
会社概要
創 業

資本金

代表者 

従業員数

売上高

住所

電話番号

FAX

支店

事業内容

総合建設業

対象：大・院・短･専

昭和24年1月1日

3,000万円

代表取締役 松谷 光二 

46 名【内女性:土木部2 名、第1工事部 3名、総務部 5名】

平成 30 年度 1,503,202 千円
平成 29 年度 1,504,694 千円

〒090-0831　北海道北見市西富町 1 丁目 8 番 1 号

0157-23-4025

0157-23-4040

札幌支店

土木建設業、とび・土工工事業、管工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、解体工事業、造園工事業

仕事内容
〇元請負者として各種の土木・設備工事を一式で発注者から直接請負い、工事全体のとりまとめをします。 
〇専門工事業者を統括して工程・品質・原価・安全などの管理をします。 
〇設計図書に基づいて資材を調達し、下請けの専門工事業に外注して工事を進めていきます。

女性採用に関する取り組み方

施工実績

3・3・3 号中央大通改築工事

(仮称)北見カーリングホール新築工事(機械設備) とん田東町地区外配水管布設替工事(その2)

佐呂間別川広域河川改修工事(補正)(繰越)外

女性技術者を増やし女性の活躍できる雇用環境の整備を行うため、学生に向けたパンフレットの作成、
学生を対象にした現場見学会を実施しました。その結果、今年度は 4 人の女性が技術者として入社しました。
新人ドボジョ(土木系女子)として伝書鳩に掲載されました!その記事がこちらです!

募集要項
土木・設備の施工管理技術職
土木部:土木工事、水道施設工事、造園工事
第1工事部:管工事 
大学卒 210,000円~
昇給年 1 回(7 月)1,000 円~15,000 円/月 
賞与年 3 回(7 月・10 月・12 月)
8:30~17:30
週休二日制・夏期休暇・年末年始休暇105 日(会社カレンダーによる)
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金共済・定期健康診断

三和工業HPです!
ぜひご覧ください!

募集職種
業務内容

初任給
昇給・賞与

勤務時間
休日・休暇
福利厚生

当社では女性採用にも
力を入れています!!

●土木部

●第1工事部

北海道働き方改革推進企業認定証 北海道あったかファミリー応援企業登録証 北海道なでしこ応援企業認定証
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■所 在 地
■代 表 者
■設　　立
■売 上 高

北見市北1条東5丁目1K’sビル1階
代表取締役　西村　清一
1988年12月
464,511千円

■資 本 金
■従業員数
■平均年齢
■本社

1,000万円
35人
32才
同上

●北見の地域に根ざした、社会に貢献できる事業を展開して32年。
●自治体や民間企業のソフトウエア開発と運用が主たる業務。
●「人財(人)」育成を第一に、社内勉強会、社内セミナーを実施。

私たちの会社は、ソフトウエアの開発を目的に、1988年に設立して32年になります。北見では古参のソフトウエア
開発会社です。当社の特徴は、ソフトウエアの開発を中心に、 OA 機器、事務機器、オフィス家具の提案・販売・保守ま
で一環して手掛けており、短期間 にオフィスが1件作れるのが、同業他社と異なる大きな特徴です。
また、地元の自治体の業務を担当させていただいており、信頼も得ています。

会社紹介

●企業PR

●会社の特徴

私たちの仕事は、「営業」と「システムエンジニア(SE)」と「カスタマーサービス(CE)」が
一体となって、お客様の事業または業務を支援する、最適なソリューションの企画・提
案とコンサルティングを行っています。お客様の仕事の合理化や、売上のアップ、デー
タに基づく経営など、常にお客様の立場に立った、きめが細かく丁寧な仕事の仕方を
基本とし、お客様から「三和さんに任せて良かった」、「丁寧な仕事をしてくれました
ね」と、おほめの言葉をいただいていることが、何よりの喜びです。

●仕事の取り組み方

■募集職種

■仕事内容

■所在地

■勤務時間

■給与

■昇給・賞与
■諸手当
■休日・休暇

担当：総務部 久原
TEL：0157-26-3811／FAX：0157-26-3813
HP:http://www.kk-sanwa-ss.co.jp/

・情報処理技術者（システムエンジニア）
・営業販売（ＯＳ機器・事務機器・オフィス家具　等の営業販売）
・事務機メンテナンスサービス（コピー機・ＯＡ機器のメンテナンス）

・情報処理技術者 ／プログラマー・システム開発設計。
・営業販売 ／事務機、ＯＡ機器、オフィス家具等の販売。顧客先への定期的な営業活動/新規開拓営業。
・事務機メンテナンスサービス ／複合機・プリンタ・ＯＡ機器のメンテナンス。

北見市北1条東5丁目1K’sビル1階

午前9時00分～午後5時30分（残業あり）

月額175,000円～185,000円（スキルにより評価します）

・昇給/年1回（会社業績により変動）・賞与/年2回（会社業績により変動）
・裁量労働手当・家族手当・扶養手当・住宅手当・通勤手当
・週休２日(土・日)祝日・年末年始・夏季休暇・特別休暇・慶弔休暇・有給休暇

募集要項

連絡先

ソフトウエア開発、事務機器、オフィス家具を一環して手掛けている、
北見エリア唯一のトータルシステムサービス会社です。

■業種／情報・通信業　■職種／営業、SE、CE　■勤務地／北見市
■主な業務内容／ソフトウェア開発・保守、事務機器・OA機器販売

企業サポートはお任せください
常にお客様の立場になって、

最高のサービスを提供します

まずはご連絡ください

お問い合わせ：
TEL 0157-26-3811（求人担当：久原）
住所 〒090-0021　北見市北1条東5丁目1番地 K’sビル1F
TEL http://www.kk-sanwa-ss.co.jp
TEL soumu@kk-sanwa-ss.co.jp 

三和システムサービスは、
品質の高いシステム・ご満足いただけるOA機器をご提供します。

システム
OA機器
提案・販売

複合機
プリンタ
システム

ネットワーク
保守

システム
ネットワーク
開発・構築

㍿三和システムサービス

対象：大・院・短・専
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仕事内容

株式会社道東アークス

地域のライフラインとして、
価値ある商品・サービスを低価格で提供し、
豊かな暮らしに貢献します。

道東アークスは、オホーツク管内でスーパーマーケットチェーンを展開しています。
当日調理した商品を当日中に召し上がって頂きたく、少量生産のデメリットを手作り感のメリットに換えて
美味しさを追求し、オホーツク管内の地域のお客様に期待を超えた価格とサービスを提供してまいります。
　また、笑顔が絶えないフレンドリーな職場作りを目指して、今まで以上に感謝を忘れず、お客様に満足し
ていただける地域に密着したスーパーマーケットとし、安全安心な商品・サービスを提供して行ける様、従
業員一丸となってまい進してまいります。

勤務と待遇

採用職種 総合販売職
勤務地 北見市、網走市、美幌町、斜里町
初任給 大卒／193,000円

短大・専門卒／167,000円
昇給 年1回（4月）
賞与 年2回（6月・11月）
休日 年間105日（シフト制　月平均8～9日）
福利厚生 社会保険完備、退職金、慶弔休暇、社員買物、永年勤続、資格取得補助、

映画補助、宿泊補助、地域限定社員制度、国内流通視察、海外流通視察 等

　店舗での販売業務（青果、食肉、水産、惣菜、日配、グローサリーなどの各部門）にて、売場管理、
商品管理、在庫管理、接客対応等の販売の基本を経験することから始まります。
　 販売の基本をしっかり勉強し、お客様にとって心地のよい買い物の場を効率よくつくれるような実
力を早期に身に付けて頂きます。
　 その後、能力・適性等に応じて店長やマネジャー・バイヤー等のスペシャリストやゼネラルマネジ
メントスタッフの道にチャレンジして頂きます。
人と接する事が好きで、地域貢献に従事したいと考えている方を求めています。

会社概要

会社名 株式会社道東アークス
本社所在地 〒090-0056　北海道北見市卸町3丁目3番地3

TEL 0157-36-5121  FAX 0157-36-5125
　　設立 1959年12月
　　代表者 篠原　肇
　　事業内容 食品スーパーマーケット
　　資本金 4億5千万円
　　売上高 201億円
　　経常利益　　4億円
　　従業員 738名
　　店舗数 14店舗（北見市、網走市、美幌町、斜里町）

対象：大・院・短・専
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会社名 株式会社道東アークス
本社所在地 〒090-0056　北海道北見市卸町3丁目3番地3

 TEL 0157-36-5121  FAX 0157-36-5125
　　設立 1959年12月
　　代表者 篠原　肇
　　事業内容 食品スーパーマーケット
　　資本金 4億5千万円
　　売上高 201億円
　　経常利益　　4億円
　　従業員 738名
　　店舗数 14店舗（北見市、網走市、美幌町、斜里町）

対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中

27



採用情報

中神土木の仕事とは

対象：大・院

オホーツク管内を中心に、全道各地の公共事業を受注し、下記の幅広い分野で測量・調査・設計業務を行っています。

会社見学、1日体験等、お気軽にどうぞ。

ビッググラス(北見市)

若佐地区浄水場(佐呂間町)

社内見学 ドローン体験 点検車体験 測量体験

JR北見駅駅前広場(北見市) 昭栄ポンプ場(北見市) 夕陽ヶ丘通モニュメント(北見市)

温泉ゆめ広場(北見市) 橋梁点検業務(オホーツク管内)

夕陽ヶ丘通(北見市) 災害復旧(厚真町)

野付牛大橋(北見市) 広郷浄水場(北見市)

〒090-0065 北見市寿町3丁目5番4号
TEL : (0157)25-2021 
FAX : (0157)61-0552 
HP : http://www.nakagami-cc.co.jp/

受注実績

会社訪問受付中！

農地整備や
農業施設整備等の
農業基盤整備

公園・団地造成等の
都市整備

上下水道、道路、
橋梁等のインフラ整備
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採用情報

中神土木の仕事とは

対象：大・院
令和2年3月卒：継続中

オホーツク管内を中心に、全道各地の公共事業を受注し、下記の幅広い分野で測量・調査・設計業務を行っています。 

会社見学、1日体験等、お気軽にどうぞ。

ビッググラス(北見市)

若佐地区浄水場(佐呂間町)

社内見学 ドローン体験 点検車体験 測量体験

JR北見駅駅前広場(北見市) 昭栄ポンプ場(北見市) 夕陽ヶ丘通モニュメント(北見市)

温泉ゆめ広場(北見市) 橋梁点検業務(オホーツク管内)

夕陽ヶ丘通(北見市) 災害復旧(厚真町)

野付牛大橋(北見市) 広郷浄水場(北見市)

〒090-0065 北見市寿町3丁目5番4号
TEL : (0157)25-2021 
FAX : (0157)61-0552 
HP : http://www.nakagami-cc.co.jp/

受注実績

会社訪問受付中！

農地整備や
農業施設整備等の
農業基盤整備

公園・団地造成等の
都市整備

上下水道、道路、
橋梁等のインフラ整備
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北見市小泉222 TEL 0157-24-6662   www.nakazawa-kikaiten.com

■ 創業70年の農業機械販売会社 ■ 機械の輸入販売とアフターサービス
■ 年商10億（2019年度実績） ■ 社員17名（メカニック10名、営業3名、事務職4名） 
■ 北見工大出身者が2名います (部品管理担当と経理担当)

北海道の大規模農業と、それを支える大型輸入農業機械に深くかかわる会社です。

求める人物像と業務内容（メカニック1名、パーツ管理等の事務職1名）

● ヨーロッパの農業機械メーカーから直輸入販売しています。
● 販売した機械は全て自社でアフターしています。

対象：大・院・短・専

基本給

就業場所

雇用形態

休日

福利厚生

賞与

勤務時間

試用期間

08:30～18:00 (休憩含む)

厚生/雇用 /健康 /退職金共済

大卒 ￥200,000～

北見市

正社員

週休二日制、シフト制

年2回

ヨーロッパの20企業以上から直輸入

6ヶ月

◇ 日本の食を支える農業と農業機械に携わってみたい人
◇ パーツ管理等の裏方業務にかかわりたい人
◇ メカが好きな人　（今のトラクターはかなりハイテクです）
◇ 海外技術研修にチャレンジしてみたい人　（ヨーロッパ中心）
◇ ITスキル、電子スキルを活かしたい人　（PC診断機、電子回路図等）

2018年落成の新社屋前にて
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北見市小泉222 TEL 0157-24-6662   www.nakazawa-kikaiten.com

■ 創業70年の農業機械販売会社     ■ 機械の輸入販売とアフターサービス
■ 年商10億（2019年度実績） ■ 社員17名（メカニック10名、営業3名、事務職4名）
■ 北見工大出身者が2名います (部品管理担当と経理担当)

北海道の大規模農業と、それを支える大型輸入農業機械に深くかかわる会社です。

求める人物像と業務内容 （メカニック1名、パーツ管理等の事務職1名）

● ヨーロッパの農業機械メーカーから直輸入販売しています。
● 販売した機械は全て自社でアフターしています。

対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中

基本給

就業場所

雇用形態

休日

福利厚生

賞与

勤務時間

試用期間

08:30～18:00 (休憩含む)

厚生/雇用 /健康 /退職金共済

大卒 ￥200,000～

北見市

正社員

週休二日制、シフト制

年2回 

ヨーロッパの20企業以上から直輸入

6ヶ月

◇ 日本の食を支える農業と農業機械に携わってみたい人
◇ パーツ管理等の裏方業務にかかわりたい人
◇ メカが好きな人　（今のトラクターはかなりハイテクです）
◇ 海外技術研修にチャレンジしてみたい人　（ヨーロッパ中心）
◇ ITスキル、電子スキルを活かしたい人　（PC診断機、電子回路図等）

2018年落成の新社屋前にて
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北見市東三輪3丁目22番地
TEL.０１５７－24－0010
http://netz-kitami.jp 

代 表 者
設　　　立
資 本 金
売 上 高
常勤従業員
主な社歴

河合　昭德 、栗山　太郎
昭和44年2月
3,000万円
33億円
104名
●昭和44年4月
●昭和55年7月
●昭和63年9月
●平成　3年2月
●平成　6年5月
●平成10年8月
●平成13年4月
●平成21年10月
●平成28年10月

営業開始
本社社屋新築
網走店新築
紋別店新築
美幌店新築
トヨタオートからネッツトヨタへVI変更
マイカーセンター移転
ネッツトヨタオホーツクと合併
遠軽店新築

お 問 い 合 わ せ

■店　　舗

■平均年令
■勤務時間
■休日休暇
■福利厚生
■教育研修

北見・北見マイカーセンター・網走・紋別・美幌・遠軽 
［網走支庁管内６ヶ所・販売店舗６ヶ所／サービス店舗５ヶ所］
全社平均45.3歳（男性平均45.8歳/女性平均35.5歳）
9：00～17：30（1時間休憩有り）
年間１０５日（火曜、祝祭日、Ｇ・Ｗ、夏期、年末年始、選択休月1日、誕生日）
各種社会保険制度・退職金制度・マイカー購入優遇制度・財形貯蓄
新入社員教育、１－３年次教育、ステップアッププログラム教育、
専任トレーナーによる３段階ステップアップ教育、業務ステップ教育、各種研修

概要

●特色

クルマが好きでサービススタッフの仕事を選んだ
現在、クルマを扱える毎日がとても楽しく充実してい
ます。 お客様と接する機会もあり、「ありがとう」と言
われた時は、とてもうれしく、この仕事を選んで良
かったと思える時間でもあります。まだまだわからな
い事も多く、先輩から日々学んでいます。クルマの好
きな人、一緒にガンバリませんか。

十勝サーキットで開催されるヴィッツ
レースに企業として参戦しています。
（3～4レース/年）

毎年ドライバー選考会に、多くのエン
ジニアが参加して、最速ラップを出し
たドライバーとして参加しています。

　私は営業部保険課に一般事務員として入社し、日々
楽しく働いています。入社当時はわからない事だらけ
で不安でしたが、先輩方が優しくサポートしてくれる
ため今ではその不安も無くなりました。今でもわから
ない事が多いですが、一人で難しい作業をこなした時
の達成感は忘れる事ができません。
保険募集人資格を取得して、現在も勉強中ですが　自
分のスキルを上げる為に、日々頑張っています。

道東の拠点都市北見市を中心にトヨタ自動車のディーラーとして堅実な発展を続け、クルマの販売を通じて
地域社会に貢献し、社員とその家族の幸福を築いていくことを企業の目標とする会社です。

●企業アピール
ネッツトヨタ北見では、様々な自動車を使ったイベントを開催しています。イベントの中でエンジニアが参加できる
イベントも有ります。JAF準加盟クラブチーム「ネッツトヨタ北見」が有り、モータースポーツへ積極的に参加をしています。
他にも様々なスポーツ支援や応援、地域に貢献できるような活動を行ってます。

豊富な取扱車種体系
スープラ・カムリ・プリウス・プリウスα・プリウスＰＨＶ・アクア・シエンタ・ヤリス・スペイド・タンク・
Ｃ-ＨＲ・ＲＡＩＺＥ・ヴェルファイア・ヴォクシー・８６・レジアスエース・ライトエース

コンピュータ導入による効率的な営業体制の確立。

「企業の繁栄はすなわち社員の幸福」という明るい雰囲気の中で全社員元気一杯張り切っています。

1

2

3

4

美幌店 サービスエンジニア   草場　雄介
平成30年３月　北見高等技術専門学院卒 

 営業部 保険課   清信　菜摘
 平成31年３月 北見緑陵高等学校卒

■本社　管理部
■担当／市橋　信行・林　貴弘

TEL (0157)24-0010
FAX (0157)61-8802
E-mail n-ichihashi@netz-kitami.jp
http://netz-kitami.jp

イベント

ヴィッツレース

内　容 写　真

ドライブフェスタ

デンソー網走テストセンター全コース
を使い、様々な体験走行ができる様な
イベントを開催しています。

試乗車を使用して高速周回路を、ハイ
スピードで走行したり、レーシングド
ライバーが運転する車両に同乗走行す
る事が出来ます。

スキー場の駐車場を使用して、テクニ
カルなコースを設定しタイムを競うジ
ムカーナレースを開催しています。

エンジニアも愛車で参戦しています。

ジムカーナレース

2018年平昌オリンピック日本代表、女
子カーリングチーム「ロコ・ソラーレ」
所属の吉田 智那美選手も当社に勤務し
ています。世界で活躍するトップアス
リートを身近に感じ、全社員一丸とな
り応援しています。

カーリング

● ●

●

北網
ダイハツ様

至旭川

西
４
号
線

西
５
号
線

北見信金
三輪支店様

北海道北見バス　三輪・小泉線
大通より10分、陸運支局入口下車、徒歩1分

JR
北見
駅

JR石北本線 至網
走

トヨタカローラ
北見様

対象：大・短・専
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北見市東三輪3丁目22番地
TEL.０１５７－24－0010
http://netz-kitami.jp 

代 表 者
設　　　立
資 本 金
売 上 高
常勤従業員
主な社歴

河合　昭德 、栗山　太郎
昭和44年2月
3,000万円
33億円
104名
●昭和44年4月
●昭和55年7月
●昭和63年9月
●平成 3年2月
●平成 6年5月
●平成10年8月
●平成13年4月
●平成21年10月
●平成28年10月

営業開始
本社社屋新築
網走店新築
紋別店新築
美幌店新築
トヨタオートからネッツトヨタへVI変更
マイカーセンター移転
ネッツトヨタオホーツクと合併
遠軽店新築

お問 い合 わせ

■店　　舗

■平均年令
■勤務時間
■休日休暇
■福利厚生
■教育研修

北見・北見マイカーセンター・網走・紋別・美幌・遠軽 
［網走支庁管内６ヶ所・販売店舗６ヶ所／サービス店舗５ヶ所］
全社平均45.3歳（男性平均45.8歳/女性平均35.5歳）
9：00～17：30（1時間休憩有り）
年間１０５日（火曜、祝祭日、Ｇ・Ｗ、夏期、年末年始、選択休月1日、誕生日）
各種社会保険制度・退職金制度・マイカー購入優遇制度・財形貯蓄
新入社員教育、１－３年次教育、ステップアッププログラム教育、
専任トレーナーによる３段階ステップアップ教育、業務ステップ教育、各種研修

概要

●特色

　クルマが好きでサービススタッフの仕事を選んだ
現在、クルマを扱える毎日がとても楽しく充実してい
ます。 お客様と接する機会もあり、「ありがとう」と言
われた時は、とてもうれしく、この仕事を選んで良
かったと思える時間でもあります。まだまだわからな
い事も多く、先輩から日々学んでいます。クルマの好
きな人、一緒にガンバリませんか。

十勝サーキットで開催されるヴィッツ
レースに企業として参戦しています。
（3～4レース/年）

毎年ドライバー選考会に、多くのエン
ジニアが参加して、最速ラップを出し
たドライバーとして参加しています。

　私は営業部保険課に一般事務員として入社し、日々
楽しく働いています。入社当時はわからない事だらけ
で不安でしたが、先輩方が優しくサポートしてくれる
ため今ではその不安も無くなりました。今でもわから
ない事が多いですが、一人で難しい作業をこなした時
の達成感は忘れる事ができません。
保険募集人資格を取得して、現在も勉強中ですが　自
分のスキルを上げる為に、日々頑張っています。

道東の拠点都市北見市を中心にトヨタ自動車のディーラーとして堅実な発展を続け、クルマの販売を通じて
地域社会に貢献し、社員とその家族の幸福を築いていくことを企業の目標とする会社です。

●企業アピール
ネッツトヨタ北見では、様々な自動車を使ったイベントを開催しています。イベントの中でエンジニアが参加できる
イベントも有ります。JAF準加盟クラブチーム「ネッツトヨタ北見」が有り、モータースポーツへ積極的に参加をしています。
他にも様々なスポーツ支援や応援、地域に貢献できるような活動を行ってます。

豊富な取扱車種体系
スープラ・カムリ・プリウス・プリウスα・プリウスＰＨＶ・アクア・シエンタ・ヤリス・スペイド・タンク・
Ｃ-ＨＲ・ＲＡＩＺＥ・ヴェルファイア・ヴォクシー・８６・レジアスエース・ライトエース

コンピュータ導入による効率的な営業体制の確立。

「企業の繁栄はすなわち社員の幸福」という明るい雰囲気の中で全社員元気一杯張り切っています。

1

2

3

4

美幌店サービスエンジニア 草場　雄介
平成30年３月　北見高等技術専門学院卒

営業部 保険課 清信　菜摘
平成31年３月 北見緑陵高等学校卒

■本社　管理部
■担当／市橋　信行・林　貴弘

TEL (0157)24-0010
FAX (0157)61-8802
E-mail n-ichihashi@netz-kitami.jp
http://netz-kitami.jp

イベント

ヴィッツレース

内　容 写　真

ドライブフェスタ

デンソー網走テストセンター全コース
を使い、様々な体験走行ができる様な
イベントを開催しています。

試乗車を使用して高速周回路を、ハイ
スピードで走行したり、レーシングド
ライバーが運転する車両に同乗走行す
る事が出来ます。

スキー場の駐車場を使用して、テクニ
カルなコースを設定しタイムを競うジ
ムカーナレースを開催しています。

エンジニアも愛車で参戦しています。

ジムカーナレース

2018年平昌オリンピック日本代表、女
子カーリングチーム「ロコ・ソラーレ」
所属の吉田 智那美選手も当社に勤務し
ています。世界で活躍するトップアス
リートを身近に感じ、全社員一丸とな
り応援しています。

カーリング

● ●

●

北網
ダイハツ様

至旭川

西
４
号
線

西
５
号
線

北見信金
三輪支店様

北海道北見バス　三輪・小泉線
大通より10分、陸運支局入口下車、徒歩1分

JR
北見
駅

JR石北本線 至網
走

トヨタカローラ
北見様

対象：大・短・専
令和2年3月卒：継続中
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対象：大・院・短･専

建設業の発展を通して地域社会に貢献し

社員とその家族の幸福を実現する
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対象：大・院・短･専
令和2年3月卒：継続中

建設業の発展を通して地域社会に貢献し

社員とその家族の幸福を実現する
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経営理念

経営ビジョン

企業情報

事業・サービス紹介

沿革

対象：大・院・短・専

損害保険を1社、生命保険を3社取扱う総合保険代理店として北見市・美幌町を
中心に営業活動をしております。損害保険の仕事は自動車保険・火災保険等を
提案販売し、事故があれば速やかに保険金が支払える様にお客様をサポートし
ていくことです。生命保険の仕事は万が一に備え家族を守るための死亡保障・医
療保障を共に考え提案して契約して頂き生活スタイルが変化する都度補償を見
直していく仕事です。お客様の沢山のありがとうの言葉を糧に働いています。

新たな取組み
ベストミントは社員が心身とも健康で働けるように健康企業宣言を行い取組んでいます。
省エネに取組み地球温暖化に配慮しています。
給与制度を見直し年齢に関係なく役割と目標達成度合いに応じた給与制度に変更を進めています。

キャリアプラン

私たちの使命
採用担当者から

入社して6か月間は保険に関する資格の取得と社会人
としてのマナーを学びながら、先輩社員について仕事
の概要を覚えてもらいます。（営業、オフィス共）
2年目までは主に既存のお客様の担当として保険の手
続き、損害対応を担ってもらいます。
3年目以降になると市場開拓や商品を販売していく役
割や専門性の高い商品の販売に取組んでもらいます。
5年目で自部署を取りまとめる役割につく人もいます。

近年、日本は毎年のように地震や自然災害が発生しています。被害の様
子や復旧の様子だけが報道されていますが実際は仕事ができない状
況、家の修理に多額の費用が掛かる等という災害地の現実があります。
そんな中で私たちの仲間（保険代理店）は契約者一人一人と向い合い
早い生活再建を目指して保険金支払いの支援をしているのです。
私たちは保険という商品を通じてお客様に向き合い何が起こっても幸
せを守れるように提案からサポートと活動することを仕事としていま
す。災害、事故、病気と普段の生活の中でも不安は多いものです。事前
の備えとして不安を安心にする為に私たちはお客様の声に耳を傾け万
が一の際の補償を提供しております。そんな人の幸せのために働きた
いという志がある方は弊社へいらしてください。
私たち自身の笑顔、お客様の笑顔が永続的に続くことが世の中への貢
献だと信じて私たちは活動しています。

保険の仕事は医者や弁護士と同様な専門
職だと欧米では言われています。特に保
険事務の仕事では結婚、出産、子育て、家
族の転勤をしながらでも保険の仕事に携
わっています。専門的であるからこそ、ＡＩ
の時代であろうとも必要とされる人材だ
と確信します。
人の役に立ちたい、周りの人を幸せにした
いという人生の目的を描いてベストミント
を訪れてください。

保険代理店という仕事
保険は自動車や家、洋服等とは違い形がなく手に
入れたときの満足もなく、必要だと感じることがな
い商品です。しかし、自動車事故、地震、台風、入
院、死亡と様々な思いがけない災害の際には、賠
償・生活再建と縁の下で支える役割を持っていま
す。私たちはそんな保険の必要性を理解してもら
い、不安のない社会生活が送れるように近くにい
て、いつでも相談相手とて存在しています

福利厚生・各種保険等
健康保険、厚生年金保険
雇用保険、労災保険
労災上乗保険、
中小企業退職金制度
社内レクリエーション（年2回）
各種休暇制度

オホーツクを愛し、保険を通して地域の人々の
安心安全をサポートします。

すべての人から ｢おかげさまで…ありがとう｣と言われるために活動する

私達は、事業発展と共に社会に感謝し、地域に還元できる会社を目指します
私達は、お客様の立場に立ち、保険人( ほけんびと) のプロとしてより安全安心な商品を提供します
私達は、社員の生活を守り安心して働ける職場を目指します

●会社名・商号
●代表者
●創立
●資本金
●従業員
●所在地

平成16年8月

●取扱い保険会社

●ホームページ

株式会社　ベストミント
代表取締役社長　近藤千鶴 　　代表取締役会長　小形　明
平成16年8月
400万円
正社員13名　パート2名　営業担当4名

現会長・社長を含め4名の個人代理店が永続的に成長していく保険代理店を願い
有限会社ミント総合保険企画を設立

平成20年3月 東京海上日動中核代理店認定を受ける

平成23年4月 ㈱ベスト保険サービスと合併し
株式会社ベストミントとする

平成24年4月 東京海上日動TOPQUALITY
代理店認定を受ける

平成31年8月 日本創倫の代理店内部監査認定にて
Ａ評価を受ける

損害保険

本社 〒090-0810　北見市ひかり野1丁目1番1
電話：0157-24-8117　Fax：0157-61-8117

東京海上日動火災保険(株)

https://mint-fg.net

生命保険 東京海上日動あんしん生命保険(株)・オリックス生命保険株式会社・
ソニー生命保険株式会社

美幌店 〒092-0050　網走郡美幌町大通北4丁目2-10
電話：0152-73-3715　Fax：0152-72-3888

会社案内動画
（ＱＲコード）
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経営理念

経営ビジョン

企業情報

事業・サービス紹介

沿革

対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：終了

損害保険を1社、生命保険を3社取扱う総合保険代理店として北見市・美幌町を
中心に営業活動をしております。損害保険の仕事は自動車保険・火災保険等を
提案販売し、事故があれば速やかに保険金が支払える様にお客様をサポートし
ていくことです。生命保険の仕事は万が一に備え家族を守るための死亡保障・医
療保障を共に考え提案して契約して頂き生活スタイルが変化する都度補償を見
直していく仕事です。お客様の沢山のありがとうの言葉を糧に働いています。

新たな取組み
ベストミントは社員が心身とも健康で働けるように健康企業宣言を行い取組んでいます。
省エネに取組み地球温暖化に配慮しています。
給与制度を見直し年齢に関係なく役割と目標達成度合いに応じた給与制度に変更を進めています。

キャリアプラン

私たちの使命
採用担当者から

入社して6か月間は保険に関する資格の取得と社会人
としてのマナーを学びながら、先輩社員について仕事
の概要を覚えてもらいます。（営業、オフィス共）
2年目までは主に既存のお客様の担当として保険の手
続き、損害対応を担ってもらいます。
3年目以降になると市場開拓や商品を販売していく役
割や専門性の高い商品の販売に取組んでもらいます。
5年目で自部署を取りまとめる役割につく人もいます。

近年、日本は毎年のように地震や自然災害が発生しています。被害の様
子や復旧の様子だけが報道されていますが実際は仕事ができない状
況、家の修理に多額の費用が掛かる等という災害地の現実があります。
そんな中で私たちの仲間（保険代理店）は契約者一人一人と向い合い
早い生活再建を目指して保険金支払いの支援をしているのです。
私たちは保険という商品を通じてお客様に向き合い何が起こっても幸
せを守れるように提案からサポートと活動することを仕事としていま
す。災害、事故、病気と普段の生活の中でも不安は多いものです。事前
の備えとして不安を安心にする為に私たちはお客様の声に耳を傾け万
が一の際の補償を提供しております。そんな人の幸せのために働きた
いという志がある方は弊社へいらしてください。
私たち自身の笑顔、お客様の笑顔が永続的に続くことが世の中への貢
献だと信じて私たちは活動しています。

保険の仕事は医者や弁護士と同様な専門
職だと欧米では言われています。特に保
険事務の仕事では結婚、出産、子育て、家
族の転勤をしながらでも保険の仕事に携
わっています。専門的であるからこそ、ＡＩ
の時代であろうとも必要とされる人材だ
と確信します。
人の役に立ちたい、周りの人を幸せにした
いという人生の目的を描いてベストミント
を訪れてください。

保険代理店という仕事
保険は自動車や家、洋服等とは違い形がなく手に
入れたときの満足もなく、必要だと感じることがな
い商品です。しかし、自動車事故、地震、台風、入
院、死亡と様々な思いがけない災害の際には、賠
償・生活再建と縁の下で支える役割を持っていま
す。私たちはそんな保険の必要性を理解してもら
い、不安のない社会生活が送れるように近くにい
て、いつでも相談相手とて存在しています

福利厚生・各種保険等
健康保険、厚生年金保険
雇用保険、労災保険
労災上乗保険、
中小企業退職金制度
社内レクリエーション（年2回）
各種休暇制度

オホーツクを愛し、保険を通して地域の人々の
安心安全をサポートします。

すべての人から ｢おかげさまで…ありがとう｣と言われるために活動する

私達は、事業発展と共に社会に感謝し、地域に還元できる会社を目指します
私達は、お客様の立場に立ち、保険人( ほけんびと) のプロとしてより安全安心な商品を提供します
私達は、社員の生活を守り安心して働ける職場を目指します

●会社名・商号
●代表者
●創立
●資本金
●従業員
●所在地

平成16年8月

●取扱い保険会社

●ホームページ

株式会社　ベストミント
代表取締役社長　近藤千鶴 　　代表取締役会長　小形　明
平成16年8月
400万円
正社員13名　パート2名　営業担当4名

現会長・社長を含め4名の個人代理店が永続的に成長していく保険代理店を願い
有限会社ミント総合保険企画を設立

平成20年3月 東京海上日動中核代理店認定を受ける

平成23年4月 ㈱ベスト保険サービスと合併し
株式会社ベストミントとする

平成24年4月 東京海上日動TOPQUALITY
代理店認定を受ける

平成31年8月 日本創倫の代理店内部監査認定にて
Ａ評価を受ける

損害保険

本社 〒090-0810　北見市ひかり野1丁目1番1
電話：0157-24-8117　Fax：0157-61-8117

東京海上日動火災保険(株)

https://mint-fg.net

生命保険 東京海上日動あんしん生命保険(株)・オリックス生命保険株式会社・
ソニー生命保険株式会社

美幌店 〒092-0050　網走郡美幌町大通北4丁目2-10
電話：0152-73-3715　Fax：0152-72-3888

会社案内動画
（ＱＲコード）
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採用情報

会社概要

対象：大・院・短・専

〒090-0030 北海道北見市北10条東4丁目1番地 
TEL:0157-24-8624 
FAX:0157-61-2097 

URL http://www.hokushindoken.co.jp 
E-mail:m.nobuyama@hokushindoken.co.jp

担当者:信山幹也(のぶやまみきや)

■代 表 者 代表取締役 鴨下辰哉
■創 立 1962年1月16日
■資 本 金 4,000万円
■社 員 数 ８０名
■事業内容 橋梁下部、上部工事（鋼上部工、PC上部工）、橋梁耐震補強

補修工事（下部上部工事）、躯体工事（ボックス、擁壁、処理施設他）
一般土木工事（道路、下水、護岸、地下化工事）

■得 意 先 網走開発建設部・オホーツク総合振興局・北見市・各市町村・JR北海道
各橋梁メーカー・大手ゼネコン・水処理施設メーカー

■募集学部 問わない
■募集人数 若干名
■職 種 現場管理業務
■初 任 給 230,000円～
■賞 与 年３回
■
■勤務時間 　8:00~17:00
休 日 土曜・日曜・祝日（週休２日制）年末年始休暇・GW休暇 
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採用情報

会社概要

対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中

〒090-0030 北海道北見市北10条東4丁目1番地 
TEL:0157-24-8624 
FAX:0157-61-2097 

URL http://www.hokushindoken.co.jp 
E-mail:m.nobuyama@hokushindoken.co.jp 

担当者:信山幹也(のぶやまみきや)

■代 表 者 代表取締役 鴨下辰哉
■創 立 1962年1月16日
■資 本 金 4,000万円
■社 員 数 ８０名
■事業内容 橋梁下部、上部工事（鋼上部工、PC上部工）、橋梁耐震補強

補修工事（下部上部工事）、躯体工事（ボックス、擁壁、処理施設他）
一般土木工事（道路、下水、護岸、地下化工事）

■得 意 先 網走開発建設部・オホーツク総合振興局・北見市・各市町村・JR北海道 
各橋梁メーカー・大手ゼネコン・水処理施設メーカー

■募集学部 問わない
■募集人数 若干名
■職 種 現場管理業務
■初 任 給 230,000円～
■賞 与 年３回
■
■勤務時間 　8:00~17:00
休 日 土曜・日曜・祝日（週休２日制）年末年始休暇・GW休暇 
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対象：大・院・短・専
事業の源泉は人だと思う
だから、人から事業を考えていきたい

あなたが、エンジニアになりたいか
ビジネスのジェネラリストになりたいか
プランナーになりたいか
デザイナー、クリエイターになりたいか
それに合わせて事業も変化させる

ただ一つ、あなたと大事にしたいのは
地方から東京や世界を渡り歩く
新しい勝ちパターンを一緒につくっていくこと

identity

RESISTANCE OF LOCAL

portfolio

Marketing consulting

Food business

Education

System creative

「地域のエンパワーメント」をテーマに、地域資源のブラン
ディング、マーケティングコンサルティングに取り組んで
います。2016 年には、プロデュースする食品商材が日本一
のタイトルを獲得する他、「オホーツクバレー」など、地域
の産業強化をマーケティングの観点から推進しています。

他人事ではなく、自分ごととしての地域食材発信、ネット
時代のリアルコミュニティ追求、をテーマに、飲食業も展
開しています。創業から 5年で、４店舗を展開しています。

無国籍料理とお酒 
TONAKAI

受験ゴールではない本当の教育、を実践するため、新しい
カテゴリの学習塾を展開しています。地域にいち早く探求
学習や AI による学習ツールを取り入れ、今実現できる最高
の教育環境づくりに挑戦しています。

未来を楽しむ学習塾

北見市北二条西 2丁目８　Tel 0157-57-6761

デジタル化する社会の中で、新たな媒体としてWEBサイト、
WEBシステムの開発を行っています。
北見工大生にも身近なあのサイトも作りました。

株式会社ロジカル

事業内容

インターン随時受付中
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対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：未定 事業の源泉は人だと思う

だから、人から事業を考えていきたい

あなたが、エンジニアになりたいか
ビジネスのジェネラリストになりたいか
プランナーになりたいか
デザイナー、クリエイターになりたいか
それに合わせて事業も変化させる

ただ一つ、あなたと大事にしたいのは
地方から東京や世界を渡り歩く
新しい勝ちパターンを一緒につくっていくこと

identity

RESISTANCE OF LOCAL

portfolio

Marketing consulting

Food business

Education

System creative

「地域のエンパワーメント」をテーマに、地域資源のブラン
ディング、マーケティングコンサルティングに取り組んで
います。2016 年には、プロデュースする食品商材が日本一
のタイトルを獲得する他、「オホーツクバレー」など、地域
の産業強化をマーケティングの観点から推進しています。

他人事ではなく、自分ごととしての地域食材発信、ネット
時代のリアルコミュニティ追求、をテーマに、飲食業も展
開しています。創業から 5年で、４店舗を展開しています。

無国籍料理とお酒 
TONAKAI

受験ゴールではない本当の教育、を実践するため、新しい
カテゴリの学習塾を展開しています。地域にいち早く探求
学習や AI による学習ツールを取り入れ、今実現できる最高
の教育環境づくりに挑戦しています。

未来を楽しむ学習塾

北見市北二条西 2丁目８　Tel 0157-57-6761

デジタル化する社会の中で、新たな媒体としてWEBサイト、
WEBシステムの開発を行っています。
北見工大生にも身近なあのサイトも作りました。

株式会社ロジカル

事業内容

インターン随時受付中
41



私たちは、この街をつくり、まもることを目指し、全社員一丸となって業務にあたっています。
自分の力を試し、伸ばしていけるのが「そうけん」の社風。
一緒にこの街をつくっていく仲間に加わってくれる皆さんをお待ちしています。

私たちは、最高の建設サービスを追求し、お客様に喜んでもらえることを喜びとします。

経営理念

この街をつくり、この街をまもる。

社会貢献活動

清掃活動・はなてんと・植樹活動・旗の波運動等へ参加しています。

その他にも地元の様々なイベントへ参加しています

蕎麦打ちボランティア・夏まつり・雪像制作・フットサル部・駅伝部など...

魅力ある街づくり、モノを創る喜び…私たちと一緒に働きませんか！

会社概要・募集要項など詳しい詳細はこちらから→　
〠093-0017 網走市南７条西４丁目６番地２　☎0152-45-3058 URL http://souken-net.com

対象：大・院・短・専
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私たちは、この街をつくり、まもることを目指し、全社員一丸となって業務にあたっています。
自分の力を試し、伸ばしていけるのが「そうけん」の社風。
一緒にこの街をつくっていく仲間に加わってくれる皆さんをお待ちしています。

私たちは、最高の建設サービスを追求し、お客様に喜んでもらえることを喜びとします。

経営理念

この街をつくり、この街をまもる。

社会貢献活動

清掃活動・はなてんと・植樹活動・旗の波運動等へ参加しています。

その他にも地元の様々なイベントへ参加しています

蕎麦打ちボランティア・夏まつり・雪像制作・フットサル部・駅伝部など...

魅力ある街づくり、モノを創る喜び…私たちと一緒に働きませんか！

会社概要・募集要項など詳しい詳細はこちらから→　
〠093-0017 網走市南７条西４丁目６番地２　☎0152-45-3058　URL http://souken-net.com

対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中
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