
展示棟　ブースNo.１～18＝１階、No.19～76＝２階

第4ホール　ブースNo.77～95（メインホール1階） ※会場が2ヵ所に分かれておりますので、ご注意ください。

◆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 三愛情報㈱

クルマのチカラで三重を楽しく!
お客様の課題を解決し、企業価値を高めるITサービスを提供してい
ます。

あいネットグループ（㈱あいネットサービス） 三共電機㈱

「笑顔」はこころをつなぐ。 あなたの個性、発揮してみませんか？

㈱アクアプランネット ㈱三交ドライビングスクール

For Living Well
四日市自動車学校と名古屋市港区の名四自動車学校を運営していま
す。

㈱東産業 三交不動産㈱

見えない、だから、こだわる。 三重交通グループHDで、不動産・建設部門を担当しています!

アップルオートネットワーク㈱ 三昌物産㈱

過去の常識をガラリと変えるアップル、日本にもあります。 地域社会に愛され、社員に信頼される会社を目指しています。

あづまフーズ㈱ サンジルシ醸造㈱

新しい食文化を世界に発信しています。 〝食の伝承者”を担おう

イセット㈱ 正和製菓㈱
オーダーメイドセキュリティシステムで地域の安全と安心を守る会
社

高品質を通じてお客様に奉仕する

伊勢湾倉庫㈱ ㈱シリックス

四日市港を基盤に総合物流業として活動しています。 ものづくり現場を技術で貢献、エンジニア集団です。

伊勢湾マリン開発㈱ ㈱シー・ティー・ワイ

地域に根差した、一生涯の健康づくりをサポートします! 目指すは「ケーブルネットワークによる地域ＩＣＴナンバーワン」

㈱魚国総本社 三重支社 （社福）慈恵会

委託給食会社 三重県内トップシェア 地元密着の安定成長企業 あなたの一歩が人の一歩の手助けとなる

㈱エッチ・エム・イー ㈱ＧＭＴ
加工技術で「ニッチ・トップ企業」へ「カスタマイズ力」でブラン
ドを確立

「塗装と言えばGMT」と言われる会社であり続けたい

大橋学園グループ スズカファイン㈱

人づくりを通して、地域社会に必要とされる教育機関へ。 最新のテクノロジーで建物を守り、美しい街づくりに貢献します。

岡田工業㈱ ㈱スズキ自販三重
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!

若手社員活躍中!あなたの遊び心で一緒に働きませんか!

カネソウ㈱ 須藤㈱
「快適をかたちに」をミッションとして、街づくりに貢献していま
す！

設立70年以上安定経営／営業としての成長環境をご用意しており
ます。

釜屋㈱ 住友電装㈱
☆創業1721年☆ 鋼材及び工作機械の卸売、システム建築施工を柱
とした専門商社です。

主力製品のワイヤーハーネスグローバルシェアNO1企業

㈱ 川スミ スーパーサンシ㈱

三重県下19店舗展開中 毎日のくらしにしあわせとお客様に寄り添うサービスを届けます。

河村産業㈱ ㈱扇港電機

素材と共に自分が成長できる場所 創立74年東海地区シェアNo.1・国内No.3の電材商社！

北伊勢上野信用金庫 (社福)洗心福祉会

地域金融のプロフェッショナル 「夢と希望を創造する」これが私たちのモットーです!

北三重技建㈱ セントランス㈱(四日市オフィス)

高い技術力で地域を支える安定感抜群の総合建設会社です！ 代替のきかない人財のセントランス

㈱北村組 ㈱竹屋

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
経営の安全と事業の発展で、社員が人生設計しながら成長していけ
る、それが竹屋です！

桑名精工㈱ ㈱ダイハツ三重
創業120年を超える安定企業！最新の設備と技術で精密切削加
工！！

勤務地は三重県北勢地域限定です！

㈱グリーンズ （メガネ赤札堂）中部オプチカル㈱

【東証名証上場】何事も楽しめるワクワクさん大歓迎！  地元密着で毎年着実に出店を重ねる成長企業!

KMT㈱ ㈱賃貸メイト

未経験者歓迎!教育環境も充実しています。 賃貸仲介は、人と人を結びつけ地域に貢献する仕事です!

㈱交洋 月島テクノメンテサービス㈱

グローバルな事業展開で食文化を創造する会社です! 日々の業務が社会貢献に繋がります。水環境を守るお仕事です。

㈱佐野テック ㈱東海テクノ

『従業員の子どもが働きたいと思う会社』を目指しています。 環境をはかる・まもる・つなぐ・つくる

第１回　三重の就職セミナー企業目次

17 69 29 18

17 15 30 10

26

18 56 30 51

13 16 25 78

13 53 28

14 46 26 92

14 79 27 67

15 23 27 8

15 68 28 19

16 60 28 22

16 58 29 84

6 86 18 59

6 20 19 47

7 42 19 49

7 3 20 81

8 24 20 55

8 38 21 73

9 87 21 5

9 30 22 34

10 32 22 76

10 1 23 26

11 50 23 54

11 29 24 35

12 75 24 72

12 4 25 61



展示棟　ブースNo.１～18＝１階、No.19～76＝２階

第4ホール　ブースNo.77～95（メインホール1階） ※会場が2ヵ所に分かれておりますので、ご注意ください。

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

東海マツダ販売㈱ 前田運送㈱

お客様にとって「プレミアム」な存在になる仕事 【売上三重県No1】私たちはの食品専門の総合物流企業です。

㈱東洋 ㈱前田テクニカ

安心・安全をお届けする仕事です。 ”やらされ感”より”やってる感”　社員参画型のものづくり

東洋電機㈱ マツオカ建機㈱（ミライリスホールディングス㈱）

創立60年を越えて更なる発展を目指します。
若手社員活躍中!チャレンジできる環境を求めるならマツオカ建機
へ!

トヨタカローラ三重㈱ ㈱松尾工業所
「和と真心」を社是にお客様と、また社員同士の絆を何より大切に
しています。

若い人材が大半で明るく活気ある職場です。

中堀電商㈱(滋賀特機グループ) ㈱松阪鉄工所
個性を100%活かせる環境で、あなたらしさを存分に発揮しません
か?

次の100年へ!三重県津市で働こう!

㈱中村組 ㈱マルエイ

地域を想う。地域を守る。 お客様の快適生活を支え、提案できる仕事です。

㈱中村製作所 ㈱マルトアステム

ワクワクする職場で質の高い仕事をしてみませんか。 『明日の住まいのシステムづくりに貢献する』

長島観光開発㈱(ナガシマリゾート) 丸豊技研㈱

お客様の笑顔を一緒につくりましょう
三重県にいながらトヨタ系の企業で働くことができるのが強みで
す。

生川建設㈱ 三重いすゞ自動車㈱

今年１００周年の総合建設会社です。 『運ぶ』を支え、環境と未来をひらく

㈱ナルックス 三重機械鉄工㈱

施工管理も!設計も!生産管理も!建設業に携わる事ならなんでも!
景気の変動を受けにくい業種！安定した環境で自分らしく大きく成
長したい方を歓迎！

日産プリンス三重販売㈱ 三重トヨタ自動車㈱

三重県で唯一の日産自動車直営ディーラーです。 三重トヨタは、三重県に根差した企業です。

㈱日本陸送 三重トヨペット㈱

皆様の活躍の場が、多くあるのが強みです。 【Be the First.】『社徳のある会社』を目指して

ネッツトヨタノヴェル三重㈱ 三重日産自動車㈱

研修制度が充実しています。 三重県の成長産業で働いてみませんか?

ネッツトヨタ三重㈱ 三重日野自動車㈱

人と関わることで成長につながる、トヨタ車を販売する会社です! トラックに関わる人すべての幸せを追求する企業です。

㈱平野塗装 ㈱三重平安閣

住宅施工・総合メンテナンスの平野塗装です。 「ライフサイクルサポーターカンパニー」で一緒に働きましょう！

広伝㈱ 三重三菱自動車販売㈱
人に必要なミネラルを海藻食品の商品づくりを通じて全国の消費者
にお届けし社会に奉仕します。

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!

㈱ピコ・ナレッジ 三重リコピー㈱

社員が笑顔になれる挑戦できるゲンバがここにはあります。 三重県に密着して、お客様に『お役立ち』を提供する会社です！

藤原工業㈱ 村瀬病院グループ

◇◆*たて*モノづくり◆◇あなたの仕事を未来に遺そう! 選ばれる施設を目指して

フックスジャパン㈱ 森田フードシステム㈱

グローバルで活躍するチャンスあり
「食」に関心をもち、協調性・元気・ヤル気のある方、大歓迎で
す。

㈱プラトンホテル 山忠食品工業㈱
私たちは ホテルの持つ可能性を追求し お客様の喜びを創造できる
事業を 展開しています。

健康と幸せを実感していただける「人に優しい食卓」を！

㈱ほくせい［愛灯館］ 四日市海運㈱

働きやすさ抜群!リフレッシュ休暇や手当も充実! 港で物流を支えるスケールの大きな仕事

㈱ホンダカーズ三重 (社福)四日市福祉会

三重と人と車が大好きな仲間が集まる会社です! あなたと一緒に思いを成し遂げる福祉を

㈱ホンダカーズ三重東

★三重県北勢地域のHondaディーラー★

31 17 42 66

31 36 43 89

32 12 43 43

32 85 44 80

33 本日欠席 44 39

33 11 45 45

34 25 45 41

34 52 46 63

35 27 46 40

35 21 47 13

36 14 47 71

36 70 48 57

37 64 48 82

37 2 49 31

38 48 49 62

38 33 50 37

88

39 93 50 74

39 91 51 90

9 53 44

40 65 51 7

40 77 52

42 94

41 83 52 6

41



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 留学生

あづまフーズ㈱ 8 38 ○ ○ ○ ○ ○ ○

三昌物産㈱ 20 55 ○ ○ ○

サンジルシ醸造㈱ 21 73 ○ ○ ○

正和製菓㈱ 21 5 ○ ○ ○

㈱竹屋 28 19 ○ ○ ○ ○ ○

広伝㈱ 38 33 ○ ○ ○ ○

森田フードシステム㈱ 51 7 ○ ○ ○ ○

山忠食品工業㈱ 52 88 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱エッチ・エム・イー 11 50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

カネソウ㈱ 12 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

桑名精工㈱ 16 60 ○ ○ ○ ○ ○

㈱中村製作所 34 25 ○ ○ ○ ○

㈱前田テクニカ 43 89 ○ ○

㈱松尾工業所 44 80 ○ ○ ○

㈱松阪鉄工所 44 39 ○ ○ ○ ○ ○

丸豊技研㈱ 46 63 ○

三重機械鉄工㈱ 47 13 ○ ○ ○ ○ ○

河村産業㈱ 14 46 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

スズカファイン㈱ 24 35 ○ ○ ○

フックスジャパン㈱ 40 65 ○ ○ ○ ○ ○

㈱佐野テック 18 56 ○ ○ ○ ○

三共電機㈱ 19 47 ○ ○

㈱ＧＭＴ 23 54 ○ ○ ○ ○

住友電装㈱ 25 78 ○ ○

三愛情報㈱ 18 59 ○ ○ ○ ○ ○ 〇

㈱ピコ・ナレッジ 39 93 ○ ○

（社福）慈恵会 23 26 ○ ○ ○

(社福)洗心福祉会 27 67 ○ ○ ○ ○

村瀬病院グループ 51 90 ○ ○ ○

(社福)四日市福祉会 53 44 ○ ○ ○ ○

㈱魚国総本社 三重支社 10 1 ○ ○ ○ ○ ○

㈱グリーンズ 16 58 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱プラトンホテル 40 77 ○ ○ ○ ○

伊勢湾倉庫㈱ 9 30 ○ ○

㈱日本陸送 36 70 ○ ○ ○ ○

前田運送㈱ 42 66 ○ ○ ○ ○ ○

四日市海運㈱ 52 6 ○ ○ ○

㈱東産業 7 3 ○ ○ ○

岡田工業㈱ 12 75 ○ ○ ○

北三重技建㈱ 15 23 ○ ○ ○ ○

㈱北村組 15 68 ○ ○ ○ ○ ○

㈱シリックス 22 34 ○ ○

㈱中村組 33 11 ○ ○ ○ ○ ○

生川建設㈱ 35 27 ○ ○ ○ ○

㈱ナルックス 35 21 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱平野塗装 38 48 ○ ○ ○

藤原工業㈱ 39 91 ○ ○ ○ ○ ○
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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 留学生

あいネットグループ（㈱あいネットサービス） 6 20 ○ ○ ○ ○

㈱アクアプランネット 7 42 ○ ○ ○ ○ ○ ○

イセット㈱ 9 87 ○ ○ ○

伊勢湾マリン開発㈱ 10 32 ○ ○ ○ ○

KMT㈱ 17 69 ○ ○ ○

㈱三交ドライビングスクール 19 49 〇 ○

セントランス㈱(四日市オフィス) 27 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○

月島テクノメンテサービス㈱ 30 10 ○ ○ ○ ○

㈱東海テクノ 30 51 ○ ○ ○ ○

㈱東洋 31 36 ○ ○ ○ ○ ○

長島観光開発㈱(ナガシマリゾート) 34 52 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱ほくせい［愛灯館］ 41 83 ○ ○ ○ ○ ○

マツオカ建機㈱（ミライリスホールディングス㈱） 43 43 ○ ○ ○ ○

㈱三重平安閣 49 62 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ICDAグループ 6 86 ○ ○ ○ ○ ○ ○

アップルオートネットワーク㈱ 8 24 〇 〇

釜屋㈱ 13 16 ○ ○ ○

㈱川スミ 13 53 ○ ○

㈱交洋 17 15 ○ ○

㈱スズキ自販三重 24 72 ○ ○ ○ ○

須藤㈱ 25 61 〇 ○ ○ ○

スーパーサンシ㈱ 26 28 ○ ○ ○

㈱扇港電機 26 92 ○ ○ ○ ○

㈱ダイハツ三重 28 22 〇 ○

メガネ赤札堂　中部オプチカル㈱ 29 84 ○ ○ ○ ○

東海マツダ販売㈱ 31 17 〇

東洋電機㈱ 32 12 〇

トヨタカローラ三重㈱ 32 85 ○ ○ ○ ○ ○

中堀電商㈱(滋賀特機グループ) 33 欠 〇

日産プリンス三重販売㈱ 36 14 ○ ○ ○

ネッツトヨタノヴェル三重㈱ 37 64 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ネッツトヨタ三重㈱ 37 2 〇 〇

㈱ホンダカーズ三重 41 9 ○ ○ ○ ○ ○

㈱ホンダカーズ三重東 42 94 ○ ○ ○ ○ ○

㈱マルトアステム 45 41 〇 〇 ○

三重いすゞ自動車㈱ 46 40 〇 〇 ○ ○

三重トヨタ自動車㈱ 47 71 ○ ○

三重トヨペット㈱ 48 57 ○ ○ ○

三重日産自動車㈱ 48 82 ○ ○ ○ ○ ○ ○

三重日野自動車㈱ 49 31 〇 ○

三重三菱自動車販売㈱ 50 37 ○ ○ ○ ○ ○

三重リコピー㈱ 50 74 ○ ○ ○ ○

通信業 ㈱シー・ティー・ワイ 22 76 ○ ○ ○ ○ ○

電気・
ガス等
供給業

㈱マルエイ 45 45 〇 〇 ○

三交不動産㈱ 20 81 ○ ○ ○ ○ ○ ○

㈱賃貸メイト 29 18 〇 〇 ○

教育業 大橋学園グループ 11 29 ○ ○ ○ ○

金融･保
険・証
券業

北伊勢上野信用金庫 14 79 〇 〇 〇 ○

サ
ー

ビ
ス
業

小
売
・
卸
売
業

不
動
産
業



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●会場内の密の状態を避けるため、各社ブースでは、１度に着席頂ける人数を 

最大３名様までと制限させて頂きます。 

●４名以上並ばれた場合は、次の説明にまわって頂きますので先に他ブースを訪問するか 

しばらく待機して下さい。 

●会場内で待機する場合は、他の来場者と距離をとり、密にならないようご注意下さい 
 

■各企業ブースでのQRコード受付方法 

①入口でご提示していただいたQRコードを、訪問した企業ブースでもご提示ください。 

②各企業の担当者がQRコードを読み取り受付します。企業の担当者が、その場にいる方の 

名前等を把握するため名前、大学名等を質問される場合があります。 

 

新型コロナウイルス 
感染拡大防止対策にご協力をお願いします 

 

各企業ブースでの面談にあたってのお願い 

■ご来場者様へのお願い 

①各企業ブースでのマスク着用 

②会場入口での手指アルコール消毒 

③以下に当てはまる方は来場をお控え下さい 

・37.5度以上の発熱等体調のすぐれない方  

・ご自身だけでなくご家族等が新型コロナウイルス 

に罹患している方 

④体調が悪くなった場合はスタッフへ 

お声かけ下さい 

■会場内での感染防止対策 

① 関係者、運営スタッフのマスク着用 

② 会場内へのアルコール消毒薬設置 

③ 適切な間隔をとったブースの配置 

④ QRコードを発行し接触の機会を削減 

訪問先の企業から、赤と青のシールを計 5枚集めた方に 

QUOカードプレゼントします！！ 
～手順～ 

①訪問した企業ブースで表紙のシール貼付欄に、シールを 1枚貼ってもらおう。 

◆ シールには、赤色と青色の 2種類があります。計 5枚以上集めよう！ 

・ 赤色のシールは、展示棟「No．1～No．76」の企業からもらえます。 

・ 青色のシールは、第 4ホール「No．77～No．94」の企業からもらえます。 

②QUOカード交換場所は、四日市市文化会館 展示棟１Fの受付になります。 

③お帰りの際に集めたシールとアンケート回答完了後に届く自動返信メール 
の画面の両方をお見せ下さい。 

三重就職 NAVI の SNS いずれか 
フォローでシール 1 枚プレゼント！ 



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

381名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

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

3名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職・営業職・事務
職

3名 短大・専門卒以上 伊勢市・松阪市

総合職 若干名 25歳迄 短大・専門卒以上 伊勢市・松阪市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

社会保険完備　永年勤続旅行（５年ごと）　子女卒業祝金（小・中・高卒業時）会員制リゾートホテル
年１回健康診断　家賃補助制度　副業制度　社員割引

年間休日　１１５日　有給休暇　慶弔休暇　産休育休

人々の人生の大切な儀式である「結婚式・ご葬儀」のお手伝いを中心にホテルサービス・介護サービスの提供など社会的責任の
ある重要な仕事をしている企業グループです。結婚式・ご葬儀は「お世話になった方に感謝し、人と絆を深める」貴重な機会である
と思います。私たちはこの仕事に携わる者として地域のお客様の「あったらいいいな」を実現し、人生にも日常にも寄り添った事業
展開で”人と人との繋がり”を大切にする心を発信し続けます。

054-285-1414 三重総務人事課　課長・澤原　雅彦
saiyou@mail.aigsite.jp http://www2.ainetgrp.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒　２０万　　専門・短大卒　１８万　　既卒の方は、会社規定による

８：００～１７：００を主としたシフト制

ﾌﾞｰｽNo.20
企業名

あいネットグループ
（㈱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

冠婚葬祭業
静岡県・三重県（伊勢・松阪）・長野県において、互助会を基盤にした結婚式・葬儀
等の冠婚葬祭及びホテルサービスを提供

●東海地区有数の上場自動車ディーラー(東証・名証二部上場)●ブランド多数!ホンダカーズ三重北、アウディ三重、フォルクス
ワーゲン鈴鹿・四日市、全ブランド取扱ヴァーサス●全国トップセールスや若手トップセールスを多数輩出●女性も営業、保険
セールス、サービスフロント等様々な職種で活躍しています!

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

ﾌﾞｰｽNo.86
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】

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)



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

800名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

講師職 若干名 四大・短大卒 三重・愛知

受験アドバイザー 若干名 四大・短大卒 三重・愛知

事務職 若干名 四大・短大・専門卒 三重

地域プロモーション事業 若干名 四大・短大卒 三重

講師職 若干名 不問 四大・短大卒 三重・愛知

受験アドバイザー 若干名 不問 四大・短大卒 三重・愛知

事務職 若干名 不問 四大・短大卒 三重

地域プロモーション事業 若干名 不問 四大・短大卒 三重

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

134名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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) 若干名
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社(三重県四日市
市)

要普通自動車免許
（入社までに）

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

・社会保険完備・通勤手当・借上げアパート補助(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・リゾートホテル利用制度・サークル活動援助 など・表彰制度（半期・通年）その他各種福利厚生

■年間休日110日(週休2日制 土・日・祝※月1回土曜出勤日あり)・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 など

【地域密着/100年企業への挑戦】水環境やインフラを守り、四日市市の日常生活を支え続けて約60年。目に見える仕事ではあり
ません。見えないところでこだわる、縁の下の力持ちです。自分達が四日市市の環境を支えているという自負の元、社員一丸と
なって誇りとプライドを持ち、地域の「水」をきれいにし、「環境」を守り、「インフラ」を維持しています。まずは一度会社説明会に参
加してみてください!

059-332-2323 HR人財部 採用担当・河野 太一
t.kawano-azm5604@azuma-mie.co.jp https://www.azuma-mie.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【新卒】大学・大学院卒 基本給20万8200円～ 短大・専門・高専卒 基本給19万8200円～
■月給=基本給+各種手当　■賞与:年3回(7月・12月・3月)

8:00～17:00休憩時間:60分

アクアプランネットは、「For Living Well(よりよく生きるために)」を企業理念に、人に勇気と輝きを与え、よりよい人生を過ごすため
のサポートをしています。「For Living Well」は、社員にも実現してほしい目標です。前向きな失敗なら構わない、どんどん挑戦して
みようという社風。「もっとやりたい」「期待に応えたい」という気持ちを自然に育てていける職場環境です。全員で会社をつくってい
く社員参加型経営をめざしています。

ﾌﾞｰｽNo.3
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・木室 浩一

建設/水処理/インフラ維持管理
下水道管路施設維持管理業/水処理施設設計・施工、維持管理業/土木一式及
び管工事業/建物管理業/一般及び産業廃棄物収集運搬業/新築住宅設計施工
販売

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
●講師職・受験アドバイザー:200,000～230,000円(諸手当含む)　●事務職:190,000～210,000円(諸手当含む)
●地域プロモーション事業:190,000～210,000円(諸手当含む)

●講師職・受験アドバイザー:13:30～22:30　●事務職:10:00～19:00　●地域プロモーション事業:10:00～19:00

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(東京・大阪)あり

隔週週休2日制(弊社カレンダーによる)、夏期・冬期連続休暇、計画連続休暇有り ※部署により休日カレンダーが異
なる

教育事業・サービス事業
大学受験予備校、進学指導塾、社会人スクール、人材研修指導、商品企画・販
売、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、イベントプ
ロデュース事業

0598-21-6360 人事部・谷口　聡
saiyou2024@aquaplannet.co.jp https://www.aquaplannet.co.jp

ﾌﾞｰｽNo.42
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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

71名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合営業職 10名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重本社、東京本
社、直営店舗

普通自動車運転免許
(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

103名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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
修士了・四大・
短大・専門卒

三重県

営業総合職
(国内、海外)

若干名
修士了・四大・
短大・専門卒

三重県 海外営業は英検2級程度

製造部総合職 若干名 既卒3年以内
修士了・四大・
短大卒

三重県

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

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(土・祝日は一部出勤あり）、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、欠かせない販売・製造スタッフとして、あなたをお迎えします。

059-396-5578 管理部 ・吉川　健一
soumu@azumafoods.co.jp https://www.azumafoods.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 181,000円～211,000円

8:30～17:30

アップルは、常識を変えていく。業界の常識も働き方の常識も。中古車買取専門店の先駆けとして、顧客満足度にこだわり業界イ
メージを変えてきました。さらにこれから車の枠組みを超えた事業を展開し中古車業界をさらに押し上げていきます。そして、一職
種に留まらない幅広いキャリア、成長しやすい・働きやすい仕組みなど働き方だって既定の枠を超えていきます。

ﾌﾞｰｽNo.38
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。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大卒【月給＋営業インセンティブ】月給：219,510円（固定残業代含む）
短大/専門卒月給＋営業インセンティブ】月給：204,220円（固定残業代含む）

9:30～18:30（休憩：1時間）

社会保険完備　福利厚生：奨学金補助制度、社員割引販売、社員親睦会、退職金制度、確定拠出年金制度、資格支
援制度、時短制度（育児・介護）
週休2日制（月8日程度：シフト制、繁忙期、閑散期によって変動あり）年間休日：108日有給休暇：10日～20日休暇制
度：GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇

卸売・小売 自動車の買取・販売のフランチャイズチェーン「アップル」の運営

059-356-3512 管理部　総務人事・菊川　翔太
recruit@applenet.co.jp https://www.applenet.co.jp/

ﾌﾞｰｽNo.24
企業名 アップルオートネットワーク㈱ 三重県四日市市ときわ一丁目4番2号

代表取締役社長・長塚　秀明



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

228名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業職 4名
四大・高専・短大・
専門卒

三重・愛知・岐阜

警備職 3名
四大・高専・短大・
専門卒

三重・愛知・岐阜

技術職 若干名
四大・高専・短大・
専門卒

警備職 若干名 既卒3年以内
四大・高専・短大・
専門卒

三重・愛知・岐阜

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

133名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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（事務営業・現
場管理事務）

若干名 修士了・四大卒 四日市市
普通自動車免許・パソコ

ンの基本操作

総合職（事務営業・現
場管理事務）

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

各種社会保険完備(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)社内共済会、スポーツ施設利用(オリンピア)

年間休日:109日(リフレッシュ休暇含む)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

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。

059-353-2231 総務管理部・藤井 靖裕
fuj369@iswh.co.jp https://y-iswh.com

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大卒:195,750円
修士了:200,950円

(平日)8:30～17:00(昼休憩12:00～13:00/60分)(土曜日)8:30～12:00

お客様のニーズと環境に合わせて一つひとつ丁寧に企画する「オーダーメイドセキュリティシステム」を特徴とし、ネットワークカメ
ラや入退室管理システム、防犯カメラ映像を駆使したセキュリティシステム等の多種多様な商品・サービスを提供する、トータルセ
キュリティ企業です。創業当初から「地域密着」「温かみのあるサービス」を心掛けています。地域で暮らす人達の安全と安心を守
ります。

ﾌﾞｰｽNo.30
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・福永 隆

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。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【営業職】　四大卒　225,900円～235,900円、短大・専門卒　212,600円～222,600円【警備職】　四大・短大・専門卒
212,200円～240,300円【技術職】　四大卒　206,000円～216,000円、短大・高専・専門卒　197,600円～207,600円

【営業職・技術職】　9：00～18：00
【警備職】1ヵ月単位の変形労働時間制（シフト制）　9：00～20：00、20：00～翌9：00

●福利厚生　各種社会保険完備・退職金制度・資格取得支援制度●研修制度　コミュニケーション研修・プ
レゼン研修・財務研修・警備研修

週休2日制（警備職の休日はシフト制による）、有給休暇、特別休暇、育児休暇、介護休暇

警備業
◆機械警備（オフィス・住宅・ATM等）◆施設警備・イベント警備◆ネットワークカメ
ラシステム◆AED・入退室管理システムの販売施工◆ビルメンテナンス・施設◆損
害保険代理店

059-227-2000 採用グループ・秦　公志・伊藤　洸大
soumu-3@iset.co.jp https://www.iset.co.jp/

ﾌﾞｰｽNo.87
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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

151名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

スイミングクラブインス
トラクター

2名 不問 津市 4泳法25m完泳

スポーツクラブインスト
ラクター

3名 不問
鈴鹿市・津市・松阪
市

介護予防フィットネスイ
ンストラクター

2名 不問 津市・松阪市
普通運転免許
(AT限定可)

スイミングクラブインス
トラクター

若干名 34歳迄 不問 津市 4泳法25m完泳

スポーツクラブインスト
ラクター

1名 34歳迄 不問
鈴鹿市・津市・松阪
市

介護予防フィットネスイ
ンストラクター

1名 34歳迄 不問 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

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）

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・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

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

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111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、保育園、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成長企業で
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 人事総務グループ・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:213,000円 　四大卒管理栄養士:200,000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:175,000円 　高校卒調理師:169,000円

配属先シフトによる(基本9時間拘束8時間実働)

弊社は「フィットネス」と「介護」を両輪に事業を展開しています。どちらの事業も人の心と身体の"元気"を見つめ創り出すことが共
通点。それぞれの分野に興味がある人、自分から何かを見つけて行動できる人にとっては元気に活躍できるフィールドが広がっ
ています。入社後の「新入社員研修」では、ビジネスマナーやコミュニケーション術について学びます。また、各事業所ごとに社員
懇親会もあり、同期の絆を深める場となっています。

ﾌﾞｰｽNo.1
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 四年制大学:200,000円 / 3年制専門学校:193,000円 / 2年制専門学校、短期大学:185,000円

全てシフト制 / スイミングクラブ 9:30～22:30 / スポーツクラブ 8:30～22:30 / 介護予防フィットネス 8:30～17:30

自社運営スポーツクラブ、スイミングクラブ利用無料、資格取得支援、交流会、社宅利用可能(条件に該当
した方のみ)、勤続表彰、部活動、社員販売割引

事業所による(年間106日) / 週休2日制 / シフト制

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

059-224-0905 業務部・北尾 真生
info@isewanmarin.co.jp https://isewanmarin.co.jp/

ﾌﾞｰｽNo.32
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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

113名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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（製造部門） 若干名 四大・高専・高卒 三重県桑名市
普通自動車免許

（AT限定可）

総合職（管理部門） 若干名 四大・高専・高卒 三重県桑名市
普通自動車免許

（AT限定可）

総合職（製造部門） 若干名 不問 四大・高専・高卒 三重県桑名市
普通自動車免許

（AT限定可）

総合職（管理部門） 若干名 不問
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県桑名市
普通免許、有資格者（経

理関係、情報関係）

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

197名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

事務職員 若干名
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市または
名古屋

普通運転自動車免許
(AT限定可)

事務職員 若干名 34歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市または
名古屋

普通運転自動車免許
(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

育児休業制度・介護休業制度・健康診断(年1回実施) 等

年間休日125日 週休2日・祝日 ※学園指定日(業務繁忙期)等を除く

「地域を支える次世代を社会に送り出す」という建学の精神のもと、今後ともより高いレベルの「技術教育」と「人間教育」に邁進
し、教育を通して地域社会に貢献すべく、教員・事務職員が一丸となり更なる努力を重ねていきます。社会情勢が急速に変化する
なか、学園の社会的責任や存在価値を実現させるべく、男女問わず若い方々が新しい発想でチャレンジできる環境を整えていま
す。

059-353-4311 総務部総務課・廣田 彩奈
recruit@humanitec.ac.jp http://saiyou.humanitec.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
専門学校・短大卒 176,000円
大学卒(四年生)・大学院修了 196,000円

8:30～17:30(休憩45～60分)※部署により勤務時間は異なります。

当社は加工事業と電子事業の２事業部があり、加工事業部では半導体製造装置部品を一気通貫で生産し、とりわけ当社独自の
特殊研磨技術では、国内シェアの４割を誇ります。また、電子事業では電子機器・FA機器・分析機器を手掛け、開発から製造まで
ニーズに合致したカスタマイズ製品をご提供しています。特殊研磨という「ニッチ」な分野での知名度と信頼を強みに持ち、電子事
業で「カスタマイズ」製品の自社ブランド化も推進します！

ﾌﾞｰｽNo.29
企業名 大橋学園グループ 三重県四日市市浜田町13-29

理事長・大橋 正行

教育業(私立学校)
6つの専門学校と高等学校、短期大学をもつ総合教育機関です。今後ともより高
いレベルの「技術教育」と「人間教育」に邁進し、教育を通して地域社会に貢献しま
す。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 １８５,０００円～２２５,０００円／既卒（相談）

８：３０～１７：１５

■各種社会保険・労働保険完備（健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険）■健康管理支援（産業医相談、定期健康診
断、インフルエンザ予防接種補助他）■資格取得完全サポート■社内表彰制度■社員親交会行事■冠婚葬祭関連従業員割引

年間休日数116日（年末年始・ＧＷ・夏季は連続休日）週休２日制有給休暇は初年度10日付与慶弔休暇あり特別休暇
あり

製造業
当社は半導体製造装置部品加工で全国シェアを持つ加工事業と電子分析機器・
計測機器及び非接触センサの設計・開発・製造を行う電子事業で事業拡大中の
会社です。

0594-21-7850 総務部・次長・森　光寛
mori@hme.ne.jp https://www.hme.ne.jp/hme/

ﾌﾞｰｽNo.50
企業名 ㈱エッチ・エム・イー 三重県桑名市蓮花寺惣作425-1

代表取締役・服部　一彌



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

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）

【総合職】本社営業部
受注係

3名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重郡朝日町
普通自動車免許(AT可)、

専攻不問

【総合職】生産管理課 3名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重郡朝日町
普通自動車免許(AT可)、

専攻不問

【総合職】設計課 4名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重郡朝日町
普通自動車免許(AT可)、

専攻不問

【総合職】IT支援室 1名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重郡朝日町
普通自動車免許(AT可)、

情報系専攻
【総合職】管理部管理
課(総務担当)

1名 修士了・四大卒 三重郡朝日町
普通自動車免許(AT可)、

学部不問
【総合職】本社営業部
受注係

3名 不問
修士了・四大・短
大・専門卒

三重郡朝日町
普通自動車免許(AT可)、

営業経験

【総合職】生産管理課 3名 不問
修士了・四大・短
大・専門卒

三重郡朝日町 普通自動車免許(AT可)

【総合職】設計課 4名 不問
修士了・四大・短
大・専門卒

三重郡朝日町
普通自動車免許(AT可)、

CAD操作経験
【総合職】管理部管理
課(総務担当)

1名 不問 修士了・四大卒 三重郡朝日町
普通自動車免許(AT可)、

第一種衛生管理者
【生産職】製造・検査・
梱包・出荷

12名 不問 高卒以上 三重郡朝日町 普通自動車免許(AT可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

各種社会保険完備、親睦会、クラブ活動(野球部・テニス部)、時短勤務制度、産休・育休制度、在宅勤務・テレワーク、
制服貸与、駐車場無料(本社のみ)、資格取得支援、定年後再雇用制度、インフルエンザ予防接種費補助

年間休日115日:土曜(年5回出勤あり)、日曜、祝祭日、夏季休暇、年末年始休暇、年次有給休暇(入社6ヶ月経過後10
日付与、その後労基法に沿って付与)、慶弔休暇 、産前・産後休暇、育児・介護休業、等

2022年に創業100年を迎えた、名証メイン市場上場の建設用金属製品メーカーです。現代社会において、災害に強い社会基盤の
整備や、エネルギー消費を低減し環境を保全する、長期的に持続可能な都市づくりが求められております。そのなかで、弊社は
災害対策への対応や地球温暖化防止の為の対応、さらには高齢化社会を見据え、安全で安心して暮らせる快適な生活環境の創
造に向けて、日々歩み続けております。

059-377-4747 管理部管理課・山本 雄大
yuki.yamamoto@kaneso.jp http://www.kaneso.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【総合職】228,200円(大院卒)、217,400円(四大卒)、206,600円(短大・高専卒)／【生産職】217,400円(大院卒)、206,600
円(四大卒)、190,400(短大・高専卒)、192,560(高卒) ※全て諸手当含む

【本社(三重)】 8:30～17:30※生産職は工程によって時差出勤あり／【支店・営業所(宮城・東京・大阪・福岡)】9:00～
18:00※時差出勤制度あり

【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。

ﾌﾞｰｽNo.4
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・豊田 悟志

建設用金属製品製造業 建築・環境・都市景観整備・環境・福祉・緑化に関連する製品の開発・製造・販売

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

各種社会保険(健康・厚生年金・雇用)、中小企業退職金共済、各種研修制度

年間105日:2021年度実績 【公休】土・日・祝 【その他】有給休暇・介護休暇・育休産休・慶弔休暇

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)

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

ﾌﾞｰｽNo.75
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



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）

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)

建築施工管理 2名 短大・専門卒以上 四日市市 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)

建築施工管理 1名 34歳迄 短大・専門卒以上 四日市市 普通自動車免許(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

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）

店舗での
販売アドバイザー

5名 四大卒 三重県下各店舗 普通自動車運転免許証

店頭での
販売アドバイザー

2名 短大・専門卒以上 三重県下各店舗 普通自動車運転免許証

店頭での
販売アドバイザー

2名 既卒3年以内 高卒以上 三重県下各店舗 普通自動車運転免許証

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

各種社会保険、有給休暇、特別休暇、退職金制度、社員販売割引制度、バーベーキュー大会、バス旅行など

年間休日107日(交代制) 月平均9日

三重県北中部、愛知県尾張地区、岐阜県西濃地区の主要ショッピングセンターを中心に出店し、宝石・時計・眼鏡の専門店として
創業90年を誇る老舗企業です。地域のお客様に愛されている企業です。

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、専門卒:185,540円　　既卒;経験等考慮して応談

9:00から21:00の間の8時間(シフト制)店舗により異なります。

ー創業1721年ー 地域の企業と共に歩んできました。創業以来、現在まで約300年間に亘る信用とネットワークがあります。新しい
時代の変化を見極めシステムをご提案し、お客様と共に成長できる会社でありたい！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。明るく元気な方、募集中！！

ﾌﾞｰｽNo.53
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・川澄 幸司

小売業 宝石、時計、眼鏡等の小売業(専門店)

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 営業職・建築施工管理　新卒：232,720円～238,460円 既卒：年齢・経験により   232,770円～312,560円

8:30～17:30、8:00～17:00※勤務地により異なる

退職金制度、永年勤続表彰、会員制リゾート施設

日、祝、年末年始/年間110日 完全週休2日　3～4日/月は土曜休　年次有給休暇、慶弔休暇

専門商社 一般鋼材及び工作機械の卸売、システム建築施工を柱とした専門商社

059-351-1125 総務部・野口　りつ子
honsha@kamaya-net.co.jp https://www.kamaya-net.co.jp/

ﾌﾞｰｽNo.16
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



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）

文系職 3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

理系総合職(技術職) 3名
修士了・四大・
高専卒

四日市/大垣/千葉 技術職

理系総合職(研究職) 2名
修士了・四大・
高専卒

千葉 研究職

文系職 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

理系総合職(技術職) 若干名 34歳迄
修士了・四大・
高専卒

四日市/大垣/千葉 技術職

理系総合職(研究職) 若干名 34歳迄
修士了・四大・
高専卒

千葉 研究職

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

356名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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・短大卒
四日市、鈴鹿、亀山、
菰野、伊賀、名張

総合職 20名 既卒3年以内 四大・短大卒
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

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

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、非営利と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。

059-354-9970 総務部 調査役 ・原 かおり
jinji@kitaiseueno-shinkin.jp http://www.kitaiseueno-shinkin.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 総合職四大卒/197,000円 短大卒/177,000円

8:45～17:15

休日だけでなく平日のワークライフバランスを目指しています。プライベートと仕事の両立支援をすすめ、素材や機械、電気に見
識の高い若手技術者と事務管理職の養成に力を入れています！！≪三重県で４社目。厚労省プラチナくるみんマーク取得！≫

ﾌﾞｰｽNo.79
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 ・南部 和典

金融業 信用金庫業

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
短大卒176,000円、高専卒186,000円、高専攻了196,000円、大卒196,000円、大院了216,000円(総合職で入社の方へ
は10,000円/月を以上の各金額に上乗せ支給)

8:00～17:00(本社・四日市工場および大垣・上石津工場)、8:30～17:15(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)

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)

製造業
【電気/電子材料の開発・製造】（1）新幹線からスマホにいたるまで、ありとあらゆ
る大きさの電気・電子材料の製造　（2）理学的特性を高度化することに特化した最
先端の材料開発

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

ﾌﾞｰｽNo.46
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



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）

施工管理職 若干名
四大・高専・短大・
専門・高卒

四日市市八王子町
2380-3

施工管理職 若干名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

四日市市八王子町
2380-3

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）

建築・土木施工管理業
務

8名 不問
松阪市中央町306番
地の1

特になし

総合職 3名 四大卒 三重県松阪市 特になし

建築・土木施工管理業
務

8名 不問 不問
松阪市中央町306番
地の1

特になし

営業職 3名 不問 四大卒 本社事務所 特になし

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

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107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。

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 230,000円 専門学校卒 209,500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。

当社は公共工事をメインとした総合建設会社です！地域の暮らしを支え、未来に繋げる仕事をしています。施工管理という仕事
は大変なこともありますが、その分達成感とやりがいもあります。困った時には先輩社員が丁寧にサポートしますので安心して下
さい。社風も明るくアットホームな雰囲気です。転勤も無いので三重県で成長し活躍できます!施工管理職とは実際どんな仕事をす
るのか。少しでも興味のある方、ぜひ話を聞きに来て下さい!

ﾌﾞｰｽNo.68
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 190,000円～205,000円（各種手当+残業代別途支給）

8：00～17：00

家賃補助制度、資格取得支援、社員旅行、制服支給、社会保険完備、退職金制度、育休・産休制度

土（隔週出勤あり）、日、大型連休あり/年間休日110日

建設業
土木工事に関する施工管理業務 建築工事に関する施工管理業務 協力会社や
発注者との打合わせ、資機材の手配、工程管理、原価管理、安全管理等を行い
ます。

059-321-3510 総務課 課長・入江 洋輔
recruit@kitamie.co.jp https://kitamie.co.jp/

ﾌﾞｰｽNo.23
企業名 北三重技建㈱ 三重県四日市市八王子町2380-3

代表取締役・小林 寛也



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

124名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 1名 高・専門卒以上
三重県桑名市大字
西別所

製造業に関心のある方

機械加工 1名 高・専門卒以上
三重県桑名市大字
西別所

工業系の学部学科の方

生産管理 1名 高・専門卒以上
三重県桑名市大字
西別所

客先対応、社内進捗管理がある
ため、人と話すことに物おじしな

い方

検査作業 1名 高・専門卒以上
三重県桑名市大字
西別所

細かな変化に気が付ける
方　歓迎

機械オペレーター 1名 34歳迄 高・専門卒以上
三重県桑名市大字
西別所

製造業の経験者　歓迎

品質管理 1名 34歳迄 高・専門卒以上
三重県桑名市大字
西別所

品質管理経験者 歓迎、生産
管理経験者は応相談

仕上作業 1名 34歳迄 高・専門卒以上
三重県桑名市大字
西別所

細かな手作業が
得意な方

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

717名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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

店舗スタッフ職
(総合職)

若干名 不問
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 不問
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 不問
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

従業員持株制度、確定拠出年金制度、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、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

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！創業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！

059-351-3416 人事企画部・中村 圭志・吉田 夏菜子・長谷川 未来

shinsotsu@greens.co.jp https://www.kk-greens.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【1】グローバルジャーニー(全国)大学院・大卒/月219,500円【2】カントリートラベル(エリア限定)大学院・大卒/月
209,000円※勤務地コースによって異なる※試用期間あり(3ヶ月/待遇変更無)※詳細はリクナビ2024をご参照下さい。

【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)

創業明治31年、懐中時計の部品メーカーとして創業した桑名精工。精密加工一筋に歩んできました。長年培った技と最新設備を
融合し、決して人目につくことのない、工業製品の核となる精密部品を製作し、日々世界に送り出し続けています。

ﾌﾞｰｽNo.58
企業名 ㈱グリーンズ 三重県四日市市浜田町 5-3

代表取締役社長・村木雄哉

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大学：203,304円　　短大、高専など：192,365円　　高等学校：186,173円　日給制のため、月額相当となります。既卒の
方は年齢、経験に応じて提案させて頂きます。

8時00分～17時00分　休憩10時00分～10時10分　12時00分～12時50分　15時00分～15時10分

精勤手当：4,000円対象者は家族手当、住宅手当、役付手当、引越手当（入社時）制服(上）貸与、安全靴（初回支給、2回
目以降は半額補助、上限有）、平日時間外労働時のパンの支給食堂あり、弁当の注文可

年間休日：115日（毎週日曜日、土曜日、祝日の一部、年末年始、GW）一斉有給休暇：５日慶弔休暇あり

製造業
いつの時代も最新の設備を導入し、精密小物部品を主体とした金属加工の分野
で、高度に技術を磨き続けています。医療用具製作など加工分野の拡大にも積極
的にチャレンジし続けています

0594-22-6223 総務部　係長・西　祐一
y-nishi@kuwanaseiko.co.jp http://www.kuwanaseiko.co.jp/

ﾌﾞｰｽNo.60
企業名 桑名精工㈱ 三重県桑名市大字西別所296番地

代表取締役社長・竹内　敏夫



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

320名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 3名 高卒以上 四日市市
半導体業界に
興味がある方

半導体設備エンジニア 3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 若干名 不問 高卒以上 四日市市
運転免許(AT限定不可) ※整
備士、運行管理保持者歓迎

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

164名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

修士了・四大卒 本社(四日市)
普通自動車運転免許

(AT可)

総合職 20名 修士了・四大卒
交洋本社(四日市市
新正5丁目4番19号)

普通自動車運転免許(AT
可)、留学生の方は日本

語能力試験2級以上

総合職 若干名 既卒3年以内

各種社会保険、共済会、退職金制度、社宅制度、育児・介護休業制度、育児・介護短時間就業制度、再雇用
制度、定期健康診断、福利厚生倶楽部会員 他
年間休日120日、完全週休2日制(土曜・日曜)、祝祭日、年末年始5日間、慶弔休暇、年次有給休暇(最高20日間)、産
前産後休暇 他

交洋は、1971年に水産物専門商社として三重県四日市市に創業しました。以降、水産物のみならず畜産物・農産物・加工品と取
り扱いを広げとどまることのない社会環境の変化の中で、総合食品商社として順調に発展と成長を続けてきました。社内は細かく
セクション分けされ、各分野・各商品のプロプロフェッショナルを育成しています。世界各国に広がるネットワークと、迅速かつ、き
め細やかな対応力が当社の強みです。

059-355-2461 総務グループ人事チーム・板澤 薫
saiyo@Kohyoj.co.jp http://www.kohyoj.co.jp/jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
入社後3ヶ月間の試用期間は21万3千円(2022年度実績)配属先により給料は異なります。営業職:21万8千円、貿易
職:21万6千円(2022年7月入社実績)

8:30～18:00 ※1年単位の変形労働時間制を採用

成長市場の半導体に関わるお仕事に携わってみませんか？経験者はもちろんの事、未経験者も安心して働ける育成環境も充実
しています。お客様を喜ばせたい、世の中の役に立つ仕事がしたいと思っている、明るく活発な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、将来性も高くエンジニアとしてキャリアプランも充実しています。

ﾌﾞｰｽNo.15
企業名 ㈱交洋 三重県四日市市新正5丁目4番19号

代表取締役社長・服部敏洋

食品商社
冷凍及び生鮮の水・畜・農産物を主に取り扱っている総合食品商社で、大洋州、
北米、南米、欧州、東南アジア、アフリカ、中近東等世界各地と取り引きしていま
す。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
・高校(技術)175,000円(技術以外)170,000円　・短大/専門(技術)187,000円(技術以外)176,000円
・大学卒(技術)210,000円～上記+勤務地手当 12,000円

（1）9：00～18:00（2）8：00～19：00（交替勤務　4勤2休）（3）8：00～20:00/20:00～8：00（夜勤あり　3勤3休）※配属部署
によって就業時間が異なります。(例:パーツ運搬:9:00～18:00)※時間外有り（1）20H 程度（2）23H 程度（3）10H程度

・各種手当有(通勤、住宅、扶養 他)・加入保険(雇用、労災、健康、厚生年金)・退職金制度有・昇給:年1回、賞与:年2回
(夏・冬)・各種制度有(改善提案制度、永年勤続表彰・・)・入寮可(自宅が遠方の場合)

☆年間休日日数☆（1）日勤の場合…126日（2）4勤2休の場合…126日（3）3勤3休の場合…182日 ※配属先、職種によって変動有☆
その他☆・年次有給休暇 ※年休は取得しやすい環境です。・特別休暇(慶事、忌引き)・リフレッシュ休暇(10年勤続者)

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

059-361-5171 総務部・採用担当・郷之丸　智恵
kmt-recruit@kmtech.jp https://www.kmtech.jp

ﾌﾞｰｽNo.69
企業名 ＫＭＴ㈱ 三重県四日市市茂福428-1

代表取締役・森塚 計介



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

71名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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(インフラ事業) 若干名 高・専門卒以上 本社(菰野町)
普通自動車運転免許

(通勤に必須)

総合職(建築事業) 若干名 高・専門卒以上 本社(菰野町)
建築のことを学ばれた方、普

通自動車運転免許

総合職(インフラ事業) 若干名 34歳迄 高・専門卒以上 本社(菰野町)
普通自動車運転免許

(通勤に必須)

総合職(建築事業) 若干名 34歳迄 高・専門卒以上 本社(菰野町)
建築のことを学ばれた方、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

28名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

システムエンジニア 2名
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市本社、大府営
業所

システム営業 2名
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市本社

一般事務 1名 四大・短大・専門卒 四日市本社

システムエンジニア 若干名 34歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市本社、大府営
業所

経験者

システム営業 若干名 34歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

四日市本社 経験者

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

■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。

059-359-0561 総務部人事課・鈴木　彩美
saiyo@sanai-net.com http://www.sanai-net.com/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
〇システム営業 四大卒：220,000円 短大・専門卒：200,000円 〇システムエンジニア 四大卒：200,000円 短大専門卒：
180,000円〇一般事務：四大卒：180,000円 短大・専門卒：170,000円　既卒は応相談

8：30 ～ 17：30（昼休憩1時間）

個人の個性と能力を発揮でき常に働きやすさを追求し、時代のニーズにあったやり方を取り入れ『従業員の子どもが働きたいと思
う会社』を目指しています。会社の特徴（1）文系出身者が8割以上在籍し活躍中（2）前職の履歴は様々(接骨院・料理人・役所・医
療事務など)（3）人間活躍社会を目指して男女共に活躍できる会社（4）業務に必須の様々な資格取得は会社がバックアップ（5）有
給休暇取得率が高く自由に取れる会社(全員揃うことが珍しい)

ﾌﾞｰｽNo.59
企業名 三愛情報（株） 三重県四日市市鵜の森1丁目10番7号

代表取締役・永尾　壽啓

ソフトウェア開発
業務コンピュータソフトウェアの設計と開発、システムインテグレーションサービス、
コンピュータ・ＯＡ機器・情報関連機器の販売

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 177,000円(高専・専門・短大卒20歳)、187,000円(四大卒・22歳)

8:15～17:30(休憩時間：10：30～10：40、12：00～13：00、15：00～15：10)

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険等社会保険完備、中小企業退職金共済に加入(入社2年経過後)、
ATO会(社員で組織する福利厚生のための会)

土・日・祝日、夏季休暇、年末年始休暇/年間125日(2022年実績)

インフラ事業、建築事業
インフラ事業:橋・道路の部品の各管理から製造まで 建築事業:木造・鉄骨建物(住
宅・工場・店舗・公共建築物等)の新築・増改築・リフォーム及び設計から施工まで

059-391-0200 総務部・総務経理課・佐藤　大祐
somu@sano-tec.jp https://www.sano-tec.jp

ﾌﾞｰｽNo.56
企業名 ㈱佐野テック 三重県三重郡菰野町大字千草5051番地9

代表取締役・佐野貴代



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

17名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

制御設計 若干名 高卒以上 四日市市 普通自動車免許

制御機器組立 若干名 高卒以上 四日市市 普通自動車免許

制御設計 若干名 25歳迄 高卒以上 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

92名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

教習指導員(自動車学校
のインストラクター)

4名 不問
四日市市／名古屋
市港区

教習指導員(自動車学校
のインストラクター)

2名 34歳迄 不問
四日市市／名古屋
市港区

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

確定給付型企業年金制度、三重交通グループホールディングス社員持株会、借り上げ社宅制度など

日、祝日、特別休日及び計画年休5日を含めて年間105日ゴールデンウイーク休暇、年末年始休暇

当社の四日市自動車学校は、1961年5月に三重県公安委員会から指定自動車教習所として第1号の指定を受け、大型二種(バ
ス)免許をはじめ、大型･中型(トラック)、普通、二輪に至るまで、すべての免許を取得できる三重県下唯一の総合自動車学校で
す。一方、名四自動車学校は、1964年9月に愛知県公安委員会指定の普通免許及び二輪免許に特化したアットホームな学校で、
両校とも歴史と伝統があり、地域の皆様に親しみのある自動車学校です。

059-352-3812 企画部部長・北端 真一
honsya@41ds.com https://sanco-ds.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 240,000～270,000円(教習指導員資格取得後)　教習指導員資格は、平均4か月で取得していきます。

■四日市自動車学校　9:10～20:15間で勤務■名四自動車学校　　9:25～20:35間で勤務　四日市自動車学校、名四
自動車学校ともに、1か月単位の変形労働時間制(週40時間以内)で、7時間10分、7時間50分、9時間50分のいずれか
の交番勤務制となります。

三共電機㈱は、まもなく創立６０周年を迎えます。長きにわたり、工場設備の自動化・効率化を目指して自動制御装置や制御盤を
製作してきました。ＰLC、リレー制御を設計・製作する「ものづくり」の仕事を一緒にしませんか。専門性のあるやりがいのある仕事
です。少人数の会社ならではの、一人一人に向き合える環境が整っています。まずは、お話しをしましょう。

ﾌﾞｰｽNo.49
企業名 ㈱三交ドライビングスクール 三重県四日市市新正3丁目7-6

代表取締役社長・今藤 良雄

指定自動車教習所事業
三重県下唯一すべての免許が取得可能な総合自動車学校である四日市自動車
学校と普通免許と二輪免許取得に特化した名古屋市港区にある名四自動車学校
の運営

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 月給180,000～210,000（諸手当を含む）　※残業代は別途支給通勤手当（月20,000円まで）

8:10～17:00

各種社会保険　退職金制度（勤続3年以上）　財形貯蓄

年間休日１１２日（有給の計画的付与６日を含む）誕生日休暇　慶弔休暇

電気機械器具製造業 自動制御機器（制御盤、制御機器）の設計、製作

059-345-1686 業務課・武智　圭祐
info@y-sankyo.co.jp https://www.y-sankyo.co.jp

ﾌﾞｰｽNo.47
企業名 三共電機㈱ 三重県四日市市海山道町1丁目1425-1

代表取締役・田中剛



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

380名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

160名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職 3名 四大卒 三重県四日市市 普通自動者免許

総合職（営業・製造） 若干名 不問 四大・短大卒 三重県四日市市 普通自動者免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

総合職【営業・事務・技
術（建築・土木・電気）】

12名
修士了・四大・短

大・専門卒
三重・愛知(東京・大

阪)

短大卒・専門学校卒は技術
系（建築・土木・電気）専攻の
み、2024年3月卒業予定、及

び卒業後3年以内程度

不動産業・建設業

各種社会保険、退職金制度（勤続3年以上）、資格手当、永遠勤続表彰、改善提案表彰、社内販売割引

土・日・祝日（土曜日は会社指定出勤日あり）／年間休日110日

畜産物等の生産現場から加工、食卓への提供まで、安心・安全をつなぐ「食の総合カンパニー」として関連会社との強力なパート
ナーシップを組み、畜産業界ならびに地域社会の継続的な発展に向けグループ一丸となって取り組んでいます。

059-345-0921 総務部　次長・三輪　真吾
smiwa@sansho-bussan.co.jp https://www.sansho-bussan.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 新卒：209,000円～220,000円／既卒（相談）

8:30～17:45

当社は、三重・愛知を中心に不動産・デベロッパー業、建設業を行う総合不動産会社です。地元に根付く当社だからこそ提案でき
る木造住宅や分譲マンションなどの住まいの提供、商業施設・駅前開発など総合的に街をプロデュースしています。その他、再生
可能エネルギー事業やアグリ事業など、時代のニーズを敏感に捉え事業展開を行っています。

ﾌﾞｰｽNo.55
企業名 三昌物産㈱ 三重県四日市市塩浜180番地

代表取締役・渡邉大雄

食品製造業
◆量販店様へ鶏肉・鶏肉加工品、冷凍食品、ギフト商品の製造販売
◆畜産農家様への飼料の販売

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 総合職【営業・事務系、技術系(建築・土木・電気)】:四大卒205,000円/院了209,000円/短大・専門卒175,000円

9:00～17:45/9:30～18:15 など ※部署により異なります

三重交通グループ社員持株会、財形貯蓄、退職金制度、企業年金基金、団体生命保険、社員割引制度、有給
休暇取得奨励金制度、積立年休制度、保養所・会員制リゾート施設加入 など
休日:土・日・祝、年末年始/4週8日+特定休暇 など(※)・休暇:年次有給休暇・結婚休暇・忌引休暇・配偶者出産休暇・特定休暇(※)
ほか※部署により休日の設定が異なります。※4週8日の休日の部署の場合、特定休暇が付与されます。

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

059-227-5111 総務人事部人事課・吉山・石松
saiyo@re.sanco.co.jp https://re.sanco.co.jp/

ﾌﾞｰｽNo.81
企業名 三交不動産㈱ 三重県津市丸之内9番18号

取締役社長・中村充孝



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

132名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

マーケティング 1名 修士了・四大卒 本社(桑名市)

商品開発 1名 修士了・四大卒 本社(桑名市)

品質管理 1名 修士了・四大卒 本社（桑名市）

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

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）

製造・事務・営業・品質
管理・設備保全

若干名 四大・短大・専門卒
三重県四日市市小
古曽東2-4-61

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

社会保険、産前産後休暇、育児休暇、社員旅行、新年会など

休日/ 週休二日制(日曜日、土曜日)			 年間休日110日(指定公休を含む)			休暇/  夏期・年末年始休暇、慶弔休暇、有給
休暇			

OEMに特化し、50年。皆さんがコンビニやスーパーで見かける有名菓子メーカーのパイ菓子やチョコレート、カップ飲料など。当社
はそれらの受託製造を担っているOEM専門メーカーです。 OEMとは、製造メーカーが他社ブランドの製品を製造する、ということを
指します。メリットは、商品の市場成長期には生産量の増加とともに収益がアップし、成熟期の落ち着いた時期でも安定した生産
量を見込めることが挙げられます。

059-345-5100 管理部・葛巻　直樹
jinji@showaseika.co.jp http://www.showaseika.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大学卒 203,000円 ※諸手当を含む			　短大・専門卒 183,000円 ※諸手当を含む					

8:00～17:00		　20:00～翌5:00  ☆職種によって夜勤あり		

創業文化元年(1804年)。当社の『料亭赤だし』は豆味噌のトップブランド。サンジルシには、先人の知恵と経験を理解し、現代の
ニーズにあわせた商品づくりに邁進する人材がいます。未来へつなぐ〝食の伝承者”を担うサンジルシは確固たる信念を持って
取り組んでおります。

ﾌﾞｰｽNo.5
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

食品製造
チョコレート・焼き菓子・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。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 187,800円(年齢、学歴等により異なる)

8:00～17:00※マーケティングのみ9：00～18：00

月1回、みそ・しょうゆ・食品等を支給インフルエンザ予防接種一部費用補助昼食時食堂にて、具だくさん
のお味噌汁、お茶は飲み放題

休日=114日/年(週休2日制、年末年始、GW、夏季)休暇=入社初日に年次有給休暇を付与

食品製造 味噌、醤油、食品の製造

0594-22-3333 経理・総務部 経理・総務課 担当課長・岡 　文明

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

ﾌﾞｰｽNo.73
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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

36名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

PLCソフト設計者 若干名 高卒以上 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 高卒以上 三重県四日市市 普通自動車免許

電気工事士 若干名 高卒以上 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 高卒以上 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 高卒以上 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 高卒以上 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

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(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

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126日(2022年度)

私たちは地域密着型ケーブルテレビ局として三重県北勢地域を中心に有線・無線のネットワークを構築し「インターネット」「テレ
ビ」「電話」サービスを提供する総合通信事業会社です。加入世帯率は約８０％！世帯に向けて多チャンネル・インターネット回線
を提供するだけでなく、地域のあらゆる生活シーンを最新の【ＩＣＴ技術】と【地域密着力】で快適・便利・安心なものにしていきます。
＜四日市市中央通り再編事業＞をＣＴＹも全力で協力中です！！

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(2022年4月実績)

8:30～17:30

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。

ﾌﾞｰｽNo.76
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

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 高卒:171,000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

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

ﾌﾞｰｽNo.34
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



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）

介護職 5名 不問 伊勢市

介護職 若干名 不問 不問 伊勢市

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

110名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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（転勤はありま
せん）

若干名
四大・高専・短大・
専門卒

津市安濃町
公共交通機関での通勤が難しい
為、車通勤になると思います。

総合職 若干名 既卒3年以内
四大・高専・短大・
専門卒

津市安濃町
公共交通機関での通勤が難しい
為、車通勤になると思います。

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金退職金制度あり

年間休日　105日（会社年間ｶﾚﾝﾀﾞｰによる）土曜日出勤の場合あり年末年始、ＧＷ、お盆休暇　有休休暇
特別休暇、多目的休暇等

当社が望む人材とは自ら考え自ら行動する人です。自分の仕事に誇りを持ち、様々なことに前向きにチャレンジしてもらえるか、こ
れが大切であり、会社と共に大きく成長して貰える方を望みます。社員同士のコミュニケーションが円滑で距離が近いのもGMTの
特徴です。そこから生まれる技術力や発想力は周りから評価され、「塗装と言えばGMT」と言われる会社であり続けたいと考えて
います。

059-268-5655 総務部・栗原　小林
y_kurihara@gmt-co.jp http://www.gmt-co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒　200,100円　　短大・専門・高専卒　186,400円

8：00～17：00

慈恵会は伊勢市にて、地域密着の高齢者介護事業を行っています。研修や資格取得支援などのサポート体制が整っており、学
部・学科に関わらずチャレンジできる環境です。介護福祉に興味のある方、誰かの役に立ちたいという思いのある方をお待ちして
おります。

ﾌﾞｰｽNo.54
企業名 ㈱ＧＭＴ 三重県津市安濃町2925

代表取締役・高萩　大輔

製造業
自動車部品から医療機器･家庭用品まで、各種樹脂･金属製品への塗装、印刷を
しています。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒：208,000円、短大・専門卒：203,500円

7:30～16:30、10:00～19:00、13:00～22:00、22:00～翌8:00

各種社会保険、退職金共済、ジョイワーク会員、リゾートトラスト法人会員、託児所、親睦会、資格取得支
援制度、住宅補助等
週休2日（シフト制）、年間休日111日、年次有給休暇、リフレッシュ休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休
暇

医療福祉（介護）
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、訪問介護事業所
等の高齢者介護事業を運営しています。

0596-38-1800 人事部・倉井・森
info@jikeikai-ise.or.jp https://www.jikeikai-ise.or.jp/

ﾌﾞｰｽNo.26
企業名 （社福）慈恵会 三重県伊勢市村松町3294-1

理事長・倉井 秀代



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）

技術職 若干名
修士了・四大・
高専卒

三重県四日市市

営業職 若干名
修士了・四大・
高専卒

全国

技術職 若干名 30歳迄
修士了・四大・
高専卒

三重県四日市市

営業職 若干名 30歳迄
修士了・四大・
高専卒

全国

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

274名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 既卒3年以内 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

従業員車両購入制度、財形制度、退職金制度ほか諸手当:入社半年後から仕事給3000円、通勤手当(セールス
カー手当及びガソリン代実費を支給)、時間外手当、住宅手当、子育て支援手当 等
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)有給休暇8日 直販営業:定休日毎週水曜と月2度火
曜業販営業:土日を中心とした休み 休暇:有給休暇、結婚休暇、産前産後休暇、忌引休暇 ほか

スズキ㈱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。直販営業と業販営業といったスズキ独自の販売体制を展開しております。また、産育休制度や時短勤務など働きやすい
環境づくりにも取り組んでおります。

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(基本給)　短期大学・専門学校卒 171,000円(基本給)  賞与:年2回(7月・12月) 勤続2年目以
降5.4ヶ月分(2022年度実績)

直販営業9:20～18:00(休憩時間60分)　業販営業8:50～17:30(休憩時間60分)

当社は、自社開発にこだわりのある会社。創業当時から建築用塗料の研究開発に力を入れ、業界に先駆けて環境にやさしいとさ
れる水系塗料に着目した製品を数多く展開。ビルから戸建て住宅まで最新のテクノロジーで建物を守り、美しい街の景観づくりに
貢献しています。また、もう一つの柱がエアゾール事業。塗料製品で培った原料調合技術を活かし、スプレー製品の製造販売を
行っています。多種多様な製品を幅広く展開しています。

ﾌﾞｰｽNo.72
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・和田 清士

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 179,000円～207,000円／既卒（相談）

8：30～17:00

各種社会保険、退職金制度、永年勤続表彰、通信教育補助、親会社従業員持株会

週休２日制（土・日）、夏季休暇、年末年始休暇／年間126日

製造業
内装用、外装用、屋根用、防水用などの建築用塗料全般を製造販売しているメー
カー。また、エアゾール製品（スプレー製品）の製造販売も行っています。

059-397-6111 管理本部　管理部　部長・保村　信行
n_yasumura@suzukafine.co.jp https://www.suzukafine.co.jp/

ﾌﾞｰｽNo.35
企業名 スズカファイン㈱ 三重県四日市市楠町小倉1058-4

代表取締役社長・福井　正郎



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

44名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業 若干名 不問 四日市市

営業 若干名 32歳迄 不問 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

2500名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

一般職(事務系) 若干名
四大・高専・短大・
専門卒

鈴鹿

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

社会保険制度完備、社内託児所あり(三重県内)財形住宅融資、企業年金、社員持株会、選択型福利厚生制度
(カフェテリアプラン) 他
完全週休2日制(土・日)、G.W・夏季・年末年始(10日程度の長期休暇)、年間休日121日(2021年度実績)、年次有給休
暇、慶弔休暇、特別休暇など

31ヵ国23万人のグローバル企業。主力製品のワイヤーハーネスは世界トップクラスのシェア。世界で走る自動車の約4台に1台は
当社製品を搭載。その他エレクトロニクス等も手掛け、多方面から自動車業界に貢献しています!一緒にモノづくりを経験しません
か?

059-382-8701 鈴製所総務人事Gr ・酒井 真理子
sws.sm.recruit@sws.com https://www.sws.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒:186,000円 短大・専門2年:177,000円

8:30～17:15

弊社は設立から70年以上さまざまな分野で使われ産業の基盤として欠く事のできない「鉄鋼」を通じてその流通を担ってきました
「広く」「早く」「深く」専門商社の顔と鋼材だけでなく“現場が必要とするあらゆるモノ”をワンストップでお届けする便利屋の２つの側
面を持ちメーカーとユーザーのつなぎ役として、お客様のニーズに的確にお答えし『役に立つ』価値ある会社であり続けることを心
がけています

ﾌﾞｰｽNo.78
企業名 住友電装㈱ 三重県鈴鹿市三日市町字中ノ池1820

所長・川瀬 雅生

自動車部品製造
自動車用・その他ワイヤーハーネス、各種カーエレクトロニクス製品の研究開発及
び製造・販売

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 月給286,200円(固定残業代含む)

8:15～17:15（休憩60分）

退職金制度あり（勤続5年以上）再雇用制度

日曜日・祝日週休2日制（隔週土曜日）年末年始休暇GW休暇リフレッシュ休暇（3ヶ月に1回）有給休暇夏季休暇慶弔休暇育児休暇

小売・卸売業 鉄鋼・配管資材・建設資材販売

059-332-5511 人事部・河合　譲
jinji@s-k.co.jp http://www.s-k.co.jp/

ﾌﾞｰｽNo.61
企業名 須藤㈱ 三重県四日市市東新町5-19

代表取締役・須藤　清昭



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

2582名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 (店舗運営職・
システム管理)

20名
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県北勢・中勢エ
リア

総合職 (店舗運営職) 5名 既卒3年以内
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県北勢・中勢エ
リア

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

940名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 四大卒
四日市・桑名・鈴鹿・
津・松阪・伊勢・伊賀

技術職 5名 四大・専門卒 四日市・津・名古屋

社内SE 若干名 四大・専門卒 四日市

営業職 10名 既卒3年以内 四大・専門卒
四日市・桑名・鈴鹿・
津・松阪・伊勢・伊賀

技術職 5名 既卒3年以内 四大・専門卒 四日市・津・名古屋

社内SE 若干名 既卒3年以内 四大・専門卒 四日市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

社宅制度、家賃補助制度、各種社会保険、労働者災害補償保険、退職金制度、制服貸与、会員制保養所、財
形貯蓄制度、共栄共済制度、従業員持株会制度、社員互助会制度、独身寮など

日曜日・祝日・土曜日（年10日出勤有）・夏期休暇・年末年始休暇＝年間115日、年次有給休暇、慶弔休暇等

創立74年東海地区で業界No.1、国内No.3のシェアが強みです！お客様の電気工事の進捗に合わせ、必要な時に、必要な量の製
品をご用意し、営業自身が責任を持って製品の配達も行います。そのためお客様と顔を合わせる機会が多く、密にコミュニケー
ションを取るため、信頼関係を築くことができ役立っている実感が得やすいです。またお客様とメーカーと協力し、一つの建物を作
り上げていくという一体感も感じられます。

059-353-1711 総務部・課長・門脇　晴彦
saiyo@senko-grp.co.jp https://recruit.senko-grp.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
総合職月給：217,000円（三重）月給：226,400円（愛知）※勤務地手当 8,000円（愛知）含む※総合職手当（一律固定残
業30時間分）4万円以上を含む。　時間超過の場合は、別途支給。

8：20～17：20

創業７３年。三重県北勢・中勢エリアを中心にスーパーマーケットを１３店舗運営しています。グループ会社を２０社有し、「スー
パー」という業態にとらわれることなく、柔軟な発想で事業展開をしています。先駆けてスタートしたインターネット宅配サービスに
関しては売上の１２％までに成長しています。

ﾌﾞｰｽNo.92
企業名 ㈱扇港電機 三重県四日市市北浜町8番16号

代表取締役社長・横山　大幸

電気設備資材卸売業
■商事部門(電気設備資材・機器の営業・販売) ■技術部門(弱電設備工事の設
計・施工・メンテナンス)

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 2022年実績２０５,５００円(大卒)　　１８９,０００円(短・専卒)　　１７５,０００円(高卒)

7:00～16:00実働8時間／1日

永年勤続表彰、独身寮・社宅、各種社会保険完備、無料ドリンクサーバーの設置、定期健康診断、季節性インフルエンザ
予防接種補助、制服貸与、公的資格取得支援制度、育児時間短縮制度、リゾート施設優待など

年間休日108日（完全週休2日制＋計画休暇など）年次有給休暇(半日休暇制度有)、慶弔、育児出産、看護介護休暇
制度など

小売業 スーパーマーケット事業、ネット宅配事業、ネットスーパー外販事業

059-373-4134 管理本部 教育採用課・坂倉　香名子
saiyou@sanshi.jp https://supersanshi-saiyou.com/

ﾌﾞｰｽNo.28
企業名 スーパーサンシ㈱ 三重県【本社】鈴鹿市算所二丁目５－１

代表取締役社長・田中　勇



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

603名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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・甲賀

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)

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・甲賀

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

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）

技術系総合職（ITエン
ジニア）

15名 短大・専門卒以上 四日市市内、関東
文系の方でもチャレンジ
精神旺盛な方歓迎！

技術系総合職（設計
CAD）

15名 短大・専門卒以上 四日市市内、関東
モノづくりに興味のある方

歓迎！

技術系総合職 5名 34歳迄 高・専門卒以上 四日市市内 PC基本操作可能な方

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

社会保険完備（雇用・健康・労災・厚生年金）昇給賞与退職金財形貯蓄契約保養所テーマパーク利用補助スポーツジム利
用補助健康診断（年1回）インフルエンザ予防接種補助（全額補助）資格取得お祝い金

完全週休二日制（土日祝）年間休日120日以上【休暇】夏季休暇年末年始休暇年次有給休暇（初年度10日）産前産後
休業育児休暇看護/介護休暇生理休暇慶弔休暇

セントランスの社員は、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。)セントランスは「優良派遣事業者認定」を取得しており、社員の雇用を守り、また社員のスキルアップを応援する
制度がございます。配属前には専門の講師からの研修を受けられます。皆さんもセントランスに入社し、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?

03-3454-0660 第四エンジニアリング事業部・作野　史歩
s.sakuno@centrans.co.jp http://www.centrans.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【新卒】〇大学院卒 213,500円〇大学卒 202,000円〇3年制専門卒 187,000円〇2年制専門卒 182,000円※皆勤手当（5,000円）含
【入社1年目モデル月収】〈20時間の時間外勤務をした場合〉253,000円 （月給197,000円+皆勤手当5,000+交通費+時間外手当）※時
間外手当は、実際に残業をした時間に応じて支払われます（1分単位）【既卒】スキルによりご相談させて下さい。

８:４５～１７:３０　実働8時間（休憩45分）入社時研修中は、上記の勤務時間です。その後は、配属先に合わせた勤務
時間となります。

職員数は1,100名を超え、少子高齢化に対応しながら4つの事業を展開する社会福祉法人です。大規模法人ならではの福利厚生
が充実しており、安心して働ける環境が整っています。また、勉強会の実施や外部研修への参加を支援することで、みなさんのス
キルアップのサポートをしています！洗心福祉会だからこそ『できること』がたくさんあります。地域福祉の拠点として人と人とを結
ぶ仕事に、一緒に挑戦してみませんか。

ﾌﾞｰｽNo.8
企業名 セントランス㈱(四日市オフィス)

東京都港区海岸3-18-1 ピアシティ芝浦ビル5階

代表取締役社長・大和 麻子

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【介護職員】 235,000円～245,000円
【保育士】202,000円～ 212,000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)

賞与年2回6月・12月(4.4ヶ月分)、昇給年1回、住宅手当(家賃の半額)、職員住宅(津市・滋賀県甲賀市)、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

年間休日108日(+サポート特別有給休暇4日)／希望休取得可／有給休暇(法定通り)／特別休暇／産前産後休業／育児休業等 他

医療福祉
三重県6市(津市・松阪市・伊勢市・志摩市・伊賀市・鈴鹿市)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。

059-222-7700 人事課・岩﨑　真仁・杉本　愛
jinzaikanri@sensin.or.jp https://www.sensin.or.jp/

ﾌﾞｰｽNo.67
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 純大



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）

総合職 5名
四大・高専・短大・
専門・高卒

桑名、四日市、鈴鹿、津、
松阪、伊勢、名張、東員
町

総合職 若干名
既卒3年以

内歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

桑名、四日市、鈴鹿、津、
松阪、伊勢、名張、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

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）

営業職 若干名
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

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(定休日:月曜日、第1・第2・第3火曜日)

三重県北勢地域に店舗展開するダイハツディーラーです。お客様により良いカーライフをご提供するために提案型の営業を行っ
ております。

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/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 210,000円(四大卒)、202,000円(短大・専門卒)　別途奨励金あり/既卒（相談）

9:30～17:45

竹屋は、三重県にて1949年に創業した老舗食品企業。全国への洋菓子事業展開と、地元に根付いた外食サービスを着実に進
め、社員が安心して長く勤めることができる企業です。食品製造業では大量生産でありながらその美味しさが高く評価され、世界
のモンドセレクションにおいて金賞に選ばれる商品の数々を製造しています。また、店舗サービス事業部では、余裕ある勤務体制
で経営ノウハウを学べます。

ﾌﾞｰｽNo.22
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・大久保　誠人

カーディーラー
新車・中古車の販売、自動車の点検・車検・一般修理・鈑金塗装、自動車部用品
の販売、自動車保険代理店業務、クレジット取扱い　など

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大学院了・大学卒（月給）230,800円　　短大・高専・専門卒（月給）202,700円　　入社一年目は固定残業制度はありま
せん。入社二年目以降　一律40,000円/25時間相当分を含む（入社二年目例）・等級や部門によって固定残業代の増
額あり。・固定残業代を超える労働分についての割増賃金は追加で支給。

1ヵ月単位の変形労働時間制実働40時間以内／週平均一ヶ月を平均して一週間あたりの労働時間が40時間の範囲
において特定の週に、40時間を越えて勤務を命ずることがあります。

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

休日／シフト制　年間休日　110日休暇／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

食品製造業
■食品製造業　シュークリーム、プリン・ゼリー等のチルドデザートの製造及び販
売　■店舗サービス事業　ミスタードーナツ、ケンタッキーフライドチキン等のフラン
チャイズ運営

059-326-7722 管理本部総務課・西岡　努
tnishioka@takeya-ltd.co.jp https://www.takeya-ltd.co.jp

ﾌﾞｰｽNo.19
企業名 ㈱竹屋 三重県四日市市桜町963-1

代表取締役・竹尾純一



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

310名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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

15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

94名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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)

宅建事務 5名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重県内各店舗 宅地建物取引士資格

賃貸仲介スタッフ 5名 30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

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

営業:週休2日制(月8回ローテーション制※1月～3月のみ月6回)宅建事務:週休2日制(月8～9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 平田
c-mate@chintai-m.net https://www.chintai-m.net

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 営業社員:220,000円+諸手当(交通費・資格手当等)宅建事務社員:200,000円(宅建手当含む)+諸手当(交通費等)

営業社員:9:30～18:30(店舗営業時間)
宅建事務社員:9:30～18:00

圧倒的な価格と品揃え・『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.18
企業名 （株）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・川島 一輝

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235,000円(2022年実績)　一般職:月給227,000円(2022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115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/

ﾌﾞｰｽNo.84
企業名 メガネ赤札堂　中部オプチカル㈱

愛知県名古屋市千種区天満通2丁目12番地

代表取締役・宮本洋石



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

1541名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

維持管理/運営 20名 高卒以上
全国事業所(本人の希
望考慮の上決定)

不問

下水道施設の運転管
理業務<四日市市>

2名 不問 高卒以上 三重県四日市市
あれば尚可(第二種電気工事/危

険物取扱者(乙種)

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

123名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

環境分析技術職 4名 高・専門卒以上
四日市市または松
阪市

環境測定分析職 若干名 34歳迄 高・専門卒以上
四日市市または松
阪市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

退職金制度、各種社会保険、法定外労災完備、住宅手当、資格取得時褒賞金、永年勤続表彰等

土曜(8～9割休み)、日曜・祝日、GW、夏季休暇、年末年始/年間休日117日

50年以上に亘り、環境に特化した分析・測定を行なっている環境分析会社の老舗で、環境対策設備・コンサルティングを含めた、
環境リスク管理のトータルカンパニーです。近年では時代の変革とともに、公害対策だけでなく資源・エネルギー分野へ挑戦し、持
続可能な社会の実現を目指しています。

059-332-5122 総務Ｇｒ・福山　直也
webman@tokai-techno.co.jp https://www.tokai-techno.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 修士了：215,000円～　大学卒：210,000円～　短大卒：205,500円～

8:30～17:30(休憩75分、実労働時間7.75時間)

高い技術力を誇る総合メンテナンス会社。地方自治体から上下水道処理施設の管理・運営を受託。安心して飲めるおいしい水を
つくる浄水場、使用した排水をきれいにして自然に還す下水処理場においてライフサイクルにかかわる運転維持管理業務の全般
を担っています。全国自治体が顧客である当社は設立以来、毎年最高益を更新中の安定成長企業です。

ﾌﾞｰｽNo.51
企業名 ㈱東海テクノ 三重県四日市市午起2丁目4番18号

代表取締役・市田　明

環境計量証明業
環境測定・分析を行っています。（大気・水質・土壌・石綿・廃棄物等、環境対策設
備設計施工、製品品質評価、新エネルギー・資源リサイクル開発支援など)

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
(新卒・大卒の場合)218,000 円   (新卒・高専の場合)204,000 円    (新卒・短大・専門の場合)199,000 円
(既卒・未経験の場合)196,000 円 ～ 231,000 円　(既卒・経験者の場合)207,000 円 ～ 271,000 円

(1)8時30分 ～ 17時00分　(2)16時30分～9時30分(夜勤有り)(事業所毎に変動有り)

公的資格保有者には、技術資格手当を支給(最高3万円)/福利厚生クラブ(旅行、レジャー、ショッピング、
グルメ、スポーツクラブ等格安で利用可能(家族含む))
休日：交代勤務 シフト制4週8休休暇：有休休暇（初年度10日・最高20日）
年末年始（一部事業所除く）　　特別休暇（慶弔、ボランティア等）

下水道業
上下水道施設の保守維持管理、補修・改造工事、水質分析、工業薬 品・環境関
連機器の販売、発電事業

06-6231-4800 総務人事部 専門課長・松本　完
tamotsu_matsumoto@t-tms.co.jp https://www.t-tms.co.jp/

ﾌﾞｰｽNo.10
企業名 月島テクノメンテサービス㈱ 三重県四日市市寿町2-8

代表取締役社長・伊藤道夫



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

1503名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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・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

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

225名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職(法人営業職) 若干名 高卒以上
四日市市・東京都板
橋区・大阪市など

自動車普通免許
(AT限定免許可)

法人営業職 若干名 不問 高卒以上
四日市市・東京都板
橋区・大阪市

自動車普通免許
(AT限定免許可)

リネンサプライ工場
スタッフ

若干名 不問 高卒以上
四日市市・名古屋市
港区

自動車普通免許
(AT限定免許可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)　退職金制度研修制度・社内教育制度資格取得支
援制度　永年勤続表彰　社内提案表彰　賞与年2回(6月・12月)　昇給年1回(4月)　交通費規定支給

週休2日制(日曜日及びその他1日)※年間休日数105日有給休暇特別休暇

弊社はユニフォームをレンタルしている企業です。ユニフォームとは企業でお使いいただく制服のことです。ユニフォームは食品衛
生や雰囲気づくりに役立つ企業アイテムです。入社していただく皆さまには、お客様のユニフォームの導入から運用のお手伝いを
していただきます。仕事内容としては、導入時の営業やメンテナンスに関わる商品管理や工場での作業などになります。服や食品
衛生などにご興味ある方、お待ちしております。

059-334-8117 人事総務部・日比野 明
jinji@co-toyo.jp http://co-toyo.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
■総合職■法人営業職大卒 月給238,000円(一律みなし時間外30時間分 40,000円含む)
※既卒者に関しては能力・経験に応じて決定します。

法人営業職 8:30-17:30(1時間休憩あり。月間20時間程度時間外あり)　リネンサプライ工場スタッフ8:30-17:30(1時間
休憩あり)

私たちの仕事は、来店されたお客様への対応から始まる「カーライフアドバイザ－」です。カーライフアドバイザーとは、お客様の
カーライフがベストになるよう提案していく仕事です。100人いれば100通りのライフスタイルがあります。お客様一人一人に合った
ベストなご提案を実現するためお客様とのコミュニケーションを大切にしています。クルマや接客、アフターフォローを通じてお客様
にとって「プレミアム」な存在になることが弊社のこだわりです

ﾌﾞｰｽNo.36
企業名 ㈱東洋 三重県四日市市八田一丁目1-22

代表取締役社長・服部恵美子

ユニフォームレンタル業
○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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四年制大学卒 200,900円  短大・専門学校卒 184,950円

9:30～18:10

各種社会保険完備、財形貯蓄制度、契約リゾート施設、特別嘱託制度(60歳定年後再雇用制度)、
GLTD制度
年間休日112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3日>、個人別休日(選択制
休日)<月1日>、年次有給休暇(初年度14日) 、特別(慶弔)休暇、産前産後休暇、育児休暇、介護休暇、生理休暇

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。							

052-872-8131 人事総務部人事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

ﾌﾞｰｽNo.17
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・大貫　秀樹



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

60名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業職 3名 四大卒 四日市(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

513名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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・高卒

三重県下２４店舗（レクサ
ス桑名含む）のいずれか

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２４店舗（レクサ
ス桑名含む）のいずれか

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

各種社会保険完備、有給休暇、育児休暇、時短勤務制度、慶弔見舞金、誕生日休暇、レクリエーション費用
補助（店舗単位）など

休日カレンダーにより年間１０９日年３回長期連休あり

「和と真心」を社是に、お客様ばかりでなく社員同士の絆をなにより大切に創業以来地域になくてはならない企業を目指し、地域貢
献にも注力しています。弊社では近年、来店誘致型営業活動を徹底しています。お客様との接点は店頭です。店頭では営業ス
タッフ、ショールームスタッフ、サービススタッフがチームワークで仕事をしており、入社後は新入社員研修に始まり経験年次に合
わせて集合教育とOJTを充実させ、業務の習得を容易にしています。

059-353-5250 管理部　総務課・杉本　隆明
sugimoto870008@corollamie.co.jp https://corollamie-recruit.com

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大卒営業２５４,４１７円※　短大・専門学校卒営業２４２,４７２円　四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１７５,０００円　※営業職の初任給には固定残業代が含まれています。１日７０分の残業をもとに算出しており、
これを超えた場合には別途残業代をお支払いいたします。

１０：００～１８：３０（休憩６０分）

三重県四日市を拠点に電気機械やICT機器を販売する商社です。県内唯一の富士電機特約店として県内販売シェアNo.1！また
富士通販売パートナーとしてPC・ICT機器を企業や教育機関へ販売しています。　☆文系出身9割以上！充実した研修制度で電
機の基礎から教えます！

ﾌﾞｰｽNo.85
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

自動車ディーラー
三重県下全域に店舗を展開するトヨタ系自動車ディーラー。 新車中古車の販売、
車検・点検、メンテナンス全般のほか各種保険取り扱い。KDDI製品の販売

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
＜2024年入社予定＞月給：221,100円（内訳・基本給：147,500円、各手当：73,600円）【手当の詳細】　・職能給：41,000
円　・固定残業手当：26,100円（18時間分）※超過分別途支給　・乗車通信手当： 6,500円※上記一律支給している最
低保証額

8:45～17:30(休憩45分、実働8時間)

・各種社会保険・資格取得支援・一人暮らし住居代補助・駐車場代補助：車通勤者の駐車場代を補助します・時間単位の有給休暇制度・
従業員表彰制度（永年勤続、特別功表彰、など）・育児介護休業および短時間勤務制度（男女とも実績あり）・退職金制度

休日：週休2日（土日祝、ただし第4土曜出勤）休暇：年末年始、夏期休暇、バースデー休暇、他※年間休日114日、会
社カレンダーによります

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 （2）ICT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

ﾌﾞｰｽNo.12
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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

349名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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(ルート営業) 15名 四大卒 上野、鈴鹿、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

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）

技術職（土木施工管理） 若干名 不問 主に四日市市を中心 普通自動車免許

技術職（建築施工管理） 若干名 不問 主に四日市市を中心 普通自動車免許

技術職（土木施工管理） 若干名 不問 不問 主に四日市市を中心 普通自動車免許

技術職（建築施工管理） 若干名 不問 不問 主に四日市市を中心 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

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(確定拠出年金・確定給付企業年金他)、財形貯蓄制度、
団体生命保険、リゾート施設提携企業優待、資格取得支援制度、産休・育休制度、定期健康診断(毎年4月)

週休2日制(土日、祝)年間119日(2021年当社カレンダーによる)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※休日曜日は部署により違いあり

中村組は三重県北勢地域を中心に、土木工事全般・消防署・学校などの公共建築、マンションや商業施設など民間建築を請け負
うほか、セルコホームのＦＣとしてカナダ輸入住宅の設計施工も行っています。

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
【大卒技術職】初任給:242,000円(固定手当含む)(固定残業代20時間分32,000円含む、超過分は追加支給)　既卒者に
ついては最終学歴に帰属する

8:00～17:00(休憩1時間)

創立より60年、パナソニック、三菱電機、シャープといった大手電機メーカーを含め、約300社からの仕入れ先様の協力を得て、豊
富な商品を取り揃え、販売を行っている会社です。営業スタイルについては各人にほぼ100%任せる当社なら、個性を充分に活か
して活躍することが可能です。ぜひ、あなたらしさを発揮して欲しいと思います。

ﾌﾞｰｽNo.11
企業名 ㈱中村組 三重県四日市市あかつき台2丁目1-192

代表取締役・中村 利一郎

総合建設業
三重県北勢地域を中心に、土木工事や、公共建築、民間建築を請け負うほか、セ
ルコホームのフランチャイズとしてカナダの輸入住宅の設計・施工を行っておりま
す。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 基本給 207,000円　　営業手当 43,000円合計 250,000円

8:30～17:15

健康保険・労災保険・雇用保険・厚生年金・企業年金基金・社員旅行・退職金制度など

土日祝日、夏季休暇、年末年始、有給休暇、GW休暇、お盆休み、結婚休暇、慶弔休暇、育児休暇、誕生日休暇 等特
別休暇あり

商社
電気、電材、情報、通信、IT関連、空調、住宅関係、環境、省エネ機器(太陽光発
電・蓄電池)、等の機器を取り扱っている総合卸商社です。

077-523-1264 藤田　絵利加
erika-fujita@shigatokki.com https://www.shigatokki.com/

（本日欠席）

企業名 中堀電商㈱(滋賀特機グループ) 岐阜県大津市におの浜4丁目1の25

代表取締役社長・中堀 敏信



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

71名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 3名 高卒以上 中村製作所本社
転居を伴う異動はござい
ません

営業 2名 高卒以上 中村製作所本社
転居を伴う異動はござい
ません

製造 3名 34歳迄 高卒以上 中村製作所本社
転居を伴う異動はござい
ません

営業 2名 34歳迄 高卒以上 中村製作所本社
転居を伴う異動はござい
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

2000名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

各種社会保険加入、育児・介護休業、再雇用制度、独身寮、社宅、感染症予防接種費用の補助、親睦会行事(宿泊旅行・日
帰り旅行)、自己啓発支援制度、従業員バス(桑名駅↔会社)、ナガシマリゾート施設利用優待

年間102日 隔週週休2日制、代休、(全館休館日:夏季5日間・冬季5日間、他に3日間設定)、年次有給休暇(計画的付
与)、慶弔休暇、育児・介護休業など

「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。

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 ◎大卒:総合職234,000円、一般職221,000円、管理係(理系)221,000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

「空気以外なんでも削ります」をモットーに、50年以上地元四日市で金属加工業営んでおります。心をワクワクさせる町工場。「ロ
ケット」「ロボット」「有名テーマパークのアトラクション」「リニアモーターカー」…。と、人々を魅了し続ける機械たち。その部品、実は
弊社が製作しているんです。是非、一度あなたの目で確かめてみませんか。あなたからのご応募お待ち致しております。

ﾌﾞｰｽNo.52
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・若林弘幸

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。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
基本給:【製造職】大学卒 184,000円～ 高校卒 167,000円～　【営業職】大学卒 184,000円～ 高校卒 167,000円～　残
業代:別途全額支給こちらの基本給に関しては、2023年2月現在になります。2023年4月以降ベースアップによる変更
の可能性あり。

8:00～17:00　【実働7.75時間/1日】　【休憩：10：00～10：05　・12：00～13：00　・15：00～15：10　計75分】

健康保険・厚生年金保険・雇用保険 ・労災保険・交通費支給【弊社規定による】・職務手当・資格手当・
扶養手当・住居手当
完全週休2日制(土日祝休み) ＊祝日は社内カレンダーによる年間休日120日
有給休暇　夏季休暇　年末年始休暇　GW休暇など

製造業・金属加工業
工作機械部品加工・精密機械部品加工・産業機械部品加工
・自社製品開発製作

059-364-9311 管理部　営業チーム・林　雄輝
y.hayashi@nakamuraseisakusyo.co.jp https://www.nakamuraseisakusyo.co.jp/index.php

ﾌﾞｰｽNo.25
企業名 ㈱中村製作所 三重県四日市市広永町1245

代表取締役・山添卓也



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

97名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

施工管理職（建築・土木） 5名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市、配属後は
各現場

営業・総務・経理・企画
職

3名
四大・高専・短大・
専門卒

四日市市

施工管理職（建築・土木） 2名 30歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

各現場

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

160名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

設計職 2名
四大・高専・短大・
専門卒

東員町又は名古屋
市、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、大阪市

建築・土木学専攻

生産管理職 3名
四大・高専・短大・
専門卒

東員町

総務事務 1名 修士了・四大卒 川越町

営業職 4名 修士了・四大卒
川越町、名古屋市、
大阪市(転勤無)

設計職 2名 不問
四大・高専・短大・
専門卒

名古屋又は大阪市 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、名古屋
市、大阪市

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

東員町

総務事務 1名 不問 修士了・四大卒 川越町

電気設備保全 1名 不問 高卒以上 東員町 電気工事士

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

労働組合有、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

年間休日110日、GW・夏期・年末年始、有給休暇等

川越町に本社のある建設業とコンクリート製品製造業を営む会社です。創業90年以上の社歴と無借金経営を続けており、地域に
根差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設計・製造・販売・施工と一貫して自社で行っている為、幅広い知識
を身につけることが出来ます。バンテリンドーム名古屋やJRセントラルタワーズなど身近な建築物に弊社の部材が使われていま
すので、有名物件の建築に携わる事が出来ます。

059-363-3333 総務部・筒井 駿介
honsha1@nalux-pc.co.jp http://www.nalux-pc.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 大卒:207,500円～　高専卒:188,900円～　高卒:183,500円～

本社、営業、施工管理職:8:30～17:30　工場:8:00～17:00

創業　大正１２年の１００年企業です。公共工事や民間建築・土木に強い総合建設業。商業施設・事務所・工場等を広域で設計・
施工しています。社内研修制度も充実していますので、ともに次の100年に向けて成長していきましょう。

ﾌﾞｰｽNo.21
企業名 ㈱ナルックス 三重県三重郡川越町大字豊田500番地1

代表取締役社長・髙岡哉史

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。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大卒理系(施工)241,000円　　 大卒分系(営業等)234,000円
専門理系３年施工230,600円　専門理系２年施工221,400円

8：00～17：00休憩75分

施工管理技士資格取得推進制度、慶弔見舞金制度、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　年間休日105日　土・日・祝・年末年始、会社カレンダー

建設業
創業　大正１２年の１００年企業です。 民間建築・土木に強い総合建設業。商業施
設・事務所・工場等を広域で設計・施工しています。

059-355-2300 採用担当リーダー・伊藤尚幸
ito-nao@narukawa-kk.com https://www.narukawa-kk.com/

ﾌﾞｰｽNo.27
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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

439名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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)

10名
四大・高専・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)
テクニカルアドバイザー
(サービスフロント職)

若干名
四大・高専・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
修士了・四大・短大
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

517名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 15名 不問 本社及び各拠点

総合職 若干名 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

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108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：201,000～218,500円■短大・専門学校卒：194,000～211,500円　　　【一般職】■大学卒：189,500
～207,000円■短大・専門学校卒：182,500～200,000円　　　※総支給額※通勤手当（距離に応じて変動します）※残
業代は、別途支給（2022年4月実績）

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)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)

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。お客さまと永く、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.70
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・西村敏永

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。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【カーライフアドバイザー】■大卒（月給）191,400円（基本給：183,900円 + 車両手当：7,500円 ）■短大卒（月給）
184,400円（基本給：176,900円 + 車両手当：7,500円）【テクニカルアドバイザー】■四大卒業 （月給）　178,900円
■短大・専門卒業 （月給）　171,900円

9:30～18:10(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　社員車両優待販売等

年間休日112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（シフト制）長期休暇(GW・夏季・年末年
始)

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

059-364-2235 管理本部 総務経理グループ・山原 綾乃
PME002672@nissan-prince-mie.co.jp https://np-mie.nissan-dealer.jp

ﾌﾞｰｽNo.14
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・酒井 雄一郎



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

220名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業職(アドバイザー) 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)

事務職(フロアセールス) 3名 四大・高専・高卒
三重県内最寄り(自
宅通勤可能店舗)

自動車運転免許

営業職(アドバイザー) 若干名 24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
(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

270名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業スタッフ 5名 四大・短大・専門卒 三重県内各店舗 普通自動車運転免許

フロアスタッフ 3名 四大・短大・専門卒 三重県内各店舗 普通自動車運転免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

各種社会保険、退職金制度、慶弔見舞金制度、定年後再雇用制度、社員割引制度、クラブ活動、社員旅行
(隔年)、労働組合 等

年間休日110日(当社休日カレンダー)、長期休暇(年末年始・GW・夏季休暇)あり

当社は、若い社員も多く活躍しているトヨタの自動車販売会社です。直接お客様と接する仕事のため、お客様から「ありがとう」と
いう言葉をかけていただいたり、お客様の笑顔に触れる機会も多く、とてもやりがいのある仕事です。人と話すことが好き、人と関
わる仕事がしたい方には特におすすめです。また、近年は有給休暇の取得促進などの働き方改革にも力を注いでいますので、安
心して長く働いていただける環境にもなっています。

059-223-1015 管理部総務グループ・副課長・松本 祐輔
matsumoto@netzmie.co.jp https://netzmie.com

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
営業スタッフ ：244,500円(四大卒)、237,800円(短大・専門卒) ※諸手当含む
フロアスタッフ：190,000円(四大卒)、184,000円(短大・専門卒)

9:00～17:30(うち休憩1時間)

当社は、トヨタディーラーの中でCS(お客さま満足度)の高い自動車ディーラーとしてお客さまのカーライフをサポートしてまいりまし
た。県内には13店舗を展開。イオンモール津南、イオンタウン四日市泊にもサテライトショールームを出店しています。FIA公認の
国際シリーズSUPER GTへの参加、スーパー耐久、インタープロト、ラリーなどへも参加しモータースポーツを身近なものに感じて
もらえる活動を続けています。

ﾌﾞｰｽNo.2
企業名 ネッツトヨタ三重㈱ 三重県津市垂水165

代表取締役社長・平野 真也

自動車販売業
トヨタの新車販売、自動車の整備・修理、中古車販売、自動車部品の販売、au携
帯電話の販売　等

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大営業 254,417円　　短大専門 営業 242,472円
四大事務 180,000円　　短大専門 事務 175,000円

10:00～18:30(休憩60分)

各種社会保険、退職金、弔慶見舞金、(結婚祝、出産祝、傷病見舞い、災害見舞)育児休業制度、介護休業制
度、定期健康診断、社員持株会、財形貯蓄等

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、KDDI(au)携帯電話の販売等

059-352-2156 管理部 主任・岡田 有里加
y-okada@netz-novelmie.co.jp http://www.netz-novelmie.co.jp/

ﾌﾞｰｽNo.64
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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

12名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 高卒以上
四日市市、東員町、
亀山市、蟹江市

事務 若干名 高卒以上
四日市市、東員町、
亀山市、蟹江市

営業 若干名 不問 高卒以上
四日市市、東員町、
亀山市、蟹江市

事務 若干名 不問 高卒以上
四日市市、東員町、
亀山市、蟹江市

経理 若干名 不問 高卒以上
四日市市、東員町、
亀山市、蟹江市

実務3年以上

現場施工管理 若干名 不問 高卒以上
四日市市、東員町、
亀山市、蟹江市

有資格者、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

80名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 三重県

製造職 3名 短大卒 三重県

事務職 2名 短大卒 三重県

製造管理・品質管理 1名 四大卒 三重県

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

各種保険加入

会社カレンダー有（2022年実績　年間休日105日）

ひじき・こんぶ・わかめの海藻食品の製造・加工をしております。海外・国内のいろいろな産地と取り組み、原料仕入れを行い、全
国の小売業及び業務用ユーザー様にニーズに合わせた商品をお届けしています。これからの高齢化社会で海藻食品の商品づく
りを通じ、消費者の健康な食生活に貢献して参ります。

059-365-0565 人事総務課　・広瀬　桂二
saiyo@yamani-hiroden.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大学卒200.000円
短大卒180.000円

8:45～17:45

弊社は三重県を基盤に住宅の総合メンテナンスを請け負う会社です。はじめは個人企業『平野塗装』を四日市小古曽2丁目の小
古曽ビルにて、2009年にスタートしました。外壁塗装専門として2014年に『㈱平野塗装』を法人化しました。現在、東海地区に5店
舗展開中です。主に一般戸建て住宅、マンション、アパート、県や市の公共工事を手掛ける建築塗装、防水のほかリフォーム、雨
漏り、防犯ガラスフィルムなども力を注いでいます

ﾌﾞｰｽNo.33
企業名 広伝㈱ 三重県三重郡川越町亀崎新田77‐522

代表取締役社長・広瀬　伝三

海藻の製造・加工
ひじき・昆布・わかめの海藻を自社にて製造・加工。 全国の小売業・業務用ユー
ザーさまに商品をお届けしています。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 事務：月給180,000～190,000円　　営業：月給200,000～300,000円　　施工管理(有資格者)：400,000～450,000円

8:00～17:00

・雇用保険・厚生年金・労災保険・健康保険・資格所得支援・手当あり・交通費支給あり

・完全週休2日制　基本土日休み　土日出勤がある場合：月火休み　または　要相談・年末年始休暇・年間休日120日
以上・夏季休暇・平日休みあり・有休消化率80%以上

建設業
総合リフォーム、メンテナンス事業。主に塗装・防水工事。一般住宅、アパート、マ
ンション、公共工事。

0120-37-1425 総務部・井上　よし江
htpaint0425@gmail.com http://hirano-tosou.com/

ﾌﾞｰｽNo.48
企業名 ㈱平野塗装 三重県四日市市小古曽東1-3-43

代表取締役・平野　裕司



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・システムエ
ンジニア

10名
修士了・四大・
短大・専門卒

三重県、愛知県、
岐阜県

システム運用保守 5名
修士了・四大・
短大・専門卒

三重県、愛知県、
岐阜県

プログラマ・システムエ
ンジニア

3名 既卒3年以内
修士了・四大・
短大・専門卒

三重県、愛知県、
岐阜県

システム運用保守 3名 既卒3年以内
修士了・四大・
短大・専門卒

三重県、愛知県、
岐阜県

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

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 若干名
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
(AT限定可)

技術営業職 若干名
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
(AT限定可)

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

・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) ☆シンガポールに行きました!

週休2日制(日曜日、土曜日) 、祝日 、夏季休暇 、年末年始休暇 、年次有給休暇 、バースデー休暇、ボランティア休
暇、慶弔休暇、など

☆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!

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【技術職】【技術営業職】●学部卒:月給219,000円 ●短大・専門・高専卒:月給198,000円 ■皆勤手当1,000円、運転手
当2,000円(月額)

月～金: 8:00～17:00 ≪休憩1.5時間、実働7.5時間≫会社年間予定表により、年間で9回程度の土曜日出勤がありま
す。毎週水曜日はノー残業デーです。

ＩＴを使ってもっと世の中を便利にしたい、ワッと驚く仕掛けを生み出したい。業務系システムから制御系システムまで幅広いシステ
ムを手掛けており、お客様も金融、製造、通信、販売、物流、公共など業種も多岐にわたります。そのため、色々なことに挑戦を
し、経験を積み成長し、自身の理想の将来像を実現できる環境を提供しています。研修制度などその挑戦に対してのバックアップ
を約束します！

ﾌﾞｰｽNo.91
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

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。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
◆情報課程コース　※情報系の学部・学科又は自主的にPGを学んでいる方　4大卒：200,000円　4年専門卒：200,000円　3年専門
卒：197,000円　2年専門卒・短大卒：195,000円◆一般コース　※文系など情報課程コース以外の方　4大卒：195,000円　4年専門卒：
195,000円　3年専門卒：192,000円　2年専門卒・短大卒：190,000円

9:00～18:00（休憩60分）

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

土・日・祝日(完全週休二日制)、夏季休暇、年末年始休暇、年次有給休暇　　【年間休日123日(2022年度)】

情報通信
当社は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。

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

ﾌﾞｰｽNo.93
企業名 ㈱ピコ・ナレッジ 愛知県名古屋市中村区名駅南１－１９－２９

代表取締役社長・吉田　博文



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）

Supply Chain -
Administration

若干名 高卒以上 伊賀市

Supply Chain -
Administration

若干名 30歳迄 高・専門卒以上 伊賀市

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

100名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

ホテル運営職 2名 四大・短大・専門卒
三重県四日市市西
新地7番3号

転勤なし
（2023年2月15日段階）

ホテル運営職 若干名 既卒3年以内 四大・短大・専門卒
三重県四日市市西
新地7番3号

転勤なし
（2023年2月15日段階）

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

・社会保険完備・グループ飲食店割引・ホテルブランド商品割引・朝食ビュッフェやご宿泊優待・近隣レス
トラン割引（Donclub入会）等
週休2日制（年間休日96日）　有給休暇：10日　休暇制度：慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、介護休暇　備考：3
～5日の連続有給休暇の取得を推奨しています

近鉄四日市駅から徒歩3分にあるプラトンホテル四日市を運営しています。私たちが目指すのは、毎日でも足を運びたくなるような
お客様の大切な”居場所”。お客様の心に寄り添い、笑顔でお帰りいただくことが私たちにとっての”喜び“です。144の客室、7つの
宴会場をどうやって稼働させていくのかを考える「営業企画」の側面として、自分の力を生かせるフィールドがきっとあります。

059-352-0300 管理部 総務課・山中 里紗
info@platon-hotel.co.jp http://platon-hotel.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
短大/専門 卒業見込みの方月給：180,000円以上※基本給：180,000円以上
大学 卒業見込みの方月給：190,000円以上※基本給：190,000円以上

勤務時間：9:00～17:45（休憩：1時間）備考：※1カ月の変形労働時間制
※仕事内容によって勤務開始時間が異なります。

潤滑油剤メーカーであるFUCHSは、性能、持続性、安全性、信頼性、効率性、コスト削減を追求し続けます。入社後技術部に配属
され、製品開発等に携わっていただきます。入社時の英語レベルは問いませんが、将来的に英語を話せるようになるまで会社が
サポート致します。

ﾌﾞｰｽNo.77
企業名 ㈱プラトンホテル 三重県四日市市西新地7番3号

代表取締役・佐野 貴信

宿泊業
客室、宴会場、レストラン、エステの入ったシティホテルです。お客様の嬉しいを創
り、お客様が居心地の良い大切な居場所となれるホテルを目指しています。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 年収300万円(内10%賞与)+残業代(月10-20時間)

9:00-18:00フレックスタイム制(コアタイム10:30-15:30)

各種社会保険完備、中小企業退職金共済、確定拠出型年金、福利厚生倶楽部、団体長期障害所得補償保険、
福利厚生倶楽部
完全週休二日制、年間休日125日(土・日・祝休み及び会社が指定した日)、有給休暇、傷病休暇、慶弔休暇、産前産
後休暇、介護休暇

製造業
FUCHSは、90年以上にわたり広範囲な用途および分野で使用される潤滑油剤お
よび関連専門製品の開発、生産、販売に従事する、ドイツを本拠地とするグロー
バルグループです。

03-3436-8300 人事部　部長・長濱 真純
sm_jp10_hr@fuchs.com https://www.fuchs.com/jp/ja/

ﾌﾞｰｽNo.65
企業名 フックスジャパン㈱ 三重県伊賀市大内字三郎谷408-3

代表取締役・塩田 博篤



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・高卒

桑名市
普通自動車免許

AT限定可

事務職 3名
四大・高専・短大・
専門・高卒

桑名市

エンディングプランナー 3名 30歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

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

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

485名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合営業職 5名 短大・専門卒以上
三重県内各事業所（※原
則自宅通勤可能な店舗）

普通自動車免許
(AT限定不可)

営業事務職 5名 短大・専門卒以上
三重県内各事業所（※原
則自宅通勤可能な店舗）

普通自動車免許
(AT限定可)

業務事務職 3名 短大・専門卒以上
三重県内各事業所（※原
則自宅通勤可能な店舗）

普通自動車免許
(AT限定可)

総合営業職 3名 34歳迄 高卒以上
三重県内各事業所（※原
則自宅通勤可能な店舗）

普通自動車免許
(AT限定不可)

営業事務職 3名 34歳迄 高卒以上
三重県内各事業所（※原
則自宅通勤可能な店舗）

普通自動車免許
(AT限定可)

業務事務職 2名 34歳迄 高卒以上
三重県内各事業所（※原
則自宅通勤可能な店舗）

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

社会保険完備(健康・厚生年金・雇用・労災 等)、退職金制度、赴任旅費支給(25万円まで)、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

＊年間休日112日(第二火曜日・毎週水曜日＋シフト）＊長期休暇あり（GW、夏期、年末年始)、有給休暇、特別休暇な
ど

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

0598-20-8383 第二管理本部 人事総括・森本 典行
jinji05.pme07@honda-auto.ne.jp http://www.hondacars-mie.com/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
〈新卒〉*総合営業職*【四大卒】250,000円【短大・専門卒】222,000円*営業事務職*【四大卒】191,000円【短大・専門卒】
183,000円*業務事務職*【四大卒】191,000円【短大・専門卒】183,000円〈既卒〉応相談

9:45～19:00(休憩時間75分)

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。2023年春よりペット葬および仏壇ギャラリーを開設するなど、事
前相談から法要にいたるまでのエンディングサポート企業として、成長をはたしています。

ﾌﾞｰｽNo.9
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

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

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(事務職は8時00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・リフレッシュ休暇有り

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。

0594-24-4444 総務部長・森  雅弘
info@soso.co.jp http://www.soso.co.jp

ﾌﾞｰｽNo.83
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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

143名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業職 4名 四大・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 1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)

SA（ショールームアシ
スタント）

2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限定可）

営業職 1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

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

386名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

総合職 3名 四大・短大・専門卒
三重県三重郡川越
町、桑名市

不問

倉庫管理職（専門職） 5名 四大・短大・専門卒
三重県三重郡川越
町、桑名市

不問

事務職（専門職） 1名 四大・短大・専門卒
三重県三重郡川越
町、桑名市

不問

倉庫管理職（専門職） 若干名 既卒3年以内 四大・短大・専門卒
三重県三重郡川越
町、桑名市

不問

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

・独身寮・各種資格取得支援制度・クラブ活動・永年勤続表彰・自社整備工場での従業員のマイカー修理・
車検・インフルエンザ予防接種費用補助・結婚祝い金
・完全週休2日制・年間休日105日＋年間5日の有給消化を義務付けているため最低年間休日110日・年次有給休暇
最大20日付与、内5日は指定休として消化・慶弔休暇・育児休暇・産前産後休暇・介護休暇

＼実は運送業だけじゃない／私達は毎日の生活に欠かすことができない『食品』の【保管】と【配送】を行っている『総合物流企業』
です。お取引先は東海3県を中心に、牛丼チェーン店最大手のあのお店や、回転寿司でおなじみのあのお店、皆さんご存じのドー
ナツ店など、実は弊社の倉庫で商品を保管・管理し配送までを一括して担っています。取り扱っている商品が『食品』のため物流
が止まることはなく、業績は非常に安定しています。

059-364-5957 人事部 人事課 課長・渡邉 　一之
jinji@maeda-t.com https://maeda-recruit.com/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【総合職】［院了・大卒］213,600円（基本給+総合職手当）　 ［短大・専門卒］208,320円（基本給+総合職手当）
【倉庫管理職】240,000円（基本給+資格手当）　【事務職】198,040円（基本給＋シフト手当）
※通勤手当別途支給（上限30,000円）　※固定残業代なし（時間外勤務手当別途支給、サービス残業なし）

8：00～17：00（休憩60分）8：30～17：30（休憩60分）※配属先の部署、職種により異なります※上記のいずれかの時間
固定での勤務となります

三重県四日市市、桑名市、いなべ市、三重郡で10店舗展開している北勢地域最大の正規Hondaディーラーです。お店の展開が北
勢地域だけなので、地元を離れることなく勤務可能です。Hondaに関わる仕事をしませんか?

ﾌﾞｰｽNo.66
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

運輸・倉庫業
【倉庫事業】冷凍・冷蔵・常温の3温度帯での保管・出荷【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

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】173,500円+
実績奨励給　【短大・専門卒】165,200円+実績奨励給*既卒*上記金額より応相談*新卒職SA職*　【四大卒】173,500円＋SA手当
15,000円＋実績奨励給【短大・専門卒】165,200円＋SA手当15,000円＋実績奨励給

9:30～18:30(休憩時間60分)

ベネフィットステーション、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、ホンダ共済会

年間休日113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

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

059-328-4404 総務人事部 係長・松尾
rhd-saiyou@ryoushinhd.co.jp http://www.hondacars-miehigashi.com

ﾌﾞｰｽNo.94
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・丸本　博



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）

製造技術職 若干名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重郡菰野町

企画営業職 若干名
修士了・四大・短
大・専門卒

三重郡菰野町

製造技術職 若干名 25歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重郡菰野町

企画営業職 若干名 25歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重郡菰野町

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

220名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

営業職 2名 四大・短大卒 三重郡川越町
普通自動車免許
(AT限定不可)

建設機械整備職 2名 四大・短大卒
三重県(川越町・四
日市市)

普通自動車免許
(AT限定不可)

足場技術職 3名 不問 三重郡川越町
普通自動車免許
(AT限定不可)

ハウス製造技術職 2名 四大・短大卒 三重郡川越町
普通自動車免許
(AT限定不可)

営業事務職 若干名 四大・短大卒 三重郡川越町
普通自動車免許

(AT限定可)

営業職 若干名 不問 不問 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
普通自動車免許

(AT不可)

ハウス製造技術職 2名 不問 不問 三重郡川越町
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

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」で活躍し、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!!

059-365-8271 本社管理部総務グループ・伊藤・白木・中村
saiyou2023.op@mkenki.jp https://www.matsuokakenki.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
営業職 221,860円(営業手当含)　営業事務職・建設機械整備職・ハウス製造技術職 191,860円　足場技術職 240,880
円(作業手当含)※大学新卒参考（2022年4月実績）各種手当:時間外手当、通勤手当、扶養手当、資格手当、住宅手
当(条件あり)

8:00～17:00（時差出勤制度あり)

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.43
企業名

マツオカ建機㈱
（ミライリスホールディングス㈱）

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!!

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

各種社会保険完備、退職金制度、従業員持株会、従業員親睦会、社員旅行、スポーツ交流会

完全週休二日制(土、日)、GW、年末年始、夏季休暇/年間休日125日　入社日より有給休暇10日間付与

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

ﾌﾞｰｽNo.89
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



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）

マシニングオペレーター 2名
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社

設計 若干名
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社

マシニングオペレーター 2名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

本社

設計 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

121名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 若干名
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県津市

作業用工具開発設計職 若干名
四大・高専・短大・
専門・高卒

三重県津市

生産技術職 若干名
四大・高専・短大・
専門卒

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

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114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	

三重県津市にあり、創業100年以上の歴史があります。プロ仕様の作業工具や配管機器の開発・製造。自動車部品などの加工を
するための、工作機械の設計・製作をしています。どちらも、開発から出荷まで一貫体制を整えており、私たちが手がけるMCCブ
ランドは世界中から愛されるブランドの一つです。有給取得率は全国平均超えています。新卒入社後3年以内の離職率は0%と、
働きやすい職場環境が整っています。

059-234-4159 総務・中出 光
shushoku@mcccorp.co.jp https://mcccorp.co.jp/recruit/

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)

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.39
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・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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大卒:210,000円～ (皆勤手当て含む）　高専・短大・専門:190,000円～（皆勤手当て含む）
高卒:170,000円～（皆勤手当て含む）

8:00～17:00(休憩 昼60分+午前・午後30分)　実質7.5時間

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)

土曜日、日曜日。※月1回土曜日出勤あり。(当社カレンダーによる) GW、お盆、年末年始の長期休暇有り。有給休暇
消化率90%。

製造業 アルミダイカスト金型の設計・製作

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

ﾌﾞｰｽNo.80
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



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）

管理営業職/総合職 若干名 不問
四日市市/津市/
伊勢市/桑名市

普通自動車免許

管理営業職/総合職 若干名 既卒3年以内 不問
四日市市/津市/
伊勢市/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

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

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。

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

当社は明治18年創業以来135周年を迎え、地域皆様のご相談相手として着実に成長しており、安心して働ける会社です。ただ単
にこなすのではなく、仕事の先にある幸せや働く喜びを感じられる職場となっております。当社はガス会社のため、地域への密着
度が非常に高く、一人ひとりのお客様と息の長いお付き合いが出来ます。

ﾌﾞｰｽNo.41
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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
月給：222,100円※営業手当として固定残業代（28,400円、20時間分）を含み、超過分は別途支給する。
諸手当：役職手当、資格手当、通勤手当、残業手当、宿日直手当、家族手当、地域手当

8:40～17:40

各種社会保険、厚生年金、退職金制度、財形、エクシブ等保養所、社員旅行

土曜（月3回程度）、日曜、祝日、夏期、年末年始※会社カレンダーに準ずる

小売・卸売業
LPガス販売、都市ガス販売、ガス器具販売、電力販売、太陽光発電システム販
売、増改築リフォーム、飲料水宅配事業、アグリ・バイオエネルギー、不動産、放
課後デイサービス等。

058-245-0107 管理課・渡邉 大地
watanabe-d@maruei-gas.co.jp https://www.maruei-gas.co.jp/

ﾌﾞｰｽNo.45
企業名 ㈱マルエイ 岐阜県岐阜市入舟町4丁目8-1

代表取締役社長・澤田  栄一



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

77名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 5名 専門卒以上
ヒサダグループ勤務
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

234名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

各種社会保険に加入　大型運転免許会社全額補助退職金制度あり　マイカー通勤OK（駐車場完備）交通費全額支給昇給年1
回（4月）賞与年2回（7月、12月）★昨年度実績5.1ヶ月分／2回支給報奨金制度あり資格手当あり

年間休日：１０９日　第二・第四土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休暇、創立記念日他

三重県全域の物流を７０年以上にわたり支えてきたのが、私たちの三重いすゞ自動車です。新車・中古車販売、整備、部品・用品
の販売、保険等でお客様に「満足」を提供しています。自動車業界では、環境問題、エネルギー問題、あるいは安全走行のための
新しい機能や、システムの開発が進んでいます。その最新技術を提案するとともに、ユーザー様に「安心・安全」の車両を提供い
たします。

059-227-8111 企画管理部　課長・西尾　浩一
Kouichi_Nishio@notes.mie.isuzu.co.jp http://www.mie-isuzu.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
令和4年度実績（新卒）　四大卒営業…204,530円（諸手当含む）　短大卒営業…194,592円（諸手当含む）　営業高卒
…185,760円（諸手当含む）　既卒者　年齢等考慮します。

平日：9時～17時20分（休憩60分）土曜：9時～17時00分（休憩60分）

愛知県に本社を構える㈱ヒサダをはじめとするヒサダグループの企業であり、その中において、とても重要な役割を果たしており
ます。運転者を守るために欠かせない役割を果たす「クラッシュボックス」という、トヨタ系部品を中心に製造を行い、売り上げも3期
連続で延ばし右肩上がり。さらには、長期先までの受注も見込んでいる看板商品となっております。三重県にいながらトヨタ系の
安定した企業で働くことができるのが強みです。

ﾌﾞｰｽNo.40
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・西田　義明

小売業
トラック・バスの新車販売 中古車の販売 自動車の整備・車検 部品・用品の販売
保険代理店

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大学院（総合職）２１２,０００円　　大学（総合職）２０６,０００円　　大学（一般職）１９０,０００円
短大・高専・専門（総合職）１９０,０００円　　短大・高専・専門（一般職）１７８,０００円

（１）８：００～１７：００（２）２０：００～５：００　　・就業時間（１）（２）交替制　　・１時間の食事休憩　　・１０分間の有償休憩
が１０時、１５時にあります。（夜勤時も同様）

■所得保証の付保（GLTD)■ 退職金（中小企業退職金機構）■財形貯蓄■ 慶弔見舞金制度■ 半休制度■ 産前産後休業■
育児休業■ 看護・介護休業■ 慶弔休暇■ 提携リゾートホテル■ コミュニケーション活動

年間休日　121日・週休２日制　（土、日曜日）・トヨタカレンダー（GW、盆、年末年始、大型連休あり）　※業務上の都合
により休日出勤して頂く可能性もあります。・６ヵ月経過後の年次有給休暇１０日

輸送用機械器具製造業
自社の生産設備を独自開発しています。より安全な労働環境とより生産性の高い
製品づくりのため、自社の生産設備（製造ラインや加工工程）を改善、改良してい
ただくお仕事です。

059-268-1731 総務部・桑子　明都
m-kuwako@hisada-g.co.jp http://www.hisada-g.co.jp/company/group

ﾌﾞｰｽNo.63
企業名 丸豊技研㈱ 三重県津市安濃町安濃2528

代表取締役社長・久田　達弥

三重県内（桑名市、四
日市市、津市、伊賀
市、明和町、熊野市）

総合職（営業） 3名
四大・高専・短大・

専門・高卒
明るく元気な方

総合職（営業） 1名 既卒3年以内
四大・高専・短大・

専門・高卒

三重県内（桑名市、四
日市市、津市、伊賀
市、明和町、熊野市）

明るく元気な方



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

177名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

施工管理職 若干名
修士了・四大・高専
卒

取引先内出張所（四
日市市・川越町）

理系学部卒、普通自動車運
転免許（AT限定可）

技術営業職 若干名
修士了・四大・高専
卒

本社工場（四日市
市）

理系学部卒、普通自動車運
転免許（AT限定可）

機器設計職 若干名
修士了・四大・高専
卒

本社工場（四日市
市）

理系学部卒、普通自動車運
転免許（AT限定可）

生産管理職 若干名
修士了・四大・高専
卒

本社工場（四日市
市）

理系学部卒、普通自動車運
転免許（AT限定可）

品質保証職 若干名
修士了・四大・高専
卒

本社工場（四日市
市）

理系学部卒、普通自動車運
転免許（AT限定可）

施工管理職 若干名 既卒3年以内
修士了・四大・高専
卒

取引先内出張所（四
日市市・川越町）

理系学部卒、普通自動車運
転免許（AT限定可）

技術営業職 若干名 既卒3年以内
修士了・四大・高専
卒

本社工場（四日市
市）

理系学部卒、普通自動車運
転免許（AT限定可）

機器設計職 若干名 既卒3年以内
修士了・四大・高専
卒

本社工場（四日市
市）

理系学部卒、普通自動車運
転免許（AT限定可）

生産管理職 若干名 既卒3年以内
修士了・四大・高専
卒

本社工場（四日市
市）

理系学部卒、普通自動車運
転免許（AT限定可）

品質保証職 若干名 既卒3年以内
修士了・四大・高専
卒

本社工場（四日市
市）

理系学部卒、普通自動車運
転免許（AT限定可）

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

321名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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
自動車運転免許
(AT限定不可)

フロアセールス 5名
四大・高専・短大・
専門卒

三重県内
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

各種社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)、退職金、慶弔見舞金、育児・介護休業制度、社
員持株制度、リゾートホテル会員権、労働組合、クラブ活動他

当社年間カレンダーによる108日(GW、夏季休暇、年末年始、誕生日休暇)年次有給休暇(初年度10日)、慶弔休暇 等

三重トヨタは1942(昭和17)年三重県初の自動車販売会社として誕生しました。以来今年で80周年を迎えます。現在はトヨタ16店
舗、レクサス2店舗、フォルクスワーゲン1店舗、U-Car店2店舗と幅広く展開し、県内でも有数な企業に育ち、さらなる成長を続けま
す。

059-226-2181 総務人事部 課長代理・岡 和志
jinji-saiyou@mie-toyota.co.jp http://www.mie-toyota.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
営業スタッフ <大卒>基本給215,500円 <短大・専門卒>基本給194,500円
フロアセールス<大卒>基本給198,500円 <短大・専門卒>基本給188,500円

9:30～18:00(休憩時間60分)

「プラント」とは、石油や電気を取り扱う工場のことで、私達の生活を支える重要なインフラストラクチャ―です。景気に関係なく稼
働させる必要があるため、当社の事業も社会にとって重要な仕事と言えます。景気が落ち込む局面でも常に一定の注文があり、
多くのエネルギー企業と全国的に取引を続けています。また、2022年5月に本社事務所を新築しました。休憩室やドリンクサー
バーなどの設備が充実しており、ゆとりある空間で快適に働けます。

ﾌﾞｰｽNo.71
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

小売業
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、各種自動車
整備、クレジット関連、 au携帯電話の販売、各種保険代理店業務 等

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
大学院卒：224,940円（うち健康保険料補助：1,290円）　大学卒：213,790円（うち健康保険料補助：1,290円）
高専卒：196,110円（うち健康保険料補助：1,110円）

8：00～17：00（うち休憩80分）

昇給：2～4%(年1回)。賞与：5.9か月分(2022年実績)。諸手当：役職、家族、現場(施工管理職のみ)など。その他：会員制
リゾートホテル利用権、食事代補助、資格取得支援制度、無料カウンセリング利用権など。

完全週休2日制（土・日曜、祝日は会社カレンダーによる）年間休日：116日有給休暇：入社6か月後に10日間支給その他：GW休暇、
夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、育児休暇、介護休暇、産前・産後休暇、生理休暇など

製造業・建設業
（1）石油精製・石油化学・発電プラント用圧力容器(熱交換器、蒸留塔、貯槽タンク
など)の設計・製作・据付 　（2）各種プラントの設備工事・メンテナンス

059-345-2311 総務部総務課・後藤 良平
soumu@miekikai.co.jp http://www.miekikai-hp.jp/

ﾌﾞｰｽNo.13
企業名 三重機械鉄工㈱ 三重県四日市市楠町小倉1701

代表取締役社長・佐藤 和久



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

454名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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・専門卒 三重県下19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・専門卒 三重県下19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

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・販売・営業補助
スタッフ

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

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
2022年度 年間114日 (年間総労働時間: 1,942.50時間)・毎週水曜日、及び特定月の火曜日・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)

令和3年に創業75年周年を迎えた、三重県内で最も歴史がある老舗ディーラーの一つです。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。

059-225-2355 総務・人事課 課長代理・小野　徹雄
saiyoweb@mie-nissan.co.jp https://ni-mie.nissan-dealer.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 2022年度 高卒165,000円 / 短大・専門卒185,000円 / 四大卒205,000円 (諸手当等は含まれておりません)

2022年度 9:30～18:45(営業職)休憩90分含む

◆2020年、新たなスローガン【Be the First.】を掲げ、ロゴマークを一新しました!◆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、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
した取り組みを継続しています◆新人エルダー制度:配属後は専属の先輩社員が指導してくれます◆社内研修も充実。安心して
働ける環境作りをしています

ﾌﾞｰｽNo.82
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

小売・サービス業 自動車販売及び整備

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【営業スタッフ】四大卒:218,600円 短大卒:210,600円(手当含む)
【ショールームS】四大卒:182,600円 短大卒:174,600円※2021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)

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111日(2023年度:当社年間カレンダー)　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

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

059-222-7110 総務部総務課　加藤 博紀 / 尾﨑 ゆかり / 吉田 雄紀

y.yoshida@mietoyopet.co.jp https://www.mietoyopet.co.jp/

ﾌﾞｰｽNo.57
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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

189名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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 3名 四大卒 県内6拠点 普通自動車運転免許

自動車整備職 10名 四大・短大・専門卒 県内6拠点

新車営業職 若干名 34歳迄 四大卒 県内6拠点

自動車整備職 若干名 34歳迄 四大・短大・専門卒 県内6拠点

総合事務 1名 34歳迄 四大卒 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

587名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

ウェディングスタッフ 若干名
四大・高専・短大・
専門・高卒

結婚式場(四日市・
鈴鹿・名張)

普通自動車免許

葬祭ディレクタースタッ
フ

5名
四大・高専・短大・
専門・高卒

桑名・四日市・鈴鹿・
津・伊賀・名張

普通自動車免許

デイサービス介護ス
タッフ

5名
四大・高専・短大・
専門・高卒

四日市・鈴鹿・津の6
介護施設

普通自動車免許

PC・情報システムス
タッフ

若干名
四大・高専・短大・
専門・高卒

四日市(本社) 普通自動車免許

経理・事務スタッフ 若干名
四大・高専・短大・
専門・高卒

四日市(本社) 普通自動車免許

ウェディングスタッフ 若干名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

結婚式場(四日市・
鈴鹿・名張)

普通自動車免許

葬祭ディレクタースタッ
フ

5名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

桑名・四日市・鈴鹿・
津・伊賀・名張

普通自動車免許

デイサービス介護ス
タッフ

5名 不問
四大・高専・短大・
専門・高卒

四日市・鈴鹿・津の6
介護施設

普通自動車免許

PC・情報システムス
タッフ

若干名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

四日市(本社) 普通自動車免許

経理・事務スタッフ 3名 不問
四大・高専・短大・
専門・高卒

四日市(本社) 普通自動車免許

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

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、個別の育成プラ
ン（弊社独自の教育システム導入）教育・研修体制を整えています。
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:火曜日・水曜日≪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時間以内)、有給休暇、慶弔休暇

創業65年を迎え、私たちは大切な瞬間に寄り添う「ライフサイクルサポーター」として、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。人生の中で訪れる様々な節目において、絆（家族・職場・企業・地域）をそれぞれ大切にしなが
ら、皆様をサポートしています。

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

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大・・・総合職:190,000円～、短大・・・総合職:175,000円～※既卒者等経験に応じて相談の上決定。昇給:年1回(4
月)、賞与:年3回(7月、12月、1月決算賞与)

《基本》結婚式場 平日11:00～18:00・土日祝10:00～19:00、葬儀会館 9:00～18:00、介護施設(レッツ倶楽部)8:30～
17:30、本社8:40～17:40。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。

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こうけんするため、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作っていきたいという思いがあります。

ﾌﾞｰｽNo.62
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
冠婚葬祭サービス、リハビリ型介護事業(レッツ倶楽部)、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)、メディア事業（写真/動画）、レスト
ラン事業。

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：171,800円

【平日】9時00分～17時30分、【土曜】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、育児・介護休業制度

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　年間休日108日

自動車小売業
日野自動車のトラック・バスの販売および修理・点検、部品・用品販売、保険代理
業

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

ﾌﾞｰｽNo.31
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



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

138名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

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

事務職(ショールーム又は
本社部門スタッフ)

3名 四大・短大・専門卒 三重県下各店舗
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)

3名 四大・短大・専門卒 三重県下各店舗
普通自動車免許
(AT限定不可)

整備士 3名 四大・短大・専門卒 三重県下各店舗 ２級自動車整備士資格

事務職(ショールーム
又は本社スタッフ)

若干名 既卒3年以内 四大・短大・専門卒 三重県下各店舗
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)

若干名 既卒3年以内 四大・短大・専門卒 三重県下各店舗
普通自動車免許
(AT限定不可)

整備士 若干名 既卒3年以内 短大・専門卒以上 三重県下各店舗 ２級自動車整備士資格

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

従業員数
（パート等除く）

所 在 地

94名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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

津市／伊勢市
要：普通自動車運転免許

(ＡＴ限定可)

カスタマーサポート職 2名
修士了・四大・短
大・専門卒

津市／伊勢市／四
日市市／松阪市

要：普通自動車運転免許
(ＡＴ限定可)

システム職 若干名
修士了・四大・短
大・専門卒

津市
要：普通自動車運転免許

(ＡＴ限定可)

営業職 若干名 25歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

津市／伊勢市
要：普通自動車運転免許

(ＡＴ限定可)

カスタマーサポート職 若干名 25歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

津市／伊勢市／四
日市市／松阪市

要：普通自動車運転免許
(ＡＴ限定可)

システム職 若干名 25歳迄
修士了・四大・短
大・専門卒

津市
要：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

会員制リゾートホテル(宿泊費補助有)　フットサル・ゴルフコンペ等への補助
永年勤続休暇　確定拠出年金制度　eラーニングシステムなど

完全週休二日制(土曜日・日曜日)・祝日・夏季休暇・年末年始休暇　年間休日125日以上

弊社は三重県に密着し、地元人間の地元人間による地元人間のための会社をモットーに、事務機器(ＩＴ機器)を中心として、お客
様の仕事に『お役立ち』できる商品やサービスを提供している商社です。単に商品の提供をする『モノ』売りではなく、営業･システ
ム･カスタマーサポートという３部門が連携して、導入いただく商品やサービスから生まれる効用『コト』を提供することで、お客様へ
の『お役立ち』を行っています。

059-273-5775 管理部マネージャー・川辺　浩司
recruit2024@miericopy.co.jp https://www.miericopy.co.jp/

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
四大卒初任給(職種手当含む)営業職：220,900円　カスタマーサポート職：210,900円　システム職：210,900円
短大・専門卒初任給(職種手当含む)営業職：212,300円　カスタマーサポート職：202,300円　システム職：202,300円

9:00～18:00(休憩1時間)

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。一部の三
重県下地方自治体と災害時電動車両無償貸出協定を締結する等SDGｓ活動にも力を入れております。店舗異動(転勤)は自宅か
ら通える範囲です。お客様との信頼関係が財産となる仕事です!

ﾌﾞｰｽNo.74
企業名 三重リコピー㈱ 三重県津市あのつ台四丁目6-3

代表取締役・松田　幸久

事務機器卸売業
三重県に密着して、ＩＴ関連製品や各種サポートを通じて、三重で働くすべての
方々に『お役立ち』を提供している会社です。もちろん、社員にもやさしい会社を目
指しています。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
事務職:大卒/173,100円、短大卒・専門学校卒/163,100円　　営業職:大卒/197,100円(営業手当、携帯電話手当含
む)、短大・専門卒187,100円(営業手当、携帯電話手当含む)　　整備士職：短大・専門卒/180,400円（２級整備士手当
含む）

9時半～18時(休憩12時～13時)

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110日　　毎週月曜(祝日の場合は営業)　　毎月第1、第2、第3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

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

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

ﾌﾞｰｽNo.37
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



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 10名 不問 鈴鹿市

相談員 2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

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）

研究開発・品質管理・
製造

若干名 四大卒
員弁工場
（いなべ市）

普通自動車免許

事務職・IT担当者 若干名 四大卒 本社（桑名市）

勤務時間

福利厚生

休日・休暇

企業ＰＲ

各種社会保険（健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険）、退職金制度、会員制リゾートホテル、永
年勤続表彰
土曜 （年に数回土曜出勤日あり。2023年実績は1回)、日曜、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、年間休日122日(2023
年実績)。

１９１６年創業の食品原料加工メーカーです。主に砂糖などの糖類を焼いたり焦がしたりする焙焼の技術を使って食品の着色に使
用するカラメル色素やデザートソースなどを製造しています。その用途は醤油や味噌のほか、洋菓子、米菓、加工食品用の調味
料や着色料など幅広く使用され、北海道から九州まで全国およそ６００社と取引をしています。１００年間蓄積されたノウハウを
ベースに新しい製品作りにも積極的にチャレンジしています。

0594-22-0256 常務取締役・田中　元
moritaf1@intsurf.ne.jp https://www.morita-fs.co.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 四大卒  214,000円以上

8時30分～17時30分(休憩60分)

「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.7
企業名 森田フードシステム㈱ 三重県桑名市中央町2丁目38

代表取締役社長・森田 浩文

食品製造業
カラメル・糖加工製品・ロースト調味料製造 食料副資材(糖類・調味料・食品添加
物・容器)卸売

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
介護職員 214,000～222,000(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

ﾌﾞｰｽNo.90
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 直人



従業員数
（パート等除く）

所 在 地

80名 代表者役職・氏名

業　種 事業内容

電話番号 担当者役職・氏名
電子メール ＨＰアドレス

募集職種 人数 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

東京
普通自動車運転免許　求人数は

新卒、既卒を含む

総務事務 1名
四大・高専・短大・
専門卒

亀山市
普通自動車運転免許　求人数は

新卒、既卒を含む

生産管理 1名 四大・高専卒 亀山市
普通自動車運転免許　求人数は

新卒、既卒を含む

品質管理 1名 四大・高専卒 亀山市
普通自動車運転免許　求人数は

新卒、既卒を含む

企画開発 2名 四大・高専卒 亀山市
普通自動車運転免許　求人数は

新卒、既卒を含む

営業 1名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門卒

東京
普通自動車運転免許　求人数は

新卒、既卒を含む

総務事務 1名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

亀山市
普通自動車運転免許　求人数は

新卒、既卒を含む

生産管理 1名 34歳迄
四大・高専・短大・
専門・高卒

亀山市
普通自動車運転免許　求人数は

新卒、既卒を含む

品質管理 1名 34歳迄 四大・高専卒 亀山市
普通自動車運転免許　求人数は

新卒、既卒を含む

企画開発 2名 34歳迄 四大・高専卒 亀山市
普通自動車運転免許　求人数は

新卒、既卒を含む

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

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）

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

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、永年勤続表彰、グループでのスポーツレクリエーション等

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

当社は、東証プライム企業である「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。国際貿易港「四日市港」と共
に繁栄発展を図り、今年で創業80周年。四日市港のグローバルな国際物流の拡大と共に、今後も地域の皆様と共に歩み続けま
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。

059-325-7212 総務部総務課長・伊藤 貴志
takashi-ito@y-kaiun.jp http://y-kaiun.jp

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給 205,000円(2022.4入社実績)、固定残業無し、2022年実績 1年目 半年後の総支給月額平均300,000円

08:30～16:45(隔週土曜出勤日08:30～12:00)

もずく、めかぶを合わせ日産で焼く30万色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することはもちろん、原材料を生産する生産者の皆さんや産地関係者の方々の
たゆまぬ努力のお陰で、取引先様やお客様にご愛顧いただき、社員一丸となって安全で安心な製品作りに取り組んでいます。

ﾌﾞｰｽNo.6
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にて東証プライム企業である「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。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
基本給180,000円、職能手当1,000円（営業職の場合、営業手当40,000円）（企画開発及び品質管理の場合、技術職手
当40,000円）

基本勤務時間8：30～17：30（生産職の場合交代勤務あり）

各種社会保険、Ｉ・Ｕターン者就業補助、通勤手当、高速道路通勤補助、慶弔休暇、育児・介護休暇、定年
後再雇用制度　他

当社カレンダーによる　年間休日120日、年次有給休暇

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。

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

ﾌﾞｰｽNo.88
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



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（生活支援員） 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)

総合職（生活支援員） 若干名 34歳迄 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

「定年まで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」を入社する皆さんにお約束してき
ました。有給が取得しやすい(年平均67%)、残業・休日出勤はほとんどない、創業以来売り上げは右肩上がり、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。

採用条件

新　卒

既　卒

初 任 給
【生活支援員】大卒188,000円～、短大卒180,300円～、資格手当・夜勤手当(7,000円)、特殊業務手当6,500円～15,000
円等

【総合職(生活支援員)】6:30～16:30、8:30～18:30(通いの場は原則日勤)、10:00～20:00、11:30～21:30、夜勤17:00～
翌8:30

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、ガソリン・パン割引制度

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原則変則休日

サービス(福祉)
障がい者(主に知的)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。

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

ﾌﾞｰｽNo.44
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



ICDAグループ ㈱GMT 林建材㈱

㈱あいネットサービス ㈱シー・ティー・ワイ ㈱平野塗装

㈱アクアプランネット 社会福祉法人 慈恵会 広伝㈱

あづまフーズ㈱ 正和製菓㈱ 富士フィルムマニュファクチャリング㈱

イケダアクト㈱ ㈱シリックス 藤原工業㈱

イセット㈱ スーパーサンシ㈱ フックスジャパン㈱

伊勢湾倉庫㈱ 鈴鹿インター㈱ ㈱ほくせい

伊勢湾マリン開発㈱ スズカファイン㈱ ㈱ホンダカーズ三重

㈱エンジョイ ㈱スズキ自販三重 ㈱ホンダカーズ三重東

大木歯科医院 住友電装㈱鈴鹿製作所 前田運送㈱

㈱オークワ 社会福祉法人 洗心福祉会 マツオカ建機㈱

大橋学園グループ セントランス㈱ ㈱松尾工業所

岡田工業㈱ ㈱ダイハツ三重 ㈱マルエイ

カネソウ㈱ 谷口石油精製㈱ ㈱マルトアステム

㈱東洋 メガネ赤札堂 中部オプチカル㈱ 丸豊技研㈱三重工場（㈱ヒサダ）

㈱川スミ ㈱賃貸メイト 三重いすゞ自動車㈱

北伊勢上野信用金庫 月島テクノメンテサービス㈱ 三重トヨタ自動車㈱

北三重技建㈱ ㈱東海テクノ 三重日産自動車㈱

㈱北村組 東ソー物流㈱ 三重日野自動車㈱

㈱グリーンズ 東洋電機㈱ ㈱三重平安閣

桑名精工㈱ トヨタカローラ三重㈱ 三重三菱自動車販売㈱

KMT㈱ 豊田合成日乃出㈱ 三重リコピー㈱

三共電機㈱ ㈱中村組 医療法人博仁会 村瀬病院グループ

㈱三交ドライビングスクール ㈱ナルックス 社会福祉法人 四日市福祉会

㈱三秀 ㈱日本陸送

㈱三十三銀行 ネッツトヨタノヴェル三重㈱ ※参加企業は予告なく変更となる場合があります。

第２回　三重の就職セミナー参加予定企業
令和５年５月１８日（木）  １３：００～１７：００

会場　：　四日市市地場産業振興センター

※ 最新情報は「三重就職ＮＡＶＩ（http://www.mie-snavi.net）」でご確認ください。

三重の企業発見WEBフェアで
配信した動画をアーカイブで公開
中！
本日出展の企業も多数公開！

詳細はこちら ⇒

三重就職NAVI SNS公式アカウント
「三重就職NAVI」
で検索
いずれかのSNSでフォローすると、各会場に
て
5社以上訪問でもらえるQUOカードが4社で


