
フリガナ エステートケミカルカブシキガイシャ

事業所名 エステートケミカル株式会社

業種分類 製造・開発・生産・加工

事業内容 化粧品および医薬部外品の研究開発、製造

従業員数   105名　（男性64名・女性41名）・（常勤94名　非常勤・パート：11名）

事業所所在地 三重県伊賀市ゆめが丘七丁目6番地16

TEL 0595-21-5555

採用担当者名 北川 了一

ホームページ https://amsgroup.jp/estatechemical/

対象者 　☑大学　　□短大　　□専門　　□既卒　　□中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 研究開発、薬事・品質保証、品質管理、営業、製造

仕事の内容

■研究開発、薬事、品質保証、品質管理
  製剤の研究開発、安全性、安定性の確認、分析など。
■営業、企画
  新商品の提案、デザイン開発、品質の管理、生産の確認、販促との連携など。
■製造
  化粧品・医薬部外品の調合、充填、包装作業など。

勤務地 三重県伊賀市

加入保険等 　☑雇用　　☑労災　　☑健康　　☑厚生年金　　□その他（　　　　　　　　　　）

職場の特長 上司、先輩との距離が近くアットホームな雰囲気の会社です。社内のコミュニケー
ションも円滑で、みんなが楽しく生き生きと働いています。
産休、育休、時短勤務制度で、女性が働きやすい職場環境をつくっています。

会社の特長 当社は化粧品および医薬部外品の研究開発、製造を行うOEM･ODMメーカーで
す。主に、美容室で使用される業務用のパーマ剤や、シャンプー、トリートメントな
どの商品開発と製造を行っています。

経営理念に「喜びの創造」を掲げ、私たちが製造する商品をご使用されるお客様
をはじめとして、ブランドメーカー様から納入業者様まで、当社の企業活動に関わ
る全ての皆様とともに喜びを分かち合えるような企業を目指しています。

当社の採用試験は、就職活動をされている学生の皆様とのお見合いの場と考え
ています。もちろん企業として、選考過程において合否を決めなければなりません
が、応募者の方も沢山の企業の中から就職先の一つとして当社を選んで貰わな
ければなりません。私たちはもとより、応募者の方にも、雰囲気を感じてもらい「自
分の成長の場として相応しいのか」という気持ちで採用試験に臨んでもらいたいと
思います。
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フリガナ チュウガイイヤクセイサンカブシキガイシャ

事業所名 中外医薬生産株式会社

業種分類 製造・開発・生産・加工

事業内容 医薬品及び医薬部外品の製造販売業

従業員数  　157　名　（男性　80名・女性　77名）・（常勤　141名　非常勤・パート：　16名）

事業所所在地 三重県伊賀市ゆめが丘七丁目5番地の5

TEL 0595-21-0120

採用担当者名 管理本部　上出 優子

ホームページ http://www.chugai-iyaku.co.jp

対象者 　☑大学　　☑短大　　☑専門　　☑既卒　　□中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 ①研究開発職・生産技術職　②製造職　

仕事の内容

①研究開発職・生産技術職
・医薬品の研究開発（薬剤師でなくても可能です。）
②製造職
・医薬品の製造に関わる仕事全般（未経験者でも可能です）
※①理系、　②は文理問わず

勤務地 ゆめぽりす本社工場、みどりヶ丘工場

加入保険等 　☑雇用　　☑労災　　☑健康　　☑厚生年金　　□その他（　　　　　　　　　　）

職場の特長 ・育児休業・育児短時間勤務男女とも取得実績あり（経験者20名以上）
・介護休業取得実績あり
・育休コンシェルジュ制度
・ハタママ休暇制度
・資格取得支援制度
・外部研修参加制度
・通勤手当あり
・社内旅行、夏祭り、もちつき大会等各種イベントあり

会社の特長
当社は医薬品・医薬部外品の研究開発から製造・販売まで全て自社にて手掛け
る研究開発提案型の企業です。創業102周年を迎えた歴史ある医薬品メーカー
です。三重県伊賀市を本社としながら、取引先は全国のドラッグストアや製薬
メーカーなど大手企業との取引をしており、TVでのCM製品も多く製造しておりま
す。若い社員も多い為「品質は礎、人は財産、利益は泉」を経営理念に掲げ、社
員教育にも力を入れており、仕事を通して人間性の成長と社会的な責任も含め
た企業人としての教育も受けられます。

2017年、経済産業省から地域未来牽引企業に認定され、地域の活性化にも努
めています。また、10年以上前から男女がいきいき働いている企業として表彰さ
れ、2021年には三重労働局よりベストプラクティス企業として選出されるなど、働
きやすい環境も整備されています。また社内イベントも多く、会社全体として多く
の社員が交流し、良い関係を築いています。
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フリガナ モリマープレミックス カブシキガイシャ

事業所名 　モリマープレミックス 株式会社

業種分類 製造・開発・生産・加工

事業内容 　プラスチック製品(ユニットバス・洗面化粧台等)の成形・加工

従業員数 　121 名 （男性 101 名・女性 20 名）・（常勤 112 名　非常勤・パート： 9 名）

事業所所在地 　三重県伊賀市下阿波２８２９番地

TEL 　０５９５－４８－０３１８

採用担当者名 　総務本部　西　直人

ホームページ 　URL : www.molymer.co.jp

対象者 　☑大学　　☑短大　　☑専門　　☑既卒　　☑中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 ・製造職（プレス成形機オペレーター）・製造職（住宅関連設備の加工・修正作業）

仕事の内容

　【製造職■プレスオペレーター】
　　制御装置への動作データ入力、
　　原材料の裁断、計量、プレス成形機への材料投入、
　　各規格に応じた加工、組付、検査、仕上げ等
　　＊1週間毎の交代勤務シフト
　【製造職■加工・修正作業】
　　住宅関連設備（ユニットバス・洗面化粧台等）の修正・検査、後加工処理
　　及び付属部材の取り付け、梱包等の作業

勤務地 　※事業所所在地と同じ

加入保険等  雇用　　労災　　健康　　厚生年金　　□その他（　　　　　　　　　　）

職場の特長
社員の平均年齢が約４０歳と、若い世代が多く活躍している会社です。２０１８年３
月には「イクボス宣言」を発表し、有休休暇の取得推進や育児・介護休業の取り
やすい環境を整え、社員のワークライフバランスの充実を目指しています。
仕事面では、複数人での作業も多く、互いに協力し合いながらモノ作りをしていま
す。また個人のスキルアップの一環として、各資格・免許の取得、講習への参加
も積極的に行っています。

会社の特長
当社はガラス繊維強化プラスチック素材を中心に、プレス成形加工を行っている
会社です。日本でも有数の大型プレス機を保有し、生活に欠かせない浴槽や洗
面化粧台などの住宅関連部材のほか、車両関係部材なども製造しています。永
年の経験により蓄積された豊富なプレス成型技術をもとに、成形のみならず加工
からアッセンブリーまでを行う一貫生産システムで、高品質、低コストの要望にお
応えしています。また技術開発、設備投資も積極的に行い、着実に実績を積み上
げています。

幅広い年代層の社員が活躍する、活気に満ちた職場です。当社は年齢、学歴、
勤続年数など一切関係ありません。その方の頑張り次第で、可能性は無限大で
す。
まずは当日のWEB説明会でお会いしましょう。やる気のあるあなたをお待ちして
います。
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フリガナ ミエトルキカブシキガイシャ

事業所名 三重執鬼株式会社　（伊賀営業所・上野パレットセンター）

業種分類 製造・開発・生産・加工

事業内容
主に間伐材を利用したエコパレットのオーダーメイド製作・木製パレットの修理再
生・物流センター事業・各種運送事業・製造業務請負等

従業員数  190名　（男性150名・女性40名）

事業所所在地 ■伊賀営業所：伊賀市三田字洪田884-1■本社：鈴鹿市地子町523-2

TEL 採用窓口：本社059-384-0003

採用担当者名 経営管理グループ　五十嵐・三澤・田中

ホームページ https://www.toruki.co.jp/

対象者 　■大学　　■短大　　■専門　　■既卒　　■中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 ①総合職（新卒）　②構内作業員（中途・既卒）　③事務職（新卒）

仕事の内容

①新卒大卒者の方を対象として、物流事業全般のスキルを身につけ、将来の事
業所リーダーを目指していただきます。事業全般の業務及び管理業務や買付・
販売・営業業務など、幅広く経験できます。
②主にエコパレットの製造・修理・配達業務をお願いします。
③事業所の事務員として、事務業務全般（総務・経理・庶務・営業事務等）を担当
いただきます。

勤務地 伊賀営業所（伊賀市三田字洪田884-1）

加入保険等 　■雇用　　■労災　　■健康　　■厚生年金　■その他（資格取得支援など）

職場の特長 ■明るく風通しの良い雰囲気の職場です。
■入社研修・OJT研修・フォローアップ研修を通じて、初めての方でもしっかりと
成長を実感いただけるよう支援いたします。
■SDGsへの取り組みが重要視される時代、私たちが長く続けてきた環境にやさ
しいエコパレット・リサイクルパレットは注目を浴びており、成長事業となっていま
す。
■ライフワークバランスを重視する方にも魅力を感じていただける職場です。

会社の特長 経営理念
【全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、この国の暮らしと経済を支え
るライフラインとして、地域社会に貢献する】

パレット製造の他にも、物流センター事業・軽貨物から１０トンコンテナまで各種
貨物運送事業・信書便事業・学校給食配送業・フードバンク事業など、地域のロ
ジスティクスニーズに応える様々な事業を展開しています。

伊賀営業所勤務限定の募集となります。
鈴鹿本社勤務やいなべ営業所勤務希望の方は、面談時にお申し出ください。

ものづくりに興味のある方、地域に貢献したい方、お気軽にお声がけ下さい。
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フリガナ オカサンショウケンカブシキガイシャ

事業所名 岡三証券株式会社

業種分類 卸売・小売・販売・金融・保険

事業内容
岡三証券グループのコア・カンパニーとして投資家の皆さまに投資・資産運用
サービスを提供しています。

従業員数 　2421名　（男性　1675名・女性　745名）

事業所所在地 〒103-0022　東京都中央区日本橋室町2-2-1室町東三井ビルディング

TEL 03-6385-8221

採用担当者名 村上　騎玲

ホームページ https://www.okasan.co.jp/recruit/

対象者 ☑大学　　☑短大　　□専門　　☑既卒　　□中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種
総合職（全国転勤あり/院了、大卒）、エリア総合職（地域限定/院了、大
卒、短卒）

仕事の内容
有価証券の委託売買、自己売買、引受、募集および売出の取扱い、その他これ
に付随する業務。

勤務地 総合職：本店及び全国各支店　エリア総合職：自宅より通勤可能な店舗

加入保険等 ☑雇用　　☑労災　　☑健康　　☑厚生年金　　□その他（ 　）

職場の特長

証券営業は、ただ「モノ」を販売するのではなく、お客さまとの信頼関係の
上に成り立つ仕事です。ですから、社員の知識はもちろん、ひとりひとりの
「人間力」をも高める研修を用意し、皆さんを全力でサポートいたします。

会社の特長

『すべてはお客さまのために』の企業理念のもと、リテール分野で強みを発
揮してきた歴史と伝統ある独立系証券会社です。現在は、国内外１1社から
なる「岡三証券グループ」のコア・カンパニーとして、広く投資家の皆さま
に、投資・資産運用サービスを提供しています。

証券会社と聞いて、難しいイメージや敷居が高そうといった抵抗感のある方もい
らっしゃると思いますが、ご安心ください。初めての方でも分かりやすく証券業界
について、そして当社についてお伝えいたします。当社は大学での学部学科を
問いません。未経験の方でも、充実した研修制度を通して証券のプロフェッショ
ナルとなり活躍することができます。自己成長できる環境を探している方、金融
に興味のある方はぜひ説明会にご参加ください。
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フリガナ カブシキガイシャネクストワン

事業所名 株式会社ネクスト・ワン

業種分類 卸売・小売・販売・金融・保険

事業内容
【小売、卸売】トレーディングカードゲーム、ボードゲーム、テレビゲーム、ゴルフ
【通信販売】トレーディングカードゲーム、、コンシューマーゲーム、ゴルフ
【イベント開催】トレーディングカードゲーム、ボードゲーム、eスポーツ

従業員数 131名　（男性94名・女性37名）・（常勤　60名　アルバイト：　71名）

事業所所在地 〒518-0441　三重県名張市夏見3303番地

TEL 0595-61-3502（受付時間：平日 9:00～18:00）

採用担当者名 丹下 剛一

ホームページ https://nextone-iga.co.jp/

対象者 【学歴不問】自らが考えて行動できる方、会社の雰囲気に合う方、素直な方

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 ショップスタッフ（店長候補）、通販サイト運営スタッフ、Webデザイナー（作品提出有）

仕事の内容

・トレーディングカードゲームショップ「CARDBOX」を一緒に盛り上げる仕事：
トレーディングカードゲームの販売、買取、在庫管理、大会運営、イベントスタッフ、企画

商品の
　作成などを行います。年に数回、参加者1,000名を超えるイベントも全国各地で主催しま
す。
・トレーディングカードゲーム通販サイト「トレコロ」の運営：

全国のお客様に商品を発送と宅配買取を行うサイトです。在庫管理や企画商品の作
成、キャン

ペーン等の販売促進を行います。カードの知識がある方は販売価格を設定します。

勤務地 【本部】名張オフィス　【店舗】横浜、大阪、広島、津市、名張市

加入保険等 ☑雇用　　☑労災　　☑健康　　☑厚生年金　　☑その他（確定拠出年金）

職場の特長 【勤務】本部：9時～18時定時終業（土、祝は17時）
【出勤】月毎、自身で勤務日を決めてもらます！リモートワークも実施中！
【メンター制度】月一回、先輩と食事をしながらお話する制度！（食事代は会社負担！）
【入社1年目】社内採用チームに入ってもらい、採用する側を理解してもらいます！
【住宅手当】名張への移住者手当（月額）20,000円～。増額交渉可能です！
【教育制度】毎月社内勉強会を開催！社会や人生について一緒に学びます！
【毎月1回】地域奉仕清掃活動あり（奉仕の心を学び、喜んで頂く！自由参加です♪）
【風土】積極性、自発性、本人の意思を重んじる風土です！一緒に会社をつくりましょう。
【有給】バースデー休暇、計画休暇(有給5連休）と有給休暇が取りやすい環境！

会社の特長 ・弊社が扱うトレーディングカードゲームは多くの人に楽しんでいただけるエンタメ商品で、
「カードゲームのテーマパークであり続ける」ことを目指しています。

・どうせやるなら「仕事」楽しく、同じ生きるなら「人生」ハッピーに！
をテーマに「人を育てる仕組み作り」に本気で向き合っている会社です。
30年間で事業内容も大きく変わっていますが、時代の流れに沿ったものだと考えての判断です。
当社はお客様の「幸福度」の向上につながる仕事をしていますので、
社員の「幸福度」についても日々本気で向き合っています。

・各自の人間性向上と共に、お客様に喜んで頂くレベルを上げ続ける。（企業理念より）
を一番の目的に仕事をしています。

『採用実績』2021年度新卒採用内定：大学卒2名（男女各1名）、短大卒1名（女性）
『採用は「ご縁」』会社見学、説明会等、随時受付開催させてもらいます！
『完全残業ゼロ』目指しています。今も少ないですがゼロを達成します！
『成長率150％』「後輩・部下の成長」が「先輩・上司の仕事」です！
『マンダラメモ』先ずは1年後の自分を描いて、理想の自分に近づく！
『社内運動部』フットサルやゴルフ、筋トレなど！健康第一。
『健康』会社敷地内完全禁煙！社長は卒煙を推奨しています。
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フリガナ イガフルサトノウギョウキョウドウクミアイ

事業所名 伊賀ふるさと農業協同組合

業種分類 卸売・小売・販売・金融・保険

事業内容 営農事業・生活事業・信用事業・共済事業からなる総合農協事業

従業員数 604名　（男性　367名・女性　237名）・（常勤　353名　非常勤・パート：　251名）

事業所所在地 伊賀市平野西町１番１

TEL 0595-24-5111

採用担当者名 総務部人事教育課　福井

ホームページ https://www.jaiga.or.jp/

対象者 ■大学　　■短大　　■専門　　■既卒　　□中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 上記事業内容の事務・営業職など（下記仕事内容参照）

仕事の内容

・事務
　経理、一般事務、金融窓口、共済窓口等

・営業
　金融、共済、購買品等の営業等

・その他
　営農指導、農業機械整備、店舗業務等

※月1～2日の休日出勤となる場合が有ります。（振替休日を取得）

勤務地 伊賀市・名張市

加入保険等 ■雇用　　■労災　　■健康　　■厚生年金　　□その他（ 　）

職場の特長 産前・産後休暇・育児休職・介護休職 、福利厚生貸付、制服貸与、職員互助会
活動による親睦行事、各種サークル活動。

担当業務別や階層別の各種研修あり。

会社の特長 当ＪＡの経営理念である
「農と食・緑を育み、豊かな生活づくり、潤いある地域づくりに貢献します。」
に基づき、地域の農業振興はもちろんのこと、地域の皆様とのふれあいやつな
がりを大切にし、総合事業の運営により豊かで暮らしやすい地域づくりに取り組
んでいます。

ＪＡ＝農業の仕事というイメージが強いと思います。しかし、ＪＡには農業関連以
外も様々な業務があり、それらを通じて組合員・利用者、また、地域の皆様の生
活のサポートに取り組んでいます。
説明会では、ＪＡ事業の概要やＪＡいがふるさとの魅力を体験談なども交えお伝
えできればと思います。お気軽にご参加ください。
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フリガナ シャカイフクシホウジン　センシンフクシカイ

事業所名 社会福祉法人　洗心福祉会

業種分類 製造・開発・生産・加工

事業内容 福祉・医療

従業員数
三重県7市（津市・松阪市・伊勢市・志摩市・鈴鹿市・伊賀市・桑名市）と滋賀県甲賀市で
「児童福祉」「高齢者福祉」「障がい者福祉」「医療」の各種サービスを提供しています。

事業所所在地 三重県津市本町26番13号

TEL 059-222-7700

採用担当者名 人事課　　山口　亜希子 ・ 杉本　愛

ホームページ http://www.sensin.or.jp/

対象者 　■大学　　■短大　　■専門　　■既卒　　■中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 介護職員　（ 介護員 ・ 支援員 ・ 介護福祉士 ・ 社会福祉士 ）

仕事の内容

◆ご利用者様の『生活』と『夢をかなえる』ためのサポートをしています◆
◆資格や経験がない方も大丈夫！働きながら資格取得を目指せます◆

高齢者、障がい者施設において、食事・排泄・入浴などご利用者様の身の回りの
サポートや掃除、レクリエーション、相談援助などをして頂きます。
キャリアを広く積める総合職コースと地元で活躍できる地域限定職コースから、
あなたに合った働き方が選べます。

勤務地 伊賀市、津市、伊勢市、志摩市、鈴鹿市、滋賀県甲賀市※コースにより変動有

加入保険等 　■雇用　　■労災　　■健康　　■厚生年金　　□その他（　　　　　　　　　　）

職場の特長 ◆新人・中堅・リーダーなど階層別・役職別研修のほか、職種別研修を実施して
います。それに加え、資格取得支援やスキルアップのための専門研修（内部・外
部）もあります。
昇給、賞与（4.9ヶ月/最大5.4ヶ月）、資格・通勤・住宅・扶養ほか諸手当、
特別有給休暇、職員親睦会、インフルエンザ予防接種（無料）、
資格取得支援（介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員等）、
退職金制度（2団体加入）、サークル活動（野球、フットサル等）　　　他

会社の特長 ●洗心福祉会は「ご利用者様の期待に応えてこんなサービスを提供したい」とい
うアイデアを考えチャレンジすることができる法人です。
●入所サービスや在宅サービス、保育園のほか、居宅介護支援センターの運営
等もしています。様々な職種を経験できる環境、福祉業界で幅広く活躍できる
フィールドがあり、自分の可能性を追求できます。
●長く、安心して働くことができる環境を整えており、採用後の定期面談や人事
課によるフォロー面談の実施など、フォロー体制も整っています。

福祉・介護系の勉強をしている人はもちろんのこと、それ以外の皆さんも歓迎し
ます。大切だと考えているのは、『社会や人の役に立ちたい』『人のために何かし
たい、社会貢献がしたい』と思えるかどうか、『笑顔』でお話しできるかどうか。
福祉や介護のスキルは入職後でも必ず身に付きます。
まずは現場を体験してしっかり理解いただきたいと思います。
施設見学も随時受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
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フリガナ シャカイフクシホウジン　コモハラフクシカイ

事業所名 社会福祉法人　こもはら福祉会

業種分類 製造・開発・生産・加工

事業内容 複合福祉施設（介護施設・保育園の運営）

従業員数 579名　（男性　130名・女性　449名）・（常勤　371名　非常勤・パート：208名）

事業所所在地 名張市西田原２０００番地

TEL 0595-66-1234 (受付時間：平日 9:00～17:00）

採用担当者名 総務部人事課　中森

ホームページ http://www.hananosato-nabari.com

対象者 【大】・【短】・【専】・【既卒】・【中途】・【他】

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 介護職、保育職

仕事の内容

■介護職
・利用者の介護および援助（トイレ誘導・介助、食事・入浴介助）
・介護記録のパソコン入力
■保育職
・登園受け入れから降園までの間で、あそびや食事・おやつ、昼寝等でこどもの
見守りや成長への援助を行います

勤務地 名張市内の各事業所（西田原・百合が丘・つつじが丘・桔梗が丘）

加入保険等 ☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生年金　□その他（　　　　　　　　　　）

職場の特長 当法人では人材こそ「企業の宝」と考えており、人材育成と教育に力を注いでお
ります。具体的には外部の階層別研修やテーマ別研修等、毎年人材育成計画を
策定し、研修を行っています。
また、新人職員や介護職未経験者に対しては先輩職員をOJT指導者に任命し、
親身な個別の指導を行っています。また、介護福祉士やケアマネ等の資格取得
の支援策として、「資格取得資金貸与制度」や「資格取得奨励金制度」があり、職
員が資格取得しやすい環境を作り、また資格取得に対するモチベーションを高め
る工夫を行っています。

会社の特長 社会福祉法人こもはら福祉会は2000年に名張市西田原に創業し、関係者の皆
様のご支援により創業２０年を迎えることができました。今回創業20周年記念事
業と称して第４はなの里（サ高住）と第5はなの里（特別養護老人ホーム）を百合
が丘の地で開設いたしました。

　私たちは平成30年10月、「みえ働きやすい介護職場取組宣言」を申請し、三重
県知事から証明を受けた法人です。職員が誇りを持って長く生き生きと働き続け
ることができる職場作りに努めています。
　当法人は、老人福祉や障害者福祉にやりがいを感じ、利用者とのコミュニケー
ション能力の高い、やる気のある人材を求めています。介護職に挑戦するチャレ
ンジ精神旺盛な方のご応募を期待します。
　私たちと一緒に新しい施設で頑張りましょう。
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フリガナ トクテイヒエイリカツドウホウジン　トンボイケサンソウ

事業所名 特定非営利活動法人　とんぼ池山荘

業種分類 医療・介護・福祉

事業内容 高齢者介護事業、障害福祉サービス事業、シェアハウス賃貸事業

従業員数 35名　（男性　2名・女性　33名）・（常勤　15名　非常勤・パート：　20名）

事業所所在地 三重県名張市安部田1094番地

TEL 0595-61-0733

採用担当者名 澤田　裕加里

ホームページ https://www.tonboike.com

対象者 　☑大学　　☑短大　　☑専門　　☑既卒　　☑中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 介護職、看護職、調理職

仕事の内容

■介護職　　高齢者及び障害者のお世話（入浴・排泄・食事介助）、口腔ケア
　　　　　　　　見守り、お出かけ支援、レクリエーション、送迎、介護記録入力

■看護職　　高齢者及び障害者の健康管理（バイタルチェック・口腔ケア）
　　　　　　　　療養に関する業務(服薬管理・創傷部処置)、機能訓練

■調理職　　高齢者及び障害者の昼食と夕食の調理全般、献立作成、食材管理
　

勤務地 事業所所在地、名張市安部田1108番地、名張市箕曲中村720番地1

加入保険等 　☑雇用　　☑労災　　☑健康　　☑厚生年金　　□その他（　　　　　　　　　　）

職場の特長
■教育研修　　勤務時間内の研修、資格取得サポート、教育訓練休暇制度
■両立支援　　育児休暇、介護休暇取得実績あり
　　　　　　　　　※昨年は職員2名が育休取得、現在は復職して頑張っています。
■福利厚生　　リフレッシュ休暇制度、社宅規定、食事代補助
■雰囲気　　　20代から70代と幅広い世代の職員が活躍しています。職員同士
　　　　　　　　　尊重しあってチームワークを大切に、楽しんで仕事に取り組んで
　　　　　　　　　います。設立以来15年、離職率は”0”に近いです。
　会社の特長
■法人理念　　”一人一人の心を大切に”
　　　　　　　　　　　一人一人の「願い」や「思い」に寄り添った支援をしています。
■活動実績　　四季折々の自然が楽しめるこの地域にデイサービスを開所し、
　　　　　　　　　 現在は小規模多機能型居宅介護事業所(2ヶ所)、共生型デイ
　　　　　　　　　 サービス、 訪問介護事業所、シェアハウスを営んでいます。
                    年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で
　　　　　　　　　 自分らしく過ごせるお手伝いをしています。

小規模ゆえに家庭的な雰囲気の中、法人内の交流も頻繁です。
今年新設となった運動場で全事業所が集まって「とんぼ池大運動会」を開催、
利用者様も職員も童心に帰って盛り上がりました。
職員が笑顔でないと利用者様を笑顔に出来ません。それぞれの個性を活かし
すべての職員が輝ける職場を目指しています。
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フリガナ カ）テンアント/トクヒ）サクラプラス

事業所名 株式会社TenAnt/特定非営利活動法人さくらプラス

業種分類 医療・介護・福祉

事業内容 鍼灸整骨院・訪問介護・放課後等デイサービス・介護スクール運営

従業員数  　47　名　（男性10名・女性37名）・（常勤15名　非常勤・パート：32名）

事業所所在地 三重県名張市つつじが丘北６－１

TEL 0595-68-0089

採用担当者名 末永伸吾

https://nposakura.com/
https://attaka-seikotsuin.com/

対象者 　☑大学　　□短大　　☑専門　　☑既卒　　□中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種
柔道整復師・看護師・保育士・児童指導員（教員免許）・専門的支援員（PT・OT・ST・心理学部４大
卒）

仕事の内容

各資格職務に応じた、鍼灸整骨院・放課後等デイサービス・その他の福祉施設
での業務全般

勤務地 名張市内

加入保険等 　☑雇用　　☑労災　　☑健康　　☑厚生年金　　☑その他（治療者保険等）

職場の特長 代表者がハローワークをはじめとした「人間力」育成の講師もしており、一人一人
の成長と従業員の幸せになる事を支援していきます。まだまだこれから一緒に地
域と法人、そして関係者全ての未来を作る事に進んでいきますので、共に成長で
きる方を募集します。また職種により短時間労働も含む、様々な働き方もありま
すので、上記資格をお持ちで、少しでもご興味のある方は、遠慮なくお知らせくだ
さい。

会社の特長 理念体系・（目的）笑顔を創る（経営理念）あふれんばかりの想いで、明日への扉を開き
たい！（経営ビジョン）人を信じ、人を愛し、共に感動する「ありがとう」の和を広げる
（TenAnt PRIDE）①想像し想像する②本質を追求する③関わる事と与える事（使命）より
よい技術と、よりよい笑顔で、元気な心と体を提供する。株式会TenAntは創業23年にな
る鍼灸整骨を母体としていますが、2年前より福祉の業界に本格参入し「重心多機能放
課後等デイサービス」「一般多機能放課後等デイサービス」を立上げ、更にグループホー
ム・就労支援事業を予定しています。
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フリガナ ヤマイチケンセツカブシキガイシャ

事業所名 山一建設株式会社

業種分類 不動産・建設・リフォーム

事業内容 総合建設業・砂利製造販売

従業員数 ３２名　（男性２７名・女性５名）・（常勤３０名　非常勤・パート：１名）

事業所所在地 三重県伊賀市西明寺字中川原４８５番地２

TEL ０５９５－２４－２００１

採用担当者名 杉野浩治

ホームページ https://www.dkgr.co.jp/yamaichi

対象者 　■大学　　■短大　　■専門　　■既卒　　■中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 施工管理監督（見習い）

仕事の内容

先輩監督について施工中の現場を手伝いながら、施行管理の仕事を覚えて貰い
ます。
土木施工管理技士が受験できるように施工管理を手伝いながら受験資格の経
験を積んで試験のサポートしながら受験して貰い、将来一人で施行管理監督に
なって貰います。

勤務地 伊賀地域の各工事現場

加入保険等 　■雇用　　■労災　　■健康　　■厚生年金　　■その他（労災上乗･傷害　）

職場の特長 ・年１回、慰安旅行（５年に１回海外旅行）（コロナで中止中）。
・忘年会（コロナで中止中）。
・各種試験合格で報奨金あり。
・社員全員わきあいあいとしてアットホームな会社です。

会社の特長 伊賀地域で総合建設業（主に土木・建築）を営んでおります。兼業として、土木建
築資材の砂利・砂製造販売の行っております。
経営理念としては、CSRの実践により企業の持続的発展に努めたいと考えます。
すなわち、企業は利益を追求するだけでなく、組織活動が社会に与える影響に
責任をもち利害関係者とのコミュニケーションを図ることにより良好な関係を築
き、継続的に社会貢献してゆくべきだと考え実行してまいります。
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フリガナ イセットカブシキガイシャ

事業所名 イセット株式会社

業種分類 宿泊・飲食サービス・教育・警備

事業内容 機械警備を中心としたセキュリティ事業・防犯カメラや損害保険等の施工販売

従業員数  220名　（男性193名・女性27名）・（常勤205名　非常勤・パート：15名）

事業所所在地 津市桜橋3丁目408番地

TEL 059-227-2000

採用担当者名 採用グループ　秦・伊藤・森

ホームページ https://www.iset.co.jp/

対象者 　■大学　　■短大　　■専門　　■既卒　　■中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 警備職・技術職・営業職

仕事の内容

●警備職
　【機動隊員】
　ご契約先のお客様施設でのセンサーが反応した際に、駆けつける警備対応業務
　【管制員】
　警報信号の監視業務・機動隊員への指令業務
●技術職
　警備センサーや防犯カメラ等の機器設置工事や保守対応
●営業職
　法人を中心に、警備システムや防犯カメラ、損害保険の企画提案営業

勤務地 三重（桑名、四日市、鈴鹿、津、伊賀、名張、松阪、伊勢）・名古屋・岐阜

加入保険等 　■雇用　　■労災　　■健康　　■厚生年金　　□その他（　　　　　　　　　　）

職場の特長 ●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
●職場の雰囲気
　アットホームな社風です。若手社員が多く、フットサルや卓球、ゴルフ等の部活
動もあり、年齢の垣根を越えてコミュニケーションが取れる風通しの良い会社で
す。

会社の特長 ◆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。また、自主独立
の警備会社として県内トップシェアの実績があります。
◆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。
◆地域で暮らす人達の安全と安心を守る。皆さんの頑張りがそのまま地域社会の治安に
大きく貢献する、やりがいのある仕事です。

【求める人物像のキーワード】
　正義感・責任感・明るい・優しい
【担当者より】
　当社は警備だけでなく「安全安心」をキーワードに様々な商品を取り扱っています。また、警備は
「力強い」というイメージがあるかと思いますが、「温かみのある警備」　つまり「優しさ」を重視した警
備を地域の皆様に提供できるよう取り組み、経営理念にも掲げています。
説明会では、皆様に当社のありのままをお伝えしたいと思っています。疑問に思ったことはなんでも
お聞きください。当社説明会へのご参加をお待ちしております。
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フリガナ ウエノガス／ウエノトシガス

事業所名 上野ガス株式会社／上野都市ガス株式会社

業種分類 その他（公務・郵便・マスコミ・インフラ・農林・畜産・廃棄物処理など）

事業内容
プロパンガス及び都市ガスの供給、ガス工事、ガス機器・住宅設備機器の販売
施工、ショールーム運営、電力販売事業、宅配水事業、暮らしサポート事業、コイ
ンランドリー事業等

従業員数  101名　（男性68名・女性33名）

事業所所在地 [本社] 三重県伊賀市上野茅町2706番地

TEL 0595-21-3611

採用担当者名 総務部　中道教之

ホームページ https://www.ueno-gas.co.jp/

対象者 　☑大学　　☑短大　　☑専門　　☑既卒　　□中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 総合職

仕事の内容

○都市ガス製造（原料の受入～ガス送出）
○ガス導管網整備（道路へのガス管埋設）点検及び入替
○ガス配管工事（一般住宅、集合住宅、店舗、工場、公共施設等）
○保安関連業務、点検・修理業務（ガス配管・ガス機器等）
○ガス機器のご提案（ガスコンロ・給湯器等）販売・施工・アフター
○各種ご提案（電力販売、宅配水、暮らしサポート等）
○店舗・工場向けガス設備のご提案（ガス空調・業務用厨房・ボイラー設備等）
○企画立案業務（各種販売施策・イベント企画運営）
○ガス料金関係業務、プロパンガス配送管理業務、原料調達業務
○総務（経理・人事労務・資材・庶務）

勤務地 (上野ガス)伊賀市、名張市、亀山市  　(上野都市ガス)伊賀市

加入保険等 　☑雇用　　☑労災　　☑健康　　☑厚生年金　　□その他（　　　　　　　　　　）

職場の特長 新入社員研修をはじめ安全衛生研修、保安教育、ガス機器研修、階層別研修等
の社内研修及び外部研修も充実しています。国家資格取得や通信教育受講へ
の補助制度もあり、社員は日々様々な資格にチャレンジしています。
また、インフラを支える企業として年間計画に基づき防災訓練を実施、災害時の
初動対応や速やかな復旧への対応力UPに努めています。
職場の雰囲気は明るく、共済会活動等の様々な行事を通じて、社員同士の親
睦・交流の機会が多くあります。育児や介護に対応した勤務制度も充実し、仕事
と家庭の両立を支援し、長く働ける職場環境が整っています。

会社の特長 1927年(昭和2年)創立。地域の皆様に永年ご愛顧いただき、2022年で95周年を
迎えます。プロパンガス17,000件（伊賀市・名張市・亀山市他）、都市ガス10,000
件（伊賀市供給区域）の合計約27,000件にガスを供給しています。これからも、家
庭生活や産業界に欠かすことのできないガスエネルギーを安定して供給し、さら
に電力販売事業や宅配水事業、暮らしサポート事業などを通じて、ライフライン
企業として快適・安心な暮らし全般のお手伝いをしてまいります。

あなたとともに、未来（あす）へ　―
暮らし全般を支える、地域密着のとてもやりがいのある仕事です！
皆さんと一緒に、明るく元気に、この地域や会社を盛り上げていきましょう。
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フリガナ 　カブシキガイシャ  ユー

事業所名 　株式会社 ユー

業種分類 その他（公務・郵便・情報通信業・インフラ・農林・畜産・廃棄物処理など）

事業内容 　タウン情報紙発行

従業員数  　　37名　（男性　16名・女性　21名）・（常勤　37名　非常勤・パート：　　名）

事業所所在地 　名張市南町834-1

TEL 　0595-62-1551（受付時間 ：平日 9：30～17：30）

採用担当者名 　総務：上崎　

ホームページ   https://www.iga-younet.co.jp

対象者 　☑大学　　☑短大　　☑専門　　☑既卒　　☑中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 　編集記者　・　営業企画

仕事の内容

■編集記者・・・・月2回発行するタウン情報紙へ掲載するため、地域で活躍して
いる人・イベント・行事・季節に合った話題などを取材して、記事にまとめる仕事
です。日々起こる事件・事故も取材しており、こちらはHPからニュースを配信して
います。
■企画営業・・・・タウン情報紙に広告掲載を案内する仕事です。広告の効果を
出すために、お客様の業務内容、商品を理解し企画を考えて広告内容を提案す
る仕事です。
編集記者は月1～2回、取材で休日出勤となる場合が有ります。（振替休日を取得）

勤務地  ＊事業所在地と同じ

加入保険等 　☑雇用　　☑労災　　☑健康　　☑厚生年金　　□その他（　　　　　　　　　　）

職場の特長 やりがいのある仕事だと思います。編集記者、企画営業、両方ともそれぞれの反
響があり、「有難う」と言っていただくことが何よりの励みになります。良い仕事を
するためには、健康が第一です。特に女性には健康診断に婦人科検診も追加し
ています。情報紙を作り上げる為には、多くの人が関わっていますので、チーム
ワークが大切になりますが、問題点にもみんなで取り組み、相談もしやすい環境
です。

会社の特長 テレビ・新聞など日刊紙では手に入らない様々な声と情報を掲載した地域密着メ
ディアです。山間部の一部は新聞折り込みで配布していますが、85％の配布は
各家庭に手配りで行っております。発行は月2回（基本は第2・第4土曜日）です。
四日市に支局があり、YOU四日市として同じく手配りで、月2回発行しています。
他には各種印刷、デザイン、Ｗeb制作等の業務も行っております。

昭和63年創業から、地道に情報を発信し、3年ほど前からは自社のＷｅｂニュー
スをスマートニュース、グーグル、ヤフーにも情報を配信しています。よりよく住み
やすい町にするために、地域の問題点を一緒に見つけだし、情報として発信した
り、地域のお店の為にアイディアを活かしてみませんか？
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フリガナ カブシキガイシャ　ヤスナガ

事業所名 株式会社　　安永

業種分類 製造・開発・生産・加工

事業内容
エンジン部品、工作機械の製造販売/ワイヤソー・検査測定装置の製造・販売/
環境機器の製造・販売

従業員数 　651名　（男性　621名・女性　30名）・（常勤　　651名　非常勤・パート：　　53名）

事業所所在地 三重県伊賀市緑が丘中町3860

TEL 0595-24-2151

採用担当者名 藤原真雅・吉川紗生

ホームページ https://www.fine-yasunaga.co.jp/

対象者 ☑大学　　☑短大　　☑専門 □既卒　　☑中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 総合職

仕事の内容

技術系：研究開発（新事業・新製品の開発）、機械設計（機械装置の機械設計）、
制御設計（機械装置の制御設計）、ソフト設計（機械装置のソフトウェア設計）、生
産技術（製造ラインの立ち上げ・製造工程の改善）、SE（社内基幹システムの開
発や設計・保守）

技能系・事務系：製造（エンジン部品の加工、機械装置の組立）、営業（各事業の
法人営業）、企画事務（知財、経営企画、調達、人事、経理など）

勤務地 三重県伊賀市、名張市

加入保険等 ☑雇用　　☑労災　　☑健康　　☑厚生年金　　□その他（ 　）

職場の特長 〇年間休日121日　完全週休2日（土・日）、長期連休（GW・夏季・年末年始）
〇年次有給休暇　初年度15日付与、失効する有休を最大60日積立可能
〇リフレッシュ休暇制度　勤続年数に応じて、休暇を付与
〇アニバーサリー休暇制度　誕生日や記念日など、年度内に1日取得
〇有給休暇計画取得制度　有給休暇取得を促進する取り組み
福利厚生：独身寮・社宅・社員持株会・育児、介護休暇制度・クラブ活動・ファミリーイベン
ト・バスツアー・スポーツクラブ法人会員・リゾート施設法人会員財形貯蓄制度・退職金制
度・再雇用制度

会社の特長 安永は、ニッチ市場を創造し、その中で独自技術を育て、トップ企業を目指してきました。
地域、顧客、製品での「グローバルニッチNo.1」を積み重ね、より大きな市場へ活躍の場
を広げます。現在は各種エンジン部品および工作機械の製造を主軸に、半導体製造プロ
セスに欠かせないワイヤソーや検査測定装置、エアポンプをはじめとする環境機器といっ
たオリジナル商品の開発と、事業領域を多角的に拡大してきました。エレクトロニクスや新
素材、ITなど先端技術の数々がめまぐるしく進歩を続ける現代。安永でなければできない
技術開発と製品の提供」を変わることなく追求し続け、社会文化の豊かさに貢献すること
が、私たちの使命であり責任と考えています。

株式会社安永は三重県伊賀市から、世界に貢献できるモノづくりを行っている東
証一部上場の会社です。社内の風通しは良く、1年目から先輩社員のバックアッ
プのもと、多くのことに挑戦できます。社内研修も充実しており、ブラザー制度も導
入している他、月に1度の面談などを通して、業務だけでなく社会人生活での不安
もサポート致します。三重県での就職をお考えの方、大学で学んだ知識を活かし
たい方、新しいことに挑戦したい方、皆様のエントリーをお待ちしております！！

 企業データシート 

求

人

情

報

担当者メッセージ

会
社
情
報

・福利厚生

・教育研修制度

・両立支援

・職場の雰囲気

・組織風土

など

・商品・サービス

・会社の歴史

・経営理念

など

yokoyama
線



フリガナ ケーエムセイコウカブシキガイシャ

事業所名 ケーエム精工株式会社

業種分類 製造・開発・生産・加工

事業内容
自動車･建築・住宅用ナット、冷間圧造パーツ、ドリルねじ、ドリリングタッピンねじ
の設計･製造・販売

従業員数  　　129名　（男性104名・女性25名）・（常勤125名　非常勤・パート：　4名）

事業所所在地 三重工場：伊賀市ゆめが丘7-5-6/本社：東大阪市吉田本町1-10-16

TEL 0595-22-2318

採用担当者名 辻村　朝恵

ホームページ http://www.kmseiko.co.jp

対象者 　☑大学　　☑短大　　☑専門　　☑既卒　　☑中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 生産技術/マシンオペレーター、設計開発、品質保証、生産管理

仕事の内容

■生産技術/ﾏｼﾝｵﾍﾟﾚｰﾀｰ：機械を使用して自動車や住宅関連のﾅｯﾄやﾊﾟｰﾂを製
造する仕事です。金型のｾｯﾄや寸法調整､連動､工程検査を実施して頂きます。
■設計開発：営業部員と同行し、顧客設計や技術部門と打合せ。製品設計､金型
設計､顧客と新規部品の共同開発（入社後数年はﾏｼﾝｵﾍﾟﾚｰﾀｰとして研修有り）
■品質保証：品質ﾃﾞｰﾀの作成･分析。全数検査､受入､出荷検査等の検査業務。
顧客要求事項に対するﾘｻｰﾁ･回答。顧客ｸﾚｰﾑ処置、是正・予防処置の是非
■生産管理：生産計画作成、製造工程進捗管理、材料・治工具手配、納期調整
※全部署とも、目標活動・QCｻｰｸﾙにて改善活動実施

勤務地 三重工場：伊賀市ゆめが丘7丁目5番6号

加入保険等 　☑雇用　　☑労災　　☑健康　　☑厚生年金　　☑その他（退職金共済　　　　　）

職場の特長 ・住宅、自動車新車購入の紹介販売制度有り。お得です。
・年間休日120日（一斉有休4日含む）：2021年会社カレンダー
・介護休業、育児休業取得実績あり。
・教育に熱心です。技能マップを活用し、在職年数や階層に応じて教育を実施。
必要な資格やスキル取得については、会社がバックアップ致します。
・OJTで先輩の細やかな指導が受けられます。
・平均年齢が若いので、ジェネレーションギャップが少ないです。

会社の特長 　私たちの仕事は、お客様のご要望や疑問から始まります。
自動車や住宅関連のねじの設計・製造・販売をしている会社です。常温では製造
できない材料や形状を実現することができる温鍛機能を持った設備を有する数少
ないメーカーです。
　前期の年商は、33億円。40％を超えると優良企業といわれる自己資本率も60％
を超えました。そのため、コロナ禍であっても安定した雇用が見込め、安心して長
く働いて頂けます。

　派手さは無いですが、堅実な仕事です。ものづくりの楽しさや、達成感を味わう
ことができます。ねじは、紀元前から使用されており、現在に至っています。社会
に必要とされてきたからこそ、現在も皆さんの身近なところで使用されています。
　楽しい親睦会イベントもあります。未経験の方でも先輩・上司が丁寧に指導致し
ますので、ぜひ一緒に働きましょう。まずは、お気軽にご連絡ください。WEBでの
企業説明会も対応させて頂きます。ご連絡お待ちしております。
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フリガナ カブシキガイシャ　ユニテクノ

事業所名 株式会社　ユニテクノ

業種分類 製造・開発・生産・加工

事業内容 自動車小物部品の設計・試作、金型・治具製作、プレス加工、溶接組立

従業員数 194名　（男性132名・女性62名）・（常勤144名　非常勤・パート：50名）

事業所所在地 本社・本社工場（三重県伊賀市）、九州工場（福岡県田川市）

TEL 0595-52-4101

採用担当者名 統括部　管理担当　主任　大西達也

ホームページ http://www.uni-techno.co.jp/

対象者 　■大学　　■短大　　■専門　　■既卒　　■中途　　■その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 製造職（プレス・溶接・生産管理）、総合職（営業、購買、品質管理）、技術職（金型工、設備保全）

仕事の内容

<製造職>　<総合職>
入社1年目は自動車部品の製造業務（プレス・溶接加工）等に携わります。
また品質管理、生産管理、出荷業務などOJTで自社製品を理解しその後適正等に応じて
配属を決定します。スキルアップで監督者・管理職を目指すことも可能です。
<技術職>
入社1年目は工作機械（ボール盤、研削盤等）で金属加工に携わります。
２年目以降は加工後の材料を金型へ組付け、金型図面をCAD/CAMで設計するなどを経
験。ライントライや調整などの業務を行い金型を製作します。また電気や制御の専門知識
を学び保全業務に携わることもできます。

勤務地 本社・本社工場（三重県伊賀市伊勢路758-24）

加入保険等 ■雇用　■労災　■健康　■厚生年金　■その他（　財形貯蓄　）　　

職場の特長 <福利厚生>
雇用・健康・労災・厚生年金保険、財形貯蓄、住宅・家族手当、交通費（上限有
り）、　　定期健康診断、食事補助、送迎バスあり
<教育研修制度>
雇入安全教育、OJT教育、外部講習、通信教育（受講費補助）
<イベント>
社員旅行、ボウリング大会、忘年会等
<職場の雰囲気>
従業員の平均年齢は42歳です。10代～60代まで幅広く活躍中。
転職の方も積極的に採用しています。

会社の特長 <ユニテクノのあるべき姿（ビジョン）>
「小物プレス板金部品は生準から生産、納入、品質保証までユニテクノに全て任
せておけば安心」と重宝がられる存在価値を持ったメーカを目指す。
<当社の取組>
CAD/CAM/CAEによる製品設計と金型製作から自動化されたプレス加工、溶接
組立まで一貫体制を確立し「技術開発・品質保証・原価低減」に取り組んでいま
す。
当社にとって、必要な人は失敗を恐れずにチャレンジ出来るバイタリティーを持っ
た人だと考えています。先輩たちに続き、当社をさらに成長をさせてくれる、若者
らしいバイタリティーに溢れる皆さんと出会えるのを楽しみにしています。
<求める人材>
日々の粘り強い努力、自分の頭で考え、自分の足で立つ前向きな取り組み姿勢）
に共感でき、体現できる次のような人を求めております。(1)進んで自ら行動できる
人(２)社内外の人と協力してより大きな仕事に取組むことができる人(３)責任感を
持ち、任された仕事に最後まで取組める人(４)時代の変化を捉え進化に対応でき
る人
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フリガナ ﾄｳﾖｳｴｱｿﾞｰﾙｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ　ﾐｴｺｳｼﾞｮｳ

事業所名 東洋エアゾール工業株式会社　三重工場

業種分類 製造・開発・生産・加工

事業内容 各種エアゾール製品及び一般充填製品の受託製造業務

従業員数 291名　（男性183名・女性108名）・（常勤 281名　非常勤・パート： 10名）

事業所所在地 三重県伊賀市ゆめが丘7丁目6番6

TEL 0595-22-2333

採用担当者名 総務課　合澤　匡司

ホームページ https://www.toyoa.co.jp/

対象者 　☑大学　　☑短大　　☑専門　　☑既卒　　☑中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 現業職

仕事の内容

・生産ラインにおけるエアゾール充填・包装設備のオペレーター

・原料の調合作業

・機械保全

勤務地 ※事業所所在地と同じ

加入保険等 　☑雇用　　☑労災　　☑健康　　☑厚生年金　　□その他（　　　　　　　　　　）

職場の特長 ・育児休業休暇取得実績あり
・通勤手当あり　・マイカー通勤可能
・社員食堂完備
・各種施設優待サービス利用可能（ベネフィットステーション会員）

会社の特長 【会社の特徴】
東洋エアゾール工業株式会社は、1953年に設立し日本で最初のエアゾール製品の受託製造に着手して以来、
エアゾールの歴史と共に歩んで参りました。
三重工場は1963年、前身の大阪工場が大阪府藤井寺市で操業を開始し、1998年10月に三重県上野市（現・伊
賀市）に移転すると共に、最新鋭の設備を導入し、医薬品・医薬部外品・化粧品はもとより、殺虫剤や塗料まで
幅広く生産しております。また東洋製罐グループの一員としてさまざまな活動に取り組んでおります。
【職場の特徴】
最新の自動調合システム（AIBOS)の導入したや、高粘度の原液・ガス充填機を備え、あらゆる製品に対応し、
高速ラインも備え高品質な生産を行っております。

皆さんが普段から使用している日用品や化粧品などをたくさん生産しています。
一緒にモノづくりをしませんか？
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フリガナ タキズミデンキコウギョウカブシキカイシャ　ナバリコウジョウ

事業所名 瀧住電機工業株式会社　名張工場

業種分類 製造・開発・生産・加工

事業内容 住宅用照明器具の製造販売

従業員数  71名　（男性44名・女性27名）・（常勤29名　非常勤・パート：42名）

事業所所在地 三重県名張市八幡1300-93

TEL 0595-63-6311

採用担当者名 田中　寿知

ホームページ http://www.takizumi-denki.com/

対象者 　☑大学　　☑短大　　☑専門　　☑既卒　　☑中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 商品技術、生産技術

仕事の内容

■商品技術
　　照明器具新商品の製造ラインでの立上げ及び初期流動の管理。
　　商品の合理化立案とその推進実施。商品品質の向上活動。
■生産技術
　　照明器具製造ラインの自動化構想立案・設計と自動化ライン構築。
　　製造ライン機器のメンテナンス及び生産性向上改善の実施。

勤務地 事業所所在地と同じ

加入保険等 ☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生年金　☑その他（中小企業退職金共済加入）

職場の特長

アットホームな職場です。
組織間の風通しが良く、
社員全員が協力し目標達成に向け業務に邁進しています。

会社の特長 照明器具の製造、販売をしている中堅の器具専業メーカーです。タキズミのブランドで全
国の大手スーパー・家電量販店・ホームセンターにて販売しています。
「あかりのタキズミ」として、1947年の創業以来「お客様の快適な生活に貢献できる製品づ
くり」に取り組んで参りました。企画・開発から生産・流通に至るまで一貫生産にこだわり、
市場ニーズに合った製品をタイムリーに投入できる体制を確立しました。これからも快適
な生活に貢献できる製品づくりを通して、お客様・全社員・社会に必要とされる企業へと前
進します。

現状に満足することなく自己の成長のために果敢に努力する方を求めています。
成長への支援を惜しみなく提供しますので、これらの知識を身につけ、一日でも
早く戦力になっていただきたいと思います。
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フリガナ ニチニチセイヤクカブシキガイシャ

事業所名 ニチニチ製薬株式会社

業種分類 製造・開発・生産・加工

事業内容
・有用微生物に関する研究　　･開発・健康食品の製造･販売
・化粧品・養毛剤の販売

従業員数 本社　27名　（男性18名・女性9名）・（正社員26名　パート1名）／企業全体　84名

事業所所在地 三重県伊賀市富永２３９－１

TEL 0595-48-0201

採用担当者名 総務部　上ノ本文彦

ホームページ http://www.nichinichi-phar.co.jp

対象者 ☑大学　　☑短大　　☑専門　　☑既卒　　☑中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 製造・品質管理・研究

仕事の内容

■製造職
乳酸菌粉末の製造（機械オペレーター）
■品質管理
健康食品の官能検査（味・におい・色）・細菌検査・成分分析
■研究
乳酸菌・有用微生物に関する基礎研究（動物実験・大学との共同研究など）

勤務地 三重県伊賀市富永２３９－１

加入保険等 ☑雇用　　☑労災　　☑健康　　☑厚生年金　　□その他（ 　）

職場の特長 ■福利厚生：
グループ会社レジャー施設社員利用割引・グループ会社商品社員割引
通勤手当実費支給（上限３万円）、従業員表彰制度

■研修制度：
新入社員研修・作業認定制度（製造業務・検査業務）

■企業風土：
企業全体で業務の効率化を行い、残業の削減に取り組んでいます。
仕事は定時で余暇をスキルアップの勉強やスポーツなど充実した生活を
推奨しています。

会社の特長 ■理念・ミッション
“健康で生き甲斐のある素晴らしい人生を送る事に貢献する”
これがニチニチ製薬株式会社の創立以来の企業理念です。当社は、バイオテク
ノロジーや微生物工学を中心とした研究機関を持ち、その研究結果を製品に応
用することで発展してきました。他社にはないオンリーワンの乳酸菌の働きで11
種の特許取得の実績があり、研究した乳酸菌を元に商品開発を行い、製造・販
売を行っています。

チャレンジ精神があり、常に新しいことを学ぶ意欲のある、そんなあなたを待って
います。
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フリガナ カブシキガイシャクラフトワーク

事業所名 　　株式会社クラフトワーク

業種分類 製造・開発・生産・加工

事業内容 住宅用内装建具製造業

従業員数  　５４　名　（男性　４１　名・女性　１３　名）・（常勤　５３　名　　　非常勤　１　名）

事業所所在地 三重県伊賀市ゆめが丘七丁目９番地３

TEL ０５９５－２４－１１００

採用担当者名 総務部　　谷川　利勝

ホームページ http://www.craftwork.ne.jp/

対象者 　■大学　　■短大　　■専門　　■既卒　　■中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 技術担当・製造職

仕事の内容

◆技術担当
　・機械設備の予防保全、改良保全
　・新規設備導入に関する補助業務　など

◆製造職
　・住宅用内装建具の部品加工から組立、梱包、出荷作業　など

勤務地 ※事業所所在地と同じ

加入保険等 　■雇用　　■労災　　■健康　　■厚生年金　　□その他（　　　　　　　　　　）

職場の特長 ・我が社は素直で熱意と実行力の溢れた挑戦意欲旺盛な社員が多く、独創
　技術をもって木製品を造出しています。
・また、製品を通じて社会に貢献するとともに、地域社会の環境保全と社員の
　個性や能力が十分発揮できる安全で明るい職場をつくり、会社と社員とそ
　の家族の幸福と繁栄を図ることに取組んでいます。

会社の特長 ◆クラフトワークの企業理念
　～私たちは社会に必要とされる人でありたい～
◆クラフトワークの選ばれ続ける「モノづくり」
　お客様の高度な要求に応える中から生まれた数々の技術や経験を基に、クラフト
　ワークならではのVカット加工技術を駆使し、日々新技術の研究開発にチャレンジ
　しつづけ、お客様に喜んでいただける「モノづくり」に励んでいます。
◆補足
　「ISO9001」認証、「エコアクション21」認証、「健康経営優良法人2021」認定

◆「モノづくり」が好きな方、興味がある方、歓迎します！
　我が社では、「労働災害のない安心して働ける職場をつくる」ことを方針として
　掲げ、安全意識の高揚に努めています。
　また、品質にもこだわりを持ち、「需要家に最大の満足」を提供しつづけること
　を目標に、製造メーカーとして永遠の安定成長を目指しています。
　説明会では、クラフトワークの魅力をたくさんお伝えさせていただきます。
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フリガナ カブシキガイシャ　キワマシナリー

事業所名 株式会社　紀和マシナリー

業種分類 製造・開発・生産・加工

事業内容 工作機械（マシニングセンタ）の製造、販売

従業員数  76名　（男性 65名・女性 11名）・（常勤 73名　非常勤・パート： 3名）

事業所所在地 名張市蔵持町原出522-51

TEL 0595-64-4758

採用担当者名 岩永　徳人

ホームページ http://www.kiwa-mc.co.jp/

対象者 　☑大学　　☑短大　　☑専門　　☑既卒　　☑中途　　（条件/待遇：要相談）

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 【機械設計】【電気設計】【組立】【機械加工】【営業［国内・海外］】

仕事の内容

【機械設計】 マシニングセンタの機械設計
【電気設計】 電気回路、配線チェック、プログラミング等
【　組　立　】 マシニングセンタの組立、電気配線
【機械加工】 マシニングセンタ、研削盤、旋盤、フライス盤での加工
【国内営業】 既存ユーザーへの拡販業務、新規ユーザーの開拓営業業務
【海外営業】 海外対応の営業業務
　　　　　　　　※英語力必須

勤務地 ※事業所所在地と同じ

加入保険等 ☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生年金　□その他（　　　　　　　　　　）

職場の特長 ・各種社会保険完備
・社員寮完備（単身者）
・教育支援
　資格取得サポート
　社外技能研修
　オンライン英会話

会社の特長 当社の創業は、なんと明治2年です。
創業から築き上げてたお客様との信頼関係を一層強固にすると共に新たな展望
に対応できる工作機械メーカーとして国内はもとより、アメリカ、ヨーロッパ、アジア
を中心に全世界へ展開しています。
工作機械は耐用年数が長く、お客様と長期間に渡るお付き合いとなり、企業とし
ての信頼、信用が欠かせません。
お客様と一緒に、ときには“苦労”もしながら得てきた経験、技術力が当社の強み
です。
歴史ある当社ですが、新しい仲間を募集いたします。
世界のものづくりをリードする日本の工作機械メーカーの一員として、技術と自動
化を融合させた機械の製造に取り組み、個性や能力を活かし充実した仕事をして
みませんか！
機械やものづくりに興味がある方とお会いできるのを楽しみにしております。
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フリガナ ノーベルセイカカブシキガイシャ　ミエコウジョウ

事業所名 ノーベル製菓株式会社　三重工場

業種分類 製造・開発・生産・加工

事業内容 キャンデー・グミ・錠菓等の菓子製造、クリーンエナジー事業

従業員数 １０５名（男性７１名・女性３４名）・（常勤９９名　非常勤・パート：６名）

事業所所在地 三重県名張市西田原2090番地

TEL 0595-61-0100

採用担当者名 本社　経営推進部(人事担当)次長　村中　正　  TEL 06-6720-8712直通

ホームページ http://www.nobel.co.jp

対象者 　☑大学　　□短大　　□専門　　☑既卒　　☑中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種
・生産技術職【採用対象学部学科：機械・電気電子工学専攻の方です】
・生産ラインオペレータ【文系・理系不問】

仕事の内容

各生産設備のメンテナンス、資材・在庫・工程管理等
三重工場バイオマス発電、三重美旗ソーラーシステムの管理運営

※月１～２日の休日出勤及び２０時間程度の時間外があります。
　〔休日出勤については、前後で振替休日を取得〕

勤務地 事業所所在地と同じ

加入保険等 　☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生年金　□その他（　　　　　　　　　　）

職場の特長 ◇福利厚生：国内外研修旅行、保養施設(京都・有馬他)、企業年金
◇教育研修：新入社員入社時研修、自己啓発による通信教育等
◇両立支援：育児休業制度取得実績あり
◇職場の雰囲気：高卒(新卒)～中途入社まで年齢は幅広いですが、若年社員も
　多く、アットホームの雰囲気の中、日々菓子の製造を行っています。
◇組織風土：失敗を恐れず積極的にチャレンジする姿勢を大切にしています。

会社の特長 ◇会社沿革
　1929(昭和4)年10月創業。VC3000のど飴・男梅・SOURSグミ等でお馴染みの
　菓子メーカーです。2019(昭和4)年に創業90周年を迎えました。

◇経営理念
　わたしたちの使命はお菓子を通じて人々に笑顔と安らぎを提供することです。
　「企業は人なり」をモットーに、今日も皆さんへ笑顔をお届けします。

機会があれば、是非三重工場を見学ください。最新鋭の生産設備、社員間の
アットホームな雰囲気を感じていただければ幸いです。
菓子は人と人とを繋ぐコミュニケーションツールでもあります。
自然溢れる名張市の豊かな環境の中で、楽しく、時には厳しく充実した社会人
生活を送りませんか。
ZOOMではありますが、説明会へのご参加をお待ちしています。
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フリガナ カブシキガイシャホンダカーズミエ

事業所名 株式会社ホンダカーズ三重

業種分類 卸売・小売・販売・金融・保険

事業内容 自動車販売・点検車検修理・鈑金・自動車保険・レンタカー事業

従業員数 463名  （男性344名・女性119名）・（常勤443名  非常勤・パート：20名）

事業所所在地 名張市蔵持町原出707-1・名張市鴻之台１番町189・名張市八幡1300-110

TEL 0595-62-7211　0595-64-0081　0595-62-1515

採用担当者名 櫛谷  勝彦  （管理本部）  松阪市大塚町381-1  0598-20-8383

ホームページ https://www.hondacars-mie.com/

対象者 ☑大学    ☑短大　☑専門    □既卒　□中途　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生  【短大】：卒業予定の短大生  【専門】：卒業予定の専門学校生
【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）  【その他】：その他

採用職種 総合営業職・営業事務職（CAスタッフ）・業務事務職

仕事の内容

◆総合営業職・・・ホンダ車の新車販売及び中古車販売、点検車検自動車保険の加入促進とお客
様フォロー  （車両を販売するためにお客様との信頼関係を末永く良好にしていくためにお店を何度
も利用して頂くことでお客様の情報収集が出来る仲良くなれる）  ◆営業事務職・・・弊社ではCAス
タッフ（カーライフアドバイザー）と呼びます。お客様の接客・初期対応はもちろん、営業スタッフの
フォローを行います。営業スタッフの不在時等にタブレット（i-pad)等を使い商品説明や自動車保険
の加入更新手続き、点検車検や保険更新時期が近いお客様にSNSや電話やDMでご案内をしま
す。  ◆業務事務職・・・松阪の本社または多気町の納車センター内で事務の仕事をします。事務と
いっても、総務課・人事課・経理課・登録課・保険課・レ ンタカーの部署があります。課によって仕事
は違いますが、お客様対応が基本無く事務作業が基本の仕事です。

勤務地 三重県内２４店舗（四日市・菰野・鈴鹿・名張・津・松阪・多気・玉城・伊勢・尾鷲）  自宅通勤可能店舗が基本

加入保険等 ☑雇用    ☑労災    ☑健康    ☑厚生年金    ☑その他（                     ）

職場の特長 ◇色んな家庭環境や突発な事象でも対応出来るスタッフ数がいるのが特徴です。スタッフ数が少な
くて忙しい、休みたい日に休めない、残業が多く帰れないということはありません。  会社が決めた
週休２日ではなく、年間３６日の個人休日は自分が決めるやすみです。  ◇５００名規模の会社であ
りながら、社長をはじめ経営幹部との距離も近く所属長以外の面談もあり自分の要望やチャレンジ
したいことなど話せる機会があります。また転勤や時短勤務や職種変更についてもしっかり面談を
して要望に応えられるようにしています。      ◇教育研修については入社時の１ヶ月の研修、店舗
配属となった後も職場になじめているのか配属後１ヶ月のフォロー研修・６か月後１年後２年後３年
後もフォロー体制があります。尚、今年１０月に研修センターが１０月に新設され設備も充実しまし
た。

会社の特長 ★自動車は高額商品ですが、なくてはならない必需品で乗り換えをする商品です。一生涯乗られる
中にライフスタイルの変化に対応しお客様に提案して共感頂く仕事です。販売からスタートしてお乗
り頂いている平均８～１０年間をお客様と共に豊かなカーライフをおくって頂けるようフォローしま
す。メンテナンスは特に車検・自動車保険は期日が来たら更新が必要ですので不況下にも強く期日
があるから効率よく仕事が出来る業種です。    ★経営理念の「人を大切に」のもと仕事を行ってい
ます。  お客様はもちろん取引業者さま地元の方が喜んで頂けるのはどんなことをしたらいいのか、
従業員が喜こんでもらうにはを常に優先しています。それとチャレンジさせてくれる会社です。やって
みなければわからない。頭で色々考えるより
やってみる！会社内で統一するのではなく、お店の個性、自主性を大切にしています。

私は２８年間３つの店舗で営業スタッフ～店長等を経験してきましたので、楽し
かった事、大変やったこともたくさん経験してきました。営業はもちろんCAスタッフ
のことも色んな話しを是非聞いて頂きたいです。
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フリガナ キタイセウエノシンヨウキンコ

事業所名 北伊勢上野信用金庫

業種分類 卸売・小売・販売・金融・保険

事業内容 金融業（預金・融資・為替・預かり資産、金融に関する相談業務）

従業員数  ３７８名　（男性２２０名・女性　１４８名）・（常勤　８名　非常勤・パート：　３９名）

事業所所在地 三重県四日市市安島二丁目２番３号

TEL ０５９－３５４－９９７０

採用担当者名 原・太田

ホームページ

対象者 ■大学　　■短大　　■専門　　■既卒　　□中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 総合職

仕事の内容

■融資
お客様からお預かりした大切な資金を、地元の皆さまに広くご融資し、地域経済
の安定や活性化のために活用しています。
■取引先への支援等
お取引先さまに対し、業務展開や経営内容についてのアドバイス、提案等を行っ
ています。
■アドバイス
お客様への情報サービス提供や相談業務にお応えしています。

勤務地 四日市、鈴鹿、亀山、菰野、伊賀、名張

加入保険等 ■雇用　　■労災　　■健康　　■厚生年金　　□その他（ 　）

職場の特長 当金庫では、職員の福利厚生とスポーツ振興の一環として、野球･サッカー･卓球
クラブを創設しており、各々スポーツ協会に加入し、他チームとの親睦を図る一
方、スポーツ講習会や、子供会等の審判へも積極的に職員を派遣しています。
教育に関する制度、研修等も充実しており個人のレベルアップに繋がっていま
す。

会社の特長 ～皆さまと一緒にこの街を元気にしたい～

金融仲介機能の高度化と信用金庫業界の総合力と当金庫の持つ「つなぐ力」を
発揮し、 お客さまのお役に立つ課題解決型の金融サービスを提供しています。

北伊勢上野信用金庫は、三重県の四日市市に本店を置き、北勢、伊賀を中心と
した地域を営業エリアとする協同組織の地域金融機関です。銀行とは一味違う、
信金ならではの、FacetoFaceのきめ細やかなサービスをご提供することで、地元
の皆さまに信頼され、愛され、お役に立つ金融機関でありたいと考えています。
地元が大好きで、情熱とチャレンジ精神をもった元気な学生の皆さんと、セミナー
や会社訪問でお会いできるのを楽しみにしています。
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フリガナ イリョウホウジンシャダンジンセイカイ　コウナンビョウイン

事業所名 医療法人社団仁生会　甲南病院

業種分類 医療・介護・福祉

事業内容 病院

従業員数  　　400名　（男性120名・女性280名）・（常勤285名　非常勤・パート：115名）

事業所所在地 滋賀県甲賀市甲南町葛木９５８

TEL 0748-86-3131

採用担当者名 岡本

ホームページ https://www.kohnan-shiga.or.jp

対象者 　☑大学　　☑短大　　☑専門　　☑既卒　　☑中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 介護職員

仕事の内容

食事、更衣、入浴、清拭、排泄、体位変換、移乗介助
季節のつどい等レクレーションの企画開催

勤務地 事業所所在地と同じ

加入保険等 　☑雇用　　☑労災　　☑健康　　☑厚生年金　　□その他（　　　　　　　　　　）

職場の特長 院内保育園あり（24時間365日対応　6か月～6歳まで）
くるみんマーク取得（子育てサポート企業）
介護職員50名在籍（女性40名男性10名）

会社の特長 明治時代の公営診療所を引き継ぎ、1964年設立

40歳のリーダーが介護部職員50名をまとめています。患者様を一緒に支えて頂
ける方、介護にご興味のある方、お待ちしております。
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フリガナ シャカイフクシホウジンン　ナバリコウセイキョウカイ

事業所名     社会福祉法人 名張厚生協会

業種分類 医療・介護・福祉

事業内容
法律により認可された社会福祉事業。
児童養護施設の運営及び老人福祉施設の経営を行っています。

従業員数  　143 名　（男性49名・女性94名）・（常勤　112　名　非常勤・パート：　31　名）

事業所所在地 三重県名張市朝日町1357番地の1

TEL 0595-63-0375

採用担当者名 本部事務局　　奥田　達也

ホームページ https://www.nabari-kosei.or.jp/

対象者 　☑大学　　☑短大　　☑専門　　☑既卒　　☑中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 児童指導員・保育士・心理担当職員・介護職員・介護支援専門員

仕事の内容

■児童指導員・保育士
　児童の養護、生活指導　等。
■心理担当職員
　児童に対する心理療法の実施、職員に対する助言、指導。
■介護職員
　要介護高齢者の日常生活上の介護。
■介護支援専門員
　要介護認定を受けた利用者のケアプランの作成、管理、申請手続き代行　等。

勤務地 名張養護学園 / 名張特別養護老人ホーム / コウセイ介護支援サービス

加入保険等 　☑雇用　　☑労災　　☑健康　　☑厚生年金　　☑その他（　退職金共済 ）

職場の特長 当法人は、公的な性格が強く、公正な就労条件が整備されています。
また、適正な人事管理が行われており、未経験な方でも安心して働いていただけ
るよう、研修の実施や指導体制を整えています。
福利厚生として、夏期冬期休暇、慶弔休暇を始め、長期在職者の功労をねぎら
い、心身のリフレッシュを図る事を目的としたリフレッシュ特別休暇規程の整備を
行っています。
また、福利厚生センターへの加入により、様々な優待割引を受ける事も出来ま
す。

会社の特長 少子高齢社会に向けて、国、県、市町村の児童福祉や高齢者の介護支援など
の福祉サービス分野をサポートする法人です。
名張市で最も歴史のある法人として、公的な対人サービスを中心に、豊富な実
績を重ねてきました。「人としての尊厳」を尊重し、社会の一員として「より人間ら
しく豊かに生きること」そして「生きがいをもって生きること」ができるよう支援する
ことを理念に、地域福祉の向上に努めています。

施設の雰囲気、仕事内容等詳しくお話させていただきます。
施設見学も随時受け付けております。お気軽にお問合せ下さい。
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フリガナ シャカイイリョウホウジン　キナイカイ　オカナミソウゴウビョウイン

事業所名  社会医療法人　畿内会　岡波総合病院

業種分類 医療・介護・福祉

事業内容
  一般病棟249床、障害者病棟36床、回復期リハビリテーション病棟50床の合計335床と
  なる地域医療に根差した急性期病院です。
  介護老人保健施設3施設と訪問看護ステーションも有しております。

従業員数  　866名　（男性　210名・女性　656名）・（常勤　748名　非常勤・パート：　118名）

事業所所在地   三重県伊賀市上野桑町1734番地

TEL   0595-21-3135（代表）

採用担当者名   人事課　石原真樹

ホームページ   https://www.okanami.com

対象者   【大】・【短】・【専】　※各種医療技術職については【既卒可・中途可】

※【大】：卒業予定の大学生　【短】：卒業予定の短大生　【専】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【他】：その他

採用職種   看護師・薬剤師・社会福祉士・介護職・医療事務

仕事の内容

 
  ・看護師　外来・病棟、介護施設での看護師業務
  ・薬剤師　病棟薬剤師業務、調剤、ＩＤなど
  ・社会福祉士　総合病院・介護施設での相談援助・ベッドコントロール等
  ・介護職　病院・介護施設での身体介護業務
　  （入浴介助、排せつ介助、食事介助など）
  ・医療事務　医事課にて総合受付・会計窓口、診療報酬請求事務など

勤務地   三重県伊賀市

加入保険等   ☑雇用　☑労災　☑健康　☑厚生年金　□その他（　　　　　　　　　　）

職場の特長   地域医療・救急医療と高度適正な医療を提供するとともに、介護施設を附設し
  地域住民に信頼と安心のできる医療と看護・介護を提供しています。
  三重県より【女性が働きやすい医療機関認証】を受けています。
  制度の趣旨として医療従事者の確保を図るため、妊娠時・子育て時の夜勤
  免除、短時間勤務に係る人事制度整備や保育施設の運営を図りつつ、制度
  や施設の活動を促す職場の雰囲気作りなどの勤務環境改善を積極的に取り
  組んでいることを評価する制度です。

会社の特長

  伊賀の中核病院として伊賀・名張市、京都府・奈良県・滋賀県の一部を医療圏
  とし人口約20万人の地域住民の健康を守っています。地域の皆さんから
  「おかなみさん」と呼ばれるほど地域の病院として浸透しており、関連施設
  【老人保健施設（350床）・訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、
  看護学校】とともに地域医療の全般を担っています。

  2022年の新築移転に向けて、救急医療から介護、在宅医療まで当法人で完結
  できる医療・介護体制を進めています。

  私たちと一緒に地域の医療・介護を担っていきましょう！
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フリガナ カブシキガイシャマツザキ

事業所名 株式会社マツザキ

業種分類 不動産・建設・リフォーム

事業内容
道路工事、河川工事、上下水道工事を中心に行う土木工事業者です
受注先別比率では官公庁元請工事が約75％、民間元請工事他が25％です

従業員数 ９名　（男性５名・女性４名）・（常勤７名　非常勤・パート：２名）

事業所所在地 伊賀市下阿波2697番地の1

TEL 0595-48-0221 (受付時間：平日 8:30～17:00）

採用担当者名 松崎　将司

ホームページ http://www.matsuzaki.info

対象者 　☑大学　　☑短大　　☑専門　　☑既卒　　☑中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 土木施工管理・土木作業員

仕事の内容

■土木施工管理
　　　公共工事・民間工事の施工管理
　　　測量やCAD（設計・製図）工事写真・書類作成・発注者や地元等への対応
■土木作業員
　　　重機オペレーター・ダンプ運転・重機手元作業

勤務地 事業所所在地及び近郊

加入保険等 　☑雇用　　☑労災　　☑健康　　☑厚生年金　　☑その他（養老保険）

職場の特長 ■福利厚生
制服支給（年2回）、介護休暇制度、育児休暇制度、建設業退職金共済、確定拠出年金、時間単位
での有休休暇取得、子育て・介護のための時短勤務制度、ハラスメント相談窓口、産前産後休暇：16
週、子の看護休暇：年10日（2人以上は年20日）、介護休業：年120日（原則）
■教育研修制度
資格取得のための書籍購入・講習会費用負担、資格取得祝い金制度、工事成績報奨金制度
■みえの働き方改革推進企業の認定事業所
■三重県内で初めて異業種から小水力発電所に参入し運営を行うなど、再生可能エネルギー分野
にも積極的に進出しています。

会社の特長 ■経営理念
株式会社マツザキは伊賀地域で60余年にわたり建設業を営んでおり、経営理念として『We
construct Human and Community　 ～人と地域の創造～　』を掲げています。インフラや田舎ならで
はの困りごとを解決し、地域の人々や従業員が少しでも便利で豊かな生活を送ることができるよう
に、土木工事を中心とした「建設サービス業」を展開していくことを目標としています。経営理念で掲
げた「人と地域の創造」とは、技術力のある人材（人財）を創る（造る）ことであり、その人財が地域を
創る（造る）ことであり、これらを実現し続けることが当社の存在意義であるという思いから定めたも
のです。

・現場でのOJTを通じて測量や施工管理に関する技術や技能等仕事を進めて行く
　上で必要となる事柄を丁寧に教えていきます。
・経営理念にもあるように人材育成に特に力を入れていますので、資格取得や技能を
　取得するための講習、資格取得専門学校に要する費用は会社の全額負担で実施して
　います。
・社員一人ひとりのワークライフバランスに応じた柔軟な働き方が可能です。
・採用にあたり面接を実施させて頂きます。（採用試験はありません。）
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フリガナ カブシキガイシャショウエイジュク

事業所名 株式会社昇英塾

業種分類 宿泊・飲食サービス・教育・警備

事業内容 名張市、伊賀市にて小・中・高生を対象に学習塾を展開しています。

従業員数  　69　名　（男性41名・女性28名）・（常勤　17名　非常勤・パート：52名）

事業所所在地 名張市平尾3165-11

TEL 0595-68-0020

採用担当者名 嶋野　益行

ホームページ https://manavis-nabari.jp/

対象者 　☑大学　　□短大　　□専門　　☑既卒　　☑中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 河合塾マナビス　学習アドバイザー（校舎運営スタッフ）

仕事の内容

・生徒、保護者様に対する学習相談、進路相談、受験指導
・生徒一人ひとりの学力や目的に応じた受講講座のプランニング
・アシスタントアドバイザー（学生アルバイト）の教育、マネジメント
・集客企画やイベント企画の立案、実行
・予算、数値管理
・近隣高校の進路指導担当の先生方への広報活動

勤務地 名張市・伊賀市

加入保険等 　□雇用　　□労災　　□健康　　□厚生年金　　□その他（　　　　　　　　　　）

職場の特長 大学生を中心に若いスタッフが多いので明るい雰囲気の職場です。また、風通し
もよく意見を言いやすい環境です。トップダウンよりもボトムアップ、生徒のために
プラスになる案は積極的に採用しています。
入社時初期研修制度有。研修後、校舎にてOJT。校舎運営業務を習得していき
ます。

会社の特長 河合塾マナビスは大学進学を目指す現役高校生を対象とした塾です。河合塾精
鋭講師陣による高品質な映像授業と学習アドバイザーによる個別サポートでひと
つ上の現合格を目指します。河合塾マナビスは「すべては一人ひとりの生徒のた
めに」が理念です。弊社では伊賀市、名張市に３校舎を運営しています。

「学習塾」・「高校生」と聞くとハードルを高く感じてしまうかもしれんが心配ありま
せん。各種研修を通して校舎運営に必要な知識や技能を習得できますので未経
験者でも大丈夫です。「生徒の力になりたい」この気持ちだけで十分です。私たち
といっしょに生徒を志望校合格に導きましょう！
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フリガナ イガウエノケーブルテレビ（カ

事業所名 伊賀上野ケーブルテレビ株式会社

業種分類 その他（公務・郵便・マスコミ・インフラ・農林・畜産・廃棄物処理など）

事業内容
・有線放送事業：地上波、BS、CS専門チャンネルの多チャンネル放送、コミュニティー（自主放送）番組、CM、企
業VPなどの制作、放送
・電気通信事業：インターネットサービスプロバイダー/プライマリー電話サービス、ホームページ制作

従業員数  ５２名　（男性２８名・女性２４名）・（常勤５１名　非常勤・パート：１名）

事業所所在地 〒518-0835　　三重県伊賀市緑ケ丘南町2332

TEL 0595-24-2560

採用担当者名 総務部　伊室

ホームページ https://www.ict.jp/

対象者 　☑大学　　☑短大　　□専門　　☑既卒　　□中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生
　【既卒】：大学・短大の２０２０年以降卒業で就業経験のない方

採用職種 業務、営業、技術、制作　　（変更となる場合があります）

仕事の内容

【業務】各種事務と受付業務全般
　・利用料金等の課金収納業務・電話、来客対応などお客様窓口業務
【営業】各種営業全般
　・戸建て、集合住宅入居者への各種サービス案内や加入者フォロー・地域イベントへの出展など
【技術】各種サービスの安定稼働に関わる技術的業務全般
　・センター設備及び伝送路設備の保守、運用・各サービスに対する出張保守及び電話サポート
　・各種工事手配、事前準備・工事業者に対する管理、工事指導・自社施工工事
【制作】自主放送番組制作全般
　・企画、撮影、照明、音声、編集、原稿作成、アナウンスなど放送に関するあらゆる業務

勤務地 ※事業所所在地と同じ

加入保険等 　☑雇用　　☑労災　　☑健康　　☑厚生年金　　□その他（　　　　　　　　　　）

職場の特長 各種社会保険・退職金制度・共済会制度(各レクリエーション)
資格取得時受験費用補助（会社指定資格）
リゾートホテルエクシブ会員

・職場はワンフロアで仕切りがないため、風通しが良く連携がスムーズです。レク
リエーション大会やゴルフコンペ、フットサルなど気軽に参加できるイベントも多
く、アットホームな社風です。

会社の特長 弊社は平成2年、県内では２社目のケーブルテレビ局として設立し、平成3年10月より地域情報の発
信基地として放送を開始しました。伊賀地域のイベントや学校行事、生活情報や行政情報など、地
域住民の皆様が知りたい情報、役に立つ情報を放送するコミュニティチャンネルを始め、地上波、Ｂ
Ｓ、ＣＳ専門チャンネルなど多チャンネルのテレビ放送サービスを行っています。平成11年にはイン
ターネットサービス、平成21年からは固定電話サービス、現在では無線インターネットサービスやフ
リーWi-Fiスポットも提供し地域のインフラ整備を続けてきました。
高度化、多様化するお客様のニーズや情報通信関連の環境の変化に速やかに対応するため情報
収集やサービスの改善に努め、お客様の満足度向上と地域社会への貢献を目指しております。

指示を待つのではなく自分から考えて行動することができる方、また協調性のあ
る方を求めています。
また「地域密着」を合言葉に、仕事を通じて日々活発に地域の皆様と接しており
ます。
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フリガナ ナバリキンテツガス

事業所名 名張近鉄ガス株式会社

業種分類 その他（公務・郵便・マスコミ・インフラ・農林・畜産・廃棄物処理など）

事業内容
●ガスの製造、供給、販売　●LPGの供給、販売
●ガス機器、住宅関連設備の販売　　●ガス配管工事の受注
●太陽光発電事業　●リフォーム事業　●水回りメンテンナンス事業

従業員数 110名　（男性78名・女性32名）・（社員81名　嘱託・パート：29名）

事業所所在地 三重県名張市桔梗が丘1番町1街区5番地の1

TEL 0595-65-2366

採用担当者名 髙木・町野

ホームページ https://www.kintetsugas.co.jp/

対象者 　☑大学　　□短大　　□専門　　☑既卒　　□中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種
■総合職
営業、販売促進（イベント企画等）、ガス工事に関する施工管理、ガス漏洩対応、経営企画、
ガスの製造・品質管理、ガス機器修理、水道メンテナンス、総務、人事、労務、経理、事務　等

仕事の内容

【地域密着 × ライフライン × 暮らしのサポート事業展開 】
名張近鉄ガスでは、お客様へガスを安全にお届けする仕事はもちろんのこと、満足してガスをご利用いた
だけるよう、家庭用や工業用などへの営業活動、ガス導管の維持管理や漏洩対応などの保安活動のほ
か、リフォーム事業での提案営業や水回りメンテナンス事業での漏水・修理業務など、様々な仕事を行っ
ています。また、イベントの企画や料理教室の運営など、ガス事業を通じて地域に密着した企画業務も
行っております。
※月1回～2回　宿直あり
暮らしを支えるインフラである当社は、ガスを供給するとともに、導管事業者として、万が一に備えてガス
の漏洩対応を行うため、24時間365日、宿直体制を組みながら地域の方の暮らしを支えています。

勤務地 名張市内（本社・製造所）

加入保険等 　☑雇用　　☑労災　　☑健康　　☑厚生年金　　☑その他（企業型確定拠出年金制度あり）

職場の特長 【福利厚生】
■各種社会保険完備　■退職金制度（確定拠出年金制度あり）
■産前産後・育児休暇制度（お子様が3歳になるまで取得可能）
　※時間短縮制度利用者実績あり（お子様が3歳になるまで可能）
■財形貯蓄制度　■リロクラブ（福利厚生代行サービス）、ラフォーレ倶楽部など
【教育研修制度】
■階層別教育（新入社員教育、若手社員教育、中堅社員教育、管理職者教育）
■全社員教育（ガス漏洩対応教育、コンプライアンス教育、情報セキュリティ教育等）
■資格取得支援（取得費用支援、勉強会開催等）

会社の特長 ■名張近鉄ガスとは
　近鉄沿線の住宅開発とともに大阪のベッドタウンとして発展してきた名張市で、1961年に創立し、平成
14年よりDaigasグループの一員となりました。
　ライフラインである都市ガスや簡易ガス・プロパンガスの供給・ガス機器販売を中心に地元密着型の総
合エネルギー企業として、快適な暮らし・地域の産業を支えており、近年では、新規事業となる太陽光発
電事業のほか、水回りメンテンナンス事業やリフォーム事業など、暮らしのサポート事業を展開していま
す。また、エネルギービジネスに関わる企業としての責任を真摯に受けとめ、環境に配慮し、地域への貢
献を果たすべく、今後も様々な活動に取組んで参ります。

■求める人物像
・自ら考え、なんでも積極的に行動できる人
　幅広く事業を展開しているため、自ら考え、いろんなことにチャレンジし、積極的に行動できることで、若
い社員であっても、やりがい・責任ある仕事を任されることが多く、重要なポストに就くこともあります。
・お客様や周囲の方を大切にできる人
　自分だけの力ではなく、チームや社員、出入りする業者の方々や取引のある企業の方々と連携して一
つ一つの仕事が成り立っています。お客様はもとより、周囲に感謝の気持ちを持って接することも大切だ
と思っています。
・最後まで責任を持って仕事を成し遂げる人
　いろんな壁や課題にぶつかった時に、これまでの経験を生かして、良いアイデアは何かないか、どうす
れば打開できるかと考えながら、最後までやり抜く力を求めています。
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フリガナ ボウエイショウ　ジエイタイ　ミエチホウキョウリョクホンブ　イガチイキジムショ

事業所名 防衛省　自衛隊　三重地方協力本部　伊賀地域事務所

業種分類 その他（公務・郵便・マスコミ・インフラ・農林・畜産・廃棄物処理など）

事業内容 自衛官（特別職国家公務員）

従業員数 約２４万７千名　（男性　約２３万名・女性　約１万７千名）

事業所所在地 伊賀市緑ヶ丘本町１５０７－３　伊賀上野地方合同庁舎２Ｆ

TEL ０５９５－２１－６７２０

採用担当者名 田中　眞一郎

ホームページ https://www.mod.go.jp/pco/mie/index.html

対象者 　☑大学　　☑短大　　☑専門　　☑既卒　　☑中途　　□その他

※【大学】：卒業予定の大学生　【短大】：卒業予定の短大生　【専門】：卒業予定の専門学校生
　【既卒】：大学・短大・専門学校・高専・高校既卒者(卒業３年以内)
　【中途】：中途採用（応募条件等特記事項ある場合は、別途記載あり）　【その他】：その他

採用職種 自衛官（特別職国家公務員）

仕事の内容

■国の防衛
   隊員は日本の平和と独立を守る為に、日頃の訓練を通じて与えられた任務を
遂行します。
■災害派遣
   各種災害に対し、どの地域においても災害派遣できる態勢を保持しています。
■海外派遣
   日本だけでなく海外において後方・復興支援をする機会も増えています。

勤務地 全国各地の駐屯地、基地等

加入保険等 　□雇用　　☑労災　　☑健康　　☑厚生年金　　□その他（　　　　　　　　　　）

職場の特長 自衛隊には隊員が任務に誇りを持ち、安心して勤務できるよう、様々な福利厚生や各種
手当を完備しています。
■衣食住を含む手厚いサポート
■年間休日１２０日以上 （週休２日制、年次休暇（２４日／年）、年末年始、夏季特別休
暇、育児休業など）
■定年及び任期満了時の就職支援を実施
■福利厚生充実
■多彩な資格の取得機会有り

会社の特長 ■陸上・海上・航空それぞれに多様な職種・職域があり、自分の適性に合った職
になれます。
■入隊に際し、特別な資格・能力等は必要ありません。入隊後の教育訓練を通
じ自衛官として求められる知識・技能を修得することができます。
■全国各地の勤務地で活躍することができます。

自衛隊と聞けば、体力勝負の男社会とのイメージを持たれがちですが、決してそ
うではありません。
多くの女性隊員も活躍しており、デスクワークが中心となる職種もあります。
現職の自衛官が懇切丁寧に説明いたします。
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