上 三重県伊賀市 普通自動車運転免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

採用条件

新　卒

既　卒

ﾌﾞｰｽNo.26
企業名 メガネ赤札堂

愛知県丹羽郡扶桑町高雄字伊勢帰97

代表取締役・竹内 詮吉

小売 メガネ、サングラス、補聴器の販売

0587-93-8120 総務部・武田 芳明

takeda@megane-akafudado.com https://www.megane-akafudado.com/

初 任 給
225,000円(諸手当込、別途交通費実費支給、残業代別途支給) ※総合職
217,000円(諸手当込、別途交通費実費支給、残業代別途支給) ※一般職

10:00～19:30

社会保険完備、退職金制度、親睦会、社割購入、特別休暇、インフルエンザ予防接種補助、健康診断、がん検診補助制
度

シフト制完全週休2日制(昨年実績 休日110日)土日も交替で休むことができます。

毎年2～3店舗着実に拡大してゆく若くて勢いある会社です。三重県内にも6店舗を構えています。ソフトボールやフットサル、BBQなど
社内イベントも盛んで、仲が良くアットホームな雰囲気が売りです!

ﾌﾞｰｽNo.65
企業名 メナード青山リゾート

三重県伊賀市霧生2356

統括支配人・山元 潤二

宿泊業 リゾート事業、化粧品の開発・販売

0595-54-1451 総務部 課長代理・磯田 順平

isoda@menard.co.jp https://www.menard.co.jp/resort/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 新卒:162,500～203,000円

8:00～17:00、12:00～21:00<シフト制>

各種社会保険・食事支給・交通費支給・資格受験補助・慶弔見舞金制度・社員割引

年間休日108日(シフト制)
有給休暇・特別休暇・育児休暇・介護休暇・積立年休

敷地面積約100万坪、標高約600mに位置する「メナード青山リゾート」。昭和51年に日本メナード化粧品株式会社が「メナード青山リ
ゾート」をオープンさせて以来、施設を次々と増やし、現在では宿泊施設はもちろん、温泉、エステ、ゴルフ場、ハーブガーデン、創作体
験施設など豊富な施設を揃えており、都会の喧噪や日常の忙しい時間を少し離れた“癒しの休日”をお客様へご提供しています。



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

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 5名
四大・高専・短大・
専門卒

ユニテツク四日市事業所
(四日市市西松本町3-7)

電気設計技術者 3名
修士了・四大・
短大・専門卒

ユニテツク四日市事業所
(四日市市西松本町3-7)

ソフト開発技術者 2名
修士了・四大・
短大・専門卒

ユニテツク四日市事業所
(四日市市西松本町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
(四日市市西松本町3-7)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

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

ﾌﾞｰｽNo.49
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

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

0595-48-0331 代表取締役・森 秀樹

info@mori-dai.com https://www.mori-dai.com

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

当社会社カレンダ-による、夏季休暇、年末年始等

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。

ﾌﾞｰｽNo.20
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

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

058-481-8688 人事部 採用担当・沖田(おきた)

jinji@unitec-co.co.jp http://www.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、顧客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

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

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(制御系/C言語系)など
おこなっており、幅広く設計経験を積むことができます。また、地元採用地元配属を基本とし、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。



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 短大・専門卒以上
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

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）

CAD設計エンジニア 7名 四大・短大・専門卒
研修中:事務所 研修
後:三河、尾張エリア

普通自動車運転免許(AT可)

総合事務職 1名 四大・短大・専門卒 事務所 普通自動車運転免許(AT可)

CAD設計エンジニア 2名 30歳迄 四大・短大・専門卒
研修中:事務所 研修
後:三河、尾張エリア

普通自動車運転免許(AT
可)、設計経験あれば尚可

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

既　卒

社会保険、雇用保険、労災保険、退職金制度、育児支援手当、住宅手当、通勤手当、役職手当、タイヤ手当、親睦会、慶
弔見舞金制度等

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。

ﾌﾞｰｽ
No.103
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

採用条件

新　卒

ﾌﾞｰｽNo.19
企業名 ㈱ルナクラフト

愛知県江南市上奈良町神明125番地

代表取締役・沢田 研一

技術サービス

059-364-4288 法人本部・石川・水越

hideki0423jp@yahoo.co.jp http://www.yotubanosato.com/

初 任 給

★文理不問★ ～充実の研修制度で、0から3DCADエンジニアへ～ 大手のお客様より車輌及び部品の開発設計を受託しデザイン
データを元にお客様と共に開発設計を行います。大手メーカーの開発プロジェクトに参画し初期段階から量産手配までを通して業務い
たします。自らが手掛けた製品が世の中に出ますので達成感が感じられます。又新規事業として3Dプリンターの設計、製造販売及び
サポート業務も行っています。

0587-53-4445 人事総務T・佐伯 一馬

saiyou@lcft.co.jp http://www.lcft.co.jp

平日 8:30～17:30

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」)

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。

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。

8:30～17:30 フレックスタイム制導入(勤務時間幅6:00～21:00)
コアタイム(10:00～15:00)※客先による

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大卒:218,000円 短大、専門卒:197,000円

★自動車のボデー、内外装部品の設計・開発業務及びモデリング業務
★設計・開発支援業務　　★３Ｄプリンター設計製造販売　　★樹脂製品試作

土日(完全週休二日制)、GW、夏季、年末年始(各9日程度)で年間120日+有給休暇


