
ブースNo.１～２４＝１階、No.２５～１０２＝２階

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

ICDAグループ ㈱三水フーズ
東証名証二部上場の自動車ディーラー 設立40年の安定した食品メーカーです。

あいネットグループ(㈱スギヤマ・コーポレーション) 正和製菓㈱
お客様からの「ありがとう」が一番のやりがいです。 お客様に笑顔をお届けする事が私たちの仕事です

㈱アクアプランネット ㈱シリックス
「よりよく生きる」ことをサポートする総合企業です。 ものづくり現場を技術で貢献、エンジニア集団です。

あづまフーズ㈱ ㈱シー・ティー・ワイ
新しい食文化を世界に発信しています。 4K放送など最新技術に対応!

イケダアクト㈱ (社福)慈恵会
私たちは、街をプロデュースする技術者集団です。 無資格・他学科でも大歓迎!

石光工業㈱ ㈱GMT
「人」に対する想いがモノづくりの原点 共に、良い会社を作りましょう!

イセット㈱ 鈴鹿農業協同組合(JA鈴鹿)
地域に密着した温かみのある会社です! ゆめのある地域づくりに貢献します

伊勢湾倉庫㈱ ㈱スズキ自販三重
次代の総合物流システムの構築を目指します。 ワゴンR・ラパン・ハスラーでおなじみのスズキです。

伊勢湾マリン開発㈱ スーパーサンシ㈱(スーパーサンシグループ)

地域に根差した一生涯の健康づくりをサポートします! 柔軟な発想で多岐に渡る業界に事業展開!

㈱一号舘 (社福)洗心福祉会
「一号舘が近くにあって良かった!」がモットーです 設立41年。福祉をキーワードに変革を起こす!

伊藤製油㈱ セントランス㈱
「ひまし油」の専業メーカーです。設立は昭和21年。 創業50周年。技術者集団の会社です。

㈱イワヰ 谷口石油精製㈱
創業93年の金属加工エキスパート企業です。 将来の幹部候補生を募集しています。

エフエルシー㈱ ㈱ダイハツ三重
Ford is back!お客様の自由で楽しいカーライフをサポートします。 勤務地は三重県北勢地域限定です!

(医)大木会 大木歯科医院 ㈱ダイレクトカーズ
最新の医療機器で患者様に最良な専門性溢れた治療を提供する総合歯科
診療所です

社長がとにかくアツイ!!

岡田工業㈱ 中央産商㈱
すべての工事が自慢の作品 三重県を一緒に活性化させましょう!!

オカダコーポレーション㈱ 税理士法人 中央総研
チャンスに溢れた会社です! 明るい雰囲気の中で仕事をしています。

㈱オークワ ㈱賃貸メイト
「商業を通じて地域社会に貢献する」 賃貸仲介は、人と人を結びつけ地域に貢献する仕事です

カネソウ㈱ 東海紙器㈱
歴史ある真面目で明るい職場環境です。 『つねに地域のお客様とともに』

㈱川スミ 東京電機産業㈱
東海3県で35店舗運営中 モノづくりの課題を解決する「技術商社」

㈱ガスパル 東ソー物流㈱
11期連続増益中、新卒入社3年後の定着率90%の安定企業です! 安全・信頼・挑戦で行動する会社です!

㈱共栄商会 ㈱東洋
生き生きと働ける会社を目指しています お客様の衛生的環境の実現に貢献いたします

㈱金星堂 東洋工業㈱
看板製作 広告宣伝 よいものをより安く、より早く、より安全に

KMT㈱ 四日市オフィス 東洋電機㈱
スキルの高い技術を持ったエンジニア集団です。 創立60年を越えて、更なる発展を目指します

㈱甲羅(甲羅本店・赤から) ㈱トピア
「飲食業は“感動業”」お客様に感動を届ける仕事です 「試作」のリーディングカンパニー

㈱小杉食品 トヨタカローラ三重㈱
健康と美味しさのために納豆を科学します 「和と真心」を社是に地域に密着した営業を展開

生活協同組合コープみえ トヨタホーム三重㈱
たくさんの「ありがとう」が生まれるやりがいのある仕事です TOYOTAの物づくりのDNAを継承

三愛情報㈱ ㈱トヨタレンタリース三重
「こんなのが出来たらいいな」を創り上げていく 笑顔・感謝を忘れず大切にしています

サンジルシ醸造㈱ トレジャーホーム㈱
『料亭赤だし』でおなじみの味噌・醤油の老舗メーカー 風通し良く和やかな職場です。
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◆企業名（５０音順） 頁 ブースNo． ◆企業名（５０音順） 頁 ブースNo．

㈱トーカイ 三重石商事㈱
安心安全と満足、感動をご提供できるように、切磋琢磨し成長し続けて
いきます。

暮らしと産業を支える総合エネルギー商社です

中島製茶㈱ 三重トヨタ自動車㈱
明治8年創業、三重県で最も歴史ある茶問屋です。 三重トヨタは、三重県に根差した企業です。

中堀電商㈱(滋賀特機グループ) 三重トヨペット㈱
人と社会の未来を築く、快適環境創造カンパニー。 【トヨタ系ディーラー】充実した評価・教育制度、地域社会貢献活動

㈱中村組 三重日産自動車㈱
限りなき未来へ躍進する。 “ジモト”で永く活躍できる、歴史のある会社です。

㈲中易鉄工所 三重日野自動車㈱
確かな技術を身に付け、モノづくりを楽しもう! トントントントンヒノノニトンのCMが人気です

㈱ナルックス ㈱三重平安閣
もうすぐ創業90年!街のシンボルを共に作りましょう! ここがポイント!ズバリ「研修プログラム」です。

日産プリンス三重販売㈱ 三重三菱自動車販売㈱
日産自動車100%出資のメーカー直営販売会社です 三重県下唯一の三菱自動車ディーラーです。

㈱日商 ミカサ金属㈱
あなたの夢で日商はもっと輝く! 携わるのは自社一貫・完全オーダーメイドのモノづくり

㈱日本陸送 ㈱水谷運輸倉庫
活躍の場が、多くあるのが強みです。

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

日本空調サービス㈱ 三重支店 ㈱ミッドランド経営
きれいにしよう日本の空を 企業のあんしん経営をワンストップでサポート

ネッツトヨタノヴェル三重㈱ ㈱ミニミニ近畿
社員研修が充実しています。 三重県下12店舗展開、やりがいのある仕事です。

(医)博仁会 村瀬病院グループ 名鉄四日市タクシー㈱
選ばれる施設目指して共に働きましょう

地元三重県で転居の心配なく安心して働ける名鉄グループの業績の安定
した企業です。

㈱パーソナック メルセデス・ベンツ四日市(㈱シュテルン三重)

専門的な知識は不要! 地域を支えるものづくりの仕事です。 社会的地位の高い方々と出会える会社です!

広伝㈱ 森大建地産㈱ 一級建築士事務所
社員が若く明るい職場です! 100年暮らせるTESHIOの家づくり。

㈱富士通パーソナルズリテールサービス ㈱安田製作所
富士通グループだから安心して働けます! 社員が主役!自由に自分の意見が言える職場です!

藤原工業㈱ ㈱ユニテツク
【たてものづくり】『大切なものほど、目にみえない』との想いの下、
未来の街を創る

30年連続黒字経営!機械設計・電気設計専門企業

㈱プラスワン 四日市海運㈱
三重県で一番ありがとうを貰える会社を目指す 港で物流を支える会社

㈱ほくせい(愛灯館) (社福)四日市福祉会
お客様のお困りに精一杯お世話する会社です ワークライフバランス重視。休日充実。働きやすい環境。

㈱ホンダカーズ三重東
三重県北勢地域最大のホンダディーラー

前田運送㈱
創業38年目、食品物流三重県№1!

㈱前田テクニカ
“前向きな遊び心”でものづくりの課題を解決!

マツオカ建機㈱
地域に密着したサービスでお客様のニーズに答えます

㈲松尾工業所
若い人材が大半で明るく活気ある職場です!

㈱松阪鉄工所
地元に貢献したい方大募集です!

㈱マルトアステム
『明日の住まいのシステムづくりに貢献する』

三重いすゞ自動車㈱
先進技術とサービスで信頼を運びます!

三重交通㈱
「挑む、喜び」この街のために、三重交通だから、できることがある

三重コンドー㈱
プレス・溶接・曲げを得意とする自動車部品メーカーです。
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医療･
福祉

総
合
職

一
般
職

既卒 留学生

石光工業㈱ 7 0 ○ ○ ○

㈱イワヰ 10 0 ○ ○ ○ ○ ○

カネソウ㈱ 13 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東洋工業㈱ 29 0 ○ ○ ○ ○ ○

㈱トピア 30 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱トーカイ 33 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈲中易鉄工所 35 0 ○ ○ ○ ○

㈱前田テクニカ 43 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈲松尾工業所 44 0 ○ ○ ○

㈱松阪鉄工所 44 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ミカサ金属㈱ 50 0 ○ ○ ○ ○

㈱安田製作所 54 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

伊藤製油㈱ 10 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

谷口石油精製㈱ 24 0 ○ ○ ○ ○ ○

㈱ナルックス 35 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

あづまフーズ㈱ 6 0 ○ ○ ○ ○

㈱小杉食品 17 0 ○ ○ ○ ○

サンジルシ醸造㈱ 18 0 ○ ○ ○ ○ ○

㈱三水フーズ 19 0 ○ ○ ○ ○

正和製菓㈱ 19 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

中島製茶㈱ 33 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

広伝㈱ 39 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱金星堂 15 0 ○ ○ ○ ○

㈱GMT 21 0 ○ ○ ○ ○ ○

東海紙器㈱ 27 0 ○ ○ ○

三重コンドー㈱ 46 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

(医)大木会 大木歯科医院 11 0 ○

(社福)慈恵会 21 0 ○ ○ ○ ○

(社福)洗心福祉会 23 0 ○ ○ ○ ○

(医)博仁会 村瀬病院グループ 38 0 ○ ○ ○

(社福)四日市福祉会 55 0 ○ ○ ○ ○ ○

イケダアクト㈱ 7 0 ○ ○ ○

岡田工業㈱ 12 0 ○ ○ ○

㈱シリックス 20 0 ○ ○ ○

トヨタホーム三重㈱ 31 0 ○ ○ ○ ○

トレジャーホーム㈱ 32 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱中村組 34 0 ○ ○ ○ ○

藤原工業㈱ 40 0 ○ ○ ○ ○ ○

㈱プラスワン 41 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

森大建地産㈱ 一級建築士事務所 53 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

伊勢湾倉庫㈱ 8 0 ○ ○ ○

東ソー物流㈱ 28 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱日商 36 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱日本陸送 37 0 ○ ○ ○

前田運送㈱ 42 0 ○ ○ ○ ○

三重交通㈱ 46 0 ○ ○ ○ ○ ○

㈱水谷運輸倉庫 51 0 ○ ○ ○

名鉄四日市タクシー㈱ 52 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

四日市海運㈱ 55 0 ○ ○ ○ ○

通
信

業 ㈱シー・ティー・ワイ 20 0 ○ ○ ○ ○ ○
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業種 企　業　名 頁
ブース

No.
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生産管理･
品質管理

ＩＴ、
ｿﾌﾄｳｪｱ

研究
開発

土木･建築
設計施工、

管理

電気･機械
設計、施
工、管理
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ｺﾝｻﾙﾃｨﾝ
ｸﾞ･専門

医療･
福祉

総
合
職

一
般
職

既卒 留学生

あいネットグループ
(㈱スギヤマ・コーポレーション)

5 0 ○ ○ ○ ○ ○

イセット㈱ 8 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

伊勢湾マリン開発㈱ 9 0 ○ ○ ○ ○

KMT㈱ 四日市オフィス 16 0 ○ ○ ○ ○

鈴鹿農業協同組合(JA鈴鹿) 22 0 ○ ○ ○ ○

セントランス㈱ 24 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

税理士法人 中央総研 26 0 ○ ○ ○ ○

㈱東洋 29 0 ○ ○ ○ ○ ○

㈱トヨタレンタリース三重 32 0 ○ ○ ○

日本空調サービス㈱ 三重支店 37 0 ○ ○ ○

㈱パーソナック 39 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱ほくせい(愛灯館) 41 0 ○ ○ ○ ○ ○

マツオカ建機㈱ 43 0 ○ ○ ○ ○

㈱三重平安閣 49 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱ミッドランド経営 51 0 ○ ○ ○ ○

㈱ユニテツク 54 0 ○ ○ ○ ○

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

5 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱一号舘 9 0 ○ ○ ○

エフエルシー㈱ 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱オークワ 13 0 ○ ○ ○

㈱川スミ 14 0 ○ ○ ○

㈱共栄商会 15 0 ○ ○ ○ ○

生活協同組合コープみえ 17 0 ○ ○ ○ ○

㈱スズキ自販三重 22 0 ○ ○ ○

スーパーサンシ㈱
(スーパーサンシグループ)

23 0 ○ ○ ○

㈱ダイハツ三重 25 0 ○ ○

㈱ダイレクトカーズ 25 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中央産商㈱ 26 0 ○ ○ ○ ○ ○

東京電機産業㈱ 28 0 ○ ○ ○ ○ ○

東洋電機㈱ 30 0 ○ ○ ○ ○

トヨタカローラ三重㈱ 31 0 ○ ○ ○ ○

中堀電商㈱(滋賀特機グループ) 34 0 ○ ○ ○

日産プリンス三重販売㈱ 36 0 ○ ○ ○ ○ ○

ネッツトヨタノヴェル三重㈱ 38 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱富士通パーソナルズリテールサービス 40 0 ○ ○ ○

㈱ホンダカーズ三重東 42 0 ○ ○ ○ ○ ○

㈱マルトアステム 45 0 ○ ○ ○ ○

三重いすゞ自動車㈱ 45 0 ○ ○

三重石商事㈱ 47 0 ○ ○ ○ ○

三重トヨタ自動車㈱ 47 0 ○ ○ ○

三重トヨペット㈱ 48 0 ○ ○

三重日産自動車㈱ 48 0 ○ ○ ○ ○ ○

三重日野自動車㈱ 49 0 ○ ○ ○

三重三菱自動車販売㈱ 50 0 ○ ○ ○

メルセデス・ベンツ四日市
(㈱シュテルン三重)

53 0 ○ ○ ○ ○

電
気
・

ガ
ス
等

供
給
業

㈱ガスパル 14 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

オカダコーポレーション㈱ 12 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱甲羅(甲羅本店・赤から) 16 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

教
育

業 ㈱アクアプランネット 6 0 ○ ○ ○ ○ ○

㈱賃貸メイト 27 0 ○ ○ ○ ○

㈱ミニミニ近畿 52 0 ○ ○ ○

小
売
・
卸
売
業

不
動
産
業

サ
ー
ビ
ス
業

飲
食
・
宿

泊
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

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。

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

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

各種保険完備、退職金共済、持株会制度、社員販売制度

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)

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。

ﾌﾞｰｽNo.0
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

059-381-5540 総務課採用担当・荒川 仁詞

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

採用条件

新　卒

既　卒

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)

ﾌﾞｰｽNo.0
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)
ホンダ車、ポルシェ車、アウディ車、フォルクスワーゲン車の販売・整備、中古車の販売・買
取、自動車部品の販売、各種保険代理業、リース・レンタカー事業、自動車リサイクル事業



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

130名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

①講師職・企画運営 5名 不問 松阪・津・玉城

②受験アドバイザー・学習カウン
セラー・校舎運営・営業事務 10名 四大卒

三重(四日市・桑名・伊勢明
和)、愛知(金山)、大阪、兵庫

③事務職 ④企画制作部 各2名 不問 松阪

⑤地域プロモーション事業・三重
テラス運営・バイヤー・販売員 5名 不問 松阪・東京

⑥フードスタッフ
(マネージャー候補)

10名 不問
東京、神奈川、名古
屋、大阪

①講師職 2名 35歳迄 不問 松阪・津

②受験アドバイザー・学習
カウンセラー・校舎運営

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

③事務職 ④企画制作部 各1名 35歳迄 不問 松阪

⑤地域プロモーション事業・三重
テラス運営・バイヤー・販売員 2名 35歳迄 不問 松阪・東京

⑥フードスタッフ
(マネージャー候補)

10名 35歳迄 不問
東京、神奈川、名古
屋、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

63名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職(生産部門) 2名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県三重郡菰野
町永井3095-45

普通自動車免許

総合職(生産管理部門) 2名 27歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

三重県三重郡菰野
町永井3095-45

普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 178,000円～198,000円/既卒(相談)

8:30～17:30

各種社会保険、退職金制度、育児介護休業

日・祝・土曜日(月に1回程度出勤)/年間休日106日

食品製造 食品製造、販売、貿易

059-396-5577 管理部・部長・萩野政治

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

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

年間休日①～⑤105日 ⑥107日※部署により休日カレンダーが異なる

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

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 あづまフーズ㈱

三重県三重郡菰野町大字永井3095-45

代表取締役・宅間昭雅

0598-21-6360 人事部・中尾

saiyou2020@aquaplannet.co.jp http://www.aquaplannet.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 ①②20万～ ③⑤19万～ ④18万～ ⑥21万～(既卒も同条件)

①②13:30～22:30 ③④⑤10:00-19:00 ⑥シフト制

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱アクアプランネット

三重県松阪市大黒田町199

代表取締役・福政圭一

サービス
進学指導塾、大学受験予備校、地域プロモーション事業、フードサービス事業、ライ
フスタイル事業他



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

37名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職 3名 高卒以上 三重県北勢地区 普通自動車免許

総合職 3名 30歳迄 高卒以上 三重県北勢地区 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

369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
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。

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

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/

各種社会保険、企業型DC制度加入、退職金制度、資格取得支援制度、制服貸与、リゾートホテル会員制度、社内親睦
会、社内研修旅行、自社ブランド新築住宅の社員優待制度

100日年間カレンダーによる(日曜・祝日・月2回土曜、GW、年末年始、夏期 他)

三重県中北勢地域を中心に、公共工事から民間工事まで幅広く建設事業をおこなっています。特に土地開発事業においては、グ
ループ企業と連帯し大規模プロジェクトの成功実績を積み重ねています。仕事に必要となる資格取得の為の講習会費用、受験費用な
どは会社が負担します。男女問わず、文理も不問、一から丁寧に教えます。自分がやりたい事を持った人。地域を発展させたい、新た
な街をつくってみたいなどの夢を持った人の応募を待っています。

ﾌﾞｰｽNo.0
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

059-383-2772 取締役工務部長・紀藤 秀和

h.kito@ikeda-act.co.jp http://www.ikeda-act.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:221,000円～(一律手当含)(他 手当有 資格手当、通勤手当、現場手当、家族手当等)

8:00～17:00(休憩90分)

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 イケダアクト㈱

三重県鈴鹿市池田町櫛引1140番地

代表取締役 ・田中 久司

総合建設業 土木工事・舗装工事・建築工事・住宅新築工事・リフォーム工事



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

227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

三重県内各地・
愛知県・岐阜県

要普通自動車運転免許

技術職 2名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県内各地・
愛知県・岐阜県

要普通自動車運転免許

警備職 5名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県内各地・
愛知県・岐阜県

要普通自動車運転免許

一般職(事務職) 若干名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県内各地・
愛知県・岐阜県

要普通自動車運転免許
簿記技能資格

警備職 若干名 不問
四大・高専・短大・
専門卒

三重県内各地・
愛知県・岐阜県

要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

122名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職 若干名 四大卒 四日市市
普通自動車免許
パソコンの基本操作

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:195,150円

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

各種社会保険完備、社内共済会スポーツ施設利用(オリンピア)

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

倉庫業・港湾運送事業・貨物利用運
送事業・一般貨物自動車運送事業

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

059-353-2231 総務管理部・岡田弘二

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

各種社会保険完備・退職金制度・資格取得支援制度・家賃補助制度・各種表彰制度・部活動支援制度 など

週休2日(職種によりシフト制 原則月22日勤務) 有給休暇、特別休暇、育児休暇、介護休暇 等

★独立系セキュリティ企業として三重県下シェアNo.1！★「オーダーメイドセキュリティシステム」が特徴で、伊勢志摩サミットの防犯カ
メラシステムも手掛けました。★職種・勤務希望地考慮。賃料補助制度(最高4万円)で一人暮らしもバックアップ！★資格取得支援制
度や社内教育研修が充実！★明るく元気な社員が多くアットホームな社風です！

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 伊勢湾倉庫㈱

三重県四日市市尾上町3番地の1

取締役社長・波多野 正昶

059-227-2000 サポート部 次長・五十嵐 哲也

soumu@iset.co.jp https://www.iset.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【四】営業:213,860～223,860円 技術:193,910～203,910円　【短・専】技術:185,510～195,510円
【四・短・専】 警備:190,000～236,400円　【四・短・専】一般職167,000～177,000円

9:00～18:00(但し、職種によりシフト制 変則勤務、夜勤あり)

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 イセット㈱

三重県津市桜橋3丁目408番地

代表取締役 社長・伊藤 尚貴

警備業
◆機械警備・ホームセキュリティを中心とした総合セキュリティサービス事業◆生体認証装置
やICカード、モバイルセキュリティシステム、防犯カメラシステムの企画・施工・販売



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）

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

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 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。

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)

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

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！

ﾌﾞｰｽNo.0
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

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)

ﾌﾞｰｽNo.0
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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

85名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

開発(基幹職) 2名 修士了・四大卒 四日市市末広町 化学系専攻の方

営業(基幹職) 1名 修士了・四大卒
四日市市末広町
→東京・大阪

化学系の知識のある方
本社で研修後支店勤務

生産・化成品製造
(技能職)

3名 四大・高専・高卒 四日市市末広町

生産・化成品製造
(技能職)

3名 25歳迄 四大・高専・高卒 四日市市末広町

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

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
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。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 高卒・・・172,960円～　大卒・・・203,090円～　中途・・・規定による

8時～17時※生産ラインにより夜勤あり

社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)　昼食支給

110日※GW、お盆、年末年始の休みあり※社内カレンダーあり

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/

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

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

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

ﾌﾞｰｽNo.0
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

059-352-5101 経理総務部・谷本伸世

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

採用条件

新　卒

既　卒

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

開発　9:00～17:30(休憩45分)
生産　7:45～16:00　15:45～24:00　23:45～8:00　いずれも休憩60分三交替勤務となります。

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 伊藤製油㈱

三重県四日市市末広町16-41

代表取締役社長・辻 定昭

製造業(化学) ヒマシ油とその誘導体および化成品の製造・販売



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

82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）

店頭営業スタッフ 4名 高卒以上
三重県店舗を念頭に
希望を考慮します

自動車運転免許
(取得見込可)

自動車整備士 4名 高卒以上
三重県店舗を念頭に
希望を考慮します

自動車整備士3級以上
自動車運転免許

店頭営業スタッフ 3名 35歳迄 高卒以上
三重県店舗を念頭に
希望を考慮します

自動車運転免許
(AT限定応相談)

自動車整備士 3名 40歳迄 高卒以上
三重県店舗を念頭に
希望を考慮します

自動車整備士3級以上
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

50名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

歯科助手・受付 2名 四大・短大・専門卒 鈴鹿

歯科衛生士 2名 短大・専門卒以上 鈴鹿 歯科衛生士免許取得予定

歯科医師 2名 修士了・四大卒 鈴鹿 歯科医師免許

歯科衛生士 2名 35歳迄 短大・専門卒以上 鈴鹿 歯科衛生士免許

歯科医師 2名 35歳迄 短大・専門卒以上 鈴鹿 歯科医師免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

医療法人大木会大木歯科医院は、1医院にスタッフ50名が在籍するという全国でも数少ない三重県1の大型歯科医院です。当院は患
者様に安心して治療を受けていただけるように、スタッフの笑顔あふれる接遇と最新の設備はもちろん、滅菌対策なども万全におこ
なっている歯科医院です。診療項目は、インプラント、矯正治療、審美歯科・ホワイトニング、歯周治療、虫歯治療等、保険治療から自
費治療まであらゆる診療を行っています。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
■歯科助手・受付 大学卒 178,000円+残業手当+通勤手当 短大卒 168,000円+残業手当+通勤手当
■歯科衛生士 184,000円+残業手当+通勤手当　■歯科医師  30万円～100万円

平日 8:30～20:00　土曜 8:30～19:00　週1日 13:15～20:00　内休憩1時間

歯科医師国保 ・厚生年金・雇用保険・ 労災保険有り
2年に1回社員旅行(過去実績 グアム、台湾、北海道、韓国)

完全週休二日制[日曜日、祝日、平日1日]
有給休暇(初年度 10日、2年目以降11日)

歯科医療 歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

059-395-1000 事務局・児玉忍

ohkishinobu@gmail.com https://www.ohki-dental.com

各種社会保険完備　退職金制度　報奨金(実績インセンティブ)制度　定期健康診断
従業員割引制度　資格取得支援制度　慶弔見舞金

年間休日110日(完全週休2日)※2018年年間休日取得率99%！
・有給休暇・結婚休暇・慶弔休暇・年末年始休暇

私たちは、三重県・岐阜県・愛知県の東海3県にわたりスズキアリーナ店5店舗(10年連続販売台数全国トップ5入り)とフォード店3店舗
(フォード車を独自ルートで輸入)、中古車の買取・販売店を4店舗展開する総合自動車販売会社です。販売車種はスズキ・フォードだ
けでなく全メーカーの車を取り扱っています。社内では現在働き方改革を実施中で、ノルマなし・残業少なめ・有給消化を促進し社員が
働きやすい環境を整備しています。

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 (医)大木会 大木歯科医院

三重県鈴鹿市南長太町鎗添2505-2大木歯科医院

理事長・笠井啓次

052-408-4333 本部・人事総務部長・荒井俊次

saiyou_madoguchi@f-l-c.jp https://recruit.f-l-c.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
高卒:170,000円+諸手当+実績インセンティブ
専門卒以上:180,000円+諸手当+実績インセンティブ

営業スタッフ:9:30～19:00(休憩90分)
整備スタッフ:9:30～18:30(休憩60分)

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 エフエルシー㈱

愛知県清須市春日西余部36

代表取締役・河村元雄

自動車小売業
三重・岐阜・愛知でスズキの軽自動車やフォードの輸入車などを中心に新車・中古
車の販売・整備・買取・下取の店舗を13店舗展開しています。



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）

専門職(技術系) 若干名 四大卒
四日市・名古屋
 (転勤無)

普通自動車免許
学部学科不問

総合職(事務系) 若干名 四大卒
四日市・名古屋
 (転勤無)

普通自動車免許
学部学科不問

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

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
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！

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

飲食業、小売業
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！

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/

各種社会保険、中小企業退職金共済、社員旅行

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

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

ﾌﾞｰｽNo.0
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

059-346-7121 総務部・蒔田

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 専門職、総合職/200,000円 ※平成30年実績

8:00～17:00 (休憩1時間) ※実働8時間

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 岡田工業㈱

三重県四日市市日永東三丁目2番39号

代表取締役・岡田 良太

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



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

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

249名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職(営業・技術) 4名
修士了・四大・
高専卒

本社、支店、営業所 普自免許

一般職(一般事務・作図) 4名
修士了・四大・
高専卒

本社 普自免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

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

採用条件

新　卒

既　卒

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

本社:8:30～17:30
支店・営業所9:00～18:00

各種社会保険、親睦会、クラブ活動(野球部、テニス部)

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

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

059-377-4747 執行役員総務部長 ・渡邉 巌

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

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。

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 カネソウ㈱

三重県三重郡朝日町大字縄生81番地

代表取締役社長・近藤健治

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(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)

ﾌﾞｰｽNo.0
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。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

162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

812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
(保安営業系/事務系)

20名 修士了・四大卒
本社および全国の事業所(希
望や出身地を考慮して配属)

文理不問/普通運転免許
(入社までに取得)

総合職
(保安営業系/事務系)

若干名 修士了・四大卒
本社および全国の事業所(希
望や出身地を考慮して配属)

既卒3年以内/文理不問/
普通運転免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ
11期連続増益中、新卒入社3年後の定着率90.9%と安定性・成長性抜群の会社です。2017年より都市ガス事業に参入し、関東・関西で
都市ガスを供給。今後は中部エリアでも供給予定です。また、総合エネルギー企業を目指し新規エネルギー事業への参入も検討して
います。大東建託グループの安定した経営基盤の中でチャレンジを続けられる会社です。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
総合職(保安営業系)四大卒:220,000円、大学院卒:230,000円
総合職(事務系)四大卒:190,000円、大学院卒:195,000円

8:45～17:45

社会保険完備/通勤費支給(上限月4万円)/家族手当/地域手当/時間外手当/社宅/退職金制度/福利厚生総合パッケー
ジ加入など

年間休日116日夏季休暇/冬期休暇/GW/その他有給休暇取得促進のためアニバーサリー休暇やプチバカンス制度など
の社内制度有

エネルギー・ガス
人々のライフラインを担う会社です。大東建託のグループ会社で、主に大東建託の
アパート・マンションご入居者様へLPガス・都市ガスを供給しています。

03-6718-9462 人事部採用課・竹ノ内晴菜

th002461G@kentaku.co.jp http://www.gas-pal.com/recruit/index.html

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.0
企業名 ㈱ガスパル

東京都港区港南2丁目16番1号
品川イーストワンタワー16階
代表取締役社長・橋本 俊昭

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)

ﾌﾞｰｽNo.0
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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

10名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業職 2名 不問 桑名市 普通自動車免許

営業職 2名 30歳迄 不問 桑名市 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

50名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業 2名 不問 桑名 名古屋 自動車運転免許

工程管理 2名 不問 桑名 名古屋 自動車運転免許

製造 現場管理 2名 不問 桑名 自動車運転免許

営業 2名 30歳迄 不問 桑名 名古屋 自動車運転免許

工程管理 2名 30歳迄 不問 桑名 名古屋 自動車運転免許

製造 現場管理 2名 30歳迄 不問 桑名

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 204,000円

9:00～18:00 休憩時間 90分

雇用 労災 健康 厚生 退職金共済 作業服貸与 社員旅行

年間休日105日日曜・祝日・月2回程度土曜 年末年始 夏季休暇

製造業・広告宣伝 看板製作施工 サイン製作 デザイン作成

0594-21-3211 経営情報統括部 係長・菊池益美

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

各種社会保険、退職金制度、会員制リゾート施設

土・日 (完全週休2日制)
GW・お盆・年末年始

各個人に合わせた柔軟な業務・勤務時間を調整し、現在発揮し得る能力を最大限にし、生き生きと働くことを推進しています。ルート
営業を主としており取引先様との長期間のお付き合いにより、安定した仕事となっております。

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱金星堂

三重県桑名市江場481

代表取締役・小笠原貴行

0594-21-7866 総務部・水野 勝裕

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

採用条件

新　卒

既　卒

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

9:00 ～ 18:00

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱共栄商会

三重県桑名市参宮通19

代表取締役・水野 隆次

機械工具卸売 機械工具 測定機 電気電子部品 工場設備 の卸売業



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

196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）

半導体製造装置の
保守・保全

10名 高卒以上 四日市市 専攻・資格は問いません。

半導体製造装置の
保守・保全

10名 不問 高卒以上 四日市市
経験と必要な資格は問いま
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

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
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。

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

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/

各種社会保険完備、制服・PC無償貸与、退職金制度、慶弔見舞金制度、改善提案表彰、永年勤続表彰、社員寮入居可
(遠方居住者)

年間休日:125日、有給休暇、慶弔休暇

入社後の教育でエンジニアとして一から育成して行きますので、学科や専攻は問いません。取引先は国内や海外の大手半導体装置
メーカーやデバイスメーカーですので、最先端の技術を学ぶ事ができます。事業内容は、半導体・液晶工場内でのエンジニアリング
サービスに加えて、材料の販売・供給をはじめ、生産設備の設計・開発などトータルソリューションとして、幅広いサービスを提供してお
り、入社後の活躍の場は多岐に渡ります。将来のキャリアプランを見据えた人材育成に注力しています。

ﾌﾞｰｽNo.0
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

059-361-5171 総務部 ・川下 聖子

saiyo@kmtech.jp https://www.kmtech.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
基本給+勤務地手当10,000円+通勤手当(実費、上限2万円)
<新卒基本給>高卒:158,000円、短大・専門卒(技術職):172,000円、大卒(技術職):184,000円 ※既卒者は経験・年齢を考慮して決定

次のいずれか①4勤2休 8:00～19:00(※1ヵ月単位変形労働時間制、交替手当24,100円支給)   ②通常勤務 9:00～18:00

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 KMT㈱ 四日市オフィス

三重県三重県四日市市茂福428-1

代表取締役・森塚 計介

サービス業
半導体装置の保守保全・管理・設備の移設、立上げコンサル、半導体設備の改造・
改善 半導体設備部品の設計・開発・製造などのトータルファクトリーサービス業。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

54名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業 1名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県

製造管理、醗酵管理 1名
修士了・四大・
高専卒

三重県
食品化学、微生物学、栄養
学等経験あれば尚良

機械設備管理 1名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県 機械、電気、電子

営業 1名 26歳迄 四大卒 三重県

製造管理、醗酵管理 1名 26歳迄 四大卒 三重県 食品化学、微生物学、栄養学

機械設備管理 1名 26歳迄 四大・専門卒 三重県 機械、電気、電子

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

264名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

共同購入事業地域担当
(総合職)

8名 四大・短大卒 三重県内各事業所 普通自動車免許(AT限定可)

共同購入事業地域担当
(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
営利を目的としない協同組合です。消費者(組合員)に安全・安心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。現在県内の約19万世帯が加入しています。

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(事業所による)

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、制服等の貸与、慶弔見舞金

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)

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/

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険等

週休2日制(シフト制)　年間休日105日

創業86年の歴史をもつ納豆メーカーです。経験と勘に頼った納豆づくりから、科学に基づいた納豆造りへと変革を進めております。最
近は海外でも納豆は注目されております。海外輸出も積極的に進めております。

ﾌﾞｰｽNo.0
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

0594-33-3710 労務担当・加賀美京子

VEL04355@nifty.com http://www.miyakonattou.com/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 月給 202,000円

9:00～18:00(部署により8:00～17:00)

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱小杉食品

三重県桑名市能部字花貝戸401

代表取締役社長・小杉 悟

納豆製造販売
普通の納豆だけではなく、ユニークな商品を沢山展開しています。地元三重県産や北海道産
大豆などお客様のご要望にお応えし安心安全で美味しい納豆造りに努めております。



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）

システム営業 2名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市本社 不問

システムエンジニア 2名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市本社・
大府営業所

不問

一般事務 1名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市本社 不問

システム営業 1名 25歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市本社 不問

システムエンジニア 1名 25歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市本社・
大府営業所

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 1名(既卒者
も含む)

修士了・四大卒
本社(三重県桑名
市)

自動車運転免許証

事務 1名(既卒者
も含む)

修士了・四大・
短大・専門卒

本社(三重県桑名
市)

研究開発 1名(既卒者
も含む)

修士了・四大卒
本社(三重県桑名
市)

営業 1名(新卒者
も含む)

30歳迄 修士了・四大卒
本社(三重県桑名
市)

自動車運転免許証

事務 1名(新卒者
も含む)

30歳迄
修士了・四大・
短大・専門卒

本社(三重県桑名
市)

研究開発 1名(新卒者
も含む)

30歳迄 修士了・四大卒
本社(三重県桑名
市)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ
☆創業文化元年(1804年)☆“日本の風味を世界の調味へ”と世界各国への輸出にも注力しています☆伝統を継承することはもちろ
ん、常に新しいブランド確立も目指しております☆入社時に年次有給休暇を付与☆毎月1回、自社製品を支給☆昼食時、具だくさんの
お味噌汁は飲み放題

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 186,300円(大卒・22歳の場合)

8:00～17:00

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金制度

土・日・祝日、GW、お盆、年末年始(一部土曜出勤日有り)

製造業 味噌・醤油・食品の製造及び販売事業

0594-22-3333 経理・総務部総務課 課長・岡 文明

okaf@san-j.co.jp http://www.san-j.co.jp/

各種社会保険、社員旅行

完全週休2日制(土曜日、日曜日)　年末年始(5日)、夏休み(3日)、指定祝日 年間休日:120日

お客様の「こんなのが出来たらいいな」を創り上げていく、それが私たちの仕事です。お客様に喜ばれるコンピュータシステムやネット
ワーク環境を提供できるように日々励んでいます。三重県・愛知県を中心にシステム設計、開発、運用、保守 さらにシステム導入に関
するハードウェア(サーバー、ネットワーク機器)の設置と設定を行い 地元企業のIT推進化を支援しています。

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 サンジルシ醸造㈱

三重県桑名市明正通一丁目572-1

代表取締役社長・佐藤 強

059-359-0561 総務部・宮川

t_nagao@sanai-net.com http://www.sanai-net.com

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
システム営業/四大卒:220,000円 短大・専門卒:200,000円
システムエンジニア/四大卒:200,000円 短大・専門卒:180,000円　一般事務/四大卒:180,000円 短大・専門卒:170,000円

8:30～17:30(実働8時間)

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 三愛情報㈱

三重県四日市市鵜の森1丁目10-7

代表取締役 社長・永尾 壽啓

ソフトウェア・情報処理
業務コンピュータソフトウェアの設計と開発、システム導入におけるハードウェア
(サーバー、ネットワーク機器等)の設置と設定



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

69名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業職 5名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県伊勢市・
四日市市

普通自動車免許

生産管理・品質管理 1名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県伊勢市 普通自動車免許

営業職 若干名 30歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

三重県伊勢市・
四日市市

普通自動車免許
(AT限定不可)

生産管理・品質管理 1名 30歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

三重県伊勢市 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

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）

製造職 5名 四大・短大・専門卒 三重県四日市 普通自動車免許

設備・保全 3名 四大・短大・専門卒 三重県四日市 普通自動車免許

製造職 5名 25歳迄 四大・短大・専門卒 三重県四日市 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ
★★★お客様に笑顔をお届けする事が私たちの仕事です★★★チョコレート・焼菓子・ゼリー・ドリンクを中心に、大手菓子メーカー様
のご依頼によるOEM生産に携わっております。★★★私たちと一緒に働きませんか★★★・元気な人・お菓子が好きな人・向上心が
ありチャレンジを続けられる人・自分の意見をしっかり持てる人・協調性があり、チームワークを大切に出来る人

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大卒:基本給 190,000円 諸手当 13,000円
短大・専門卒:基本給 170,000円 諸手当 13,000円

昼勤:8:00～17:00 夜勤:20:00～5:00 ※残業あり

各種社会保険、産前産後休暇、育児休業制度、社員旅行、新年会等

年間休日 102日(日曜、隔週土曜)

食品製造業
チョコレート・焼菓子・ゼリー・ドリンクを中心に、大手菓子メーカー様のご依頼によるOEM生産
に携わっております。 衛生管理された工場での生産、品質管理を重視しております。

059-345-5100 管理部・山中文子

jinji@showaseika.co.jp http://www.showaseika.co.jp/index.html

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

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

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

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 正和製菓㈱

三重県四日市市小古曽東2丁目4-61

代表取締役・笠井英毅

0596-36-3535 取締役 総務部長・上村 昌路

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
営業職:204,000円～　生産管理・品質管理:199,000円～　基本給・職務手当・役職手当・精励手当・食事手当・皆勤手当・通
勤手当・扶養手当・地域手当あり。*扶養手当・地域手当は該当者のみとなっています。

午前8時～午後5時

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱三水フーズ

三重県伊勢市下野町653番地20

代表取締役社長・小久保 貴之

食品加工製造販売業 冷凍魚介類・冷凍食品製造販売 酒類・常温品販売など



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）

PLCソフト設計者 若干名
修士了・四大・
高専卒

四日市 普通自動車免許

ロボットシステム設計 若干名
修士了・四大・
高専卒

四日市 普通自動車免許

電気工事士 若干名
修士了・四大・
高専卒

四日市 普通自動車免許

PLCソフト設計者 若干名 40歳迄
修士了・四大・
高専卒

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
修士了・四大・
高専卒

四日市 普通自動車免許

電気工事士 若干名 40歳迄
修士了・四大・
高専卒

四日市 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

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.0
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130日(2019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。

工場の自動化設備の基幹となる制御用ソフトウェアの設計・施工およびその周辺電気工事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。体に身につく技術は60歳になっても、お客様から頼られる人生を保証します。社員の成長
をバックアップし、チームワークで仕事を行います。そして社会人として自立した人間が育つ風土があります。

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
大院卒:207,500円　四大卒:200,500円　高専・専門卒:182,000円
通勤交通費上限30,000円、条件付き家賃補助上限30,000円、家族手当配偶者10,000円・子5,000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、連続休暇制度、納涼祭、
各種資格取得支援、インフルエンザ予防接種費用の全額会社負担

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、連続休暇制度、有給休暇、慶弔休暇

ﾌﾞｰｽNo.0
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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

160名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

介護職 5名 不問 伊勢市 不問

事務職 1名 不問 伊勢市 不問

機能訓練指導員 1名
修士了・四大・短
大・専門卒

伊勢市
OP・PT・ST
柔道整復師(取得見込可)

相談員 2名
修士了・四大・短
大・専門卒

伊勢市
介護福祉士・社会福祉士
(いずれも取得見込可)

介護職 3名 不問 不問 伊勢市 不問

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

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）

総合職 若干名 専門卒以上 津市

総合職 若干名 25歳迄 専門卒以上 津市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 (社福)慈恵会

三重県伊勢市村松町3294番地1

理事長・倉井 秀代

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

0596-38-1800 人事部 本部長・倉井 巖

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
○介護職　*手当含む　短大卒　213,000円 大卒217,500円　○事務員短大卒　148,500円 大卒152,000円
○機能訓練指導員　大卒195,000円 専門卒192,500円　○相談員大卒　185,000円 短大卒180,500円

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

職員寮・職員用託児所リゾートトラスト法人会員ジョイワーク 等

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

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

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱GMT

三重県津市安濃町内多2925

代表取締役社長・高萩 大輔

塗装業 自動車部品・弱電部品の表面処理加工(塗装、研磨)および組立加工、金属加工。

059-268-5655 総務部部長・栗原 豊

y_kurihara@gmt-co.jp http://www.gmt-co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 200,100円(大卒)、186,000円(短大、高専、専卒)

8:00～17:00(但し、繁忙期は、出退勤時間の変更あり)

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、退職金制度あり、慶弔見舞金制度あり

年間休日105日(年間カレンダーによる※土曜日出勤の場合もあり)、年末年始、GW、お盆休暇、有給休暇、特別休暇等

  自動車、家電製品等の部品塗装を生業にしている会社です。当社のスローガンは、「良い、会社をつくりましょう！」です。これから
は、地域社会への貢献、社員満足、顧客満足をさらに高めていかなければならないと考えています。その為、人事制度の導入をはじ
め、規則・規程の見直し、品質向上に向けての新たな取組みに着手しています。まさに、創業期から成長期に入ったと捉えています。
その成長期を支えていく人材が必要です。若い時から色んな経験ができ、男女問わず活躍しています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

441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・技術職 若干名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重県鈴鹿市・亀山市

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

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.0
企業名 鈴鹿農業協同組合(JA鈴鹿)

三重県鈴鹿市地子町1268

代表理事 組合長・谷口 俊二

その他サービス業(協同組合) 信用(金融)・共済・営農・利用など総合事業として展開しています

059-384-1111 総務部 人事教育課・中川浩太郎

jinji2@suzuka.jamie.or.jp http://www.ja-suzuka.or.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 日給月給:182,320円(大卒)

8時30分～17時00分　配属先により異なります

年次有給休暇・退職金制度・財形貯蓄制度・制服、作業服貸与・永年勤続表彰制度など

土曜日・日曜日・祝日・法で定める休日・年末年始配属先により異なります

JA鈴鹿は鈴鹿市と亀山市、四日市市の一部で事業を展開する総合JAです。「JAバンク」や「JA共済」などの金融サービスの他、肥料
などの生産資材や農産物の出荷、共同利用施設の運営など「農」を中心とした事業展開を行います。

ﾌﾞｰｽNo.0
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、お客様との信頼関係を築き、「スズキファン」を増やしていくことにより、
たくさんのお客様の暮らしに貢献できる喜びを感じることができる仕事です。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、女性店長2人をはじめたくさんの女性営業職が活躍しています。



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

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）

介護職員 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)

介護職員 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

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.0
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:204,500円短専卒:182,000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。

ﾌﾞｰｽNo.0
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
【介護職員】四大卒211,250円～ 、短・専・高専卒199,850円～  ※夜勤5回/月の場合【保育士】176,250円～ 、
短・専卒164,850円～　 【諸手当】夜勤手当(8,000円/回)、処遇改善手当 他

シフト制 (8:30～17:30)　職種、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)・年末年始(職種、配属先により異なります)・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。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

364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）

半導体メモリーエンジニア 3名 不問 三重県四日市市
文理不問※理工系歓迎
PC、Excel可能な方

半導体メモリー生産装置
管理/システム開発

3名 不問 三重県四日市市
Java、Linuxやシステム開発
に興味がある方

半導体メモリー生産装置
管理システム運用・保守

3名 不問 三重県四日市市
Java、Linuxやシステム開発
に興味がある方

半導体メモリーエンジニア 3名 35歳迄 不問 三重県四日市市
PC、Excel(操作/関数)操作
可能な方

半導体メモリー生産装置
管理/システム開発

3名 35歳迄 不問 三重県四日市市 システム開発経験のある方

半導体メモリー生産装置
管理システム運用・保守

3名 35歳迄 不問 三重県四日市市
未経験可(システム開発の知
識がある方)

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

70名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

製造・生産管理 2名
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社(川越町) 転勤
の可能性なし

危険物取扱乙4種あれば尚可

製造・生産管理 2名 35歳迄 四大卒
本社(川越町) 転勤
の可能性なし

危険物取扱乙4種あれば尚可

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

設備管理経験者優遇
危険物取扱乙4種あれば尚可

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 セントランス㈱

三重県四日市市栄町1番11号くすの木ビル4階

代表取締役社長・大和麻子

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

03-3454-0660 人材開発部・湯目/作野

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

採用条件

新　卒

既　卒

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

8:45～17:30(実働8時間)

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

■完全週休2日制(土日、祝日) ■GW、夏季休暇、年末年始■年次有給休暇、慶弔休暇、生理休暇■産前・産後休暇、育
児休暇、介護休暇※年間休日120日以上

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

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 谷口石油精製㈱

三重県三重郡川越町大字高松1622

代表取締役社長・三嶋 優

石油精製業 石油の精製・加工及び販売、自動車用高級潤滑油の調合

059-364-1211 管理部総務課 課長・近田

t.chikada@tanisei.co.jp http://www.tanisei.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 月給211,500(残業代別支給)

8:30～17:30(実動:8時間)

各種社会保険、社内リクリエーション、職場懇談会、退職金制度あり、奨学金返済支援、賃貸住宅補助(規定による)、イン
フルエンザ予防接種全額補助、持株会

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

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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

180名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業職 5名 四大・短大・専門卒
四日市市・鈴鹿市・
桑名市・いなべ市

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

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）

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

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱ダイハツ三重

三重県四日市市北浜田町1-3

代表取締役社長・石川 晋司

カーディーラー
新車、中古車の販売、自動車の車検、点検、修理、鈑金塗装、自動車部用品の販
売、クレジット、自動車保険代理店業務

059-353-5315 管理本部総務課・課長代理・濱田 知宏

soumu_2@dmie.daihatsu-dlr.co.jp http://d-mie.dd.daihatsu.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
営業職(一般営業職)/四大卒:204,300円 短大・専門卒:194,300円　初任給に含まれる営業手当25,000円は固定残業代16.5
時間分として支給。超えた分は別に支給

9:30～17:45

各種社会保険、退職金制度、慰安行事、施設利用制度 等

年間106日(部門別カレンダー運用) 定休日:月曜日、第2・第3火曜日、年末年始、GW、夏期休暇、慶弔休暇、産育休暇、介
護休暇、有給休暇 等

売りたい商品を販売するのではなく、お客様に最適な商品をご提案することを何より大切に日々取り組んでいます。勤務地は販売活
動地域であります三重県北勢地域限定です！地元愛が強い方、三重県北勢地域でチャレンジしたい方をお待ちしています！

ﾌﾞｰｽNo.0
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～ インターネット事業部　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)



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

79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 四大卒
四日市・伊賀・津・
松阪・伊勢・志摩

普通自動車免許

メンテナンス 3名 四大卒
津・松阪・伊勢・
志摩・ハウス

普通自動車免許

配送 2名 四大卒
津・松阪・伊勢・
志摩・ハウス

普通自動車免許

営業 4名 39歳迄 四大卒
四日市・伊賀・津・
松阪・伊勢・志摩

普通自動車免許

メンテナンス 3名 59歳迄 四大卒
津・松阪・伊勢・
志摩・ハウス

普通自動車免許

配送 2名 59歳迄 四大卒
津・松阪・伊勢・
志摩・ハウス

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

22名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

データ入力・税理士補助
業務

2名 高卒以上 桑名市大福406-1
日商簿記2級
科目合格者優遇

データ入力・税理士補助
業務

2名 高卒以上 桑名市大福406-1
日商簿記2級
科目合格者優遇

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 中央産商㈱

三重県津市南中央2-18 七尾ビル3F

代表取締役・野々垣 泰

卸売・レンタル・施工 建設資材(土木・建築)・機械の総合商社 卸売・レンタル・施工

059-223-3841 取締役部長・野々垣 陽

nonogaki@aaa-ts.co.jp http://www.aaa-ts.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 営業 大卒220,000円 高卒180,000円 / メンテナンス・配送 大卒200,000円 高卒160,000円

8:30 ～ 17:30

ジョイフル中勢加入・慶弔見舞金・特別休暇・エクシブ保養所

年間129日 土日祝、GW、夏季休暇、年末年始休暇

三重県に根付いた建設資材・機械の総合商社です。資材販売・土木工事から建設機械のレンタルと3事業を展開する、全国でも希少
性の高い事業です。3事業を展開する事でお客様のトータルサポートを実現し、地方の活性化を目指しております。創業から70年と現
在は成熟期を迎えておりますが、これから第2創業期に向けて新しい力が必要です。一緒に三重県を活性化したいという方お待ちして
おります。まずは気軽に会社説明を聞いてください！！

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 税理士法人 中央総研

三重県桑名市大福406-1

代表社員・笹谷 俊道

税理士事務所 税務会計業務、ドクター開業支援、 資産対策支援、事業再生支援

0594-23-2448 総務・久松 玲子・広瀬 由夏

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 19万2,614円～(大卒の場合)

8:30～17:30

通勤手当:会社規定により支給所員旅行・慰労会・忘年会あり

日曜、土曜(月2～3回)、祝日、年末年始、夏期、慶弔、有休,誕生日休暇

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



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

253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

三重、愛知、岐阜、
静岡の工場所在地

学部不問、自動車免許

製造業 1名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重、愛知、岐阜、
静岡の工場所在地

理系希望

営業職 1名 30歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

津市、四日市市、浜
松市 工場所在地

学部不問、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.0
企業名 ㈱賃貸メイト

三重県四日市市蒔田2-14-7 NSメイトビル

代表取締役・西村 昭彦

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

059-366-1400 事業本部・佐藤 望

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

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。

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 東海紙器㈱

愛知県名古屋市南区豊田五丁目15-15

代表取締役社長・住田 健二

紙加工品製造業 段ボール・段ボール箱の製造、販売

052-691-3121 本社管理部 課長・幸田 栄子

honbusitu@tokaishiki.co.jp http://www.tokaishiki.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 201,600円

8:00～17:00(1時間休憩含む)

各種社会保険、企業年金制度、育児・介護休暇制度、退職金制度、団体損害保険・団体生命保険

週休2日、年間休日113日(工場ごとのカレンダー有)、年次有給休暇、慶弔休暇

『つねに地域のお客様とともに』をモットーに1947年の創業以来半世紀以上にわたり、段ボール包装の設計・生産サービスを総合的に
行う専門企業です。包装設計から生産、さらには物流までのあらゆる段階で、お客様の視点から発想する姿勢を最優先し、多くのお
客様から厚い信頼をいただいております。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

530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(ルート・法人営業) 3名 高・専門卒以上 四日市支店

技術職(セールスエンジニア) 3名 高・専門卒以上 四日市支店

営業職(ルート・法人営業) 3名 30歳迄 高・専門卒以上 四日市支店 卒業後3年以内

技術職(セールスエンジニア) 3名 30歳迄 高・専門卒以上 四日市支店 卒業後3年以内

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

570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
修士了・四大・高専
卒

山口県周南市、東
京都港区、三重県
四日市市

なし

総合職 若干名 30歳迄
修士了・四大・高専
卒

本社および各支社
既卒者の労働条件は年齢・
技量等を考慮し決定する

技能職 若干名 35歳迄 四大・高専・高卒 三重県四日市市
既卒者の労働条件は年齢・
技量等を考慮し決定する

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 東京電機産業㈱

三重県四日市市新正3-4-5

代表取締役社長・玉田 功

商社/産業機械器具卸売業
産業機械の販売、レンタル、ハードとソフトウェアを組み合わせたシステム設計から
メンテナンス、サポートまで、一貫したソリューションを提供する技術商社です

03-3481-1121 管理部 人財総務Gr・中田 俊之

welcome_recru@tokyo-densan.co.jp https://www.tokyo-densan.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大学院卒 223,000円　大学卒  211,000円　高専・短大・専門学校卒 199,000円　高校卒  185,000円

8:30～17:30 <休憩60分>　*フレックスタイム制度あり

各種社会保険(健康、雇用、労災、厚生年金) ・ 確定拠出年金 ・ 確定給付年金・ 財形預金 ・ 生保職域団体保険 ・ 各地
保養所 ・ 従業員持株会 ・ 健康診断 ・ 記念行事

完全週休2日(土日)、国民祝日、創立記念、夏季休暇、年末年始、特別休暇、年次有給休暇、 失効年休積立、リフレッシュ
休暇  <2019年度年間休日 130日>

BtoB企業のため知名度はありませんが、「製造業」を通じて皆さんの生活を支えている技術商社です！「利益は株主では無く、実際に
働く社員に還元する」 創業当初から掲げたこのポリシーを大切にするため、私たちはあえて非上場を貫いています。 今後も「人財」こ
そが一番の財産と考え、「生きがい」「やりがい」を実現できる職場環境を常に目指していきます。離職率は4%と低く、働きやすい環境
です。

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 東ソー物流㈱

山口県周南市野村1-23-15

代表取締役 兼 社長執行役員・佐伯 哲治

総合物流業
海上・陸上輸送事業、通関業、通運業、倉庫業、生産物流業、倉庫業、損害保険・
生命保険代理店業など

0834-63-0077 経営管理室 総務・人事課・池田 邦昭

jinji@tosoh-logi.co.jp http://www.tosoh-logi.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 基本給:190,040円/月四日市支社勤務の場合208,040円/月(都市手当:18,000円/月込)

08:30～17:05(勤務地により異なる)　フレックスタイム制度あり

各種社会保険、会員制福利厚生導入、社員寮あり(本社地区)

年間休日109日(部署により異なる)　平均年休取得日数:14.4日

当社は大手化学メーカー「東ソー㈱」の物流関係会社で、山口県周南市を中心に東京、四日市、大阪等に物流拠点を設置し、日本列
島を縦断する物流ネットワークを構築しております。総合物流会社として船舶、トラック等を活用した国内外への輸送、倉庫での保管、
輸出入手続き、物流全体の効率化の企画・提案など幅広い物流活動を行っております。業界に不安がある方もこの機会にぜひ当社
ブースにお越しください。



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

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）

営業職 1名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県四日市市
語学力(英語)を活かして働き
たい方歓迎

開発設計 2名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県四日市市 理工系学部出身の方歓迎

生産管理 1名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県四日市市

営業職 1名 35歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

三重県四日市市
語学力(英語)を活かして働き
たい方歓迎

開発設計 2名 35歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

三重県四日市市 理工系学部出身の方歓迎

生産管理 1名 35歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

三重県四日市市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.0
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)

059-334-8117 人事総務部 管理本部長・原 英之

jinji@co-toyo.jp http://www.co-toyo.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 <総合職>218,000円　<一般職>179,000円

8:30～17:30　9:00～18:00 ※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)

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.0
企業名 東洋工業㈱

三重県四日市市茂福町8番9号

代表取締役社長・伊藤 彰

機械器具製造業
製網機・FA専用機の設計製作・販売、一般部品加工 産業用バルブの加工・組立、
モーターシャフト切削加工

059-364-2341 総務部・佐藤祐也

honsha@netoyo.co.jp http://netoyo.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:185,000円～200,000円　短大・専門卒

8:00～17:00

各種社会保険、退職金共済加入　家族手当を厚遇しています。妻:20,000円(第一子誕生で5,000円に変更)、第一子30,000
円、第二子20,000円、第三子移行10,000円

年間休日105日土曜(月2回程度隔週にて出勤)、日曜、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始長期休暇あり

創業当時から続く製網機の製造・販売では世界No.1のシェアを維持し、世界53カ国の製網会社との取引実績がございます。専用機の
設計、加工、組立、据付の一貫作業を得意としております。モーターシャフトの製造、販売では新工法に取り組むことでお客様のニー
ズに幅広く応えております。現在、航空宇宙産業の進出など成長分野への進出を計画中。福利厚生面を厚くしており、家族手当等の
各種手当の充実を図っています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

58名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

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

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

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 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

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

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

採用条件

新　卒

既　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

8:45～17:30(休憩45分、実働8時間)

・資格取得支援制度 ・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・インフルエンザ予防接種補助
・社員旅行(5年に1度海外旅行)・親睦会・記念式典、他

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.0
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

059-383-0593 総務部人事課 リーダー・伊藤 憲史

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

採用条件

新　卒

既　卒

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

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

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?



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・高専・短大・
専門・高卒

三重県下23店舗の
いずれか

自動車普通免許(AT限定免
許不可)

ショールームスタッフ 10名
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県下23店舗の
いずれか

自動車普通免許(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

51名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

住宅営業スタッフ 2名 四大卒
三重県内 桑名,四日
市,鈴鹿,津

全学部全学科
普通自動車免許

設計スタッフ 1名
四大・短大・
専門卒

四日市市
建築系学科に限る
普通自動車免許

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

展示場ホームアドバイ
ザー

2名 四大・短大卒
三重県内
(四日市,鈴鹿)

建築,インテリア系学科優遇
普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.0
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 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

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
   大卒営業242,473円　短大・専門学校卒営業230,528円　大卒ショールームスタッフ180,000円

  短大・専門学校卒　ショールームスタッフ170,000円

10:00～18:30(休憩60分)

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

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

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

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

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 トヨタホーム三重㈱

三重県四日市市十七軒町9-1

代表取締役社長・永井 宏明

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

059-351-7722 業務部・原 壽貢

saiyo@toyotahomemie.jp http://www.toyotahomemie.jp

採用条件

新　卒

既　卒

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

10:00～18:30(休憩時間12:30～13:30)

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

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

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



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）

カーリース営業 5名 四大・短大卒 四日市・津 普通自動車免許

レンタカースタッフ 3名 高卒以上
桑名、四日市、鈴
鹿、津、松阪、伊勢

普通自動車免許

巡回サービススタッフ 2名 短大・専門卒以上 四日市、津(松阪)
普通自動車免許
整備士免許

巡回サービススタッフ 2名 30歳迄 高卒以上 四日市
普通自動車免許
整備士免許

カーリース営業 3名 35歳迄 高卒以上 津・四日市 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

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）

営業 3名 四大卒 亀山市

工務 2名 四大卒 亀山市

広報 2名 四大卒 亀山市

設計 2名 四大卒 亀山市

営業 2名 不問 四大卒 亀山市

工務 2名 不問 四大卒 亀山市

工務 2名 不問 四大卒 亀山市

設計 2名 不問 四大卒 亀山市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱トヨタレンタリース三重

三重県津市桜橋2丁目178-1

社長・竹林 憲明

サービス業 自動車賃貸業(レンタカー、カーリース)

059-228-5676 総務部総務課 ・山中 優人

r-miemy@trl-mie.jp http://www.trl-mie.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒/カーリース営業:194,500～、短大卒/レンタカースタッフ157,500～、短大・専門卒/巡回サービス157、500～

カーリース営業・巡回サービス/8:50～17:30、レンタカースタッフ/7:30～20:00(シフト勤務)

各種社会保険、退職金制度、確定拠出年金制度、財形貯蓄

年間105日、誕生日休暇、リフレッシュ休暇1日、有給休暇

県内にレンタカー店舗14店、カーリース店舗2店で「自動車を所有する」から「必要な時に借りる」という時代のニーズに合わせ、お客様
の良きコンサルタントとなり、躍進を続けています。

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 トレジャーホーム㈱

三重県亀山市北町6-15

代表取締役・池村昭人

建設業 個人向けの新築住宅の企画・販売・施工

0595-83-0144 建設部・長屋

sauyou@treasure-home.co.jp https://www.treasure-home.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 170,000円

9:00～18:00

各種社会保険、交通費、家賃補助制度有り、産前産後休暇

GW・夏季休暇・年末年始・週休2日・有給休暇(年間休日115日)

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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

29名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

①機械修理 5名 高卒以上 四日市市
普通自動車免許
(AT限定不可)

②機械設置工事 5名 高卒以上 四日市市
普通自動車免許
(AT限定不可)

③農業・トマト栽培 3名 高卒以上 いなべ市
普通自動車免許
(AT限定可)

①機械修理 5名 高卒以上 四日市市
普通自動車免許
(AT限定不可)

②機械設置工事 5名 高卒以上 四日市市
普通自動車免許
(AT限定不可)

③農業・トマト栽培 3名 高卒以上 いなべ市
普通自動車免許
(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

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）

営業、購買、企画・マーケ
ティング、生産管理、品質
管理

若干名
四大・高専・短大・
専門・高卒

四日市本社
全学部全学科
普通自動車免許

営業、購買、企画・マーケ
ティング、生産管理、品質
管理

若干名 35歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

四日市
全学部全学科
普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

http://mie-isecha.org/shop/1800-
19_nakajima/1800-19_nakajimaseicha.html

雇用・労災・健康保険、厚生年金完備、退職金制度あり(勤続5年以上)

休日…年間100日(日曜日、夏季休暇、年末年始休暇、※土曜日、祝日は会社指定日のみ)、
休暇…年次有給制度、特別休暇など

私たちの仕事は皆様からは直接は見えませんが、裏方となりコンビナートなどの大きな工場を支えるという大きな使命があります。日
常生活で使用している物は工場で原材料を作り、その後様々な商品に加工され日本全国、世界中のお客様の元に届けられます。そ
の商品は私たちの点検、修理、整備などがあり大きな工場が事故なく稼働し、生産することが出来ます。私達は皆様に安心安全と満
足、感動をご提供できるように、技術や安全を追求し、従業員全員で切磋琢磨し成長し続けていきます。

059-346-4651 総務課・水野

s-mizuno@nakajima-seicha.co.jp

059-346-5533 HR・真弓裕也

info@kk-tokai.co.jp http://kk-tokai.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
高校新卒①②17.5万円③16.5万円、短大・専門新卒①②20万円③19万円、大学新卒①②21万円③20万円、
既卒①②③21万円～　※資格(乗車)手当、住宅手当含む

①②③8:00-17:15(休憩90分)

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 中島製茶㈱

三重県四日市市追分2-1-11

代表取締役・中嶋正

代表取締役社長・森由起子

①②建設業③農業
①②四日市を中心に公官庁工事やコンビナート、工場などの機械設置工事・電気工事、機械
修理を行っています。 ③いなべ市でビニールハウスでミニトマトの栽培を行っています。

茶卸 日本茶、緑茶関連商品、ウーロン茶、健康茶等  量販店、茶専門店向け卸

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱トーカイ

三重県四日市市大井の川町3-28

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 203,800円

8:00-17:00 残業有

各種社会保険、退職金制度、社員研修旅行有

土日祝休み　土曜出勤年間15日(当社カレンダーによる)　年間休日110日

 日本茶、緑茶関連商品、ウーロン茶、健康茶等の卸、商品の企画開発をしています。伊勢茶はもちろん、お客様のニーズに合わせて
日本各地のお茶を仕入れています。主な販売先は量販店や茶専門店で、その他にも原料としてお茶を扱う企業や、物産展、アンテナ
ショップ等、多岐にわたります。 お茶に興味をお持ちの方や、明るく元気で前向きな方を募集しています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

307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 修士了・四大卒 上野、鈴鹿、四日市 普通自動車免許(MT)

システムプランナー 1名 四大・短大卒 上野、鈴鹿、四日市 普通自動車免許(ATのみ可)

営業職 2名 34歳迄 四大・短大卒 上野、鈴鹿、四日市 普通自動車免許(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

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）

土木・建築施工管理職 2～3名 四大・短大・専門卒 主に四日市市 普通自動車運転免許

営業職(住宅) 1～2名 四大・短大・専門卒 四日市市 普通自動車運転免許

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

営業(住宅) 若干名 30歳迄 四大・短大・専門卒 四日市市 普通自動車運転免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 中堀電商㈱(滋賀特機グループ)

三重県伊賀市四十九町八反田2213-2

代表取締役・中堀佐一郎

卸売業 環境商品及び省エネ機器(太陽光発電)、電設資材の総合商社

077-523-1264 総務部・上田宣之

n-ueda@shigatokki.com https://www.shigatokki.com

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒/基本給:204,000円(別途手当有り)　既卒/基本給:192,000円～277,000円(手当含む)

8:30～17:15

各種社会保険、退職金制度(勤続2年以上)、確定拠出年金、社員旅行

休日:週休2日制(土日)、祝日 ※年間119日休暇:年末年始休暇、GW休暇、お盆休み、有給休暇、結婚休暇、慶弔休暇、育
児休暇など

創業以降常に黒字経営である当社は、これからの社会にとって必要不可欠な商材を取り扱っております。マーケットの前線に立つ営
業は、この商材を使って、いかにお客様のビジネスにプラスをもたらすかが腕の見せどころです。その為、教育面では新たな研修メ
ニューを充実させ、社員の成長をあらゆる角度から応援していく方針です。是非、当社の会社説明会にご参加下さい！

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱中村組

三重県四日市市あかつき台2丁目1番地の192

代表取締役・中村利一郎

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

059-337-2222 執行役員総務部長・伊藤嘉泰

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

採用条件

新　卒

既　卒

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

8:00～17:00(休憩1時間)

各種社会保険完備(健康・労災・雇用・厚生)、退職金制度、リゾート施設優待、ナガシマリゾート優待、平安閣グループ優
待、資格取得支援制度、産休・育休取得実績あり

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

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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

2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 1名 不問 四日市市 普通自動車免許

技術職 1名 不問 不問 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

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

http://www.cty-net.ne.jp/～nakayasu/

◆ 1970年創業以来、培ってきた技術力を 次の世代に繋ぐことを モットーに 地場産業の金属装置部品を手掛けています。
◆ モノづくりに打ち込める 整理整頓された安心安全な 職場環境を一度ご見学下さい！
◆ 社員教育に 他社交流・アンガーマネジメント教育などを取り入れ、風通しの良い職場環境を心掛けております。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:200,000円   高専・短大・専門:190,000円   高卒:180,000円

8:00～17:00(休憩60分)

各種社会保険、退職金制度、皆勤・食事手当(2/5補助)、親睦会

第2・第4土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱ナルックス

三重県三重郡川越町豊田500-1

代表取締役・髙岡哉史

代表取締役・中易克次

製造業 マシニングセンタ・NC旋盤・機器等を使用する精密機械装置部品加工

製造業
コンクリート部材製造メーカー兼建設業です。社歴89年の地元に密着した企業で、
四日市市内のみならず、東海地方の様々な建築物にも携わっています。

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈲中易鉄工所

三重県四日市市三ツ谷東町6番12号

059-363-3333 総務部調達課・吉澤健人

059-331-0081 経理・中易泰代

nakayasu@cty-net.ne.jp

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 月額202,000円　他諸手当あり

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！



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)

テクニカルスタッフ
(整備士)

10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

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

普通自動車運転免許(AT限
定不可)

テクニカルスタッフ
(整備士)

5名 35歳迄 高卒以上
三重県下21店舗の
中で通勤距離を考

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

700名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職 2名 四大卒 すべての拠点 普通自動車免許

営業職 1名 四大・専門卒 三重県内の各拠点 普通自動車免許

事務職 1名 高卒以上 本社 普通自動車免許

整備士 1名 短大・専門卒以上 本社(整備場) 普通自動車免許

店舗マネジメント 2名 四大卒 三重県内の店舗 普通自動車免許

営業職 1名 40歳迄 不問 配属先により決定 普通自動車免許

店舗マネジメント 2名 40歳迄 高卒以上 三重県内の店舗 普通自動車免許

製造スタッフ 2名 40歳迄 不問 三重県内の各拠点 普通自動車免許

ドライバー職 2名 45歳迄 不問
本社または
鈴鹿事業所

大型自動車免許(ない場合
はご相談下さい)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.0
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

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 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
【営業職】四大卒:183,900円+車両手当7,500円+各種手当　短大卒:176,900円+車両手当7,500円+各種手当
【フロント】四大卒:178,900円 短大卒:171,900円　【整備士】別途案内

【営業職】9:30～18:45(昼休み90分)　【フロント・整備士】9:30～18:15(昼休み60分)

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

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

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

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱日商

三重県亀山市布気町550-4

代表取締役社長・笠井 紀彦

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

0595-84-2424 総務課・稲田 允

m-inada@nissyo-net.co.jo http://nissyo-net.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

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

8:00-17:00　※配属先により異なる

資格取得制度、社員寮完備、保養所あり(菰野町)、飲食店社員割引

105日※土日他 社内カレンダー

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



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

ﾌﾞｰｽNo.0
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

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 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)、育児休業】

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。

ﾌﾞｰｽNo.0
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

210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) 15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 5名 四大・短大・専門卒 三重県内最寄り
普通自動車運転免許
(AT限定可)

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

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

470名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

介護職員 15名 不問 鈴鹿市

相談員 2名 不問 鈴鹿市 社会福祉士取得見込み

介護職員 若干名 50歳迄 不問 鈴鹿市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.0
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、バースディ休日)大型連休有

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。

ﾌﾞｰｽNo.0
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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 183,000円～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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

450名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

製造・検査・機械操作 70名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県 他東海地区
など(地域限定採用)

学部・学科不問

機械設計・電気/電子回
路設計

20名 修士了・四大卒
三重県 他東海地区
など(地域限定採用)

工学部系

企画営業・人事採用など
人材管理業務

10名 四大卒
本社または各支店
(三重、愛知、岐阜、
大阪、広島)

学部・学科不問

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

学部・学科不問

機械設計・電気/電子回
路設計

10名 29歳迄 修士了・四大卒
三重県 他東海地区
など(地域限定採用)

工学部系

企画営業・人事採用など
人材管理業務

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

学部・学科不問

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

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）

営業職 3名 修士了・四大卒 川越町

製造職 3名 修士了・四大卒 川越町

事務職 3名 修士了・四大卒 川越町

品質管理 1名
修士了・四大・短大
卒

川越町

営業職 3名 30歳迄 四大卒 川越町

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

採用条件

新　卒

既　卒

8:45～17:45

各種保険

会社カレンダーあり(年間休日104日)

高齢化社会を迎える日本では、健康寿命を延ばしていく事が求められています。弊社では人間の体に必要なミネラル分を多く含んで
いるひじき・昆布・わかめ等の海藻食品を製造加工し、消費者の方に提供することにより社会に貢献して参ります。

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱パーソナック

三重県津市あのつ台1丁目6番地8

代表取締役・鈴木 昇

人材派遣、業務請負、職業紹介、教
育訓練

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

059-269-7711 総務企画部 採用課 課長・今西 洋次

imanishi@satela-net.com http://personac.net/

採用条件

新　卒

既　卒

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

就業先カレンダーに準じます。(時間外労働有)

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

週休2日制、入社半年後10日支給(勤続6年半以降 最大20日まで)

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

食品製造業 ひじき・こんぶ・わかめ等の海藻食品の製造加工及び販売等

059-365-0565 代表取締役社長・広瀬 伝三

hiroden@yamani-hiroden.co.jp

広伝㈱
三重県三重郡川越町亀崎新田77-522

代表取締役会長・広瀬 桂造

初 任 給 200,000円



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

574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）

ドコモショップ販売職 4名 不問
三重県 三重郡菰野
町、員弁郡東員町

ドコモショップ販売職 2名 25歳迄 不問
三重県 三重郡菰野
町、員弁郡東員町

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

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) 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(法人への技
術提案と営業)

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
術営業職)

1名 27歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

本社
普通自動車免許
≪全学部・全学科対象≫

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名

㈱富士通パーソナルズリテール
サービス

東京都港区港南2-15-2品川インターシティB棟

代表取締役社長・小林 義法

ドコモショップ販売職
全国に43店舗のドコモショップを展開。携帯電話やタブレット端末等の販売、各種サービス、
契約に関する手続きなどを担い、お客様のモバイルライフのサポートを行います！

03-5781-1602 営業管理部採用担当・大澤・石黒・三品

fjp-rs-saiyo@cs.jp.fujitsu.com http://www.fujitsu.com/jp/personal/fjprs/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 <大学卒>月給 190,000円　<短大・専門卒>月給185,000円　<既卒>月給180,000円～

9:30～18:15を基本とし、店舗ごとに設定(実働7時間45分)　早番・遅番等のシフト勤務あり

健康保険(富士通健康保険組合)など各種社会保険完備、各種研修制度、定期健康診断、インフルエンザ予防接種費用補
助、富士通健康保険組合直営・契約保養所、各種スポーツクラブ契約、ベネフィットステーションなど

年間休日115日・完全週休2日制
年次有給休暇、結婚休暇、忌引休暇、産前産後休暇など

富士通グループにおいて、通信キャリアのショップ運営を担う会社として43店舗のドコモショップを運営しています。ネットワーク社会の
拡大とともに、ますます進化を遂げるモバイル端末。重要な社会インフラとして、お客様の生活における存在感が増していく中、私たち
富士通パーソナルズリテールサービスに対する期待や役割も高まっています。富士通グループの一員として、お客様により豊かなラ
イフスタイルを提供するため、まずは当社ブースにお越し下さい！

ﾌﾞｰｽNo.0
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(機械設備)
【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・森 美菜

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

採用条件

新　卒

既　卒

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

『製造業』だけが、モノづくりをしているわけではありません。当社は“たてものづくり”をしています！どんな建物の中にも天井内や床
下・地面の中には『管』がパズルのように張り巡らされています。建物の完成に向かうという同じ目標に全員が向かい、エネルギーが
ぶつかり、新たなモノを生み出す瞬間に立ち合えるというこの仕事には、何物にも代えがたい＼達成感と感動/があります。そして、自
分の仕事が、街の財産として未来に残り、人々の暮らしに息づいていきます。



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）

不動産営業 1名 短大・専門卒以上 三重県内
宅地建物取引士
普通自動車免許

住宅リフォームプランナー 1名 短大・専門卒以上 三重県内 普通自動車免許

設計 1名 短大・専門卒以上 三重県内 建築士受験資格者

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）

エンディングプランナー 5名
四大・高専・短大・
専門卒

桑名市・いなべ市・
東員町・三重郡

総合職・一般職

事務職 3名
四大・高専・短大・
専門卒

桑名市 一般職

エンディングプランナー 若干名 30歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

桑名市・いなべ市・
東員町・三重郡

総合職・一般職

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱プラスワン

三重県津市渋見町410-9

代表取締役・神田 孝之

建設・不動産
建築(新築・リフォーム・店舗工事)
不動産(仲介業・開発等)

059-222-5050 総務人事・北岡 孝夫

kitaoka@mie-plus1.com http://www.mie-plus1.com

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 200,500円

9:00～18:00

各種社会保険完備(厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険)

水曜日定休日 週休2日制/年間休日105日 GW休暇、夏季休暇、冬季休暇、慶弔休暇、誕生日休暇、育児休暇、介護休
暇、年次有給休暇

三重県で一番ありがとうを貰える会社を目指す、私たちプラスワン。お蔭さまで、三重県のリフォーム売上ナンバーワンを達成し、今後
も着実に店舗を出店していきます。

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱ほくせい(愛灯館)

三重県桑名市蓮花寺1598番地

代表取締役社長・加藤久智

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

0594-24-4444 総務部長・森 雅弘

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

採用条件

新　卒

既　卒

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

8時30分～17時00分

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

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

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



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

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

ﾌﾞｰｽNo.0
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

rhd_matsuo@ryoushinhd.co.jp http://www.hondacars-miehigashi.com

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
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、全職種に奨励給あり

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、地域に根付き、地元のお客様を守り増やしておりま
す！

ﾌﾞｰｽNo.0
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 人事部人事課・課長・長谷川茂幸

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
総合職四大卒:204,800円、総合職短大・専門卒:199,520円、ドライバー職四大・短大・専門卒:254,320円、
倉庫作業職四大・短大・専門卒:213,600円、事務職四大卒:189,240円、事務職短大・専門卒:187,480円

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。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

33名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業技術 1名
修士了・四大・
短大・専門卒

三重県三重郡菰野町大
字千草字鶴澤5727-14

製造技術 1名
修士了・四大・
短大・専門卒

三重県三重郡菰野町大
字千草字鶴澤5727-14

生産管理事務 1名
修士了・四大・
短大・専門卒

三重県三重郡菰野町大
字千草字鶴澤5727-14

営業技術 1名 25歳迄
修士了・四大・
短大・専門卒

三重郡菰野町大字千
草字鶴澤5727-14

製造技術 1名 25歳迄
修士了・四大・
短大・専門卒

三重郡菰野町大字千
草字鶴澤5727-14

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

190名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業職 3名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県
普通自動車運転免許(AT不
可)

総合事務職(営業補佐・安
全書類作成等)

2名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県 普通自動車運転免許(AT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(知
多市)

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
普通自動車運転免許(AT不
可)

総合事務職(営業補佐・安
全書類作成等)

2名 30歳迄 不問 三重県 普通自動車運転免許(AT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

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱前田テクニカ

三重県三重郡菰野町大字千草字鶴澤5727-14

代表取締役・前田昌彦

金属製品製造業 精密プレス・板金部品の製造とプレス金型の設計・製作

059-393-3406 管理部・松川昌子

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

採用条件

新　卒

既　卒

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

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

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

・土、日、祝、年末年始、夏季休暇・年間休日125日

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

ﾌﾞｰｽNo.0
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・総合事務職・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

18名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

製造スタッフ 2名
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社

機械オペレーター 1名 30歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

130名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

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

人事・労務 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 四大・短大卒 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 三重県津市 人と接することが好きな方

製造職 1名 40歳迄 不問 三重県津市 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

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈲松尾工業所

三重県桑名市和泉1288-4番地

代表取締役・松尾 英雄

製造業 アルミダイカスト金型 設計・製作

0594-22-5512 専務取締役・松尾 誠佑

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

採用条件

新　卒

既　卒

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

8:00～17:00(休憩 昼60分+午前・午後30分) 実働7.5時間

各種社会保険、リゾート施設保有、退職金制度

第2・第4土曜日、日曜日(当社カレンダーによる)

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

ﾌﾞｰｽNo.0
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 係長・長谷川 純

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

45名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業職 3名 四大卒 四日市・津・伊勢 普通自動車免許

組立施工職 2名 四大卒 四日市・津 普通自動車免許

営業職 3名 25歳迄 高卒以上 四日市・津・伊勢 普通自動車免許

組立施工職 2名 25歳迄 高卒以上 四日市・津 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

229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 三重県内各地

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱マルトアステム

三重県四日市市芝田一丁目1番2号

代表取締役・服部 晋二

卸売業 住宅設備機器の卸売及び施工

059-352-8151 総務部長・坪内 義孝

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 210,000円   (※既卒者は当社規定による)

8:30 ～ 17:30

各種社会保険、退職金制度、会員制リゾートホテル法人会員、社員持株制度

第1・2・4土曜日、日曜日、祝日、他 夏期休暇、年末年始休暇

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

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 三重いすゞ自動車㈱

三重県津市垂水字中境505番地

代表取締役社長・川村則之

小売業
1.新車販売業 2.中古車販売業 3.用品の販売・製作 4.修理・加工並びに車体製作
5.その他付帯事業

059-227-8111 総務部長・花満 亨

Toru_Hanamitsu@notes.mie.isuzu.co.jp http://www.mie-isuzu.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 200,050円

9:00～17:20

各種社会保険、退職金制度、永年勤続表彰

日曜・祝日・第2・4土曜日/年間休日・休暇108日

当社では仕事は「個人プレー」ではなく「チームプレー」で行うものと考え、営業と整備を中心に部門間の連携を図り、お客様に信頼さ
れる地域ブランドであることを心掛けています。そうした事業の要となるのは「人」です。人の力を重視する当社は、接遇研修を通じた
日常のマナーの見直しや全役員の朝礼参加の実施、あるいは声かけを重視した活気ある職場づくり等を推進して、現場の人材育成
に力を入れています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

1,155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・一般職、旅行営業
職、運転士職

若干名 不問
三重県内
(北部・中部地区)

普通自動車免許

運転士 若干名 59歳迄 不問 三重県(北部地域)
普通自動車免許取得3年以
上

育成運転士 若干名
18～22歳

迄
高卒以上

三重県
(北部・中勢地区)

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

76名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職 3名 高卒以上
三重県亀山市能褒
野町

必要な資格はありません、
適正をみて配属します

営業 3名 30歳迄 高卒以上
三重県亀山市能褒
野町

営業の経験者または製造
メーカーでの就業経験者

技術 3名 70歳迄 高卒以上
三重県亀山市能褒
野町

プレス金型修理、CATIA、機
械加工等の各経験者

品質管理 3名 60歳迄 高卒以上
三重県亀山市能褒
野町

自動車業界での品質経験者
またはISO事務局経験者

業務 3名 45歳迄 高卒以上
三重県亀山市能褒
野町

顧客担当、データ入力、倉
庫管理等の各経験者

生産 若干名 40歳迄 高卒以上
三重県亀山市能褒
野町

プレス、溶接、ベンダー等の
各経験者

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 三重交通㈱

三重県津市中央1番1号

代表取締役社長・雲井 敬

乗合バス・貸切バスの運行 他
乗合事業・貸切事業を主として、受託事業、旅行業、整備業、保険業など多種多様な事業展
開を行い、すべての事業が地域の皆様の暮らしに深く関わり、地域の発展に努めます。

059-229-5515 人事課・岡村 将幸

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
総合職:205,000円、一般職:185,000円、プロフェッショナル職:182,460円、旅行営業職180,500円
運転士職:176,580円、育成運転士職:170,000円

総合職・一般職  9:00～18:00  旅行営業職 9:30～18:30
プロフェッショナル職・育成運転士・運転士  シフト制(1日平均実働7時間35分)

各種社会保険、財形貯蓄、持株会、会員制リゾートホテル、各グループ会社割引など

【休日】 総合職・一般職・旅行営業職週休2日制、祝日・年末年始(5日)等、 年間休日数126日(平成30年度実績)
プロフェッショナル職・育成運転士・運転士      年間108日(5勤2休)【休暇】 年次有給休

全国屈指の規模で展開するバス事業を信頼の源泉にお客様の豊かな暮らしと地域社会への貢献を目指すとともに、全25社で構成さ
れる「三重交通グループ」の中核企業として、グループ全体を支えています。バス事業だけに留まらず、さらなる発展に挑戦し続ける
当社で、皆さんの可能性を存分に発揮してください。

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 三重コンドー㈱

三重県亀山市能褒野町字大野2067-2

代表取締役・近藤 隆典

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

0595-85-1211 総務部 部長・院田 篤憲

a-inda@miekondo.jp http://www.miekondo.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 高卒基本給:160,000円/既卒(応相談)

08:00～17:05　注)生産の場合夜勤あり

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

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

昭和54年創業の自動車部品メーカーです。プレス・溶接・曲げ加工を得意とし、コンドーグループの一員として日本国内の自動車メー
カー各社へ部品を供給しています。また、海外(アメリカおよび中国)へも積極的に工場を展開しています。社員76名、平均年齢40歳と
若い方が活躍している会社です。小さな会社でご自身のスキルを上げていきたいと考えている方、明るい方を募集しています。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

59名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業職 3名 四大・短大・専門卒 四日市 理系、文系問わず

施工管理職 3名 四大・短大・専門卒 四日市 理系、文系問わず

営業職 3名 25歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

四日市 理系、文系問わず

施工管理 3名 25歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

四日市 理系、文系問わず

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

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

既　卒

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

採用条件

新　卒

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

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 三重石商事㈱

三重県四日市市白須賀3丁目6番8号

代表取締役社長・金子 守

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

059-365-2134 管理部係長・髙見 敬治

k.takami@mieseki.co.jp http://www.mieseki.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 201,800円+通勤費(2018年4月初任給 実績)

9:00～18:00(休憩1時間)

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

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

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

ﾌﾞｰｽNo.0
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

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

「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。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

442名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

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

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

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

260名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

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

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

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

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

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

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

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

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112日、一斉休日・・・水曜日及び指定月の第1・2・3火曜日、GW休暇、夏期休暇、年末年始休暇

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

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

ﾌﾞｰｽNo.0
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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【営業スタッフ】四大卒216,600円　短大卒207,600円(手当含)
【ショールームスタッフ】四大卒180,600円　短大卒172,600円

【営業スタッフ】9:00 ～ 18:00(90分休憩)
【ショールームスタッフ】9:00 ～ 17:30(60分休憩)

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

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

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 三重トヨペット㈱

三重県津市上弁財町4番1号

代表取締役社長・川喜田 久

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

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

059-222-7110 総務部・加藤 博紀・吉田 雄紀

y.yoshida@mietoyopet.co.jp

http://www.mie-nissan.co.jp
059-225-2355 総務部・濱口 隆光

nme001652@mie-nissan.co.jp

新　卒

採用条件
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 9:30～18:40(休憩90分)
整備受付スタッフ 9:30～18:10(休憩60分)



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）

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)

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)

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

224名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

ブライダルスタッフ 5名
四大・高専・短大・
専門・高卒

県内4結婚式場(四
日市・鈴鹿・津・名
張)のいずれか

普通自動車免許

葬祭スタッフ 10名
四大・高専・短大・
専門・高卒

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

普通自動車免許

介護施設(レッツ倶楽部)
管理者もしくはスタッフ

5名
四大・高専・短大・
専門・高卒

県内5介護施設(山
城・鈴鹿道伯・栗真・
津南・片田)のいず
れか

普通自動車免許

管理部のスタッフ 3名
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社(四日市市) 普通自動車免許

上記4施設スタッフ 10名前後 30歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

県内各施設のいず
れか

普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

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

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

社会保険(健康、厚生年金、雇用)、労災保険、育児・介護、会員制リゾートトラストの利用、社内表彰(永年勤続)、
社員割引、各補助金(親睦会・資格取得・定期健診費用・インフルエンザ予防接種)、労働組合あり

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

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

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱三重平安閣

三重県四日市市元町8-5

代表取締役社長・松嶌康博

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

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

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

〔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土曜日、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〕

ﾌﾞｰｽNo.0
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

http://www.mie-hino.co.jp
059-346-3100 総務部 総務課・課長・勝井 秀明

soumugm@mie-hino.co.jp

https://www.mie-heiankaku.co.jp/
059-351-3390 管理部 総務課・鈴木陽介

soumu@mie-heiankaku.co.jp

昭和38年創業よりトラック・バスの販売を通じてより快適で活力のある暮らしづくり貢献するため、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。

新　卒

採用条件

既　卒



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

159名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業職
(カーライフアドバイザー)

2名 四大・短大・専門卒 県下各店舗
普通自動車免許
(AT限定不可)

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

事務職 1名 四大・短大・専門卒 県下各店舗
普通自動車免許(AT限定可)

営業職
(カーライフアドバイザー)

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

サービススタッフ(整備士) 1名 35歳迄 四大・短大・専門卒 県下各店舗
普通自動車免許(AT限定不可)
2級自動車整備士

事務職 1名 35歳迄 短大・専門卒以上 県下各店舗 普通運転免許(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

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）

営業 1名 四大・高専卒 三重県伊賀市下柘植

生産管理 1名 四大・高専卒 三重県伊賀市下柘植

営業 1名 35歳迄 四大・高専卒 三重県伊賀市下柘植

生産管理 1名 35歳迄 四大・高専卒 三重県伊賀市下柘植

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

8:00～17:00

各種社会保険、皆勤手当、退職金制度、永年勤続表彰

週休2日制(年間休日105日)社内カレンダーに準ずる。

【安定した基盤】黒字経営を継続中。良好な財務体質【高い知名度】大手有名メーカーから全幅の信頼を獲得【数々の実績】瀬戸大橋
や明石海峡大橋も当社の仕事！【未経験歓迎】丁寧なOJTと研修が整う万全の育成体制

鋼構造物製造業
社会インフラシステムを支える鋼構造物の製作メーカー。鋼製フィンガージョイントの
製作では40年以上に及ぶ実績を有するトップクラスのメーカーです。

072-439-2882 総務・中場

soumu@mks-inc.co.jp http://www.mks-inc.co.jp

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

年間休日107日(当社年間カレンダーによる)　毎週月曜(祝日月曜が営業日の場合は翌火曜が休み)
毎月第一火曜(5月、8月、10月除く)　毎月第二火曜(4月、9月、2月、3月除く)　GW、夏季、年末年始休暇

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

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ミカサ金属㈱

三重県伊賀市下柘植1300-1

代表取締役・田仲 正明

059-351-7522 管理部 総務グループ 次長・伊藤 正志

m-ito@mie.mitsubishi-motor-sales.com http://www.mie-mitsubishi.com/

採用条件

新　卒

既　卒

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

9時30分から18時(12時から13時は休憩)

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 三重三菱自動車販売㈱

三重県四日市市新正4丁目9番28号

代表取締役社長・出口 哲也

自動車販売及び整備業 新車及び中古車販売、整備、自動車保険取り扱い

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 210,000円～260,000円/経験・能力を考慮して決定します。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

181名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職(営業、倉庫管理)
※転勤を伴う移動無し

2名 四大卒 四日市市
普通自動車運転免許
(AT限定可)

中型車のドライバー 若干名 不問 四日市市
中型自動車運転免許以上
入社後リフト資格取得

大型車のドライバー 若干名 不問
四日市市又は稲沢市
※応相談(希望優先)

大型自動車運転免許
入社後リフト資格取得

中型車のドライバー 若干名
21～59歳

迄
不問 四日市市 中型免許以上

フォークリフト(入社後取得でも可)

大型車のドライバー 若干名
21～59歳

迄
不問 四日市市・稲沢市 大型運転免許

フォークリフト(入社後取得でも可)

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

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）

税務・会計・労務・経営コ
ンサルタント

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

税務・会計・労務・経営コ
ンサルタント

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

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

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

採用条件

新　卒

既　卒

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

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

各種社会保険・退職金制度・会員制保養施設

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

office@fmi-g.co.jp

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱ミッドランド経営

三重県四日市市久保田一丁目6番8号

代表取締役・古川 典明

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

初 任 給
*総合職:250,000円　*ドライバー:260,000円～(年齢、経験等により決定。他に無事故手当等の諸手当有)
※通勤費別途支給

8:00～17:00(実働8時間・休憩1時間)

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

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

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

運送業・倉庫業 一般貨物自動車運送事業、倉庫業

059-345-0431 管理部・大治雅嗣/藤田洋

kanribu@mizu-logi.jp https://www.mizu-logi.jp/

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱水谷運輸倉庫

三重県四日市市泊村1241-12

代表取締役・水谷 篤司

既　卒

059-353-6767 総務管理部門・米村敦子

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

採用条件

新　卒



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）

ルームアドバイザー
(仲介営業職)

5名
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県内 普通自動車免許(AT限定可)

ルームアドバイザー
(仲介営業職)

3名 35歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県内 普通自動車免許(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

174名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職 若干名 四大卒 四日市市/川越町 普通自動車免許(AT限定可)

プロフェッショナル
タクシードライバー

10名程度 四大卒 四日市市/川越町 普通自動車免許(AT限定可)

総合職 若干名 30歳迄 四大卒 四日市市/川越町 普通自動車免許(AT限定可)

プロフェッショナル
タクシードライバー

10名程度 30歳迄 四大卒 四日市市/川越町 普通自動車免許(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

事務職:土曜日、日曜日、国民の祝日  ドライバー職及び現業部門:4週4日以上

三重県の四日市と川越町に事業所があるタクシー事業の会社です。名鉄グループで経営基盤の安定した会社で、市場占有率は北勢
地域№1です。地元の方は、出身地で転居の心配なく業績の安定した会社で安心して働くことができます。幹部候補生として入社する
皆さんをお待ちしております。

取締役人事部長・吉川 篤史

yoshikawa@meitetsutaxi-yokkaichi.co.jp https://www.meitetsutaxi-yokkaichi.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 193,000円+交通費

事務職:8:30～17:10  ドライバー職:別途勤務シフトによる12日単位変形労働  その他現業部門:別途勤務シフトによる1カ月
変形労働

福利厚生倶楽部、保養所(木曽駒)、自社タクシー乗車優遇制度、社員食堂、名鉄グループ各社優待制度

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 名鉄四日市タクシー㈱

三重県四日市市新正1-12-1

代表取締役・前田 晴道

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

一般乗用旅客自動車運送事業 タクシー旅客運送事業

059-353-4321

kinki-honbu@minimini.jp http://minimini.jp/corp/kinki/

採用条件

新　卒

既　卒

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

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

各種社会保険・提携福利厚生施設・年1回社員旅行(国内・国外)家族同伴可能

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

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

不動産業 不動産賃貸仲介業・建物管理・設備営繕・リフォーム他

059-355-5056 部長・国友 広秋

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名



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）

①営業 2名 不問
四日市市、津市、
鈴鹿市

普通自動車運転免許

②ショールーム受付/
プロダクトエキスパート

1名 不問 四日市市、津市

③整備士 2名 不問 四日市市、津市
普通自動車運転免許
自動車整備士3級以上

営業 2名 45歳迄 不問
四日市市、津市、
鈴鹿市

普通自動車運転免許

ショールーム受付/
プロダクトエキスパート

1名 35歳迄 不問 四日市市、津市

整備士 2名 45歳迄 不問 四日市市、津市
普通自動車運転免許
自動車整備士3級以上

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

7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・短大卒 伊賀市・津市

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

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ 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。

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大卒: 200,000円～
短大卒: 180,000円～

9:00～18:00

社会保険、厚生年金、雇用保険、外部研修会多数、図書購入補助、労災保険

当社会社カレンダ-による、夏季休暇、年末年始等

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

http://stern-mie.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【新卒】①大卒:192,500円(営業手当込)+販売インセンティブ ②大卒:163,600円 ③専門4年卒:192,100円
【既卒】170,000円～(経験・スキル考慮いたします) ※記載以外のものについてはブースにてご説明いたします。

10:00～18:30

各種社会保険完備/2年に1回の社員旅行(海外)/スポーツジム法人会員/社員割引

毎週火曜日、第一水曜日、その他月1～3回のフリー休、GW、夏期、年末年始、有給休暇 ほか

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名

メルセデス・ベンツ四日市
(㈱シュテルン三重)

三重県四日市市日永4丁目1-54

代表取締役・橋本 みどり

自動車小売業
メルセデス・ベンツ車の新車販売・中古車販売 カーメンテナンス業務(車検・点検・一
般整備)

059-340-6500 管理部総務経理課・河原 良幸

y.kawahara@stern-mie.co.jp

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名

当社は三重県唯一のメルセデス・ベンツ正規販売店として三重県下全域を担っております。新入社員研修に加え、メーカー主催の研
修もあり、社内・社外共に研修制度が充実しております。優秀な成績を収めた社員は海外研修に参加できるなど、グローバルな環境
で活躍する機会もございます。また、お客様は社会的に成功を収められた方々ばかりですので、高いレベルでのご要望に応えるため
に、自分自身の知識やスキルを磨き、成長していくことができます。



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）

機械オペレーター 2名 高卒以上 三重県桑名市 特になし

事務 1名 高卒以上 三重県桑名市 特になし

機械オペレーター 1名 38歳迄 高卒以上 三重県桑名市 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

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)

給与は経験に応じて決定し
ます。

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

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。

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

㈱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

0584-81-8688 人事部 採用担当・沖田(おきた)

http://www.yasuda-mold.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 高卒 \175,000～　大卒 \190,000～　中途採用 \181,000～

8:00～16:45
残業は多い時でも30時間/月程度

社会保険完備 中小企業退職共済 任意労災保険 入院保険 駐車場完備 制服貸与 昼食支給(自己負担ゼロ)

週休二日制(土・日)　*年間カレンダーによる夏季長期休暇　年末年始長期休暇あり　誕生日休暇　年間休日110日

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 ㈱安田製作所

三重県桑名市大字江場485番地

代表取締役会長・安田 耕三

製造業 プラスチック用射出成形金型の設計・製造及び金型部品の製作

0594-22-1885 取締役社長・落合 洋介

ochiai@yasuda-mold.co.jp

非常に風通しが良く、社歴・年齢を気にせず自由に自分の意見が言える職場です。社員はもちろん、家族も大切にしたいと考える強い
思いを持つ当社ならではの様々な福利厚生です。夜勤もありません。

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

101名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職 2名 四大・高専卒 四日市
普通自動車免許(AT限定不
可)

総合職 2名 30歳迄 四大・高専卒 四日市
普通自動車免許(AT限定不
可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

74名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

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

管理栄養士・栄養士 1名 短大・専門卒以上 四日市市内
栄養士又は管理栄養士免
許・普通自動車免許AT可

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

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

管理栄養士 1名 50歳迄 四大卒 四日市市内
管理栄養士免許・普通自動
車免許(AT可)

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

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

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

059-331-8660 法人事務局・児玉・山下

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
支援員:(大卒)187,000円～　(短大専門卒)166,500円～
栄養士・管理栄養士・調理員:(大卒)171,500円～　(短大専門卒)159,300円～

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

国際貿易港「四日市港」と共に繁栄発展を図り、地域社会に貢献する企業です。東証一部上場企業である「日本トランスシティ㈱」の
港湾運送業務を担当する関連会社です。四日市港のグローバルな国際物流の拡大と共に今後も地域に不可欠な会社です。原油、
LNGやLPG、石炭等のエネルギー物資や穀物、自動車、海上コンテナ等、多種多様な貨物を取扱い、港湾作業のプロとしてお客様へ
最適な物流サービスを提供しております。

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 (社福)四日市福祉会

三重県四日市市別名3丁目3-10

理事長・柏木 三穂

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

059-325-7212 総務部 総務課長補佐・加藤 順二

junji-kato@y-kaiun.jp http://www.y-kaiun.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 205,000円(2018.4入社大卒実績)

8:30～16:45(隔週土曜出勤日8:30～12:00)

ﾌﾞｰｽNo.0
企業名 四日市海運㈱

三重県四日市市霞二丁目5番地

代表取締役社長・後藤 孝富

港湾運送業
国際貿易港湾である四日市港で東証1部上場企業である日本トランスシティ(株)の港湾運送
業務を担当する会社です。港湾運送業、船舶代理店業、通関業等、幅広く行っております。

各種社会保険、選択型福利厚生制度(ナガシマリゾート利用補助等)、健康診断特殊検診、財形貯蓄制度等

日曜日・祝日、月2回土曜休日、年末年始、年次有給休暇、慶弔休暇、育児・介護休暇等

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

131日/年


