
ブースNo.１～２４＝１階、No.２５～９５＝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 ㈱シー・ティー・ワイ
クルマのチカラでみんなを笑顔に!三重を元気に! 世界最速10G光インターネット・4K放送など最新技術に対応!

アイトム建設㈱ (社福) 慈恵会
地元「みえ」で国土を創る! 無資格・他学科でも活躍できる!!

㈱あいネットサービス（㈱ｽｷﾞﾔﾏｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ） ㈱ＧＭＣ
温もりのある、結婚式・ご葬儀を提供し続けています 社員の個性を伸ばし、個性を生かした楽しい、夢のある会社です

㈱東産業 ㈱ＧＭＴ
見えない、だから、こだわる。 共に良い会社を作りましょう!

あづまフーズ㈱ ㈱スズキ自販三重
新しい食文化を世界に発信しています。 若手社員活躍中!あなたの遊び心で一緒に働きませんか!in三重

石光工業㈱ スーパーサンシ㈱
「人」に対する想いがモノづくりの原点 スーパーサンシは食を通してお客様に幸せと喜びを提供します!

イセット㈱ ㈱扇港電機
イセットは地域の安全と安心を守ります。 東海地区No.1・国内No.3!創立71年の電材商社です!

伊勢湾倉庫㈱ (社福)洗心福祉会
四日市港を基盤に総合物流業として活動しています。 事業規模が県内トップクラスの社会福祉法人

㈱上田新工業 セントランス㈱
生活に欠かせないインフラを支える地元企業です! 不況でも食いっぱぐれのない技術者集団の会社です

㈱魚国総本社 三重支社 ㈱ｔａｋａｃ
創業100周年を迎えた地元密着の安定企業(委託給食会社) take action!一緒に高く羽ばたく仲間を募集します!

エフエルシー㈱ ㈱竹屋
もっと自由なカーライフを。事業を通じて地域社会に貢献します。 竹屋は、1949年創業の食品メーカーです。

岡田工業㈱ 谷口石油精製㈱
君の自慢の作品を地図に残そう。地域の街づくりから地球環境エネルギー問題まで貢献! ユースエール認定企業です!!

カネソウ㈱ ㈱第一楽器
建築・環境・福祉・防災・都市景観整備製品の総合メーカー。 たのしいが、いちばん、身につく。

釜屋㈱ ㈱ダイハツ三重
鋼材及び工作機械の専門商社。求む営業職、詳細はブースにて。 勤務地は三重県北勢地域限定!

河村産業㈱ ㈱ダイレクトカーズ
素材と共に自分が成長できる場所(4月に採用HPオープン予定) お客様の夢のアウトドアキャンピングカーの製造販売をしています。

北伊勢上野信用金庫 税理士法人中央総研
地域金融のプロフェッショナル お客様に感謝していただくことができ、成長できる仕事です。

㈱北村組 中部オプチカル㈱
人・環境にやさしく地域とともに歩むー総合建設コンサルタント  地元密着で毎年着実に出店を重ねる成長企業!

㈱金星堂 ㈱賃貸メイト
サインをトータルプロデュース 賃貸仲介は、人と人を結びつけ地域に貢献する仕事です!

桑名三重信用金庫 東海紙器㈱
地域の皆様とともに歩む 『つねに地域のお客様とともに』

㈱グリーンズ 東海マツダ販売㈱
【東証名証一部上場】何事も楽しめるワクワクさん大歓迎! 「走る歓び」を通じてお客様に人生の輝きを提供したい

ＫＭＴ㈱ 東京電機産業㈱
未経験者歓迎!教育環境も充実しています。 会社利益は社員に還元!長く働ける環境作りを推進中!

㈱サイネックス 東洋工業㈱
地方創生の一翼を担う「社会貢献型企業」 代表者も若く、社員の平均年齢が30代の会社です。

三愛情報㈱ 東洋電機㈱
「社員が成長すれば、会社も成長する」 創立60年を越えて、更なる発展を目指します

三岐鉄道㈱ トヨタカローラ三重㈱
今日と明日を、つなぐ 私たちと一緒に地域を盛り上げましょう!!

三昌物産㈱ トヨタホーム三重㈱
アットホームな会社です。三昌家族になりませんか。 TOYOTAの物づくりのDNAを継承

三十三フィナンシャルグループ(三重銀行・第三銀行) ㈱トヨタレンタリース三重
お客さまにとって最も相談しやすいパートナーを目指します。 自動車は所有から、借りる、共有する時代

㈱三水フーズ ㈱ナガシマ
私達は美味しさとお客様の満足を提供しています 官公庁の仕事多数。未経験者歓迎。資格取得応援します。

㈱シリックス 長島観光開発㈱(ナガシマリゾート)
ものづくり現場を技術で貢献、エンジニア集団です。 お客様の笑顔を一緒につくりましょう
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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．

生川建設㈱ ㈱ミズノ
大きな仕事で自分の能力を存分に発揮したい人材を望む。 達成感と成長のサイクルでVOTTOせずにはいられない!

㈱ナルックス ㈱ミッドランド経営
街のランドマークに携わりませんか 地元中小企業経営をトータルサポートするコンサルティングファームです

日産プリンス三重販売㈱ 村瀬病院グループ
三重県で唯一の日産自動車直営ディーラーです 選ばれる施設を目指して

㈱日商 元三㈱
あなたは夢がありますか。 人々のより豊かでより快適な生活実現を目指します!!

㈱日本陸送 ヤナセバイエルンモーターズ㈱
皆様の活躍の場が、多くあるのが強みです。 今年創業105年を迎える「ヤナセ」のグループ企業です!

㈱Next Age 山忠食品工業㈱
日本の教育を三重から変える 「遊ぶときは遊ぶ、やるときはやる」がモットーの会社です。

ネッツトヨタノヴェル三重㈱ ㈱夢さくら
研修制度が充実しています。 きものやフォトスタジオに興味のある方大歓迎♪

㈱パーソナック 横内建設㈱
生きること、働くこととは「学ぶこと」 まちに寄り添い、ものづくりを建築で支える総合プロデューサー

日乃出ゴム工業㈱ 四日市海運㈱
トヨタグループ(豊田合成㈱ 100%出資会社)、創業92年、未経験者大歓迎 港で物流を支えるスケールの大きな仕事

広伝㈱ (社福)四日市福祉会
社員が若く明るい職場です! 利用者さんの夢を叶える仕事、休日充実、資格等バックアップ有

㈱ピコ・ナレッジ (社福)よつば会
ITで世の中を快適に。ワクワクと喜びを。 障害者の暮らしと生きがいを守るお仕事です

藤原工業㈱
◇◆*たて*モノづくり◆◇あなたの仕事を未来に遺そう!

㈱プラスワン
成長意欲の高い未来の幹部候補メンバーを募集

㈱ほくせい(愛灯館)
働きやすさ抜群!リフレッシュ休暇や手当も充実!

㈱ホンダカーズ三重
三重と人と車が大好きな仲間が集まる会社です!

㈱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㈱
食品物流業界の取引量『三重県No1』安定した会社経営を行っています

マツオカ建機㈱
地域未来牽引企業に認定されました!!

㈱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
ものづくりに携わり、100年

㈱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㈱
「運ぶ」を支え、環境と未来をひらく

三重石商事㈱
「安心・安全・快適」を提供する総合エネルギー商社です

三重トヨペット㈱
地域の皆様とつながる『社徳のある会社』を目指して

三重日産自動車㈱
三重県の成長産業で働いてみませんか?

三重日野自動車㈱
トントントントンヒノノニトンのCMでおなじみです。

㈱三重平安閣
まわりの方の人生を輝かせる（お役に立てる）人になろう！

三重三菱自動車販売㈱
お客様のためにを基本に、車を通じて地域社会に貢献します!
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業種 企　業　名 頁
ブース

No.
営業

企画･ﾏｰ
ｹﾃｨﾝｸﾞ

事務
生産管理･
品質管理

ＩＴ、
ｿﾌﾄｳｪｱ

研究
開発

土木･建築
設計施工、

管理

電気･機械
設計、施
工、管理

販売
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝ
ｸﾞ･専門

医療･
福祉

総
合
職

一
般
職

既卒
令和2年

3月
卒業生

留学生

石光工業㈱ 7 ○ ○

カネソウ㈱ 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東洋工業㈱ 29 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱松尾工業所 42 ○ ○ ○ ○

㈱松阪鉄工所 42 ○ ○ ○ ○ ○ ○

河村産業㈱ 12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

谷口石油精製㈱ 24 ○ ○ ○ ○ ○

あづまフーズ㈱ 7 ○ ○ ○

三昌物産㈱ 17 ○ ○ ○ ○ ○

㈱三水フーズ 18 ○ ○ ○ ○

㈱竹屋 24 ○ ○

広伝㈱ 37 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山忠食品工業㈱ 49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱金星堂 13 ○ ○ ○ ○ ○

㈱ＧＭＴ 20 ○ ○ ○

東海紙器㈱ 28 ○ ○ ○ ○

㈱ナルックス 33 ○ ○ ○ ○ ○ ○

日乃出ゴム工業㈱ 37 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三愛情報㈱ 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱ピコ・ナレッジ 38 ○ ○ ○ ○ ○ ○

(社福)慈恵会 19 ○ ○ ○ ○

(社福)洗心福祉会 22 ○ ○ ○ ○ ○

村瀬病院グループ 48 ○ ○ ○ ○

(社福)四日市福祉会 51 ○ ○ ○ ○ ○ ○

(社福)よつば会 52 ○ ○

㈱魚国総本社 三重支社 9 ○ ○ ○ ○ ○

㈱グリーンズ 14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

伊勢湾倉庫㈱ 8 ○ ○ ○ ○

三岐鉄道㈱ 16 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱日商 34 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱日本陸送 35 ○ ○ ○ ○ ○

前田運送㈱ 41 ○ ○ ○ ○ ○

四日市海運㈱ 51 ○ ○ ○ ○ ○

アイトム建設㈱ 5 ○ ○ ○ ○

㈱東産業 6 ○ ○ ○ ○

㈱上田新工業 9 ○ ○ ○ ○

岡田工業㈱ 10 ○ ○ ○ ○ ○

㈱北村組 13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱シリックス 18 ○ ○ ○ ○

㈱ｔａｋａｃ 23 ○ ○ ○ ○ ○

トヨタホーム三重㈱ 31 ○ ○ ○

㈱ナガシマ 32 ○ ○ ○ ○

生川建設㈱ 33 ○ ○ ○ ○ ○

藤原工業㈱ 38 ○ ○ ○

㈱プラスワン 39 ○ ○ ○ ○ ○ ○

横内建設㈱ 50 ○ ○ ○ ○ ○

出
版
・

印
刷

業 ㈱サイネックス 15 ○ ○ ○ ○

教
育

業 ㈱Next Age 35 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

通
信

業 ㈱シー・ティー・ワイ 19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

そ
の
他
製
造
業

ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
・
情
報
処

理
業

医
療
福
祉

飲
食
・
宿

泊
業

運
輸
・
倉
庫
業

◆業種別企業求人一覧表◆

機
械
・
金
属
製
造
業

化
学
製
品

製
造
業

食
品
製
造
業

建
設
業



業種 企　業　名 頁
ブース

No.
営業

企画･ﾏｰ
ｹﾃｨﾝｸﾞ

事務
生産管理･
品質管理

ＩＴ、
ｿﾌﾄｳｪｱ

研究
開発

土木･建築
設計施工、

管理

電気･機械
設計、施
工、管理

販売
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝ
ｸﾞ･専門

医療･
福祉

総
合
職

一
般
職

既卒
令和2年

3月
卒業生

留学生

㈱あいネットサービス
（㈱ｽｷﾞﾔﾏｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ）

6 ○ ○ ○ ○ ○ ○

イセット㈱ 8 ○ ○

ＫＭＴ㈱ 15 ○ ○ ○ ○

セントランス㈱ 23 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

税理士法人中央総研 26 ○ ○ ○ ○ ○

㈱トヨタレンタリース三重 31 ○ ○ ○ ○ ○ ○

長島観光開発㈱(ナガシマリゾート) 32 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱パーソナック 36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱ほくせい(愛灯館) 39 ○ ○ ○ ○ ○ ○

マツオカ建機㈱ 41 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱三重平安閣 46 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱ミズノ 47 ○ ○ ○

㈱ミッドランド経営 47 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＩＣＤＡグループ(

ホンダカーズ三重北/アウディ三重/VW鈴鹿四日市/ヴァーサス)
5 ○ ○ ○ ○ ○ ○

エフエルシー㈱ 10 ○ ○ ○ ○ ○

釜屋㈱ 11 ○ ○ ○ ○

㈱スズキ自販三重 21 ○ ○ ○ ○

スーパーサンシ㈱ 21 ○ ○ ○

㈱扇港電機 22 ○ ○ ○ ○ ○

㈱第一楽器 25 ○ ○ ○ ○

㈱ダイハツ三重 25 ○ ○ ○ ○

㈱ダイレクトカーズ 26 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中部オプチカル㈱ 27 ○ ○ ○ ○ ○ ○

東海マツダ販売㈱ 28 ○ ○ ○

東京電機産業㈱ 29 ○ ○ ○ ○ ○ ○

東洋電機㈱ 30 ○ ○

トヨタカローラ三重㈱ 30 ○ ○ ○ ○

日産プリンス三重販売㈱ 34 ○ ○ ○ ○

ネッツトヨタノヴェル三重㈱ 36 ○ ○ ○ ○ ○ 〇

㈱ホンダカーズ三重 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱ホンダカーズ三重東 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱マルトアステム 43 ○ ○ ○ ○ ○ ○

三重いすゞ自動車㈱ 43 ○ ○ ○ ○

三重石商事㈱ 44 ○ ○ ○ ○ ○

三重トヨペット㈱ 44 ○ ○ ○ ○ ○

三重日産自動車㈱ 45 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三重日野自動車㈱ 45 ○ ○ ○ ○ ○

三重三菱自動車販売㈱ 46 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

元三(株) 48 ○ ○

ヤナセバイエルンモーターズ㈱ 49 ○ ○ ○ ○ ○

㈱夢さくら 50 ○ ○ ○

不
動

産
業 ㈱賃貸メイト 27 ○ ○ ○ ○ ○

北伊勢上野信用金庫 12 ○ ○ ○

桑名三重信用金庫 14 ○ ○ ○ ○

三十三フィナンシャルグループ
(三重銀行・;第三銀行)

17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱ＧＭＣ 20 ○ ○ ○ ○

金
融
・
保
険
・
証
券
業

小
売
・
卸
売
業

サ
ー

ビ
ス
業



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

361名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 三重県(北中部)
普通自動車運転免許
(取得予定可)

受付スタッフ(カスタマース
タッフ)

5名 四大・短大・専門卒 三重県(北中部)
普通自動車運転免許
(取得予定可)

営業職 3名 34歳迄 高卒以上 三重県(北中部)
普通自動車運転免許
(取得予定可)

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

52名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

施工管理業務 若干名
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県内(北勢・中
南勢部)

普通自動車免許

施工管理業務 若干名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県(北勢・中南
勢部)

普通自動車免許

重機オペレーター 若干名 34歳迄 高卒以上
三重県内(北勢・中
南勢部)

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.
企業名 アイトム建設㈱

三重県四日市市南浜田町4-1

代表取締役社長・山下 晃

建設業
地元「みえ」で国土を創る!創業66年。舗装完工高、県内トップクラス!アスファルトプラ
ントだけでなく、日本語学校や農業など、幅広い事業を展開しています。

ﾌﾞｰｽNo.
企業名

ICDAグループ(ホンダカーズ三重北/アウ
ディ三重/VW鈴鹿四日市/ヴァーサス)

三重県鈴鹿市飯野寺家町234-1

代表取締役社長・向井 弘光

商社(自動車)、専門店(自動車)

新　卒

自動車販売関連事業 ●ホンダ、アウディ、フォルクスワーゲンの正規ディーラー ●
総合自動車販売ヴァーサス ●ヴァーサスプラス(レクサス、ベンツ、BMW他)

採用条件

初 任 給 営業職(大卒):20万7,657円/月カスタマーサポート(大卒):17万3,560円/月【2019年4月実績】

ICDAグループは東海地区有数の上場自動車ディーラーです(東証・名証二部上場)。ホンダディーラーのホンダカーズ三重北、、輸入車
ディーラーのアウディ三重、フォルクスワーゲン鈴鹿・四日市、中古車販売では全ブランド取扱のヴァーサスを展開。毎年新卒が30名以
上入社し、若いスタッフが多く、女性もたくさん活躍しているのが当社の特長です!

059-381-5540 人材開発部採用担当・荒川 仁詞
recruit@icda.jp http://www.icda.jp

9:45～19:00(休憩:75分)

各種社会保険完備、退職金制度、従業員持株会、契約リゾート施設等

既　卒

週休2日(火曜・水曜or水曜・木曜のいずれか)、年間休日110日(当社年間カレンダーによる)、年末年始6連休・夏季休暇6連
休・GW4連休、慶弔休暇、有給休暇(計画取得年5日間)

会員制リゾート施設、教育資金貸付制度、退職金制度、確定拠出型年金制度、車両貸与、永年勤続表彰(旅行)、資格取得
支援制度あり。

第二・第四土曜。日祝。夏季休暇、年末年始休暇。慶弔、育児休暇。

創業66年!舗装業界のリーディングカンパニー。中勢バイパスや東海環状自動車道など、地域の社会資本整備を担っています!宅地開発
や、海外コンサルティング事業など。休耕田を活かした農業や、三重県内にアスファルトプラントも有します。

059-355-6000 管理部 採用担当・与田 恭子
kyoda@itom.co.jp https://itom.recruit-jp.com/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
施工管理:基本給186,000円+業務手当19,000円+家族手当20,000円=225,000円(新卒・大卒)
/重機OP:基本給154,500円+業務手当7,000円+家族手当20,000円(新卒・高卒)

8:00～17:00



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

1060名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職・事務職・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・営業職 5名 34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

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

114名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

技術系総合職(維持管理・
工事施工管理)

5名
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社
(三重県四日市市)

普通自動車免許

営業職(法人・一般家庭) 5名
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社
(三重県四日市市)

普通自動車免許

技術系総合職(維持管理・
工事施工管理)

5名 不問 不問
本社
(三重県四日市市)

普通自動車免許

営業職(法人・一般家庭) 5名 不問 不問
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.
企業名 ㈱あいネットサービス

静岡県静岡市駿河区宮本町8-10

代表取締役社長・杉山 茂之

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
の人にささえられ生きています。しかし、あまりにも豊かになった現代社会においては、その大切さに気付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、結婚式と葬儀を通じて、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
この会社の存在意義です

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・営業部門 9:00～18:00　　フューネラル部門 8:00～17:00　　事務職 8:30～17:30

各種社会保険・財形貯蓄・会員制リゾートクラブ・住宅補助制度

各事業部スケジュールカレンダーに基づく。(4週8休、年間特別休日10日、会社創立記念日1日、有給休暇)

サービス業
『‟人と人とのつながり”を大切にする』を合言葉に「ありがとう」という感謝の想いに包
まれ温もりのある結婚式・ご葬儀を提供し続けています。

0596-26-3993 総務人事課 課長・澤原 雅彦
saiyou@mail.aigsite.jp http://www2.ainetgrp.co.jp

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱東産業

三重県四日市市野田1丁目8-38

代表取締役社長・木室 浩一

水に対するこだわりは、自然との共生を可能にし、地域社会の生活をより豊かなものとします。「暮らしに必要不可欠な価値を提供して
いる」という誇りの持てる仕事です!また、SDGs(国連で採択された持続可能な開発目標)にも目を向けた活動をしています。水まわりでの
経験を生かし、環境負荷の軽減、コスト削減につながる提案をしております。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大学・大学院卒 月給20万6500円　 短大・専門・高専卒 月給19万6500円　■昇給:年1回(4月)※個人を評価し、個別に改定
■賞与:年3回(7月・12月・3月　)※個人の実績と会社の業績に応じて支給

8:00～17:00　休憩時間:60分

社会保険完備通勤手当(上限5万円)　借上げアパート補助(但し社内規定有・入社後5年間)　退職金制度各種研修・資格取
得研修支援・社外技能講習　リゾートホテル利用制度　社内親睦行事(運動会・サークル活動)　健康診断など

年間休日110日 週休2日制 土・日・祝※月1回土曜出勤日あり、社内カレンダーに準ずる 年末年始休暇 夏季休暇 慶弔休
暇 有給休暇 育児休暇 (最長3年)介護休暇 創業記念日休暇　永年勤続特別休暇

維持管理業
下水道管路施設維持管理業/土木一式及び管工事業/水処理施設設計・施工、維持
管理業/ビルメンテナンス業/一般及び産業廃棄物収集運搬業/リフォーム・住宅・お
そうじ事業

059-332-2323 経営管理部 総務人事課 人事チーム・村木 智香子

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



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）

製造部総合職 若干名 高卒以上 三重県

製造部総合職 1名 34歳迄 高卒以上 三重県

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

360名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

技能職 3名 四大・専門卒
東員町(三重)・あま
市(愛知)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 あづまフーズ㈱

三重県三重郡菰野町永井3095-45

代表取締役・中島 隆

食品製造業
水産物を原料とした業務用食材の製造、卸売、貿易が主な業務内容です。安心安全
な製品づくり、食のグローバル化を社員一丸となって取り組んでいます。

健康保険、厚生年金、雇用保険、退職金共済、退職金制度(勤続3年以上)、育児介護休業、定年再雇用(65歳まで)

年間休日106日、休日土日祝(月に1回程度土曜出勤あり)、ゴールデンウィーク・お盆・年末年始の休暇有り

食文化は時代と共に進化し、それぞれの国や環境と共に変化します。私たちは、日本食のその先へを合言葉に、日本食の魅力発信と、
安心安全な製品づくり、独創的な食文化の創造を社員一丸となり、取り組んでいます。今回、日本食のグローバル化の実現には、欠か
せない製造スタッフとして、あなたをお迎えします。

ﾌﾞｰｽNo.
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

059-396-5578 管理部 ・萩野 政治
m-hagino@azumafoods.co.jp https://www.azumafoods.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 160,000～208,000円

8:30～17:30

工作機械を使い様々な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・品質管理・営業など、色々と職種の
ある中「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。理系・文系は問わずモノづくりに興味がある方をお待ちしています。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:202,000円 専門卒:190,000円

①8:00～17:00　②20:00～翌5:00※休憩60分含む   昼夜交替制勤務

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

基本:土曜・日曜(会社カレンダーによる)但し、勤務シフトにより休日が平日になる場合あり。その他大型連休が年3回(GW・夏
季・冬季各10連休前後)年間休日115日

輸送機械器具製造 トヨタ・レクサスを中心とした自動車用内燃機関部品の切削加工メーカー

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/



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

230名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業職 3名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県、愛知県、岐
阜県内各地

普通自動車免許要
(AT限定可)

警備職 5名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県、愛知県、岐
阜県内各地

普通自動車免許要
(AT限定可)

技術職 2名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県、愛知県、岐
阜県内各地

普通自動車免許要
(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

131名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職 若干名 修士了・四大卒 四日市市
普通自動車免許・パソコンの
基本動作

総合職 若干名 30歳迄 修士了・四大卒 四日市市
普通自動車免許・パソコンの
基本動作

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
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
◆セキュリティシステムの企画・施工・販売 ◆施設警備

各種社会保険完備　退職金制度　資格取得補助制度　各種表彰制度(優良勤務・警備事案表彰など)
家賃補助制度　部活動支援制度　施設優待

週休2日制、有給、特別休 年間休日:105日
警備職の休日はシフト制による

イセットは機械警備の会社ですが、それだけではありません。お客様の不安は防犯だけではなく、さまざまです。一つひとつに向き合い、
解決手段を考えてきたからこそ、今日のイセットがあります。家を守り、人も守り、環境も守る。皆さんのご自宅から、サミット会場まで、安
全と安心をトータルに提供できるノウハウを持つ会社です。

ﾌﾞｰｽNo.
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 総務部・松本 覚
soumu-2@iset.co.jp https://www.iset.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
■営業職  203,900円～227,300円　■技術職  188,900円～207,300円 ■警備職  194,200円～238,700円
※営業職・技術職は四大・短大・高専・専門卒により異なります。

■営業職 9:00～18:00　■技術職 9:00～18:00　■警備職 1カ月単位の変形労働時間制(シフト制)
※職務により夜勤、交替勤務、変則勤務があります。

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:195,350円
修士了:200,550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(月2回)・リフレッシュ休暇(7日間)・年末年始

倉庫業・港湾運送業
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
業の発展に寄与すべく総合物流業として業務展開を行っています。

059-353-2231 総務管理部長・岡田 弘二
oka300@iswh.co.jp http://www.iswh.co.jp/



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

21名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 2名 高卒以上 三重県、近隣県 普通自動車免許

技術職 2名 30歳迄 高卒以上 三重県、近隣県 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

239名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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・津を拠点に
三重県内

普通自動車免許

管理栄養士 若干名 四大卒
三重県内一円
(260事業所)

栄養士免許(取得予定)、
普通自動車免許

栄養士 若干名 四大・短大・専門卒
三重県内一円
(260事業所)

栄養士免許(取得予定)、
普通自動車免許

調理師 若干名 高・専門卒以上 三重県内一円
調理師免許(取得予定)、
普通自動車免許

管理栄養士又は栄養士 若干名 不問 四大・短大・専門卒
三重県内一円
(260事業所)

栄養士免許、普通自動車免
許、実務経験者歓迎

調理師 若干名 不問 高・専門卒以上
三重県内一円
(260事業所)

調理師免許・普通自動車免
許、調理経験者

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱上田新工業

三重県四日市市河原田町1620-1

代表取締役・上田 重幸

ダム施設から上下水道、浄水施設まで、水の流れの上流から下流まで、すべての過程にかかわる施設の設計・施工を行っている元会
社になります。新卒採用に力を入れています。じっくりとスキルや経験を習得し、自分の実績をつみ、ひとつひとつ着実にステップアップ
していける環境を整えています。やる気があれば、学部、学科は問いません。過去6年間、連続して新卒者を採用しています。

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱魚国総本社 三重支社

三重県四日市市日永1-2-20

支社長・梅原 彰洋

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大卒モデルケース 195,000円

8:00～17:00(休憩10:00～10:15、12:00～13:00、15:00～15:15 休憩時間合計90分、実働7時間30分)

各種社会保険加入、退職金制度あり、社員旅行(2020台湾予定、2018熊本、2016長崎、2014石垣)、親睦会(バーべキュー、
ボーリングなどのリクリエーション)

週休2日制(日曜日、祝日、第2,4土曜日、夏期休暇、年末年始休暇、会社カレンダーあり)、年間休日110日

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

059-345-4761 総務部・後藤 葉子
y.goto@ueshin.com http://www.ueshin.com/

各種社会保険、退職金制度、慶弔見舞金制度、制服・靴貸与、リログラフサービス利用

年間休日110日(シフト制)、年次有給休暇、特別休暇、私傷病有給休暇

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

059-346-1320 人事グループ・近藤 正大
m.kondo@uokuni-s.co.jp http://www.uokuni-s.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
総合職:210,000円　四大卒栄養士:188,000円　短大・専門卒栄養士:175,000円
専門卒調理師:165,800円　高校卒調理師:156,000円

配属先シフトによる(基本9時間拘束8時間実働)



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

106名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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
(販売スタッフ)

2名 高卒以上
三重、岐阜、愛知の
店舗で希望考慮

自動車運転免許

サービススタッフ(整備士) 2名 高卒以上
三重、岐阜、愛知の
店舗で希望考慮

自動車運転免許、国家整備
士資格(未取得応募可)

カーライフアドバイザー
(販売スタッフ)

2名 不問 高卒以上
三重、岐阜、愛知の
店舗で希望考慮

自動車運転免許

サービススタッフ(整備士) 2名 不問 高卒以上
三重、岐阜、愛知の
店舗で希望考慮

自動車運転免許、国家整備
士資格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

30名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

専門職 : 土木・設備工事
の施工管理、設計・施工

若干名 四大卒 四日市・名古屋 普通自動車免許

総合職 : プロジェクト管
理、総務、経理

若干名 四大卒 四日市・名古屋 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.
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

スズキ車の販売台数は7年連続全国トップ10入り。独自ルートで輸入しているフォード車は本国と連携しメンテナンスも万全。自信を持っ
てフォード車を販売しています。全国内メーカーを取り扱うことでお客様に自由な車選びをご提供し、お客様一人一人に合ったカーライフ
サービスを心がけ、全スタッフでお客様を生涯サポートしています。現在働き方改革を推進中で社員が働きやすい環境作りを整えていま
す。

ﾌﾞｰｽNo.
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

建設業
■土木工事施工 ■建築設備工事 (空調、衛生、電気) 設計・施工 ■太陽光発電所
建設工事 (メガソーラーのEPCおよびO&M)

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
基本給180,000円+諸手当【インセンティブ手当、通勤手当、残業手当、国家資格手当(整備士のみ資格に応じて)、業績手当
5,000円(整備士のみ)、家族手当】

◇営業:9:30～19:00(休憩1.5h)◇整備士:9:30～18:30(休憩1h)◎いずれも実働8時間/日

健康保険/厚生年金/雇用保険/労災保険/確定拠出年金制度(退職金制度)/リゾートホテル優待/従業員割引制度
/スポーツジム法人会員など

年間休日110日/週休2日制(水曜日定休+1日)/有給休暇/年末年始休暇/産休・育休

自動車小売業
スズキ・フォードを中心に国内全メーカーの新車・中古車の販売、中古車買取、整備
事業を三重・岐阜・愛知の13店舗で展開。スズキ車の販売台数は全国5位の実績

052-408-4333 本部 採用担当・今村真由美
saiyou_madoguchi@f-l-c.jp https://recruit.f-l-c.jp

各種社会保険、年金基金、中小企業退職金共済、社員旅行、各種研修制度

年間105日:2019年度実績 【公休】土・日・祝、GW(9日)、夏季休暇(9日)、年末年始 【その他】有給休暇・介護休暇・育休産
休・慶弔休暇

【目指すはオンリーワン!すべての工事が自慢の作品です。】三重県を中心にインフラ整備、安全で便利で快適な生活環境を創造、地元
を支える創業70年の建設会社です。より安全で便利で快適な郷土の社会資本を建設するという従来からの役割だけでなく、省エネル
ギーや環境保全、そして既に建設された社会資本の維持管理といった新しい時代のニーズに応える技術を磨いています。ぜひ、ホーム
ページをご覧下さい。内容盛り沢山です。

059-346-7121 総務部・青木 美栄
saiyo@okadakogyo.co.jp http://www.okadakogyo.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
200,000円 (四大卒) ※別途、固定残業20時間分28,855円を固定支給 (固定残業20時間を超えた場合は、別途、超過分が支
払われます。) ※試用期間 (6カ月) 中も変更はありません。

8:00～17:00 (休憩1時間) ※実働8時間

mailto:saiyou_madoguchi@f-l-c.jp
mailto:saiyou_madoguchi@f-l-c.jp
mailto:saiyou_madoguchi@f-l-c.jp
mailto:saiyou_madoguchi@f-l-c.jp


従業員数
（パート等除く）

所 在 地

240名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件

総合職（営業・技術） 4名 修士了、四大、高専卒 本社・支店・営業所 普通自動車免許

一般職（一般事務・作図） 4名 修士了、四大、高専卒 本社・支店・営業所 普通自動車免許

総合職（営業・技術） 4名 不問 修士了、四大、高専卒 本社・支店・営業所 普通自動車免許

一般職（一般事務・作図） 4名 不問 修士了、四大、高専卒 本社・支店・営業所 普通自動車免許

初 任 給

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

68名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 短大・専門卒以上 四日市市、津市 普通自動車免許(AT限定可)

営業職 若干名 34歳迄 短大・専門卒以上 四日市市、津市 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

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・ステンレス・アルミニ
ウム・スチールをはじめとした、各種素材を使い、高品質な建築・福祉・緑化・都市景観整備関連商品（ルーフドレン・マンホール鉄蓋・グ
レーチング・ピット金物・車止め・エキスパンションジョイント等）を販売している、名古屋証券取引所２部上場会社です。

建設用金属製品製造業 建築・環境・福祉・防災・都市環境整備製品・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

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 カネソウ㈱

三重県三重郡朝日町大字縄生81番地

執行役員 総務部長・渡邉 巌

059-351-1125 総務部・神尾 実
honsha@kamaya-net.co.jp http://www.kamaya-net.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
新卒:203,970円～210,370円
既卒:年齢・経験による

8:30～17:30

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 釜屋㈱

三重県四日市市中部8-21

代表取締役・山本 佳孝

専門商社 主に三重県内の法人を得意先とした鋼材及び工作機械の販売

新　卒

既　卒

各種社会保険、親睦会、クラブ活動（野球部、テニス部）

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

採用条件

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　8：00～18：00

退職金制度、永年勤続表彰、会員制リゾート施設

日、祝、夏季休暇、年末年始/年間110日3～4日/月は土曜休

ー創業1721年ー 地域の企業と共に歩んできました。今後も個性豊かな人材を育て、社員一人ひとりの創造力と総合力を結集し、地域
社会に貢献していきます。

mailto:iwao.watanabe@kaneso.co.jp
mailto:iwao.watanabe@kaneso.co.jp
mailto:iwao.watanabe@kaneso.co.jp
mailto:iwao.watanabe@kaneso.co.jp


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）

文系総合職 若干名
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市/大垣/千葉/
東京/大阪

主として営業職、専門事務職

文系一般職 若干名
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市または大垣
(選択)

一般事務職

理系総合職 若干名
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市/大垣/君津
(千葉)

主として技術開発職

文系総合職 若干名 34歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市/大垣/千葉/
東京/大阪

主として営業職、専門事務職

文系一般職 若干名 34歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市または大垣
(選択)

一般事務職

理系総合職 若干名 34歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市/大垣/君津
(千葉)

主として技術開発職

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

359名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職 若干名 修士了・四大卒
四日市、鈴鹿、亀山、
菰野、伊賀、名張

総合職 若干名 25歳迄 修士了・四大卒
四日市、鈴鹿、亀山、
菰野、伊賀、名張

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

059-337-1122 管理本部 総務部 主査・馬場 清仁
saiyo-sin@kawamura-s.co.jp http://www.kawamura-s.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
短大卒174,000円、高専卒184,000円、高専攻了194,000円、大卒194,000円、大院了214,000円(総合職で入社の全員へ
10,000円/月を上乗せ支給)

8:00～17:00(本社・四日市工場)、9:00～17:45(千葉県の君津・かずさ工場)、9:00～17:30(東京支店と大阪営業所)

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 河村産業㈱

三重県四日市市西大鐘町330

代表取締役・河村 常雄

製造業
Hi-Spec耐久レース電気材の開発、プラズマ表面処理技術を活用した高機能樹脂素
材の研究、電気自動車向け電気絶縁物の開発、5G電子機器用フィルム製造

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒/総合職:190,000円

8:45～17:15

各種社会保険、DB,DC、信用金庫年金基金、スポーツクラブ法人会員、クラブサークル(野球・卓球・サッカー)

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

金融業 信用金庫業

059-354-9970 総務部 調査役 ・今中 英雄
soumu@kitaiseueno-shinkin.jp http://www.kitaiseueno-shinkin.jp

独身寮・社宅制度、財形貯蓄、企業型確定拠出年金(DC)、確定給付企業年金(DB)、退職金制度、表彰制度(年2回・社長
賞)、改善提案表彰制度(金賞・銀賞・銅賞)

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

三重で4社目のプラチナくるみん取得!(現在、三重県での取得企業は三重県地域銀行3行を含め計5社)①働きやすさの指標ともいえるプ
ラチナくるみんマーク取得②すでに約10年前から月平均38時間以上の残業を厳禁に③社内の風通し良好、社内結婚多し(この5～6年で
9組)④海外拠点勤務なく海外赴任特有のテロ疫病等リスクなし※2020年4月に採用HPオープン(予定)⇒河村産業株式会社HP「リク
ルート」のページからご覧ください。エントリーもできます!

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 北伊勢上野信用金庫

三重県四日市市安島2丁目2番3号

理事長 ・市川 克美

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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

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・財務・企画等の本社
勤務業務

若干名 不問
松阪市中央町306番
地の1

建築・土木施工管理業務 5名 不問
三重県松阪市中央
町306番地の1

積算・設計監理業務 若干名 不問
三重県松阪市中央
町306番地の1

建築・土木施工管理業務 5名 不問 不問
松阪市中央町306番
地の1

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

34名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業 若干名 不問
三重 仙台 東京
名古屋 大阪 九州

製作 若干名 不問 三重県

企画 若干名 不問
三重 東北 東京
名古屋 大阪 九州

営業 若干名 30歳迄 不問
三重 東北 東京
名古屋 大阪 九州

製作 若干名 30歳迄 不問 三重

企画 若干名 30歳迄 不問
三重 東北 東京
名古屋 大阪 九州

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

0598-51-3400 管理部 人事担当・柴原 健男
recruit@kitamuragumi.co.jp http://www.kitamuragumi.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大卒初任給 216,000円　専門学校卒 198,500円※固定残業の制度はありません。

本社勤務の場合は8:30 ～ 17:30まで。現場勤務時は8:00 ～ 17:00まで。

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱北村組

三重県松阪市中央町306番地の1

取締役社長・北村 浩文

建設業
 建設工事の元請として施工管理する業務、そして設計や設計監理業務、また不動産
関連の業務など、建設に関する業務を総合的に取り扱っています。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 205,000円～215,000円

9:00～18:00

雇用保険 労災保険 健康保険  厚生年金 退職金共済 確定拠出年金 作業着貸与 社員旅行制度

日曜 祝日 土曜日(月3日程度) 年末年始休暇 夏季休暇 年間休日105日

看板製作施工
看板の提案から製作施工、施行後のメンテナンスまで一括で行っています。街で見
かける10Mを超える大きな看板からネームプレートまで。ありとあらゆるものを取り扱
います。

0594-21-3211 経営情報統括部・菊池 益美
info@kinseido.co.jp http://www.kinseido.co.jp

各種社会保険に加えて、北村組独自の確定拠出年金制度(年金の上積みの制度)を備えています。また取引先の施設(リ
ゾート施設やスポーツクラブ)をお値打ちに利用できたり、各種資格に対しての助成金があります。

日曜日と祝日及び、隔週の土曜日が基本的な休日です。そして働き方改革への取組として1年に3回(年末年始、GW、お盆
休み)1週間以上の長期休暇を取得する取組みを進めています。年間休日は106日です。

建設業という仕事は、働くことを通じて、とても多くの人達の役に立てる仕事です。建設に関する勉強をしてきた学生の皆さんはもちろ
ん、そうでない学生の皆さんにとっても、とてもやりがいのある仕事だと思います。設計や施工の仕事はもちろん、営業や、財務、企画に
関する仕事といった、必ずしも建設の専門知識を要さない仕事もたくさんあります。ポイントは”やりがい”です。ぜひ北村組へお越しくだ
さい。

ﾌﾞｰｽNo.
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

創業120年の安定経営。企業や店舗の顔ともいえる、看板を製作施工します。提案からデザイン作成 製作 設置 メンテナンスまでワンス
トップで行います。自分が携わった看板が街の風景を作ります。いつも眺めていた看板、今度はあなたが作る番です。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

551名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 25名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県・愛知県・
岐阜県の本支店

事務職 15名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県・愛知県・
岐阜県の本支店

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

720名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

店舗スタッフ職(総合職) 20名
修士了・四大・短大
卒

全国の店舗所在地

店舗スタッフ職
(エリア限定職)

若干名
修士了・四大・短大
卒

希望エリア内店舗所
在地

本部スタッフ職(総合職) 若干名
修士了・四大・短大
卒

四日市本社又は、東
京オフィス

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

0594-24-2522 総務部 人事・能力開発グループ 課長・森 克司
jinji@kuwanamie-shinkin.jp http://www.shinkin.co.jp/kuwanamie/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大卒   【総合職】193,000円   【事務職】178,800円
短大卒・専門卒   【事務職】162.000円

8:45～17:00(うち休憩0:45)

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 桑名三重信用金庫

三重県桑名市大央町20番地

理事長・中澤 康哉

金融業 預金業務・貸出業務・有価証券投資業務・内国為替業務・その他附帯業務

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【総合職】大卒:210,500円/短大卒:191,000円(2年制)
【エリア限定職】大卒:200,000円/短大卒:180,500円(2年制)  ※前年実績

【店舗スタッフ職】シフトによる交替制(実働8時間)※1ヶ月単位の変形労働時間制  【本部スタッフ職】9:00-18:00(実働8時間)

各種保険完備、確定拠出年金制度、永年勤続表彰、資格取得支援制度、社員互助会制度、福利厚生倶楽部、社宅制度、
制服一部貸与

【休日】年間107日(月8～9日)  【休暇】年次有給休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休暇、慶弔休暇、永年勤続休暇

サービス業 ホテル、レストラン事業/ホテル経営に関するコンサルティング

059-351-3416 人事企画部・橋爪 春花
shinsotsu@greens.co.jp https://www.kk-greens.jp/

職員融資制度(住宅・厚生資金)、社内預金制度、財形貯蓄制度、リゾートトラスト関連施設等

週休2日制、祝日、年末年始、年次有給休暇、夏季休暇、冬季休暇、慶弔休暇、裁判員休暇、ボランティア休暇等

当金庫は地元の中小企業や住民の皆様を会員とし、お互い助け合い発展していくことを共通の理念として運営している相互扶助型の金
融機関です。地域社会の一員として地元の皆様と強い絆とネットワークを形成し、地域社会・地域経済の持続的発展に努めています。ま
た、金融機能の提供にとどまらず、福祉、文化、スポーツ、環境といった面も視野に入れ、広く地域社会の活性化に積極的に取り組んで
います。

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱グリーンズ

三重県四日市市鵜の森1-4-28 ユマニテクプラザ5階

代表取締役社長・村木雄哉

海外ホテルチェーンの経験とノウハウを有するグローバルブランドと、地域特性を活かした自社ブランドホテルの融合!専業60年以上の
実績を活かしながら2つの異なる運営スタイルで、旅するお客様をお迎えしています。【年2回7日間の連続休暇取得可能!】旅をするお客
様をお迎えするホテルとして、私たち自身も旅することを大切に考えています。旅での経験や知識を仕事に活かすことができるのも、ホ
テルで働く魅力です!



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）

半導体設備エンジニア 5名 高卒以上 四日市市 やる気と元気が有る方

半導体装置の
メンテナンス

30名 不問 高卒以上 四日市市
未経験者可歓迎、
経験者優遇

パーツ運搬 5名 不問 高卒以上 四日市市
運転免許、整備士、
運行管理

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

724名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

企画提案営業職 若干名 高卒以上 松阪市、四日市市
普通自動車運転免許
(AT限定可)

企画提案営業職 若干名 34歳迄 高卒以上 松阪市、四日市市
普通自動車運転免許
(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

059-361-5171 総務部 部長・川口 範昭
n-kawaguchi@kmtech.jp https://www.kmtech.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 ・高卒:160,000円・短大/高専卒:176,000円・大卒/大学院卒:194,000円※各種手当有り(通勤、扶養、交替勤務、勤務地・・・)

・交替勤務(4勤2休)　①早番 8:00～16:30(休憩時間:60分)　②遅番 15:00～0:00(休憩時間:60分)
※職種によって異なる(例:パーツ運搬:9:00～18:00)　※時間外有り(月平均 10時間)

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ＫＭＴ㈱

三重県四日市市茂福428-1

代表取締役・森塚 計介

エンジニアリング事業 半導体業界のエンジニアリングサービスと、トータルソリューション事業

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大卒:156,000円+固定残業手当28h分40,000円+特別手当15,000円+地域手当7,500円(四日市配属の場合)、
短大:148,000円+固定残業手当28h分35,000円+(特別手当・地域手当大卒と同じ)

8:45 - 18:15　休憩90分

各種社会保険完備(健康、厚生年金、雇用、労災)、財形貯蓄制度、社員持株制度、互助会制度、退職金制度、確定拠出年
金制度、育児支援制度、インフルエンザ予防接種(会社負担)、※家賃補助制度

年間休日:114日、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、有給休暇

広告・出版・印刷業
サイネックスは地方自治体のパートナーとして、広報やプロモーション、経済活動をサ
ポートしています。「官」と「民」をつなぐ官民協働事業による地方創生を推進致しま
す。

06-6766-3339 総務部人事課 課長・井上 智範
human@scinex.co.jp http://www.scinex.co.jp/

・加入保険(雇用、労災、健康、厚生年金)・退職金制度有り・昇給:年1回、賞与:年2回(夏・冬)
・各種制度有り(改善提案制度・・・)

・年間休日数 149日 ※職種によって、若干の変動有!

知識と技術を備えたエンジニア集団に、貴方も応募しませんか!経験者はもちろんの事、未経験者も安心して働ける教育環境も充実して
います。安定した将来性が有るフィールドなので、やる気と元気が有り、永く働いてくれる方を募集しています。三重県ではまだ知名度は
低いですが、全国展開している会社ですので、将来性も高くキャリアプランも充実しています。

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱サイネックス

大阪府大阪市中央区瓦屋町3-6-13

代表取締役社長・村田 吉優

地方創生こそが日本の再生に通じるという理念のもと、官民協働事業で地域行政情報誌「わが街事典」を発行しています。日本全国自
治体のうち、930を越える自治体と共同発行しております。今後は、地方行政のシティプロモーションをサポートするパートナーとして、さ
らなる社会貢献を目指してまいります。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

24名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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

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

一般事務 1名 短大・専門卒以上 四日市本社

システム営業 若干名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

四日市本社 経験者

システムエンジニア 若干名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

四日市本社、名古屋
営業所

経験者

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

377名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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

三重県北勢地域及
び愛知県豊田市

職務上必要であるため眼機
能が正常であること

現業職 3名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重県北勢地域及
び愛知県豊田市

鉄道部門希望者は眼機能が
正常であること

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

059-359-0561 システム部・永尾 壽啓
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時30分～17時30分 昼休憩60分

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 三愛情報㈱

三重県四日市市鵜の森1丁目10-7

社長・永尾 壽啓

ソフトウェアの設計と開発
システム設計/ソフトウェア開発/ネットワーク構築/ネットワーク環境の提案と構築/セ
キュリティ環境の提案と構築/システム開発の提案

各種社会保険完備、通勤交通費支給、産休育休制度、社員旅行

完全週休2日制(土曜日、日曜日)・年末年始(5日)、夏季休暇(3日)、指定祝日・年間休日:120日(夏季休暇を含む)
・有給休暇:初年度10日(入社後6ヶ月後付与)・慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇

お客様の「こんなのできたらいいな」を創り上げていく。それが私たちの仕事です。そのシステムは、社員一人ひとりの力、そしてチーム
ワークによって生まれます。だから私たちは「人」が財産。社員同士自由に意見を言い合い、お客様に喜ばれるシステムを提供できるよ
う日々励んでいます。

059-364-2141 総務部 労務課 係長・日沖 光
roumu@sangirail.co.jp https://www.sangirail.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【総合職】大学院了   204,720円     四大卒    202,140円
【現業職】大学院了   192,960円     四大卒    190,380円     短大・専門卒 169,830円

1カ月単位の変形労働時間制(週平均40時間以内)

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 三岐鉄道㈱

三重県四日市市富田三丁目22番83号

取締役社長・日比 義三

交通運輸業
鉄道事業、バス事業、サービスエリア事業など様々な事業で地域の発展に貢献し、
今以上に実りある未来の創造を目指して、ひと、まち、産業をつないでいきます。

各種社会保険、企業年金、財形貯蓄、表彰制度、スポーツクラブ・会員リゾート施設の利用

週休2日制(当社カレンダーによる)　有給休暇(法定どおり)

当社は豊かな自然と魅力にあふれる三重県北勢地域を基盤とし、地方交通を支える鉄道事業、バス事業のほか、サービスエリア事業、
不動産事業など地域の皆さまの暮らしに寄り添う多彩なビジネスを展開しています。また、地方自治体主催イベントへの参加、小学生の
体験イベントなどを通じて、地域の活性化にも取り組んでいます。これからも今以上に実りある未来を目指し、ひと、まち、産業をつない
でいきます。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

65名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職 若干名 四大卒 四日市市

総合職 若干名 25歳迄 四大卒 四日市市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

2,606名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件

オーソリティ（AR) 50名 四大卒
三重、愛知、岐阜、東京、
大阪、和歌山、奈良

個人・法人営業、
企画・組織運営

エキスパート（EX） 50名 四大・短大・高卒
三重、愛知、岐阜、東京、
大阪、和歌山、奈良

店内事務、本部事務、店内営業※転
居を伴う転勤はございません。

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 基本給190,000円　職場手当30,000円　計220,000円

8:30～17:45(実働7時間45分)

各種保険、永年勤続(10.15.20.25.30年)　退職金制度、年1回社員旅行リゾート施設会員、スポーツジム会員

年間105日(日曜、祝日、土曜日)会社カレンダー

食品製造業 鶏生肉のパック詰、魚油精製販売、家畜飼料販売

059-345-0921 総務課 参事・渡辺 清文
sansho@cty-net.ne.jp http://www.sansho-bussan.co.jp

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 三昌物産㈱

三重県四日市市大字塩浜180番地

代表取締役社長・渡邉大雄

完全週休2日制・祝日・年末年始、有給休暇（最高25日）・連続休暇（上・下期各5日間ずつ）、育児・介護休業など

059-354-7181 人事部・西川　潤
jinji@miebank.co.jp https://www.33fg.co.jp

新　卒

既　卒

初 任 給 大卒（AR）220,000円、大卒（EX）200,000円、短大卒（EX）190,000円、高卒（EX）180,000円

各種社会保険、持株会、互助会、社宅、独身寮、総合グラウンド、会員制リゾートクラブ、福利厚生倶楽部など

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

ﾌﾞｰｽNo.
企業名

三十三フィナンシャルグループ
（三重銀行・第三銀行）

三重県四日市市西新地７－８

代表取締役社長・渡辺　三憲

金融業
グループ全体を通して、円滑な資金供給はもとよりコンサルティング機能の活用など
の問題解決型サービスを実施し、地域のお客さまにさまざまな金融サービスを提供し
ています。

8：40～17：10

三十三フィナンシャルグループは、三重県・愛知県を中心に店舗展開している地方銀行グループです。
お客さまから選ばれ続けるために、行員一人ひとりが力を合わせ、お客さまのニーズにきめ細やかにお応えできるよう努めています。
銀行の仕事に興味がある方もそうでない方も一度話を聞きにきてください！
みなさんの銀行のイメージが変わるかもしれません！

採用条件



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

93名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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

伊勢市、四日市市
普通自動車免許
(AT限定不可)

営業職 若干名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

伊勢市、四日市市
普通自動車免許
(AT限定不可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

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）

PLCソフト設計者 若干名
修士了・四大・
高専卒

三重県四日市市 普通自動車免許

ロボットシステム設計者 若干名
修士了・四大・
高専卒

三重県四日市市 普通自動車免許

電気工事士 若干名
修士了・四大・
高専卒

三重県四日市市 普通自動車免許

PLCソフト設計者 若干名 34歳迄
修士了・四大・
高専卒

三重県四日市市 普通自動車免許

ロボットシステム設計者 若干名 34歳迄
修士了・四大・
高専卒

三重県四日市市 普通自動車免許

電気工事士 若干名 34歳迄
修士了・四大・
高専卒

三重県四日市市 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
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

当社の魅力は創立40年以上の安定した食品メーカーでありながらも成長を続ける会社だということ。伊勢市に本社と自社工場、四日市
市に支店を設置し、営業エリアは全国で展開しています。自社製品も多種多様に生産しており、炊き込みご飯や即食品(レトルト)など幅
広い食材を取り扱う食品メーカーとしてさらなる成長を目指しています。また三重県内全域を配送エリアとし、小回りが利く対応に取引先
様から高評価を頂いています。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
新卒:204,000円～(基本給、職務手当、精励手当、食事手当、皆勤手当等あり)該当者には通勤手当(最高2万円まで)、
扶養手当等あり

午前8時～午後5時(内休憩60分)

各種保険ありリゾートホテル会員(国内外のホテル使用可能)本社勤務の希望者には社員食堂での昼食あり、また外勤者に
はお弁当もあります

年間休日:110日年末年始休暇、年次有給休暇、慶弔休暇*年次有給休暇計画的付与制度あり(連続5日間取得) 公休日と合
わせて1週間以上の連休が取得可能公休:月曜～土曜の間で1日公休日を取得(祝日等のある週は除く)

食品加工製造販売業 冷凍魚介類・冷凍食品製造販売 酒類・常温食品販売

0596-36-3535 総務部人事課 取締役部長・上村 昌路
ise-honsya@sansuifoofds.co.jp http://www.sansuifoods.co.jp

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

059-345-3211 総務グループ・矢田
info@serix.co.jp http://www.serix.co.jp

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱シリックス

三重県四日市市小古曽東二丁目9番40号

代表取締役社長・西尾 慎一

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。

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(休憩60分)

各種社会保険完備(健康・厚生・雇用・労災)、退職金制度、誕生祝金、連続休暇制度、納涼祭、各種資格取得支援、インフ
ルエンサ゛予防接種費用の全額会社負担、社員持株会

土曜・日曜・祝日 週休2日制(ただ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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

148名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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、営業、お客
様サポート、番組制作)

若干名
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市市、鈴鹿市 普通自動車運転免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

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）

介護職 5名
四大・高専・短大・
専門・高卒

伊勢市内 不問

相談員 1名 短大・専門卒以上
デイサービスセン
ター正邦苑

介護福祉士もしくは
社会福祉士

機能訓練指導員 1名 四大・専門卒
デイサービスセン
ター正邦苑

OP・PT・ST・柔道整復師

介護職 3名 不問 不問 伊勢市内 不問

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

各種社会保険、財形貯蓄制度、従業員持株会、保養施設、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 完全週休二日制(シフト制) 年間休日130日(2019年度)

インターネット、テレビ、電話サービスなどを主な事業とする会社です。四日市市、いなべ市、菰野町、長島町、木曽岬町にお住まいのお
客さまに、サービスを提供しており、約15万9,000世帯のお客様にご加入(加入率90%)頂いております。有線・無線のIP通信基盤の強化を
図ることで個人や家庭、学校、行政など地域のあらゆるものとつながり寄り添ったサービスを提供し、地域とともに安心・安全なまちづく
りを進めます。

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 (社福)慈恵会

ﾌﾞｰｽNo.
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

電気通信業、一般放送業
一般放送事業(ケーブルテレビ事業)、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

三重県伊勢市村松町3294番地1

理事長・倉井 秀代

059-353-6505 総務部総務課・森 靖貴
y.mori11@cty.co.jp https://www.cty-net.ne.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:206,000円(2019年4月実績)

8:30～17:30

高齢化社会が進む中で、地元の方々が安心して老後を過ごせるようにしていきたいという方針のもと、日々介護サービスを提供していま
す。利用される方々が安心してサービスを受けて頂けるよう、快適な施設や設備を提供することはもちろんのこと、職員も安心して働け
るような制度・風土作りにも力を入れています。遠方の方は、職員寮や入職支援金等の制度もございます。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【介護職】大卒225,500円 短大・専門卒221,000円　【相談員】大卒185,000円 短大・専門卒180,500円
【機能訓練指導員】大卒197,000円 専門卒194,500円*いずれも一部手当込み

【介護職】7:30～16:30 10:00～19:00　13:00～22:00　 22:00～8:00
【相談員・機能訓練指導員】8:30～17:30※シフトによるローテーション制

各種保険・退職金共済 リゾートトラスト法人会員 ジョイワーク会員 職員寮完備 親睦会あり

週休2日制(月8日以上) 年間111日年次有給休暇(初年度10日) リフレッシュ休暇制度、慶弔休暇産前・産後休暇、育児・介
護休暇等 その他の休暇制度あり

高齢者介護
特別養老人ホーム2カ所・グループホーム1カ所・デイサービスセンター1カ所・訪問介
護事業所1カ所等の高齢者介護施設を展開しています。

0596-38-1800 本部長・倉井 巖
info@jikeikai-ise.or.jp http://www.jikeikai-ise.or.jp/



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

8名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職 2名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市 普通自動車免許(AT限定可)

総合職 2名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

四日市 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

55名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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・高専・短大・
専門・高卒

三重県津市安濃町
内多2925

総合職 若干名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県津市安濃町
内多2925

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱GMC

三重県四日市市八田3丁目3-20

代表取締役・田村 崇史

リスクコンサルタント業・経営コンサル
タント業

リスクマネージメント・ユーザ-マネージメント 保険コンサルティング(損害保険・生命保
険)・ルートサービス 既契約顧客への保険を中心としたリスクマネージメント

各種社会保険、傷害保険、団体定期保険、所得補償共済、退職金制度、プライベート病気入院医療費実費補償50万円ま
で、病気セカンドオピニオンサービス、リゾートホテル会員、誕生日手当、クリスマスケーキプレゼント

第一週土曜日完全休日 第1週以外隔週土曜日 日曜日祝日 GW夏期休暇 年末年始休暇 誕生日休暇 スペシャル休暇3日
(長期休暇に付帯し、7～9日の長期連続休暇取得可能) 年間休日110日

株式会社GMCは、保険でお客様の生活をお守りする為に四日市で1974年に創業し、地域に貢献する会社作りを40年以上にわたり続け
てまいりました。地元で働きたい方、責任感ある仕事をしたい方、私達と一緒にリスクマネージメントと経営コンサルティングでお客様の
サポートをしませんか? 様々な経験と知識溢れる人になれるよう、一緒に努力していく会社です。これから入社される方の個性を生かし
やすい社風となっていますので声かけ下さい。

ﾌﾞｰｽNo.
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

059-361-0530 CS事業部 課長・出口 広美
family@gmc-c.com http://gmc-family.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒以上 210,000円～　高卒以上  180,000円～

9:00～18:00

  当社は、表面処理加工を生業とし、主に、樹脂や金属で加工された工業用部品の塗装をしています。具体的には、自動車部品を初
め、生活関連用品や建築用品等、幅広い分野に関わらせて頂いています。創業以来、良い品物づくりを直向きに追及し、25年が経過し
ました。その間に培った様々なノウハウを基盤に、更なる飛躍にチャレンジしていきます。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 200,100円(大卒)、186,000円(短大、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

その他製造業 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_komada@gmt-co.jp http://gmt-co.jp



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

247名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業職 10名 四大・短大・専門卒
三重県内12営業所
(自宅通勤圏内)

普通自動車運転免許
(AT限定不可)

営業職 若干名 不問 四大・短大・専門卒
三重県内12営業所
(自宅通勤圏内)

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

288名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職 20名
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県内13店舗 普通運転免許証

情報システム 若干名
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社(三重県鈴鹿市) Excel・Word出来る方

総合職 5名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県内13店舗 普通運転免許証

情報システム 若干名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社(三重県鈴鹿市) Excel・Word出来る方

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
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

小売・卸売業
スズキ四輪車の販売/中古車の販売/電動車いすの販売/部品・用品の販売/自動車
整備(点検・車検・修理)/損害保険代理店業務

従業員車両購入制度、財形制度、退職金制度ほか

会社カレンダーによる年間110日(年末年始・夏季・GW休暇を含む)　直販営業:定休日毎週水曜と第2第3火曜日
業販営業:土日を中心とした休み

スズキ(株)の直営代理店として三重県内に12店舗を展開し、スズキの四輪車の販売・自動車整備(点検・車検・修理)や損害保険の取り
扱いなどを行っております。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、自分を成長させ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スタッフが活
躍しています。

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 スーパーサンシ㈱

三重県鈴鹿市算所二丁目5-1

代表取締役社長・田中 勇

059-346-1221 総務部・水谷 優希
recruit@j-mie.sdr.suzuki https://www.suzuki.co.jp/dealer/suzuki-mie/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四年制大学卒     191,000円
短期大学・専門学校卒 171,000円

直販営業9:20～18:00(休憩時間60分)
業販営業8:50～17:00(休憩時間60分)

数ある企業の中でも、当社が扱う「食」は、一番安定しており、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、どのような生活を一生送るかは、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。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:204,500円　短専卒:182,000円　高校卒:169,000円

配属部署により相違

各種社会保険完備・退職金制度・公的資格支援制度・独身寮・社宅・永年勤続表彰・定期健康診断・育児時間短縮制度・イ
ンフルエンザ予防接種補助・ドリンクサーバー(無料)・など

年間休日108日(完全週休2日制+計画休暇4日)・年次有給・慶弔・育児出産・永年勤続休暇

小売業 スーパーマーケット事業、宅配事業など

059-373-4134 管理本部チーフ・坂倉 香名子
saiyou@sanshi.jp http://supersanshi.com



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

824名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

法人向けルート営業職 30名 四大卒
四日市・鈴鹿・桑名・
伊賀・津・松阪

技術職(施工管理) 5名 四大・専門卒
名古屋・四日市・津・
伊賀

法人向けルート営業職 5名 25歳迄 四大・専門卒
四日市・鈴鹿・桑名・
伊賀・津・松阪

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

645名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 5名 短大・専門卒以上
津・鈴鹿・伊勢・志摩
・伊賀

無資格OK!(配属先により要
資格あり)

保育士 5名 短大・専門卒以上 津・松阪・伊勢・志摩 保育士資格(見込み可)

セラピスト 3名 短大・専門卒以上
津・鈴鹿・伊勢・志
摩・伊賀

理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士(見込み可)

介護職員 5名 34歳迄 短大・専門卒以上
津・鈴鹿・伊勢・志
摩・ 伊賀

無資格OK!(配属先により要
資格あり)

保育士 5名 34歳迄 短大・専門卒以上 津・松阪・伊勢・志摩 保育士資格

セラピスト 3名 34歳迄 短大・専門卒以上
津・鈴鹿・伊勢・志
摩・伊賀

理学療法士・作業療法士・
言語聴覚士(見込み可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱扇港電機

三重県四日市市北浜町8-16

代表取締役社長・横山 大幸

当社は創立71年の老舗電材商社です。三重県四日市市に本社を置き国内約40拠点の事業所を持つ、東海地区の電気設備資材卸売
市場でシェアNo.1、販売高・会社規模でトップクラスの業界のリーディングカンパニーです。あらゆる建物に対して必要とされる電気設備
資材・機器(照明器具・配線器具・電線・分電盤・エアコン等)をメーカーから仕入れ、電気工事会社、ハウスメーカー、ホームセンター等に
提供しています。

ﾌﾞｰｽNo.
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

医療福祉
三重県7市(伊賀市・津市・松阪市・伊勢市・志摩市・鈴鹿市・桑名市)と滋賀県甲賀市
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していま
す。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【大卒】月給217,000円(三重)/225,800円(愛知・岐阜・静岡)
【専門卒】月給199,000円(三重)/207,000円(愛知・岐阜・静岡)

8:20～17:20

財形貯蓄・共栄共済制度・持株会・会員制保養所・独身寮・労働組合

日曜日、祝日、土曜日(月2回以上)、夏期休暇、年末年始休暇 ※年間110日

電気設備資材卸売業
扇港電機は建物に対して必要とされる電気設備資材を電気工事会社・ハウスメー
カー・ホームセンター等へ提供している東海地区トップシェアの専門商社です。

052-486-7350 総務部・課長・門脇 晴彦
h1102@senko-grp.co.jp http://www.senko-grp.co.jp/

賞与年3回(昨年実績4.9ヶ月～)、昇給年1回、住宅手当(上限28,000円)、職員住宅(津市・志摩市・甲賀市)、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・有給休暇(法定通り)・特別休暇・産前産後休業・育児休業等 他

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。県内7市の他、平成28年度より
滋賀県にも展開し、今後も事業拡大を進めていく予定です。  社会や人の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。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の2コースがあり、
あなたに合った働き方が選べます。

059-222-7700 人事課・川口・山口・杉本
jinzaikanri@sensin.or.jp http://www.sensin.or.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【介護職員】 大卒:220,250円～　短・専卒:208,850円～　　【セラピスト】 大・専卒:191,250円～
【保育士】 大卒:188,750円～ 　　短・専卒:177,350円～

日勤(8:30～17:30)※職種・事業所により早番、遅番、夜勤あり   ※シフト制(希望休取得可)



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

372名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

装置メンテナンス 3名 高卒以上 四日市市内 機械いじりが好きな方

半導体メモリ技術者 3名 高卒以上 四日市市内

半導体メモリ技術者 3名 不問 高卒以上 四日市市内

装置メンテナンス 3名 不問 高卒以上 四日市市内 機械いじりが好きな方

プロジェクトマネージャー 3名 不問 高卒以上 名古屋市内
工業系卒、電気電子系の知
識

システム開発 3名 不問 高卒以上
四日市市内、名古屋
市内

Java実務経験、C言語実務
経験

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

25名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

現場作業員・現場監督 若干名 高卒以上 事業所所在地に同じ

現場作業員 若干名 不問 不問 事業所所在地に同じ 普通自動車免許(MT)

現場監督 若干名 不問 高卒以上 事業所所在地に同じ
現場監督経験者/
普通自動車免許(MT)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
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4F
ビズ・スクエアよっかいち内
代表取締役社長・大和 麻子

セントランス(株)の社員は、技術者として大手企業内で最先端の技術に携わり、活躍しています!(無期雇用の正社員です。派遣採用では
ありません。)更に活躍して頂くためにも、社員のスキルアップを応援する制度があります。資格取得お祝い金制度や、検定前は1日勤務
扱いでの自宅学習など。皆さんもセントランス(株)に入社して専門性の高いスキルを身に付けて、代替のきかない“人財”になりません
か?

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【新卒】\182,000～\213,000 ※最終学歴ベース
【既卒】スキルによりご相談させて下さい。

8:30～17:15 ※配属先により変わります

社会保険完備(雇用、健康、労災、厚生年金)、交通費全額支給、時間外手当、昇給、有給休暇、慶弔休暇、資格取得お祝い
金制度、他

完全週休2日制(土日)、祝日、GW、夏季休暇、年末年始【年間120日以上】

受託開発設計及び労働者派遣事業
機械設計、回路設計、半導体(LSI)設計、オープン計/組込系ソフト開発、NW/DB構
築、発電プラント設計、建築土木設計、建築土木の施工管理、他

03-3454-0660 メモリ事業部・作野 史歩
s.sakuno@centrans.co.jp http://www.centrans.jp/

建設業
私たちの仕事は道路や河川から建物に至るまで、あらゆる「土木」「建築」工事で行う
実務・都市開発・地域維持管理など幅広い業務を手掛けています。

059-391-1055 管理部・小栗 みづほ
info@takac.co.jp https://takac.co.jp/

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱ｔａｋａｃ

三重県三重郡菰野町大字潤田406-5

代表取締役社長・井上陵一

弊社は菰野町にある昨年25周年を迎えた土木建築会社です。建設業の魅力はやっぱり「自分の仕事が地図に残る」こと!自分の仕事が
地域の暮らしを支えます。弊社は地元に根付いた企業ですので、ずっと地元で働きたい方にはピッタリです!未経験者の方も大歓迎で
す。【体を動かすことが好きな人】【車が好きな人】【資格をたくさん取りたい人】【元気な人】など色々な方の採用を考えておりますので、
一度お話してみませんか?

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【新卒】高校/大学/専門…190,000円～250,000円(資格等による)
【既卒】作業員…210,000円、現場監督…300,000円(共に資格等による)

8:00～17:00(残業時間は月10時間程度です)

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)、資格取得支援制度

週休2日制(土、日)/夏季休暇、年末年始休暇、GW等の長期休みあり(弊社カレンダーによります)/年次有給休暇あり(高い
取得率です)



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

67名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職 5名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重県内各地

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）

製造業 2名 不問 川越町(転勤なし)

製造業 2名 不問 不問 川越町(転勤なし)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

◆退職金制度(勤続3年以上)◆永年勤続表彰(5年以降、5年毎に表彰)◆再雇用制度◆各種報奨金◆結婚祝い金、出産祝
い金◆特別見舞金、傷病見舞金、災害見舞金◆死亡香料◆海外研修 他

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

竹屋は、1949年創業の食品メーカーです。シュークリーム、プリン、ゼリーなどの洋菓子を企画・製造し全国に販売する食品製造業と、
「ミスタードーナツ」「ケンタッキーフライドチキン」のフランチャイズ店を三重県下で多数展開する店舗サービス事業。この二事業を軸に、
豊かな食生活を長年に渡って支え続けています。働き方改革のリーディングカンパニーとして三重労働局ホームページに取り上げられ
ました。

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 谷口石油精製㈱

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱竹屋

三重県四日市市桜町963-1

代表取締役社長・竹尾純一

食品製造業
70年の歴史を持つ老舗食品企業。洋菓子の製造・販売、ファストフードの店舗運営を
軸に、フードカンパニーとしての存在感を発揮し続けています。

三重県三重郡川越町大字高松1622

代表取締役・三嶋 優

059-326-7722 管理本部次長・中村滋秀
nakamura@takeya-ltd.co.jp http://www.takeya-ltd.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大学院了・大学卒 200,800円 短大・専各卒 172,700円 新生活応援手当(入社1年目 一律毎月20,000円)

5:00～23:00 (実働8時間・休憩1時間)、勤務地により異なります。
《例》営業、営業事務、総務部門 8:00～17:00(実働8時間・休憩1時間)

当社の製品は、各種メーカー様に製造技術が認められております。良好な立地条件もあり、日本全国の多種多様なお客様にご支持を
いただいています。また、2017年にユールエール認定企業に認定されました、若い方が働きやすい環境を整えています。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 月給211,500円 業種により他に手当がつきます

8時30分～17時30分 休憩60分 業種により交替勤務があります

●各種社会保険完備(健康・雇用・労災・厚生) ●退職金制度(確定給付年金)勤続3年以上 ●奨学金返済支援制度
●インフルエンザ予防接種費用全額支給

週休2日制、年間126日(夏期休暇、年末年始休暇、創立記念休暇などあり)

潤滑油製造業
原油精製による高圧絶縁油・潤滑油・重油等の製造並びに自動車用高級潤滑油を
製造し、谷口石油㈱とJXTGエネルギー㈱へ納入しています。

059-364-1211 管理部 総務課・太田 和宏
k.ohta@tanisei.co.jp http://www.tanisei.co.jp



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
四大・高専・短大・
専門卒

三重県、愛知県

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

169名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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

三重県北勢地域

営業職 若干名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県北勢地域

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱第一楽器

三重県四日市市安島2-3-32

代表取締役・服部勝彦

小売 音楽教室他各種教室運営、楽器販売・修理・調律、コンサート、イベント開催

社会保険、通勤手当、家族手当、保養所、乗馬倶楽部

ゴールデンウイーク、夏季、年末年始、店舗定休日(月曜日)他、シフトによる(年間110日前後)

株式会社第一楽器は、E&E(Education&Entertainment)創造企業として、1.お客様に音楽を基幹として「習い楽しむ」サービスを広く提供し
ます。2.お客様がより良く「習い楽しむ」ことができるように最も最適なツールをおすすめします。3.お客様がより良く「習い楽しむ」ための
ツールを完全にメンテナンスします。

ﾌﾞｰｽNo.
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

059-359-3366 管理室室長・西脇 正重
nishiwaki@daiichi-gakki.com https://www.daiichi-gakki.com/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 180,000円～186,000円

9:30～18:30(他、シフトによる)

三重県北勢地域に6店舗展開していますダイハツカーディーラーです。軽自動車～小型車メインに多彩なラインナップを取りそろえ、お客
さんにより良いご提案をすることや「ダイハツカフェプロジェクト」を中心としたおもてなしなどを通じてお客様から選んでいただけるお店作
りを目指しています。そんな私たちといっしょに働いてみませんか?

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 177,300円(四大卒)、169,300円(短大・専門卒)別途手当あり

9:30～17:45

雇用保険、健康保険、厚生年金、退職金制度、慰安旅行、誕生月にお菓子プレゼントなど

年間106日

カーディーラー
新車・中古車販売、自動車の点検、整備、板金塗装、部品・用品の販売、保険代理
店業務、クレジット取扱

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 https://d-mie.dd.daihatsu.co.jp/



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

21名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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
四大卒、専門学校
短大

津市 普通自動車免許

製造職 2名
四大卒、専門学校
短大

津市 普通自動車免許

事務職 2名
四大卒、専門学校
短大

津市 普通自動車免許

営業職 2名
四大卒、専門学校
短大

津市 普通自動車免許

製造職 2名
四大卒、専門学校
短大

津市 普通自動車免許

事務職 2名
四大卒、専門学校
短大

津市 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

16名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

税務・会計アシスタント 若干名 高・専門卒以上 三重県桑名市大福

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
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

税務関係業務
・税務に関する業務 ・各種租税に関する相談業務、税務調査の立会など ・会計に関
する業務

0594-23-2448 総務部部長・久松 玲子
sasaya@cri-sasaya.com

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 モデル月収例:192,614円(内訳)　基本給 150,000円+業務手当 42,614円その他各種手当有り

8:30～17:30(12時から1時間休憩)

ﾌﾞｰｽNo.
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

専門店 アウトドアキャンピングカーの製造・販売、パーツ販売、車検・一般整備、イベント出展

社会保険、厚生年金、労災保険、雇用保険、健康保険

毎週火曜日・第三水曜日、週休2日

人生二度なし！私たちの会社は全スタッフがキャスト（主役）であり、人に光を当てた経営をしております。お客様の夢のキャンピング
カーを一人一人が情熱を注ぎ協力をしながら作り上げています！

059-253-8888 営業・船入郁也
saiyou@drt-cars.com https://www.cars-drt.com/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
営業職・製造職165,000円＋諸手当（住宅、皆勤、残業等）
事務職155,000円＋諸手当（住宅、皆勤、残業等）※四大卒の場合

9：00～18：00

社会保険(協会健保・厚生年金・雇用保険)、中退共制度導入、財形制度導入、健康保険・労災保険

年間105日 休日は当社カレンダーによる　有休休暇制度有り　国家試験の試験日休暇有り

【所員が将来に安心と希望とプライドを持てる事務所】弊社は所員の成長にも積極的です。社内勉強会や外部研修など教育体制を整
え、各自のステージに応じて学べます。若くても、勤務年数が短くても社内で定めた基準を満たせばキャリアアップでき、意欲的に働けま
す。また、産休・育休や時短勤務制度を取得して活躍している所員もおり、それぞれのライフステージに応じた働き方も可能です。



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

268名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

メガネ・補聴器・サングラ
スの店頭販売

10名 高卒以上 三重6店舗他

総合職・一般職 若干名 不問 高卒以上 三重6店舗他

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

93名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

賃貸仲介スタッフ 5名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重県内各店舗 普通自動車免許(AT限定可)

賃貸仲介スタッフ 5名 25歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

三重県内各店舗 普通自動車免許(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 中部オプチカル㈱

愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字伊勢帰97番地

代表取締役・宮本洋石

日本一安い価格で圧倒的な品揃え・『いいヒト、いいモノ、いいカカク』 を合言葉に徹底的にお客様満足を追求しています。毎年着実に
店舗展開を続けており、無借金経営で、安定した経営方針です。

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱賃貸メイト

三重県四日市市蒔田2丁目14-7 NSメイトビル

代表取締役社長・西村 昭彦

不動産業
賃貸不動産の仲介、管理、リフォームからの建築提案から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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 総合職:月給225,000円(2019年実績)　一般職:217,000円(2019年実績)　みなし残業は含まれません。

平日10:00～19:30　土日祝10:00～19:30

◇産前・産後休暇、育児休暇◇育児時短勤務制度◇退職金制度◇親睦会◇社割制度
◇インフルエンザ予防接種補助制度◇健康診断◇ガン検診実費補助

年間休日110日※特別休暇、産育休あり

小売業 メガネ・補聴器・サングラスの店頭販売、インターネット販売

0587-93-8120 総務部・武田 芳明
takeda@megane-akafudado.com https://www.megane-akafudado.com/

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。その中でも弊社は、「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繋がります。

059-366-1400 事業本部 課長代理・山中 広樹
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+初任給

9:30～19:00(店舗営業時間)



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）

営業職 4名
修士了・四大・短
大・専門卒

工場所在地 自動車運転免許

製造職 4名
修士了・四大・短
大・専門卒

工場所在地 特になし

包装技術職 1名 四大卒 包装技術センター 自動車運転免許

営業職 1名 34歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

工場所在地 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

1478名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 30名 四大・短大・専門卒
自宅から通える近隣
店舗

自動車運転免許(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 東海紙器㈱

愛知県名古屋市南区豊田五丁目15番15号

代表取締役社長・住田 健二

私たち東海紙器は段ボールのトップメーカー“レンゴー株式会社”のグループ企業で、包装に関する提案・生産販売を行なう専門企業で
す。愛知・三重・静岡の各地域13工場が稼動。必要な分を、必要な時に、必要なだけ提供しています。お客様に合わせ、お客様とともに
歩んできた事が信頼に繋がっています。『規格』から『企画』へと幅を広げ、新たな発想が必要です。皆さんの創造力で一緒に成長して
行きませんか?

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 東海マツダ販売㈱

愛知県名古屋市瑞穂区二野町3-18

代表取締役社長・斎藤 康浩

自動車販売業
マツダの愛知県・三重県・岐阜県の総販売元として、マツダの乗用車・商用車の販
売。各種中古車の販売。自動車整備・修理。保険代理業。							

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 修士了・四大:201,600円、短大:184,800円

8:00～17:00

各種社会保険(健康・厚生年金・労災・雇用)、企業年金(確定給付)制度、育児・介護休業制度、退職金制度、団体損害・生命
保険

週休2日制、年間休日113日(工場カレンダーによる)、年次有給休暇、慶弔休暇

紙加工品製造業
段ボール、段ボール箱の製造・販売、プラスチック段ボール箱の販売、美粧段ボー
ル・化粧箱の販売、梱包資材の販売

052-691-3121 本社管理部 課長・幸田 栄子
honbusitu@tokaishiki.co.jp http://www.tokaishiki.co.jp/

各種社会保険完備、財形貯蓄制度、契約リゾート施設、育児休業制度(営業職での取得実績有)、介護休業制度、特別嘱託
制度(60歳定年後再雇用制度)他

年間休日109日+有休休暇計画取得制度導入(年5日間以上)(火曜日定休、水曜日定休<月2日>、個人別休日(選択制休日)<
月2日>、年次有給休暇(初年度10日) 特別(慶弔)休暇

「クルマを通じてお客様に笑顔を提供したい。クルマには人々の人生を豊かにするチカラがあると信じているから・・・」その思いのもと愛
知・岐阜・三重の東海3県におけるマツダのメインディーラーとして店舗展開をしている当社。全国のマツダディーラーの中でもトップクラ
スの利益を誇っています。他社とは一味違う、コンセプト、アプローチで独自性のある価値を提供しています

052-872-8131 人事総務部採用グループ採用チーム・北村 智恵子

kitamura.c@mazda-dealer.jp http://www.tokai-mazda.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四年制大学卒 200,880円  短大・専門学校卒 184,880円

9:30～18:20※毎月1回、第2または第3月曜日は定時退社日



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

560名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 セールスエンジニア 2名 高卒以上
四日市支店
(四日市市新正)

普通自動車運転免許

技術職 システムエンジニア 2名 高卒以上
四日市支店
(四日市市新正)

普通自動車運転免許

技術職 サービスエンジニア 2名 高卒以上
四日市支店
(四日市市新正)

普通自動車運転免許

営業職(ルート営業) 2名 高卒以上
四日市支店
(四日市市新正)

普通自動車運転免許

技術職 セールスエンジニア 2名 25歳迄 高卒以上
四日市支店
(四日市市新正)

普通自動車運転免許

技術職 システムエンジニア 2名 25歳迄 高卒以上
四日市支店
(四日市市新正)

普通自動車運転免許

技術職 サービスエンジニア 2名 25歳迄 高卒以上
四日市支店
(四日市市新正)

普通自動車運転免許

営業職(ルート営業) 2名 25歳迄 高卒以上
四日市支店
(四日市市新正)

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

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）

設計(3D CAD) 2名 高卒以上 三重県四日市市

機械加工・組立 2名 高卒以上 三重県四日市市

一般事務 1名 高卒以上 三重県四日市市

設計(3D CAD) 1名 不問 高卒以上 三重県四日市市

機械加工・組立 2名 不問 高卒以上 三重県四日市市

一般事務 1名 不問 高卒以上 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.
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

自社商品を持たない当社は“人財”こそが一番の財産。創業時から“人財”への投資を惜しまず、会社利益を社員に還元するため、非上
場を貫いています。業績賞与をはじめとする待遇や教育研修、資格取得支援、長く働ける環境作りを推進しています(全国健康保険協
会に健康優良企業として認定され「銀の認定証」を取得!) 上記の好待遇は、過去20年以上黒字経営、無借金経営など安定した経営基
盤があるからこそ実現できています。

ﾌﾞｰｽNo.
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

製造業
機械器具製造業、製網機械・関連付属機械、FA専用機械(設計、 製作、組立)、産業
用バルブ・モーター等精密シャフト加工、航空 宇宙関連部品

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										

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/給付年金 ・ 記念行事、住宅手当、 通勤手当、残業手当、家族手
当、退職手当、教育研修(新入社員導入/フォローアップ研修 ・ 製品・ 階層別研、海外研修)など

完全週休2日(土日)、祝日、創立記念、夏季、年末年始、年次有給休暇など <2020年度/年間休日 127日>

産業機械器具卸売業
モノづくりの課題解決!「産業機械の販売だけでなく、ハードとソフトを組み合わせるエ
ンジニアリング力とメンテナンス体制を武器とする技術商社」

03-3481-1121 人財総務部・難波
welcome_recru@tokyo-densan.co.jp https://www.tokyo-densan.co.jp/

家族手当:配偶者20,000円/月、第一子30,000円/月、第二子20,000円/月、第三子以降10,000円/月(ただし、配偶者手当は
子誕生以降5,000円とする) 能率手当、奨学資金手当、諸手当有

▼休日  年間休日110日　土曜日,日曜日,その他　週休二日制
▼その他　その他の休日　*平均週休2日　*GW、夏季、年末年始休暇あり。*土曜日は会社カレンダーによる(月1回程度出勤あり)

漁網をつくる機械メーカーとして設立し、82年目を迎えました。スポーツネット、工事用ネット、防獣ネット等あらゆる網をつくる製網機や関
連機器を取り扱っており、他社にない老舗の企業です。また、製網機のみならず、各種シャフト切削加工、産業用特殊バルブの加工・組
立、専用機の設計や据付、航空宇宙関連機器も事業を拡大し、時代の流れとともに進化し続けている企業です。是非一度当社ブースま
でお越しください。

059-364-2341 総務部長・長谷川 公夫
honsha@netoyo.co.jp http://netoyo.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 ①設計(3D CAD) ②機械加工・組立 ③一般事務 ①～③とも大卒:210,000円 短大・専門卒:195,000円 高卒:180,000円

8:00～17:00



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) 2名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市または津市 普通自動車免許

システムエンジニア(SE職) 1名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市 情報処理関係の資格

セールスエンジニア(営業職) 1名 25歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市または津市 普通自動車免許

システムエンジニア(SE職) 1名 25歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市
システム開発経験、
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

507名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 5名 不問
三重県下23店舗の
いずれか

勤務先は基本的に自宅通勤
可能範囲です

ショールームスタッフ 5名 不問
三重県下23店舗の
いずれか

勤務先は基本的に自宅通勤
可能範囲です

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
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・竹内 稔

三重県下唯一の「富士電機特約店」として、また「富士通販売パートナー」として、電気機械器具やFA機器、ICT機器など豊富な製品の
卸売のほか、工場生産ラインの企画立案や設置に関する付帯工事、情報システムの構築およびソフトウェア開発、メンテナンスなど幅
広い業務を手掛けています。製品仕入から導入施工～メンテナンス対応までワンストップで対応できる電機・電子を兼ね備えた三重県
唯一の商社です。

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 トヨタカローラ三重㈱

三重県四日市市北浜田町10番3号

代表取締役会長兼社長・永井 宏明

自動車の販売・修理等
三重県下全域をエリアにするトヨタ系自動車ディーラー。 新車中古車の販売の他、点
検・車検、修理とそれに伴う用品販売。各種保険の取り扱い。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【営業職】四大卒:213,560円　 高専卒:206,990円　 短大/専門卒:201,870円
【SE職】四大卒:186,050円　 高専卒:180,250円　 短大/専門卒:175,750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(受講料補助、資格手当等)・従業員表彰制度(永年勤続、特別功労表彰)・リゾート施設利用・パートナー
お誕生日お祝い・旅行会・親睦会・各種社会保険・退職金制度(中小企業退職金共済制度加入)

・週休2日 土曜、日曜、祝日(ただし第4土曜のみ出勤)  ※会社カレンダーによる(年間休日117日)
・年末年始、夏期休暇、バースデー休暇、有給休暇、等

電気機械器具卸売、ソフトウェア開発
①電気機械器具の販売および工場電気設備の設計施工メンテナンス②ICT関連機
器、視聴覚機器の販売および付帯工事 ③ソフトウェア開発

059-353-3281 管理部管理課・北川 了二
r-kitagawa@e-toyo.co.jp https://www.e-toyo.co.jp/

各種社会保険完備、慶弔見舞金、有給休暇の他、特別休暇制度、各レクリエーション実施(参加自由)

休日カレンダーにより年間109日。年間3回の大型連休有り。

「和と真心」を社是に地域になくてはならない企業を目指し、地域密着型の営業活動を展開。地域貢献にも積極的に取り組んでいます。
入社から経験に合わせて研修を充実させ、業務の習得をサポートします。当社のユーザーは年齢層も幅広く、皆さんが学生時代に培っ
てこられたコミュニケーション力が発揮できる場面がきっとあると思います。まずは担当者に気軽にお声掛けください。

059-353-5250 管理部 部長・杉本 隆明
sugimoto870008@corollamie.co.jp http://corollamie.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【一例】四大卒営業スタッフ 242,473円(固定残業代を含む)　短大卒営業スタッフ230,558円(固定残業代を含む)
　　　 　四大卒ショールームスタッフ 180,000円  固定残業代:25.3時間/を元に算出し、超過分は別途支給

10:00～18:30(休憩60分)



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

47名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 若干名 四大・短大・専門卒
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 若干名 四大・専門卒 四日市市
建築系学科に限る 普通自動
車免許

インテリア担当スタッフ 2名 四大・短大・専門卒 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

102名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 4名 四大・短大卒 津・四日市 普通自動車免許

レンタルスタッフ 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 高・専門卒以上 津・四日市 普通自動車免許

カーリース営業 2名 30歳迄 高卒以上 津・四日市 普通自動車免許

巡回サービススタッフ 2名 30歳迄 高・専門卒以上 津・四日市 普通自動車免許・整備士

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 トヨタホーム三重㈱

三重県四日市市十七軒町9-1

代表取締役会長兼社長・永井 宏明

建設業,不動産販売
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
保険・生命保険代理店業務

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、指定休、有給休の計画
付与)

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。

ﾌﾞｰｽNo.
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

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)

県内にレンタカー店舗15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。

採用条件

新　卒

既　卒

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

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(健保・厚生・労災・雇用)、退職金制度、育児・介護休業制度、財形貯蓄

年間105日、誕生日休暇、リフレッシュ休暇1日
カーリース営業・巡回サービス(日、祝日 他)　レンタルスタッフ(1か月変形、シフト勤務で不定休)

自動車賃貸業 カーリース事業 レンタカー事業

059-228-5676 総務部・山中
r-miemy@trl-mie.jp http://www.trl-mie.co.jp



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）

土木施工管理技士(見習い) 1名 不問 三重県桑名市 自動車免許

建設作業員 若干名 不問 三重県桑名市 自動車免許

海上作業員 若干名 不問
桑名市 (全国各地へ
の出張有り)

自動車免許

土木施工管理技士(見習い) 1名 不問 不問 三重県桑名市 自動車免許

建設作業員 若干名 不問 不問 三重県桑名市 自動車免許

海上作業員 若干名 不問 不問
桑名市 (全国各地へ
の出張有り)

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

1000名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職・一般職・管理係(理系) 11名 四大卒 三重 大阪 東京

ルーム・サービス・遊園地係 15名 短大卒 三重

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱ナガシマ

三重県桑名市長島町十日外面128番地2

代表取締役・伊藤 秀和

建設業 浚渫工事、土木工事業、舗装工事業、とび・解体・土工工事業

社会保険完備、労災保険、雇用保険、厚生年金、介護保険。退職金制度。単身寮有(光熱費込み5,000円/月)。
作業着、作業靴支給。各種資格取得支援有(会社負担)

日、祝日、第二・四土曜日、年末年始、GW、お盆、慶弔、産休、育休(当社カレンダーによる)5日以上の連続休暇取得可能
(上記休暇含む)/年間休日101日

官公庁の元請け工事等や大手の企業のタイアップ事業を展開。しゅんせつ工事では港湾・河川・湖沼等の汚泥を除去、安全な海の道づ
くりをしています。未経験者歓迎!先輩社員が丁寧に教えます。手に職付けたい方歓迎!入社後各種資格(玉掛、クレーン、ガス等)取得で
きます。(取得費用は会社負担)賞与は年2回支給。昇給あり。有給休暇あり(入社後6ヶ月から10日付与。経験年数により最大40日)

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 長島観光開発㈱(ナガシマリゾート)

三重県桑名市長島町浦安333

代表取締役社長・水野 正信

0594-42-3633 専務・伊藤 広
info@nagashima-co.jp http://nagashima-co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
土木施工管理技士22万～35万(免許・経験等による)。　建設作業員26万～31万(経験等による)。
海上作業員17万～35万(経験等による)。

8:00～17:00  休憩120分(昼60分、午前30分、午後30分)

「いっぱいの楽しさを、いっぱいの人たちに」をモットーに総合レジャー施設を運営しています。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
◎大卒:総合職229,000円、一般職216,000円、管理係(理系)216,000円
◎短大卒:ルーム係241,600円、サービス係200,000円、遊園地係200,000円

◎平日:8時間拘束7時間実働 ◎繁忙日:9時間拘束8時間実働

各種社会保険加入、育児・介護休業、再雇用制度独身寮、社宅親睦会行事(宿泊旅行・日帰り旅行)、ナガシマリゾート施設
利用優待

年間102日(全館休館日:夏季5日間・冬季5日間)年次有給休暇(計画的付与)慶弔休暇

総合レジャー
遊園地・プール・温泉施設・テーマパーク・オフィシャルホテル等、総合レジャー施設を
運営している会社です。

0597-45-1111 人事部人事課 課長代理・若林 弘幸
h_wakabayashi@nagashima-onsen.co.jp http://www.nagashima-onsen.co.jp



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

90名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

施工管理・設計 5名
四大・高専・短大・
専門卒

本社・各現場 建築・土木関係学科

営業 1名 四大・専門卒 本社 不問

施工管理・設計 若干名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社・各現場 建設関係の実務経験がある方

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

140名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

設計職 2名
四大・高専・短大・
専門卒

名古屋市又は大阪市 建築・土木学専攻

施工管理職 2名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市又は名古屋市 建築・土木学専攻

生産管理職 3名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市又は東員町

総務事務 1名
四大・高専・短大・
専門卒

川越町

設計職 2名 不問
四大・高専・短大・
専門卒

名古屋市又は大阪市 建築・土木学専攻

施工管理職 2名 不問
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市又は名古屋市 建築・土木学専攻

生産管理職 3名 不問
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市又は東員町

総務事務 1名 不問
四大・高専・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.
企業名 生川建設㈱

三重県四日市市中浜田町1-10

代表取締役・生川 正洋

総合建設業
官公庁をはじめ商業施設・事務所・店舗・工場等の建築工事、土木工事、解体工事、
リニューアル工事などの施工管理。設計から施工までを一括管理もします。

施工管理技士資格取得推進制度、慶弔見舞金、育児休業制度、介護休業制度、リゾートトラスト会員、ダイワロイヤルメン
バーズクラブ会員、ベネフィット・ワン会員、本社社員食堂

週休2日制(日曜・祝日・第2・4・5土曜日)、年末年始、その他会社カレンダーによる

大正12年創業の歴史と実績が強みです。大手取引先をはじめとするお客様からの信頼に応え、地域社会へ貢献しています。大手流通・
物流企業の建築工事を得意とし、人と環境に配慮した商業施設や物流拠点、工場などの工事を各地で手がけています。また、設計から
施工までを一括して行うこともあります。

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱ナルックス

三重県三重郡川越町豊田500-1

代表取締役社長・髙岡哉史

059-355-2300 人事総務部 採用担当・伊藤 尚幸
ito-nao@narukawa-kk.com https://www.narukawa-kk.com/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【大卒・施工管理職】基本給190,000円精勤手当 29,500円(※固定残業代相当分)住宅手当5,000円合計 224,500円
【専門/短大卒・施工管理職】合計211.700円(※固定残業代相当分含む)

8:00～17:00

今年創業90年を迎え、地域に根ざして安定した経営を続けております。コンクリート製品の製造・設計・販売・施工を一貫して行っていま
す。近年積極的に若手社員の採用を行っていますので、是非一度ブースへ足を運んでみて下さい。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大卒:202,000円～

8:30～17:30又は8:00～17:00

借上社宅制度有(条件あり)、会員制リゾートホテル有、積立有給制度有、その他

GW・夏期・年末年始、有給休暇、バースデー休暇、リフレッシュ休暇、新人特別休暇等

コンクリート製品製造業及び建設業
コンクリートパイルをはじめとする様々な建築部材の販売・製造・設計・施工を行って
おります。名駅セントラルタワーズやナゴヤドーム等、街のシンボルに携わらせて頂
いております。

059-363-3333 総務部経理課・神田 晟央
honsha1@nalux-pc.co.jp http://www.nalux-pc.co.jp/



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

445名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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) 若干名 四大・短大・専門卒 三重県下21店舗
普通自動車運転免許(AT限
定不可)

営業 若干名 34歳迄 四大・短大・専門卒 三重県下21店舗
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

1196名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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・短大卒 全国

営業 1名 不問 四大・短大卒 全国

プロドライバー 2名 不問 不問 全国

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
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・修理
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

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

年間休日115日/月8日以上毎週水曜日、指定月の第一火曜日及び第二火曜日
個人休日　長期休暇(GW・夏季・年末年始)

私たちの仕事のすべては“出会い”からはじまります。私たちは“出会い”を大切にする企業です。地域に密着し、お客さまに真心で接
し、お客さまに感動していただき「ありがとう」と言っていただくことが私たちの喜びです。お客さまと長く、深いお付き合いができることが
カーライフアドバイザー(営業)の魅力です。

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱日商

三重県亀山市布気町550-4

代表取締役社長・稲田一輝

059-364-2235 総務部・課長・池田 宗司
PME001340@nissan-prince-mie.co.jp https://np-mie.nissan-dealer.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四年生大学卒業 基本給183,900円+車両手当7,500円
短期大学卒業 基本給176,900円+車両手当7,500円

9:30～18:45(昼休み90分)

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。お互いを尊重し、助け合い・協力し合う風土があります。小さい子供がいる
社員はもちろん、社会人スポーツの選手も社員として在籍しており、それぞれの理由で会社を休まなければならない時にも、周りの社員
が業務を分担してサポートしています。また、上司とも気兼ねなく会話ができ、意見も言い合えるような職場です。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
◆一般職17万円～
◆ドライバー16.5万円～　　別途、皆勤手当て、職務時間外手当てが支給されます。

8:00-17:00
※拠点によって異なる場合があります。

社員寮完備、保養所あり、資格取得制度あり、退職金制度あり、飲食店の割引あり

年間休日は105日
※会社カレンダーで定められています。

輸送、倉庫、人材、飲食
・一般貨物自動車運送業・一般労働者派遣事業・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.jp https://nissyo-net.co.jp/



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

469名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 不問 本社及び各拠点

一般職 5名 不問 本社及び各拠点

総合職 5名 30歳迄 不問 本社及び各拠点

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

9名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

教務職 若干名 修士了・四大卒 津・四日市・鈴鹿
小3～6年生対象の学習指導
(2科目)	

総合職 若干名 修士了・四大卒 津・四日市・鈴鹿
小3～6年生対象の学習支
援・広報活動

教務職 若干名 不問 修士了・四大卒 津・四日市・鈴鹿
小3～6年生対象の学習指導
(2科目)

総合職 若干名 不問 修士了・四大卒 津・四日市・鈴鹿
小3～6年生対象の学習支
援・広報活動

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱日本陸送

三重県鈴鹿市国府町石丸7755

代表取締役社長・重盛真治

運輸・倉庫業
三重に根差して60年、鈴鹿に本社を構え、保管、梱包、輸送といったシステムの確立
と付加価値の高いサービスで、多くの企業様から支持を頂いております。

各種社会保険、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(隔週休2日・夏季休暇・年末年始休暇・GW)特別休暇(冠婚葬祭)・有給休暇(最高40日)・誕生日休暇・育児休暇

皆様の中には、運送業・物流業の会社に就職するとトラック運転手のイメージを抱かれるかもしれませんが、ドライバー職の募集ではご
ざいません。運行の管理、商品の在庫管理や入出庫管理、梱包業務、品質管理に携わる総合職とそれらの事務仕事を含め、現場作業
の推進等を行って頂く一般職の採用を行っております。皆様の先輩も様々なフィールドで活躍してしています。物流業に興味のある方、
ない方も是非一度気軽にお越しください。

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】■大学卒:195,500～213,000円■短大・専門学校卒:183,200～200,700円
【一般職】■大学卒:173,000～190,500円■短大・専門学校卒:167,700～185,200円

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

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱Next Age

三重県津市渋見町295-1

代表取締役・森川建志

教育サービス業 中学受験専門進学塾 教材開発及び出版 教育関連イベント事業

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災 退職金制度(勤続3年以上) 定期健診実施 リゾート施設																																																	

完全週休二日制(土・月) GW休暇(3日) 夏期休暇(8日) 冬期休暇(3日) 有給休暇(年7日) 特別休暇(結婚、慶弔、産前産後、
育児等)

進学教室NextAgeは、中学受験専門塾として津市に開校、2020年に設立14年目を迎えました。県内に3教室を展開、小学4年生～6年生
約260名を指導しています。「日本の教育を三重から変える」を目標に、次世代を担う子どもの育成に取り組んでいます。生徒と真剣に向
き合い、人との関わりを大切に考える情熱ある人を求めています。2020年度三重県私立中学入試では、高田中学校に過去最高の68名
が合格しました!

059-253-3443 人事課 主任・丸山 有香
maruyama@next-age.jp http://www.next-age.net/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 新卒教務職:大卒 基本給225,000円 ※研修期間は180,000円(2か月)																																				

火～木/14:15～21:45 　金/11:15～21:45　 日/8:15～17:15



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

204名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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・高専・短大・
専門卒

三重県内最寄り(自
宅通勤可能店舗)

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・高専・短大・
専門卒

三重県内最寄り(自
宅通勤可能店舗)

自動車運転免許(AT限定不
可)

営業職(アドバイザー) 若干名 25歳迄 四大卒
三重県内最寄り(自
宅通勤可能店舗)

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

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）

総合職 10名
修士了・四大・短大
卒

三重県、東海関西関
東など

不問

技能職 50名 高・専門卒以上
三重県、東海関西関
東など

不問

技術職 20名 高・専門卒以上
三重県及び東海関
西関東など

工業系学科出身

総合職 5名 不問
修士了・四大・短大
卒

三重県及び東海関
西関東など

不問

技能職 20名 不問 高・専門卒以上
三重県及び東海関
西関東など

不問

技術職 20名 不問 高・専門卒以上
三重県及び東海関
西関東など

工業系学科

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
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 秀貴

様々なお客様の感性にお応えできるよう、個性あふれるお店創りをキーワードにお客様に愛される地域ナンバーワンの自動車ディラー
を目指しています。お客様にきめ細やかな提案ができる営業アドバイザー、的確に愛車診断のできるサービススタッフ、居心地の良い応
対のできるショールームスタッフなど、お客様のニーズにお答えで来るよう、人材育成にも力を注いでいます。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大  営業 242,473円　短大専門 営業 230,528円
四大  事務 180,000円　短大専門 事務 170,000円

10:00～18:30(休憩60分)

雇用保険・労災保険・健康保険・厚生

当社休日カレンダーにより規定 年間休日109日大型連休有(ゴールデンウイーク.夏季休暇.年末年始)

自動車ディラー
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-novelmie.co.jp/

ﾌﾞｰｽNo.
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

代表取締役社長・鈴木 昇

人材会社として、人を大事にしてコミュニケーションをはかり、社員のキャリアアップ・キャリアシフト・キャリアプランニングを進めていく事
業をしています。またライフワークバランスなど、働き方も多様で、個々の希望にお応えしていきます。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大卒:総合職200,000円、技能職190,000円、技術職210,000円
※短大・専門・修士・既卒などの方には、別途ブースにてご案内します。

※総合職8:30～17:30
※技能職・技術職は勤務表に準じます(別途ブースにてご案内します)。

会員制リゾート施設利用(個人負担費用あり)

週休2日制(会社カレンダーに準じます。)

人材派遣
三重県津市を拠点に東海・関西・広島及び今年より関東まで展開するアウトソーシン
グ企業です。メーカー中心のクライアントから、現在事務系・福祉系まで、幅広く事
業。

059-269-7711 総務企画部採用課課長・今西 洋次
imanishi@satela-net.com https://personac.net/



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

280名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総務人事職 若干名 高卒以上 四日市市山田町
普通自動車免許、総務人事
経験者優遇

経理職 若干名 高卒以上 四日市市山田町
普通自動車免許、会計業務
経験者優遇

設計職 若干名 高卒以上 四日市市山田町
設計ソフト操作、簡単PC操
作

金型保全職 若干名 高卒以上 四日市市山田町 未経験者大歓迎

製造職 若干名 高卒以上 四日市市山田町 未経験者大歓迎

機械保全職 若干名 不問 高卒以上 四日市市山田町 未経験者大歓迎

生産管理出荷職 若干名 不問 高卒以上 四日市市山田町 未経験者大歓迎

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

49名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業職 3名 四大卒 川越町

製造職 3名 四大・短大・専門卒 川越町

事務職 2名 四大・短大卒 川越町

営業職 3名 35歳迄 四大卒 川越町

製造職 3名 35歳迄 四大・短大・専門卒 川越町

事務職 2名 35歳迄 四大・短大卒 川越町

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 日乃出ゴム工業㈱

三重県四日市市山田町260-1

鈴木達雄・経営企画部 総務人事課 矢田直弥

製造業 自動車用ゴム部品の製造・販売 トヨタグループ(豊田合成㈱ 100%出資会社)

雇用保険、社会保険完備、トヨタグループ総合・車両保険割引、育児・介護休業休暇制度、慶弔制度、人間ドック・レディース
ドック割引、制服1枚目支給(2枚目以降半額補助)、安全靴半額補助、社内弁当あり等

年間休日122日(土日休み)、GW、お盆、年末年始の長期休暇約10日あり)

昭和2年(創業92年)・資本金4億、トヨタグループ(豊田合成㈱ 100%出資会社)、未経験者大歓迎

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 広伝㈱

三重県三重郡三重郡川越町亀崎新田77-522

代表取締役社長・広瀬 伝三

059-328-2911 経営企画部 総務人事課 課長・矢田 直弥
n-yada@hinode-rub.co.jp http://www.hinode-rub.com/company/index.html

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
170,000～250,000円(内定後、社内規定に基づき決定)
※入社後3ヶ月間は試用期間となり時給となります。昇給年1回(6月)、賞与年2回(夏、冬)

(1)8:30～17:15、(2)8:30～17:15、20:00～5:15、(3)6:30～15:15、15:30～0:15
(1)総務人事、経理、設計、金型保全、(2)製造、機械電気保全、(3)生産管理出荷

自然の恵みである海藻を製造加工し、『ヤマニブランド』として全国の量販店、小売業に販売しております。海藻は人間がミネラル分補給
として欠かせない素材です。高齢化社会を迎え健康寿命を延ばすこととへの高まりや、健康志向の高まりで注目の素材になっておりま
す。弊社で働くことにより共に社会に貢献していきましょう。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 170,000～210,000円

8:45～17:45

各種保険加入、リゾート施設等あり

会社カレンダー有

食品製造業 ひじき・こんぶ・わかめ等の海藻食品を自社工場にて製造加工しています。

059-365-0565 取締役・広瀬 桂二
hiroden@yamani-hiroden.co.jp



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

280名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

プログラマ及びシステムエ
ンジニア

10名 短大・専門卒以上 津市、四日市市 不問

ネットワーク・サーバ運用・
保守

5名 短大・専門卒以上 津市、四日市市 不問

プログラマ及びシステムエ
ンジニア

5名 28歳迄 短大・専門卒以上 津市、四日市市 不問

ネットワーク・サーバ運用・
保守

3名 28歳迄 短大・専門卒以上 津市、四日市市 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

25名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

技術職 2名
修士了・四大・短
大・専門卒

本社〔四日市市塩浜
本町3-45〕

普通自動車免許

営業職 1名
修士了・四大・短
大・専門卒

本社〔四日市市塩浜
本町3-45〕

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.
企業名 ㈱ピコ・ナレッジ

三重県津市羽所町345番地 第一ビル

代表取締役社長・吉田 博文

情報通信業
システム開発はもちろん、サーバ・ネットワークの設計・構築、運用保守までトータル
に提供する総合IT企業です

社会保険完備、育児休業制度、社員旅行、忘年会、各種研修制度、資格取得支援制度

土日(完全週休2日制)、祝日、夏季休暇、年末年始休暇 年間休日122日(2020年度)

IT=ブラックなんて昔話!「IT業界というと残業が多く、休みが少ない、体を壊しがち・・・」なんてイメージがあるかもしれませんが、今ではと
ても働きやすい業界になっています。現在では「月平均残業時間9.6H、年間休日127日、有給消化率55%(2019年度)」を実現!また、スキ
ルアップ研修、資格取得支援など、社員の積極的な挑戦を応援している会社です。ピコには安心してチャレンジできる環境があります。

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 藤原工業㈱

三重県四日市市塩浜本町3丁目45番地

代表取締役・藤原和彦

052-589-0122 人材開発部 主任・服部 功
saiyo@pico.co.jp https://www.pico.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
〇情報課程コース:200,000円(四大卒、4年専卒)、195,000円(短大、2年専門卒)
〇一般コース:195,000円(四大卒、4年専卒)、190,000円(短大、2年専門卒)

9:00～18:00(休憩1.0H) 実働8時間

☆水も空気もかけがいのないもの☆『たいせつなものほど、目にみえない』との想いの下、私たちは長年に渡り地域の信頼を得て、街の
未来を創ってきました。【一緒に未来を描こう!】◎地球規模で空気のすがすがしさと水のうるおいを保つことを考えよう! ◎地域社会に根
差し、貢献しながら、私たちと一緒に未来の街を創っていこう! ◎専門性が高く、専門技術が必要で、非常にニッチな分野の技術者(エン
ジニア)として成長しよう!

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【技術職】【営業職】●修士了:月給236,000円 ●学部卒:月給224,000円 ●短大・専門・高専卒:月給205,000円
■皆勤手当1,000円、運転手当2,000円(月額)《2019年4月実績》

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≫(水曜日はノー残業デー実施)

・各種社会保険完備・労災保険・退職金制度・単身者住宅補助・家族手当・資格手当・社長表彰制度・永年勤続表彰制度・
社員旅行年1回(2年に1回程度のペースで海外に行ってます) ☆昨年はシンガポールへ行きました!

週休2日制(日曜日、第2・4土曜日) 、祝日 、夏季休暇 、年末年始休暇 、年次有給休暇 、アニバーサリー休暇、ボランティア
休暇、慶弔休暇、など

建築設備業/機械設備業/管工事業
“冷房・暖房・換気等の空調設備”、“飲み水・お風呂・トイレ等の給排水設備”、“スプ
リンクラー・消火栓などの消防設備”など、 人と建物をつなぐのが≪管≫です。

059-345-3151 総務部・樋口
saiyo@fujiwara-kk.jp https://www.fujiwara-kk.jp/



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

31名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業・施工管理・設計・事務 若干名
四大・高専・短大・
専門卒

津市・四日市

営業・施工管理・設計・事務 若干名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

津市・四日市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

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

事務職 3名
四大・高専・短大・
専門卒

桑名市

エンディングプランナー 3名 25歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

桑名市 普通自動車免許(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
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

リフォーム業・不動産業
不動産販売・仲介 新築・施工・屋根・外壁・内部工事 家具・建具・住宅設備・水道・電
気・ガス工事 外構・造園・水廻り・耐震補強工事 クリーニング・シロアリ駆除

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、完全週休2日制

営業:年間休日数105日(年末年始・GW・夏季休暇・水曜定休含む)、有給休暇施工管理・設計・事務:年間120日(年末年始・
GW・夏季休暇・水曜定休含む)、有給休暇

*三重県で一番「ありがとう」がもらえる会社にいつもお客様の立場に立って、お客様に一番喜んでいただける方法を考える。それが、プ
ラスワンマインドです。新築・リフォーム・不動産のすべてを自社で手掛けるのはそのため。3つの力を融合したワンストップサービスで、
お客様の住まいの夢の実現のベストパートナーであり続けます。

059-222-5050 総務部・大西 正則
info@mie-plus1.com http://www.mie-plus1.com/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
試用期間なし固定残業制度あり165,000円　※固定残業一律:35,560円(残業30時間の場合)別途支給 固定残業時間を超え
た場合は、超過分の割り増し分が支払われます。

9:00～18:00 (昼休憩1時間含む)

ﾌﾞｰｽNo.
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整えるために最善を尽くします。事前相談
から法要にいたるまでトータルサポートいたします。

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・リフレッシュ休暇有り

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、安定した職種です。事前相談から法要にいたるエンディングサポート企業としての成長をはたし
ています。

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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

405名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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・高卒

三重県内各事業所
普通自動車免許
(AT限定不可)

営業事務職 5名
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県内各事業所 普通自動車免許(AT限定可)

営業職 3名 30歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県内各事業所
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

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 3名 四大・短大・専門卒
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)

フロアスタッフ 3名
四大・高専・短大・
専門・高卒

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)

営業職 2名 34歳迄 不問
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)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱ホンダカーズ三重

三重県松阪市大塚町381番地の1

代表取締役・磯田 雅伸

ホンダ車のシェアがNO.1の三重県で24店舗を構える三重県最大のホンダディーラーです。当社の経営理念「人を大切に」のもと、店舗
作りにスタッフの意見を取り入れてくれたり、やりたいことにチャレンジをさせてくれたり、今後の自動車や社会の変化に対応する10年先
を考えた戦略を常に実行し、頑張る人を必ず応援してくれる会社です。社員旅行や様々なレクリエーションがあり、入社後のフォロー体
制も充実していますので安心して長く働いていただけます。

ﾌﾞｰｽNo.
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・青木 克志

小売業
☆正規ホンダディーラー☆ホンダ車の新車・中古車販売事業、一般整備事業、損害
保険代理店業

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 営業職:193,000円(大卒)、185,000円(短大・専門卒)、営業事務職:164,000円(大卒)、156,000円(短大・専門卒)※諸手当除く

9:45～19:00(休憩75分)

社会保険完備(健康・厚生年金・雇用・労災 等)、赴任旅費支給(25万円まで)、通勤用自家用車従業員購入制度、住宅支援
(自宅通勤不可の場合)、社員旅行、BBQ、ソフトボール大会、インフルエンザ予防接種料全額助成、制服貸与 等

年間112日(毎週水曜日・第二火曜日)、GW、夏季、年末年始、有給休暇、特別休暇

小売業
1.自動車販売(新車・中古車) 2.点・車検、一般整備等
3.保険、クレジット等取扱 4.レンタカー事業

0598-52-4166 管理本部人事課 人事部長・櫛谷 勝彦
jinji02.pme07@honda-auto.ne.jp http://www.hondacars-mie.com/

福利厚生倶楽部加入、インフルエンザ予防接種一部補助、パソコン、iPad、スマホ、制服貸与、全社員大会、社員旅行、ス
ポーツ大会、出産お祝い金

年間休日112日(火曜日・水曜日完全定休日、GW、夏期、年末年始大型連休あり)、有給休暇、特別休暇

三重県四日市市、桑名市、いなべ市、三重郡で11店舗展開している北勢地域最大の正規ホンダディーラーです。拠店展開が北勢地域
だけなので、地元を離れることなく勤務可能です。ホンダ車に関わる仕事をしてみませんか?

059-328-4404 総務人事部 主任・松尾
RSN_matsuo@outlook.jp http://www.hondacars-miehigashi.com

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
*新卒営業職*【四大卒】207,000円+実績奨励給【短大・専門卒】192,200円+実績奨励給、*新卒フロアスタッフ*【四大卒】
171,500円+実績奨励給【短大・専門卒】163,400円+実績奨励給、*既卒*上記金額より応相談

9:30～18:30(休憩時間60分)



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

202名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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・短大・専門卒 本社、各倉庫 不問

倉庫管理職(専門職) 若干名
四大・高専・短大・
専門・高卒

各倉庫 不問

事務職(専門職) 若干名 四大・短大・専門卒 本社、各倉庫 不問

倉庫管理職(専門職) 若干名 不問 四大・短大・専門卒 各倉庫 不問

事務職(専門職) 若干名 34歳迄 四大・短大・専門卒 本社、各倉庫 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

195名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業職 2名 四大・短大卒 三重郡川越町 普通自動車免許(AT不可)

建設機械整備職 3名 不問
三重県(川越町・四
日市市)

普通自動車免許(AT不可)

営業事務職 2名 四大・短大卒 三重郡川越町

足場技術職 3名 不問 三重郡川越町

営業職 若干名 不問 四大・短大卒 三重郡川越町 普通自動車免許(AT不可)

建設機械整備職 若干名 不問 不問
三重県(川越町・四
日市市)

普通自動車免許(AT不可)

足場技術職 若干名 不問 不問 三重郡川越町

営業事務職 若干名 25歳迄 四大・短大卒 三重郡川越町

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
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・野呂正高

1981年の創業以来、着実に成長し続けてきた当社は、食品物流において三重県及び東海エリアで大いに存在感を発揮しています。現
在では関東・関西方面への大型冷凍輸送、外食産業チェーン店舗への日配配送、食品工場への原料や製造品の配送業務など、食品
流通における輸送業務全般に携わっております。いつまでも前田運送は頑張っている会社でありたいですし、『食』という生活のために
欠かせない分野で、社会や人のために存在し続ける会社であり続けたいと考えております。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【総合職】[大卒]:213,600円(基本給+総合職手当)　[短大卒・専門卒]:208,320円(基本給+総合職手当)
【倉庫管理職】222,400円(基本給+資格手当)　　【事務職】198,040円(基本給+シフト手当)

8:00～17:00(休憩60分)※事業所、職種により一部異なります。
※残業については時間外勤務手当を5分単位で支給しております。 (固定残業制ではありません)

独身寮　各種資格取得支援制度(資格によって入社前でも利用可能です)、社員旅行クラブ活動、新入社員研修、
OJT研修、社内講習会、専門研修

週休2日制、年間休日105日

物流業
◆一般貨物自動車輸送事業 近郊エリアのチェーンストア、外食店舗への配送 関東・
関西圏への中距離輸送  ◆倉庫事業 冷凍・冷蔵・常温の3温度帯での保管・出荷

059-364-5957 人事部 人事課 課長・渡邉 一之
k.watanabe@maeda-t.com http://www.maeda-t.com

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 マツオカ建機㈱

三重県三重郡川越町当新田17番地

代表取締役社長・松岡 賢

「建機レンタル業界」というとあまり皆さんは馴染みのない業界だと思います。しかし現在では、工事現場で皆さんが目にしている機械の
約6割がレンタルであり、建機レンタルの需要は右肩上がりに上昇しています。必要な時に必要なものをレンタルする。マツオカ建機はそ
んな「建機レンタル業界」でより地域に密着した営業網で、トータルにお客様のニーズに応えています!!

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
初任給:191,860円(大卒1年目参考)※経験、年齢を考慮し決定します。
各種手当:営業手当(営業職)、作業手当(足場)、時間外手当、通勤手当、扶養手当、住宅手当(条件あり)

8:00～17:00

各種社会保険制度(健康・厚生年金・労災・雇用)完備、退職金制度、財形貯蓄制度、ライフサポート倶楽部会員、リゾートホ
テル契約(エクシブ)、長島リゾート会員

日曜、祝日、指定休暇(月2～3日)【会社カレンダーによる】、夏季休暇、年末年始休暇、年次有給休暇(初年度10日)、年間休
日110日

建設機械のレンタル・リース業
三重県・愛知県に営業拠点を構え、地域に密着したインフラ関連の総合レンタル業と
してお客様のニーズに応えています!!

059-365-8271 本社管理部総務グループ・井後・宮本・伊藤
shokii@matsuokakenki.co.jp http://www.matsuokakenki.co.jp/



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

16名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

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 若干名
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社

製造スタッフ 2名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社

機械オペレーター 若干名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

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）

治具設計職 1名
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県津市

開発設計職 1名
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県津市

鍛造職 1名 高卒以上 三重県津市

金型製作 1名 高卒以上 三重県津市

鍛造職 1名 34歳迄 高卒以上 三重県津市

金型設計 1名 34歳迄 高卒以上 三重県津市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱松尾工業所

三重県桑名市和泉1288-4

代表取締役社長・松尾 誠佑

製造業 アルミダイカスト金型の設計・製作

各種社会保険・リゾート施設保有・退職金制度・年一回健康診断(会社負担)

第2・第4土曜日、日曜日(当社カレンダーによる)、有給休暇消化率90%

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年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』をスローガンに揚げた日々精進致しております。また、製造業ですが女性も活躍できる場所です。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ください。

ﾌﾞｰｽNo.
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

0594-22-5512 代表取締役・松尾 誠佑
info@matsuo-kou.co.jp https://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)　実質7.5時間

1 一人ひとりの従業員を大切にする会社です。
2 「ものづくり」の全てをすぐ目の前で見ることが出来る会社です。
3 一人ひとりが主役になれる会社です。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 高卒)167,640円、大卒)203,400円

8:00～16:50(7時間50分)

各種保険/リゾート施設法人契約/社員食堂/借家補助手当等

年間休日113日【休日】完全週休2日(土・日)・	夏季、年末年始、GW 【休暇】有給休暇、特別休暇	

金属製品製造業
◎建設・配管・電設工具、配管用機器の開発・設計・製造
◎治具・イケールの設計・製作/マシニングセンタのシステムアップ/ロボット搬送

059-234-4159 総務課長・佐藤 法子
shushoku@mcccorp.co.jp http://www.mcccorp.co.jp



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

45名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

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・短大・専門卒 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

221名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職 5名 四大卒
本社及び三重県内
各支店、営業所

一般職 5名 四大・短大卒
本社及び三重県内
各支店、営業所

整備職 10名 四大・短大・専門卒
本社及び三重県内
各支店、営業所

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
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

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.
企業名 三重いすゞ自動車㈱

三重県津市垂水字中境505

代表取締役社長・川村 則之

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

ISUZUの働くトラック、ELF・FORWARD・GIGAの名前をご存知でしょうか?普段、私たちの周りにある食べ物や飲み物、衣服等これらは身
近にあって当たり前です。この「当たり前」を実現するには物流が不可欠です。そんな三重県全域の物流を60年以上支えてきたのが、私
たち三重いすゞ自動車です。最新技術を提案するとともに、ISUZUをご利用いただくすべてのユーザー様に安全・安心の車両を提供いた
します。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 総合職(大卒)200,770円、短大卒は別途規程

9:00～17:20

各種社会保険加入、大型免許全額補助、会員制リゾート施設あり、親睦旅行

日曜日、祝日、第二・第四土曜日、誕生日休暇、年末年始休暇、夏季休暇、創立記念日他 年間108日、その他 有給休暇あ
り

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、車体製作(5)
その他付帯事業

059-227-8111 総務部長・中島 嘉浩
Yoshihiro_Nakashima@notes.mie.isuzu.co.jp http://www.mie-isuzu.co.jp/



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

57名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業職 3名 四大・短大・専門卒 四日市 学部・学科不問

施工管理職 3名 四大・短大・専門卒 四日市 学部・学科不問

営業職 3名 25歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

四日市 学部・学科不問

施工管理職 3名 25歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

四日市 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

459名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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
普通自動車免許
(AT限定不可)

ショールームスタッフ 5名 四大・短大卒 三重県下18拠点 普通自動車免許

本部事務スタッフ 若干名 四大・短大卒 本社(津市)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 三重石商事㈱

三重県四日市市白須賀三丁目6番8号

代表取締役・金子 守

出光昭和シェル石油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。昨年70周年を迎え、中期販売計画でさらに飛躍
すべく計画を策定し、現在目標に向かって邁進しております。更なる躍進にむけて、一緒に目標に向かって結果を作り上げる仲間、すな
わち皆さんの入社を待っています。

ﾌﾞｰｽNo.
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・井上 喜晴

自動車販売整備
トヨタ・レクサスの新車販売/中古車販売/ 自動車整備・修理/自動車保険/au携帯電
話/ クレジットカード/自動車ローン

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 新卒:202,800円+通勤費(2019年4月初任給実績)

9:00～18:00(休憩時間60分)

退職金制度、退職金制度、海外研修旅行(2年毎)、結婚・出産祝金、独身寮あり、ゴルフ同好会、福利厚生倶楽部法人会
員、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

完全週休2日制(土曜、日曜、祝日)、年間休日121日(2020年度)、年次有給休暇(初年度4か月目に付与10日、最高40日)

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、防水・
塗装工事、ガソリンスタンド運営

059-365-2134 管理部係長・髙見 敬治
saiyo@mieseki.co.jp http://www.mieseki.co.jp

社会保険完備・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・楯干し大会・カートイ
ベント・会員制リゾートホテル・クラブ同好会 など

年間休日109日(2019年度:当社年間カレンダー適用)年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇・年次有給休暇・誕生日休暇・
リフレッシュ休暇・慶弔休暇・出産育児休暇・計画有給休暇制度 他

わたしたち三重トヨペットは、お客様から「ありがとう」といっていただける、「社徳」ある会社を目指しています。県への苗木贈呈や、全店
舗への介助専門士の配置など、「環境・福祉・安心・文化」をキーワードとした取り組みを長年にわたって継続しています。また、人材育
成にも注力しており、新入社員については、BB(ビッグブラザー)制度を導入しており、安心して働ける環境作りをしています。

059-222-7110 総務部総務課・課長 加藤 博紀 / 吉田 雄紀
y.yoshida@mietoyopet.co.jp https://www.mietoyopet.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【営業スタッフ】四大卒:217,100円 短大卒:209,100円(手当含む)
【ショールームS・本部S】四大卒:181,100円 短大卒:173,100円※2019年度入社実績

【営業スタッフ】9:00～18:00(休憩90分含む)
【ショールームS・本部S】9:00～17:30(休憩60分含む)



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）

営業・受付スタッフ・営業
補助

5名 高卒以上 三重県内 普通自動車運転免許(AT可)

営業・販売・営業補助 5名 30歳迄 高卒以上 三重県内 普通自動車運転免許(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

185名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

新車営業職 2名 四大卒 県内6拠点 普通自動車運転免許

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

総合事務職 1名 四大卒 本社 普通自動車運転免許

新車営業職 若干名 34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 34歳迄 四大・短大・専門卒 県内6拠点
普通自動車運転免許
(AT限定不可)

総合事務職 若干名 34歳迄 四大卒 本社 普通自動車運転免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
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

創業70年以上の歴史がある老舗ディーラーです。三重県の日産といえば、三重日産。今や自動車産業は、国の基幹産業です。電気自
動車や自動運転・衝突安全装置など、これからもテクノロジーが発達するに伴って、自動車も進化し業界も発展していく成長産業です。

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 三重日野自動車㈱

三重県四日市市中村町1947番地23

代表取締役社長・木下 俊雄

小売業
日野自動車のトラック・バスの販売および点検・修理、関連部品・用品の販売 保険代
理業務

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 2019年実績 高卒155,000円 / 短大・専門卒173,000円 / 四大卒193,000円

2019年実績 9:30～18:40(営業職)休憩90分含む

日産自動車厚生施設・リゾートトラスト(EXIV鳥羽等、全国利用可能)・ゴルフコンペ・たて干し・ボウリング大会等々

2019年実績 年間112日 (年間総労働時間: 1,942.50時間)・毎週水曜日、及び(特定月の)第1/2/3火曜日・GW休暇・夏季休
暇・年末年始休暇、他・個別休暇(月別個人別出勤計画作成による休日)

小売・サービス業 自動車販売及び整備

059-225-2355 総務部 課長・濱口 隆光
nme001652@mie-nissan.co.jp https://ni-mie.nissan-dealer.jp/

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、退職金制度(勤続1年以上)

第2土曜、第4土曜(整備職はシフトによる)、日曜・祝日、夏季・年末年始休暇、誕生日休暇 年間休日108日

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

059-365-5111 総務部 総務課長・勝井 秀明
soumugm@mie-hino.co.jp https://www.mie-hino.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

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

【平日】9時00分～17時30分 / 【土曜日】9時00分～17時00分



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

220名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 募集年齢 学　　歴 勤務予定地 その他条件

ウェディングプランナー 3名 四大・短大・専門卒
県内4結婚式場
のいずれか

普通自動車免許

葬祭ディレクター 5名 四大・短大・専門卒
県内22葬儀会館
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・短大・専門卒
県内6介護施設
のいずれか

普通自動車免許

ウェディングプランナー 3名 応相談 四大・短大・専門卒
県内4結婚式場
のいずれか

普通自動車免許

葬祭ディレクター 5名 応相談 四大・短大・専門卒
県内22葬儀会館
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 応相談 四大・短大・専門卒
県内6介護施設
のいずれか

普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

154名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 専門卒以上 三重県下各店舗
普通自動車免許(AT限定不
可)

事務職(ショールームス
タッフ及び本社スタッフ)

2名 専門卒以上
三重県下各店舗又
は本社

普通自動車免許(AT限定可)

営業職、事務職 若干名 34歳迄 専門卒以上 三重県下各店舗
普通自動車免許(営業職は
AT限定不可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
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

創業63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）も積極的に行なっています。人生の中で訪れる様々な節目において、家
族の絆・職場の絆・企業の絆・地域の絆をそれぞれ大切にしながら、皆様のお手伝いをしています。その地域貢献の一環として、各地区（桑名・四日市・
鈴鹿・津・伊賀名張）で「ユニット活動」として地域交流活動も図っています。ぜひ一緒に働いてこの仕事のやりがいを体験してみませんか！

ﾌﾞｰｽNo.
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

小売業 新車・中古車販売 自動車整備(車検・法定点検・一般) 自動車保険取扱業務

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大・・・総合職：188,927円
短大・・・総合職：171,420円　（平成31年4月実績）、昇給：年1回（4月）、賞与：年2回（7月、12月）

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

社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険）、労災保険、育児制度※教育・研修に関して、会社全体の業務を幅広く習得できるプログラム
を設けていますし、アカデミーという弊社独自の教育システムも導入してより教育・研修体制を整えていますので安心してください。

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日付与）、慶弔休暇

冠婚葬祭サービス業
人生の特別な儀式（通過儀礼・冠婚葬祭サービス）を中心として、真のサービスを地域社会に密着した企業
経営を行なっています。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）・生活支援事業（タイムプラス）も積極的に行なっております。

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

・健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・借上寮制度(自宅が県外で会社が認めた方のみ、会社負担あり、上限は4
万円)

年間休日107日毎週月曜(ハッピーマンデーの場合は翌火曜定休)、毎月第一火曜定休(一部例外有)年末年始、GW、夏季長
期休暇有　半日有給休暇制度(年6回まで取得可)、慶弔休暇、裁判員休暇等

当社は、幅広い車種のラインナップで老若男女を問わず人気の三菱車を取り扱う三重県内で唯一の三菱車正規ディーラー店です。三
重県四日市市に本社を置き、県内に9店舗のネットワークで、三菱自動車の車両販売・サービスを行っています。2020年で創立70周年を
迎えます。店舗異動(転勤)は自宅から通える範囲です。腰をすえてじっくりと成長できる環境!お客様との信頼関係が財産となる仕事で
す!

059-351-7522 管理部 総務グループ・伊藤 正志
m-ito@mie.mitsubishi-motor-sales.com http://mie-mitsubishi.com/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
営業職:大卒・大学院了/197,100円　営業職:短大卒・高専卒・専門学校卒/187,100円
事務職:大卒・大学院了/173,100円　事務職:短大卒・高専卒・専門学校卒/163,100円

9時半～18時(休憩12時～13時)



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）

総合職 5名 四大卒 三重県

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

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

若干名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重県四日市市

税務・会計・労務・経営コ
ンサルタント

若干名 25歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

三重県四日市市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱ミズノ

三重県四日市市午起2丁目1-5

代表取締役・水野昌和

収集運搬
廃棄物処理ルート最適化『MATCH-ONE®』/産業廃棄物の収集運搬・処分/電子マ
ニフェストの導入支援

産育休制度、マラソン特別休暇、ランニングサークル活動、スポーツクラブアクトス無料利用、資格取得支援制度、社員旅
行、季節のイベント、親睦会など

年間休日120日・週休2日制、土日祝日休み(土曜は年に数日出勤します)・会社カレンダーによる、夏季・年末年始・GW休暇

【マラソン完走で翌日お休み!プラスの働き方改革中】株式会社ミズノは、三重県を中心に環境事業を行っている会社です。誠実な対応で
お客様からの信頼をいただいています。また、‟健康経営”にも力を入れており、社長も一緒にマラソン大会に出場することも!若手がチャ
レンジできる環境で、年齢関係なく本音で語り合える関係です。「地元に貢献したい!」「営業がしたい!」「体を動かすことが好き!」そんな
方、大歓迎です!

ﾌﾞｰｽNo.
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

059-331-2049 コンサルティング事業部・吉田圭佑
k.yoshida@env-value.co.jp https://www.e-mizuno.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大学卒:250,932円(月給:206,300円/固定残業代:44,632円/充当時間:30時間)
固定残業代は残業代がない場合も支給。相当時間を超過する場合は別途支給。

8:00～17:00(実働8時間・勤務シフトなし)　※現状は遅くとも18:30までには退社しています。

熱中できるものはありますか? 夢や希望を持っていますか? 地元の中堅・中小企業の皆様に対し、財務・税務・労務・経営のプロとして、
その成長・発展のために総合的多面的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

既　卒

初 任 給
四大卒:200,000円  短大・専門卒:190,000円
昇給 年1回(7月) 諸手当…通勤手当(25,000円まで)・残業手当・住宅手当 他

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)(休憩1時間)
2月・3月・5月 一部土曜出勤有(8:30～16:00) ※時間外労働あり

各種社会保険・退職金制度・慰労会・会員制保養施設

土・日曜日、祝日(会社規定による)、年末年始休暇、夏期休暇(年間休日115日)、1時間単位の有給休暇、慶弔休暇、試験休
暇、産休育休制度あり

経営コンサルタント業
税務会計・相続事業承継対策・労働社会保険等労務管理・許認可手続業務・経営コ
ンサルティング・不動産コンサルティング

059-353-6767 総務管理部門・米村 敦子
office@fmi-g.co.jp http://www.midland-g.jp/



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

430名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 若干名 不問 鈴鹿市

介護職員 5名 不問 不問 鈴鹿市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

20名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業職 3名
四大・高専・短大・
専門・高卒

四日市 運転免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 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

「常に前進すること」をモットーに、時代の変化・地域のニーズに応え続け、現在は医療・看護・介護・福祉の全てをサポートしておりま
す。 私たちの強みは、それぞれの専門分野に優秀な人材がそろい、チームワークで臨機応変にサポートできる体制。その基盤となって
いるのは、長年の安定経営で培った強い組織力です。困難な時代においても果敢な挑戦を続けてまいります。

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 元三㈱

三重県四日市市中川原3-1-40

代表取締役社長・今村佳央

化粧品日用品卸
化粧品日用品等の商品を多種多様なメーカーさんより仕入れをして 多種多様な業態
のお客様に卸販売をしています。生活者の快適で便利な生活に貢献します!!

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
介護職員 214,000円～222,000円(学歴による)、相談員(研修中)196,000円、
相談員(研修後)207,000円～217,000円(資格による)

介護職員日勤8:30～17:00、早番7:00～15:00、遅番12:30～20:00、夜勤16:00～9:00、相談員8:30～17:00

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災補償等

年間111日　有給休暇 半年後に10日発生　各種特別休暇

医療・福祉
病院、特養、老健、ショートステイ、グループホーム、デイケア、デイサービス、居宅介
護支援事業所、包括支援センター、ケアハウス、高専賃等医療福祉サービス

059-382-0330 総務部人事課 課長・原田 幸司
saiyou@murase.or.jp http://www.murase.or.jp

財形貯蓄制度、研修制度、退職金制度健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

週休2日制(月1回土曜日出勤)、祝日、GW、夏季、年末年始(有給制度有、今年度年間休日105日)

私たちは、常に人々のニーズに応じ、快適なライフスタイル創るお手伝いをしています。日用品、消耗品を扱っていますので、景気に左
右されにくく、安定した地域密着型の専門商社です。商品開発もできますし、可能性は無限にあります。やる気のある方、どうぞ応募して
ください。

059-351-0818 事務責任者・小吹恭司
y.imamura@motosan-kk.com

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 200,000円(昇給年1回)、208,000円(時間外手当:8,000円5時間含む)

8:30～17:30



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

20名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

自動車セールス 若干名 四大卒
ヤナセBMW四日市
支店

普通自動車運転免許(卒業
までにMT)

自動車セールス 若干名 30歳迄 高卒以上
ヤナセBMW四日市
支店

普通自動車運転免許(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

62名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業 若干名 四大・専門卒 亀山市・東京 普通自動車免許

事務 若干名
四大・高専・短大・
専門卒

亀山市 普通自動車免許

製造 5名
四大・高専・短大・
専門・高卒

亀山市 普通自動車免許

営業 若干名 34歳迄 四大・専門卒 亀山市・東京 普通自動車免許

事務 若干名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

亀山市 普通自動車免許

製造 5名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

亀山市 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.
企業名 ヤナセバイエルンモーターズ㈱

東京都港区芝浦一丁目6番38号

代表取締役社長・藤田 和由

「ヤナセの歴史は輸入車の歴史」、弊社は2003年にBMW車を専門に扱う会社として設立された、「ヤナセ」のグループ企業です。現在、
東京、愛知(名古屋)、三重(四日市)、福岡(福岡、久留米)でBMW新車・中古車の販売及びアフターサービスを事業展開しております。

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 山忠食品工業㈱

三重県亀山市布気町1559番地9

代表取締役社長・野村 正和

食料品製造業
もずく、めかぶ等の海藻類を中心とした食料品を製造しています。味・品質はもとより
安全で健康的に召し上がって頂く為、常に最新技術を導入して製品作りを行っていま
す。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 新卒:194,000円、既卒は学歴・職歴等により別途査定

9:30～18:00

各種社会保険完備(健康・厚生年金・雇用・労災)、育児・介護休業、ｶﾌｪﾃﾘｱﾌﾟﾗﾝ、確定拠出年金制度、保養所、会員制ﾘｿﾞｰ
ﾄﾎﾃﾙ、各種サークル、独身寮、住宅融資・財形貯蓄制度、退職金制度、従業員持株会、共済会、社員販売制度など

週休2日制(原則として日・月、月8～11日)※展示会開催などで日曜出勤の場合、平日に振替休日を取得できます。 祝日、
年末年始、夏季、年間休日110日、 年次有給(10～20日)、慶弔、リフレッシュ休暇など

小売業 BMW車(新車・中古車)の販売及び整備

03-5440-7307 総務部・マネージャー・藤田 昇
noboru_fujita@yanase.co.jp https://www.yanase.co.jp/bmw/

各種社会保険、共済互助会、通勤手当、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

当社カレンダーによる、年間休日120日、年次有給休暇

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

0595-82-1347 総務部 部長・中井 豊一
soumu@mozuku.co.jp http://www.mozuku.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 基本給180,000円、職能手当1,000円

基本勤務時間 8:30～17:30



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

90名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

呉服事業総合職・スタジオ
事業総合職

若干名 専門卒以上
三重県/桑名・四日
市 岐阜県/大垣

呉服事業総合職・スタジオ
事業総合職

若干名 30歳迄 専門卒以上
三重県/桑名・四日
市 岐阜県/大垣

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

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）

建築設計・建築施工管理 若干名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市 普通自動車免許(AT不可)

建築設計・建築施工管理 若干名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市 普通自動車免許(AT不可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 ㈱夢さくら

三重県桑名市大央町21-9

代表取締役・北川 喜一

お宮詣・七五三・成人式・結婚式…、日本人は人生の節目ごとに家族でお祝いし子供の幸せを願う伝統を次世代へとつないできました。
家族の絆を深める伝統のきものや写真、そして伝統×現代センスを融合したファッションとしてのきもの…。夢さくらは『きもの』や『写真』
を通して、地域のお客様に最高の幸せを提供したいと考えています。着物文化に興味のある方、ぜひ一度ブースにお越しください!

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 横内建設㈱

三重県四日市市小古曽町2812-126

代表取締役社長・横内 義徳

総合建設業
建築プロジェクトの総合プロデューサー。地元企業様の生産活動を建築の面からさ
せています。「企画」「設計」「施工管理」「メンテナンス」で社会に貢献。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
呉服事業　総合職/四大卒:220,000円、短大・専門卒:198,000円、
スタジオ事業　総合職/四大卒:200,000円、短大・専門卒:188,000円

9:30～21:00の内実働8時間　※店舗により始業時間は異なります

各種社会保険・財形貯蓄・社員割引・社員旅行 他

公休月8日・有給休暇・アニバーサリー休暇・慶弔休暇

呉服販売・レンタル・フォトスタジオ
夢さくら(呉服)/着物ファッション事業 トータルフォトスタジオCOCO/レンタル衣装・フォ
トスタジオ事業

0594-27-2839 夢さくら本部・豊田 有紀
honbu1@yumesakura.co.jp https://www.oomi-group.jp/

社員旅行 各種保険(雇用保険 労災保険 健康保険)  業務に必要な資格取得学校費用の補助(例:1級建築施工管理、1級建
建築士等)

年休日 土日祝 週休日制 年間休日 127日 但し8月12月の土曜日1回の出勤あり

四日市市に生産拠点を置く名だたる大手企業の工場建設に多く携わってきました。クライアントの意向に基づいて企画・設計を行い、施
工管理からメンテナンスまで総合的に行います。1級建築施工管理技士や1級建築士の資格を有する先輩が活躍しています。成長を重
ねていけば、大規模な建築物のプラニングを一手に担うことができます。

059-346-3382 横内 義徳
y-yokouchi@yokouchi-kensetsu.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大学卒:約22万円  専門学校卒:約21万円 中途採用:経験・保有資格による

8:00-17:30(変形 1年単位)



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

98名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職 若干名 四大・高専卒
四日市市 転勤あり
ません

普通自動車免許
(AT限定不可)

総合職 若干名 30歳迄 四大・高専卒
四日市市 転勤あり
ません

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

72名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

生活支援員・
相談支援専門員

3名 短大・専門卒以上 三重県四日市市
普通自動車運転免許
(AT限定)

管理栄養士 1名 修士了・四大卒 三重県四日市市
管理栄養士免許取得見込、
普通自動車運転免許

調理員 1名 短大・専門卒以上 三重県四日市市
普通自動車運転免許
(AT限定可)

生活支援員・
相談支援専門員

若干名 不問 高卒以上 三重県四日市市
普通自動車運転免許
(AT限定可能)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 (社福)四日市福祉会

三重県四日市市別名3-3-10

理事長・柏木三穂

サービス(福祉)
知的障がい者への生活支援・就労支援・相談支援を実施。住まいの場3ヵ所、日中活
動の場4ヶ所、相談支援事業所1ヶ所、児童の放課後等デイ1ヶ所を運営。

社会保険各種完備、育児・介護休業実績有、教育訓練費補助制度、福利厚生活動への補助(1人あたり年間1万円)、
資格取得講座開催、試験受験料や受講講座受講料等のキャッシュバック制度、介護・療養積立制度有

年間131日、月11日休み(2月のみ10日)、住まいの場の勤務の場合は変則休日

「定年迄安定したスタッフ生活が送れる」「ワークライフバランスがとれた職業人生活を送れる」「法令を遵守した法人運営」を入社する皆
さんにお約束してきました。例えば有給が取得しやすい(67%)、強制的な残業がほとんどなくノルマがない、創業以来売上は右肩上がり、
休み131日とワークライフバランスがとりやすい等々が証明しています。知的障がい支援に思いのある人是非。皆様との出会いを楽しみ
にしております。

059-331-8660 法人事務局・児玉 浩典・山下 晋徳
recruit@blooming.or.jp http://www.blooming.or.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
生活支援員:大卒187,000円～、短大卒180,300円～、管理栄養士・調理員:大卒184,800円～、短大卒177,600円～、
資格手当・夜勤手当、交替手当等別途有

生活支援員:6:30～16:30、8:30～18:30(通いの場は原則日勤)、11:30～21:30、夜勤17:00～翌8:30、
管理栄養士・調理員:5:30～15:30、8:30～18:30等々

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、選択型福利厚生制度(ナガシマリゾート利用補助等)、免許取得支援、健康
診断特殊検診、グループでのスポーツリクリエーション等

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

総務部総務課長補佐・加藤 順二
junji-kato@y-kaiun.jp http://y-kaiun.jp

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 四日市海運㈱

三重県四日市市霞2丁目5番地

代表取締役社長・奧山 謙介

港湾運送業他
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㈱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。

059-325-7212

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1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。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 205,000円(2019.3入社実績)、固定残業無し、2019年実績 1年目 総支給額平均\300,000

08:30～16:45(隔週土曜出勤日08:30～12:00)



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）

生活支援員 若干名 高卒以上
三重郡川越町、三重
郡朝日町

普通自動車免許があれば尚
良し(取得見込可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

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

059-364-4288 総務・安井 亜弥
hideki0423jp@yahoo.co.jp http://www.yotubanosato.com/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
新卒者/四大卒:192,816円、短大・専門卒:172,216円、高卒:163,049円
中途採用者/当法人規程より新卒給与に前歴換算致します。

8:30～17:30

各種社会保険完備、賞与4.4ヶ月/年(前年度実績)、通勤手当、資格手当、住居手当、扶養手当、管理職手当有り。各手当
は該当者に支給。退職金制度有り(独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済」)

完全週休二日制、有給休暇、特別休暇、職務免除、出産・育児休暇制度、介護休暇制度有り。

ﾌﾞｰｽNo.
企業名 (社福)よつば会

三重県三重郡川越町大字亀崎新田字里中21番11

理事長・石川 英樹

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


