
対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中

【建築技術者】

【営業員】

※飛び込みやノルマはありません

※不問

193,000+ 各手当

設立
資本金
売上高
従業員数

昭和58年7月
1,000万円
65億円（2019年5月期）
1,350名（社員180名、パート・アルバイト1,170名）社員平均年齢34歳

事業内容
回転寿しトリトン

キタイチホールディングス(株)・キタイチフードサービス(株) ・
ノース・ベスト・ファーム(有) ・ケーワンフーズ(株)

企業概要

仕事内容

北見工大採用実績

募集学科
応募方法

給与
諸手当
勤務時間
休日

本　　社　北見市常盤町4丁目1-12
札幌本部　札幌市東区伏古9条3丁目2-20
URL: https://kita1.co.jp

  北海道で人気の回転寿し トリトンをはじめ、こだわりとんかつ かつ徳、遊食厨房 いっこん家、べんとう家 ごはんごは
ん、などの飲食店を北海道内に２０店舗以上を展開しており、東京都内には、東京スカイツリータウン・ソラマチ、池袋東
武百貨店に回転寿しトリトンを出店しております。私達は食を通し、お客様に喜んでいただき「来てよかった」と感動に
つながる仕事を使命と考えています。お客様はもとより全従業員が幸せになる為のお店。お取引先様が豊かになれるお
店。地域の人達に必要とされ続けるお店を目指しています。スタッフの想像力とお客様の喜びが基本です。そんな感動を
分かち合う企業です。飲食に興味がある、人と接する仕事がしたいなど、やる気のある方を求めています。店長経験後は
ＳＶ、バイヤー、店舗開発など会社を引っ張って行く職に就いて頂きます。

最初は厨房・ホール・握り業務など現場のお仕事から始めます。仕入や売上管理など店舗運営を学びながら店長へとキャリア
アップして頂きます。また、定期的な会議への参加、他店舗との情報交換や経営戦略、マーケティング、人材育成とオペレー
ションなど幅広くチャレンジして頂きます。人と接することが好き、元気な職場が好きな人材を求めています。

北一食品株式会社

[札幌エリア] 伏古店・厚別店・栄町店・平岸店・
　清田店・江別店・豊平店・円山店・
　北 8 条光星店

[北見エリア] 三輪店・夕陽ヶ丘店・遠軽店 
[旭川エリア] 旭神店
[東京エリア] 東京スカイツリータウン･

ソラマチ店・池袋東武店

こだわりとんかつ かつ徳 
［札幌エリア] 平岸店・豊平店・伏見店 　
［北見エリア] 北見店 

遊食厨房 いっこん家 
［北見エリア] 北見店 

べんとう家 ごはんごはん 
［札幌エリア] 八軒店・伏古店 　　
［北見エリア] 本店・公園町店

ごはん家 うお福
［札幌エリア] 伏古店

2013年４月入社 バイオ環境化学科 １名    回転寿しトリトン 豊平店 勤務
2014年４月入社 〃        １名    回転寿しトリトン 北８条光星店 勤務
2016年４月入社 〃        １名    こだわりとんかつ かつ徳 平岸店 勤務 

全学部、全学科
マイナビよりエントリー 又は、採用担当へご連絡ください。
採用フリーダイヤル 0120-08-9977　Mail saiyou@kita1.co.jp
営業管理職(総合職) 215,000円～、店舗業務職(一般職) 195,000円～ (2020年4月見込み)
役職手当・資格手当・家族手当・時間外手当・出向手当・首都圏手当・単身赴任手当・通勤手当
9：00～23：00 １日８時間のシフト制
4週7～8休
社会/雇用/労災保険・慶弔休暇・リフレッシュ休暇・資格取得補助・健康診断・社員旅行・永年勤続表彰・
表彰制度・海外研修など 

年1回 年2回
福利厚生など

関連会社

賞与昇給

対象：大・短・専
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設立
資本金
売上高
平均年齢
従業員
事業内容

昭和32年2月1日
4500万円
64億8,000万円（2019年3月実績）
40歳
160人
自動車販売及び自動車整備
自動車用品・部品の販売・損害保険代理業・通信事業 他

事業所 北見本社・興部店・紋別店・トヨタビークル中湧別・遠軽店・留辺蘂店・斜里店・網走店・美幌店・
マイカーセンター夕陽ケ丘

〒090-0833 北見市とん田東町616
ＴＥＬ　0157-24-6191
営業部/池田
ＵＲＬ：ｈｔｔｐs：//www.kitami-toyopet.co.jp
ikeda-michio@kitami-toyopet.co.jp

～北見を本拠に、オホーツク圏の交通を支える”カーライフ“をサポートする～

　北見を中心にオホーツク圏をエリアとして拠点を置くトヨタの販売会社です。
モットーは「感謝の気持ちをクルマに乗せて・・・」ということで、車を通して地域のお客様との
コミュニケーションを大切にしています。私たちが目指しているのは、「２１世紀のオホーツク圏
の発展に貢献してゆく会社」です。そんな会社を新しい仲間と目指したいと思います。

北見トヨペット株式会社はこんな会社です

総合職（転勤あり）・一般職
不問
大卒／180,000円（2020年4月）
短大・専門学校卒 ／ 164,500円（2020年4月）
通勤、家族、住宅、職責、資格、冬季、販売 他
年1回（5月）
年2回（6月・12月）平均4.6ヵ月（2019年実績）
北見本社　他
9：30～18：30
社会保険完備、退職年金、親睦会　他

採用職種
対象学科
初任給

諸手当
昇給
賞与
勤務地
勤務時間
福利厚生

採用情報

対象：大・短・専
令和2年3月卒：継続中

職種
事務職、技術職（土木、建築、電気、機械、化学、農林）、保健師、保育士、消防職 など
※令和3年度（令和3年4月1日）採用予定の職種及び人数は未定です。

自治体の仕事は、市民生活に関わる、
さまざまな分野の仕事があります。
あなたのスキルとセンスを、
まちづくりで発揮してみませんか？

給与・勤務の主な条件
大学卒182,200円（行政職給料表１級２５号俸）＋職務経験（前歴）で決定。
※定期昇給：毎年１月１日

勤務時間

週休日・休日

休暇制度

育児休業制度

1 日7時間45分（8:45～17:30、ただし12:00～13:00 は休憩時間）

週休日は土曜日・日曜日、休日は祝日と年末年始（12月29日～翌1月3日）

扶養手当

住居手当

通勤手当

期末・勤勉手当

扶養親族のある人に支給。（例：子ども10,000円）

借家に住んでいる人等に支給。（最高：27,000 円）

交通機関や自家用車を利用して通勤する人（2㎞以上）に支給。（最高：50,000 円）

年間で給料等の4.5か月分を支給。

（令和2年1月1日現在）

北見市北2条東1丁目11
北見市役所北2条仮庁舎
担当/総務部職員課　高田
ＴＥＬ　0157-25-1113
Mail : shokuin@city.kitami.lg.jp

北見市（北見市役所）

3歳まで取得可能。小学校就学前までの部分休業制度や短時間勤務制度もあり。
※その他の休業制度：自己啓発休業、配偶者同行休業

年20日の年次有給休暇、ほかに夏季休暇（3日間）や結婚休暇等の特別休暇あり。
産前産後休暇は、各8週間は有給での休暇制度あり。

■手当／次に掲げるもののほか、時間外勤務手当、寒冷地手当、退職手当など。

初任給

健康・福祉 教育・文化

行政・
まちづくり 安全・防災

観　光くらし

対象：大・院・短・専
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設立
資本金
売上高
平均年齢
従業員
事業内容

昭和32年2月1日
4500万円
64億8,000万円（2019年3月実績）
40歳
160人
自動車販売及び自動車整備
自動車用品・部品の販売・損害保険代理業・通信事業 他

事業所 北見本社・興部店・紋別店・トヨタビークル中湧別・遠軽店・留辺蘂店・斜里店・網走店・美幌店・
マイカーセンター夕陽ケ丘

〒090-0833 北見市とん田東町616
ＴＥＬ　0157-24-6191
営業部/池田
ＵＲＬ：ｈｔｔｐs：//www.kitami-toyopet.co.jp
ikeda-michio@kitami-toyopet.co.jp

～北見を本拠に、オホーツク圏の交通を支える”カーライフ“をサポートする～

　北見を中心にオホーツク圏をエリアとして拠点を置くトヨタの販売会社です。
モットーは「感謝の気持ちをクルマに乗せて・・・」ということで、車を通して地域のお客様との
コミュニケーションを大切にしています。私たちが目指しているのは、「２１世紀のオホーツク圏
の発展に貢献してゆく会社」です。そんな会社を新しい仲間と目指したいと思います。

北見トヨペット株式会社はこんな会社です

総合職（転勤あり）・一般職
不問
大卒／180,000円（2020年4月）
短大・専門学校卒 ／ 164,500円（2020年4月）
通勤、家族、住宅、職責、資格、冬季、販売 他
年1回（5月）
年2回（6月・12月）平均4.6ヵ月（2019年実績）
北見本社　他
9：30～18：30
社会保険完備、退職年金、親睦会　他

採用職種
対象学科
初任給

諸手当
昇給
賞与
勤務地
勤務時間
福利厚生

採用情報

対象：大・短・専

職種
事務職、技術職（土木、建築、電気、機械、化学、農林）、保健師、保育士、消防職 など
※令和3年度（令和3年4月1日）採用予定の職種及び人数は未定です。

自治体の仕事は、市民生活に関わる、
さまざまな分野の仕事があります。
あなたのスキルとセンスを、
まちづくりで発揮してみませんか？

給与・勤務の主な条件
大学卒182,200円（行政職給料表１級２５号俸）＋職務経験（前歴）で決定。
※定期昇給：毎年１月１日

勤務時間

週休日・休日

休暇制度

育児休業制度

1 日7時間45分（8:45～17:30、ただし12:00～13:00 は休憩時間）

週休日は土曜日・日曜日、休日は祝日と年末年始（12月29日～翌1月3日）

扶養手当

住居手当

通勤手当

期末・勤勉手当

扶養親族のある人に支給。（例：子ども10,000円）

借家に住んでいる人等に支給。（最高：27,000円）

交通機関や自家用車を利用して通勤する人（2㎞以上）に支給。（最高：50,000 円）

年間で給料等の4.5か月分を支給。

（令和2年1月1日現在）

北見市北2条東1丁目11
北見市役所北2条仮庁舎
担当/総務部職員課　高田
ＴＥＬ　0157-25-1113
Mail : shokuin@city.kitami.lg.jp

北見市（北見市役所）

3歳まで取得可能。小学校就学前までの部分休業制度や短時間勤務制度もあり。
※その他の休業制度：自己啓発休業、配偶者同行休業

年20日の年次有給休暇、ほかに夏季休暇（3日間）や結婚休暇等の特別休暇あり。
産前産後休暇は、各8週間は有給での休暇制度あり。

■手当／次に掲げるもののほか、時間外勤務手当、寒冷地手当、退職手当など。

初任給

健康・福祉 教育・文化

行政・
まちづくり 安全・防災

観 光くらし

対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：終了
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事業内容

代表者
会社設立

日産自動車㈱の全車種販売とアフターサービス
各種中古車の販売及び各車種の買取
自動車の修理、部品・カー用品の販売
損害保険業務代理店・生命保険募集代理店
ＪＡＦ加入・ＩＣカード加入・クレジット

職種 Ｃ/Ａ（カーライフアドバイザー…営業職）
Ｔ/Ｓ（テクニカルスタッフ…技術職）

営業区域
独身寮
福利厚生

オホーツク管内全域
北見市内、網走市内、紋別市内、斜里町内、遠軽町内 各1ヶ所 完備
厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険・社員価格販売制度・慶弔見舞金制度・退職金制度

昇給
賞与

年１回　（時期７月）
年２回　（2019年実績3.9ヶ月）労使交渉で決定
支給月　７月・12月　入社初年度は12月の１回のみ

勤務時間

休日

営業職　　　　ＡＭ9：30～ＰＭ6：30（実働７時間30分）
サービス職　　ＡＭ9：30～ＰＭ6：00（実働７時間30分）

■募集職種
■選考対象

■対象学科

営業職(3名)、技術職(5名)
2021年3月 大学・短大・専修・専門学校
卒業予定者

年間休日105日（毎週火曜日は全店舗休日）　
毎月個人カレンダーで　月平均７日～９日の休日

僕自身、ゼロからのスタートでしたが、当社には成長させてくれる
環境が整っています。先輩たちもう優しくサポートしてくれます
ので、一緒に頑張ってみませんか！！

教育制度 日産販売士資格制度を基本に
「日産ビジネスカレッジ」での年次別専門教育の実施
日産整備士資格制度を基本に
「日産ビジネスカレッジ」での年次別専門教育の実施

初任給

諸手当

仕事内容 Ｃ/Ａ（営業職）　担当地域へ日産車の新車販売、中古車販売、保険募集等
Ｔ/Ｓ（技術職）　車輌の修理、お客様への修理アドバイス等

本社所在地 〒090-8723　北海道北見市常盤町6丁目2番地10
TEL0157-24-2165
代表取締役　　平木　郁夫
1971年6月10日

資本金
従業員
売上高
事業所

関連会社

9,000万円
137名（男性 119名、女性 18名）
42億（2018年度実績）
常盤店、西富店、夕陽ヶ丘店、美幌店、網走店、
斜里店、遠軽店、紋別店、佐呂間店

株式会社　日北自動車

会社概要

採用データ

北見本社　〒090-8723　北見市常盤町6丁目2番地10
ＴＥＬ　0157-24-2165
http://www.kitami-nissan.co.jp

北見日産自動車株式会社 

2021年募集要項

家族手当、残業手当

不問

■提出書類
■選考方法

〒090-8723　北見市常盤町6丁目 2-10
北見日産自動車株式会社
TEL0157-24-2165　
担当 /総務グループ　今川・鬼塚

問い合せ先

パークゴルフ大会 カート大会

■応募方法

履歴書 ・卒業見込証明書 ・成績証明書

筆記試験(一般常識)・作文・面接

まず総務グループ採用担当まで連絡ください。

営業職　入社5年目　２3歳

対象：大・短・専

営業職 １７８,０００ １６２,０００（他褒賞金制度あり）
技術職 １７８,０００※ １６２,０００（他資格手当てあり） ※国家１級整備士取得

大学卒 専門学校卒

設立
出資金
取扱高
職員数
代表理事
事業所
事業内容

2003年2月

48.5億円

631.7億円(販売取扱高 460.5億円 購買取扱高171.2 億円)

402名(内正職員 276名)

組合長 西川 孝範

北見市・置戸町・訓子府町

農業協同組合法に基づく営農指導・販売・購買・信用・共済・総務ほか

きたみらい農業協同組合

　きたみらい地域は、オホーツク管内の中央に位置し、北見市（常呂
町区域を除く）、置戸町、訓子府町の１市２町を区域としています。

生産量全国一の玉ねぎをはじめ多くの農畜産物を生産してお
り、全国の皆様のもとに届けられています。

　当ＪＡでは「現場第一主義」の理念のもと、生産現場へ出向き、
農家組合員との絆を深めながら、北海道農業の魅力を発信してい
ます。

■採用予定職種
■勤務地
■勤務時間

■休日
■初任給
■昇給
■賞与
■福利厚生
■応募方法

■採用窓口

総合職(大卒・院了)、一般職(短大卒)
北見、温根湯、留辺蘂、置戸、訓子府、相内、上常呂、端野
8時40分~17時00分(4月~10月)
9時00分~17時00分(11月~3月)
第2、4土曜日・日曜日・祝日・年末年始・お盆等
大卒 181,230円 / 院了 184,940円 / 短大卒 165,210円
年1回
年3回（2018年実績6.0ヵ月分）、燃料手当
社会保険完備、退職金制度、他
マイナビJAきたみらいHPよりエントリー。
ダイヤモンド就活ナビ・オホーツクJAグループHPよりエントリーも可能です。
総務企画部 企画人事グループ　土田
℡：0157-32-8782　
e-mail：kyohei.tsuchida@kitamirai.ja-hokkaido.gr.jp

勤務と待遇

●PR

対象：大・院・短
令和2年3月卒：終了

組合員のもとへ“出向く”サポート昨年より本格稼働となった
玉ねぎ集出荷施設

地元小学生の施設見学

マイナビ2021　
JAきたみらいページ▲
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事業内容

代表者
会社設立

日産自動車㈱の全車種販売とアフターサービス
各種中古車の販売及び各車種の買取
自動車の修理、部品・カー用品の販売
損害保険業務代理店・生命保険募集代理店
ＪＡＦ加入・ＩＣカード加入・クレジット

職種 Ｃ/Ａ（カーライフアドバイザー…営業職）
Ｔ/Ｓ（テクニカルスタッフ…技術職）

営業区域
独身寮
福利厚生

オホーツク管内全域
北見市内、網走市内、紋別市内、斜里町内、遠軽町内 各1ヶ所 完備
厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険・社員価格販売制度・慶弔見舞金制度・退職金制度

昇給
賞与

年１回　（時期７月）
年２回　（2019年実績3.9ヶ月）労使交渉で決定
支給月　７月・12月　入社初年度は12月の１回のみ

勤務時間

休日

営業職　　　　ＡＭ9：30～ＰＭ6：30（実働７時間30分）
サービス職　　ＡＭ9：30～ＰＭ6：00（実働７時間30分）

■募集職種
■選考対象

■対象学科

営業職(3名)、技術職(5名)
2021年3月 大学・短大・専修・専門学校
卒業予定者

年間休日105日（毎週火曜日は全店舗休日）
毎月個人カレンダーで　月平均７日～９日の休日

僕自身、ゼロからのスタートでしたが、当社には成長させてくれる
環境が整っています。先輩たちもう優しくサポートしてくれます
ので、一緒に頑張ってみませんか！！

教育制度 日産販売士資格制度を基本に
「日産ビジネスカレッジ」での年次別専門教育の実施
日産整備士資格制度を基本に
「日産ビジネスカレッジ」での年次別専門教育の実施

初任給

諸手当

仕事内容 Ｃ/Ａ（営業職）　担当地域へ日産車の新車販売、中古車販売、保険募集等
Ｔ/Ｓ（技術職） 車輌の修理、お客様への修理アドバイス等

本社所在地 〒090-8723　北海道北見市常盤町6丁目2番地10
TEL0157-24-2165
代表取締役　　平木　郁夫
1971年6月10日

資本金
従業員
売上高
事業所

関連会社

9,000万円
137名（男性119名、女性18名）
42億（2018年度実績）
常盤店、西富店、夕陽ヶ丘店、美幌店、網走店、
斜里店、遠軽店、紋別店、佐呂間店

株式会社　日北自動車

会社概要

採用データ

北見本社　〒090-8723　北見市常盤町6丁目2番地10
ＴＥＬ　0157-24-2165
http://www.kitami-nissan.co.jp

北見日産自動車株式会社 

2021年募集要項

家族手当、残業手当

不問

■提出書類
■選考方法

〒090-8723　北見市常盤町6丁目 2-10
北見日産自動車株式会社
TEL0157-24-2165　
担当 /総務グループ　今川・鬼塚

問い合せ先

パークゴルフ大会 カート大会

■応募方法

履歴書 ・卒業見込証明書 ・成績証明書

筆記試験(一般常識)・作文・面接

まず総務グループ採用担当まで連絡ください。

営業職　入社5年目　２3歳

対象：大・短・専
令和2年3月卒：継続中

営業職 １７８,０００ １６２,０００（他褒賞金制度あり）
技術職 １７８,０００※ １６２,０００（他資格手当てあり） ※国家１級整備士取得

大学卒 専門学校卒

設立
出資金
取扱高
職員数
代表理事
事業所
事業内容

2003年2月

48.5億円

631.7億円(販売取扱高 460.5億円 購買取扱高 171.2 億円)

402名(内正職員 276名)

組合長 西川 孝範

北見市・置戸町・訓子府町

農業協同組合法に基づく営農指導・販売・購買・信用・共済・総務ほか

きたみらい農業協同組合

きたみらい地域は、オホーツク管内の中央に位置し、北見市（常呂
町区域を除く）、置戸町、訓子府町の１市２町を区域としています。

生産量全国一の玉ねぎをはじめ多くの農畜産物を生産してお
り、全国の皆様のもとに届けられています。

　当ＪＡでは「現場第一主義」の理念のもと、生産現場へ出向き、
農家組合員との絆を深めながら、北海道農業の魅力を発信してい
ます。

■採用予定職種
■勤務地
■勤務時間

■休日
■初任給
■昇給
■賞与
■福利厚生
■応募方法

■採用窓口

総合職(大卒・院了)、一般職(短大卒)
北見、温根湯、留辺蘂、置戸、訓子府、相内、上常呂、端野
8時40分~17時00分(4月~10月)
9時00分~17時00分(11月~3月)
第2、4土曜日・日曜日・祝日・年末年始・お盆等
大卒 181,230 円 /  院了 184,940 円  / 短大卒 165,210 円
年1回
年3回（2018年実績6.0ヵ月分）、燃料手当
社会保険完備、退職金制度、他
マイナビJAきたみらいHPよりエントリー。
ダイヤモンド就活ナビ・オホーツクJAグループHPよりエントリーも可能です。
総務企画部 企画人事グループ　土田
℡：0157-32-8782
e-mail：kyohei.tsuchida@kitamirai.ja-hokkaido.gr.jp

勤務と待遇

●PR

対象：大・院・短

組合員のもとへ“出向く”サポート昨年より本格稼働となった
玉ねぎ集出荷施設

地元小学生の施設見学

マイナビ2021
JAきたみらいページ▲
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〒０９０－００１６　北見市大町68-1
TEL 0157-57-5562
代表理事 近藤 充広

Email   info@kondo-fp.jp
URL　 https://kondo-fp.jp/sumire/index.html

セミナーの様子

　高齢化、人口減少などが進む現代、相続問題は今後ますます起こり得る課題です。我々は、オホーツク管内の
相続に関するあらゆるお悩みを解決し、またあらゆる視点からサポートすることで、地域の皆様に寄り添い、貢
献していくというのがこの事業の目的です。

対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中

《事業目的「共に考えましょう。この街の未来」》

※我々は、遺族へ想いを繋ぐ「エンディングノート」や、障害
のある子の親たちが自分たち亡き後、支援者の方に気持ちを
伝える「親心の記録」の普及にも尽力しています。

《事業内容》

　一般社団法人すみれ相続センターは、日本相続知財センターの3番目の北海道支部として、令和元年7月に設
立致しました。本部は東京都中央区にあり、支部数は順次拡大しています。現在の支部数は40を超えました。

《日本相続知財センターについて》

■相続全般に関するセミナーの開催
■個人面談・出張相談
■相続に関する総合的なサポート業務

日本相続知財知財センターの全国支部

採用情報

職種　　　一般事務、営業等
勤務地　　北見、札幌、旭川、遠軽 他
給与　　　180,000円
諸手当 　通勤、資格等 
福利厚生 各種社会保険、確定拠出年金(401K)

勤務時間　　8：30～18：00
賞与　　　　あり（実績を考慮する）年2回
休日・休暇　 会社カレンダーによる
試用期間　　あり

運営事務所 コンサルトジャパンについて

当センターの運営事務所となっているのは、
株式会社　コンサルトジャパンです。
■創業　　　平成9年4月
■法人設立　平成10年3月
■資本金　　1,000万円
■社員数　　11名
■代表者　 近藤　充広
■営業拠点　北見・札幌・旭川・遠軽
■業務内容　保険代理店業務

設立
代表者
資本金
年商
従業員数
主要取引先

主要加盟団体
グループ会社

昭和58年2月
代表取締役　門脇　武一
4,000万円
3億2,000万円（2018年度 1月決算）
26名（2019年12月現在）
製造業・流通業・建設工事業他、JA・漁協等1次産業関連、行政・金融・医療等公共関連、
NECグループ・京セラ・三菱電線工業他
北海道中小企業家同友会、北見市商工会議所、産業クラスター研究会オホーツク支部
株式会社イソップアグリシステム、株式会社イソップフーズ、株式会社ＯＤＣ

システム開発 ソフトフェア開発、情報化に対する調査及び企画立案

ネットワーク構築 インターネット、拠点間ネットワーク、セキュリティ環境の構築

運用管理・評価 情報システム診断・保守・運用、セキュリティ評価サポート

地域情報発信 地域ユーザ情報発信、ホームページ作成

コンサルティング 地域における課題を解決するための企画や啓蒙セミナー

会社概要

応募職種

採用学科
採用予定人数
給与

■システムエンジニア ■ネットワークエンジニア
■プログラマ　■企画・営業
全学科対象
1～2名
大卒者185,000円～

北見工業大学卒業　2017年4月入社

賞与
休日

休暇
勤務地
勤務時間

年2回　7月・12月（実績に応じて）
週休2日制（会社カレンダーによる）
年間110日程度
年末年始休暇、有給休暇、慶事休暇等
北見市
8：30～17：30（休憩：12：00～13：00）

求人情報

〒090-0001　北見市小泉386番地3
ＴＥＬ　0157-24-2763
FAX  0157-24-2873
Mail : info@system-supply.net
http://www.system-supply.net/

　当社は〈地域ニーズをシステムへ〉を経営方針とし、《ソフ
トウェアを核とするネットワークとコンピューターのワンス
トップソリューション》の情報エンジニアリング企業を目指
しています。

　地元の企業だからこそお客様との距離が近く、声をすぐに聞くことができるため、とてもやりがいを感じ
ています。IT企業は幅広い分野の業務知識を求められるため、日々の業務で様々な経験を蓄積・吸収していく
ことができると思います。これからも会社での役割を明確にし、一歩一歩進んでいけたらと思っていますで、
色々な人と関わりながらぜひ一緒に頑張りましょう。

●先輩より一言

株式会社 システムサプライ

人と情報の調和を目指して

〈経営理念〉

事業内容

人・組織・社会と情報の関わりの中で、新しい価値を創出（システム）し、提供（サプライ）することを使命とする

対象：大・院・短・専
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〒０９０－００１６　北見市大町68-1
TEL 0157-57-5562
代表理事 近藤 充広

Email   info@kondo-fp.jp
URL　  https://kondo-fp.jp/sumire/index.html

セミナーの様子

　高齢化、人口減少などが進む現代、相続問題は今後ますます起こり得る課題です。我々は、オホーツク管内の
相続に関するあらゆるお悩みを解決し、またあらゆる視点からサポートすることで、地域の皆様に寄り添い、貢
献していくというのがこの事業の目的です。

対象：大・院・短・専

《事業目的「共に考えましょう。この街の未来」》

※我々は、遺族へ想いを繋ぐ「エンディングノート」や、障害
のある子の親たちが自分たち亡き後、支援者の方に気持ちを
伝える「親心の記録」の普及にも尽力しています。

《事業内容》

　一般社団法人すみれ相続センターは、日本相続知財センターの3番目の北海道支部として、令和元年7月に設
立致しました。本部は東京都中央区にあり、支部数は順次拡大しています。現在の支部数は40を超えました。

《日本相続知財センターについて》

■相続全般に関するセミナーの開催
■個人面談・出張相談
■相続に関する総合的なサポート業務

日本相続知財知財センターの全国支部

採用情報

職種　　　一般事務、営業等
勤務地　　北見、札幌、旭川、遠軽 他
給与　　　180,000円
諸手当　　通勤、資格等 
福利厚生　各種社会保険、確定拠出年金(401K)

勤務時間　　8：30～18：00
賞与 あり（実績を考慮する）年2回
休日・休暇　　会社カレンダーによる
試用期間　　あり

運営事務所 コンサルトジャパンについて

当センターの運営事務所となっているのは、
株式会社　コンサルトジャパンです。
■創業　　　平成9年4月
■法人設立　平成10年3月
■資本金　　1,000万円
■社員数　　11名
■代表者　　近藤　充広
■営業拠点　北見・札幌・旭川・遠軽
■業務内容　保険代理店業務

設立
代表者
資本金
年商
従業員数
主要取引先

主要加盟団体
グループ会社

昭和58年2月
代表取締役　門脇　武一
4,000万円
3億2,000万円（2018年度 1月決算）
26名（2019年12月現在）
製造業・流通業・建設工事業他、JA・漁協等1次産業関連、行政・金融・医療等公共関連、
NECグループ・京セラ・三菱電線工業他
北海道中小企業家同友会、北見市商工会議所、産業クラスター研究会オホーツク支部
株式会社イソップアグリシステム、株式会社イソップフーズ、株式会社ＯＤＣ

システム開発 ソフトフェア開発、情報化に対する調査及び企画立案

ネットワーク構築 インターネット、拠点間ネットワーク、セキュリティ環境の構築

運用管理・評価 情報システム診断・保守・運用、セキュリティ評価サポート

地域情報発信 地域ユーザ情報発信、ホームページ作成

コンサルティング 地域における課題を解決するための企画や啓蒙セミナー

会社概要

応募職種

採用学科
採用予定人数
給与

■システムエンジニア ■ネットワークエンジニア
■プログラマ　■企画・営業　
全学科対象
1～2名
大卒者185,000円～

北見工業大学卒業　2017年4月入社

賞与
休日

休暇
勤務地
勤務時間

年2回　7月・12月（実績に応じて）
週休2日制（会社カレンダーによる）
年間110日程度
年末年始休暇、有給休暇、慶事休暇等
北見市
8：30～17：30（休憩：12：00～13：00）

求人情報

〒090-0001　北見市小泉386番地3
ＴＥＬ　0157-24-2763
FAX 0157-24-2873
Mail : info@system-supply.net
http://www.system-supply.net/

当社は〈地域ニーズをシステムへ〉を経営方針とし、《ソフ
トウェアを核とするネットワークとコンピューターのワンス
トップソリューション》の情報エンジニアリング企業を目指
しています。

　地元の企業だからこそお客様との距離が近く、声をすぐに聞くことができるため、とてもやりがいを感じ
ています。IT企業は幅広い分野の業務知識を求められるため、日々の業務で様々な経験を蓄積・吸収していく
ことができると思います。これからも会社での役割を明確にし、一歩一歩進んでいけたらと思っていますで、
色々な人と関わりながらぜひ一緒に頑張りましょう。

●先輩より一言

株式会社 システムサプライ

人と情報の調和を目指して

〈経営理念〉

事業内容

人・組織・社会と情報の関わりの中で、新しい価値を創出（システム）し、提供（サプライ）することを使命とする

対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中

71



（学部学科不問）募集職種 先輩よりひとこと

会社概要

当社が求める人材

商　号　株式会社ドボク管理
代表者　代表取締役　加藤 義玄
設　立　昭和 47 年 3月 25 日
資本金　4,000 万円
売上高　8億円（平成 30 年度実績）
社員数　78名（令和元年12月現在）

事業内容 建設コンサルタント
補償コンサルタント、測量

主な受注先 北海道開発局各建設部
北海道農政部各振興局
北海道建設部各建設管理部
道内自治体ほか

技術職
勤務予定地 本社／北見市

支店／札幌市、旭川市、網走市
勤務条件等
勤務時間／

休　　日／

昇　　給／
各種保険／

福利厚生／

8：30～17：30
（12：00～13：00 休憩の実働 8時間）
週休二日制、祝日、年末年始、有給休暇、
特別休暇
年１回（4月）、賞与（年 2回、8・12 月）
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、
労災保険ほか
リロクラブ加入

〒090-0801 北見市春光町1丁目24番地3 
TEL.0157-26-3321
採用担当／坂口
URL：http://www.dobokukanri.co.jp/

　弊社は、本社のある北見、そして札幌、旭川、網走を拠点に、総合建設コンサルタント事業を全道に展開して
おり、設計部門では橋梁・道路・農業土木、調査部門では測量や交通量調査、補償では土地や建物の損失補償の
評価を行い、いずれも品質がISO9001により保証された業務成果を提供しています。
　また、企業が永続的に発展するためには、CSR（企業の社会的責任）の遂行が不可欠であると考え、弊社では
地域コミュニティーの形成に寄与する地域情報誌『ドカン』の発行、地域環境の保全活動であるエコユニットへ
の参加・登録、公共の憩いの場である公園清掃の実施などによる社会奉仕活動も毎年行っております。

　新しいことや苦手なことに対しても積極的に取り組めるチャレンジ精神を持ち、日頃からのコミュニケーシヨ
ンを通じてスキルアップが図れて知識や技術の吸収に心掛けている向上心のある人を求めています。

対象：大・院・短・専

　子どもの頃によく「点と点」を結んで、いろいろな
形を作り想像して遊んでいました。この仕事を選ん
だのも、そんな子どもの頃の名残があったのでしょ
うか、今は「町と町」を結ぶ高速道路や幹線道路の設計、
それに付属する橋など構造物の設計を行っています。
　自分が設計するうえで特に気を付けていることは、
北海道の自然環境を壊さないよう保ちつつ、そして
人々の安全性を第一に考えることです。今住んでい
る土地の方が少しでも生活しやすいように、交通と
いうライフラインを充実させ喜んでもらえることが、
今の自分が出来る社会貢献だと思います。
　設計部 板倉瑞樹(北見工業大学 工学部 土木開発工学科卒)

■募集予定職種

■業務内容

■採用対象（卒業予定）
■採用予定数
■必要スキル・条件
（不問・資格・能力等）

令和3年3月卒業者

営業職・整備職・総合職

トヨタ自動車製 新車販売・一般中古販売・自動車整備・自動車用品販売・保険業務他

お客さまのカーライフ全般を当社独自のフォローアップシートにより
サポートを行ってもらいます（車両購入促進、車検、定期点検、保険満期案内等）

車検・点検・一般整備を行います。

経理・総務・企画等の一般事務

大学・短大・高専・専門学校・高校・不問
職種ごとに３人
普通自動車免許（AT限定は不可）

■勤務地
■勤務時間
■休日

■給与
■諸手当
■賞与

共通項目

本社及び各店舗
9時30分～18時30分（実働 7時間30分）
月曜・祭日・その他会社指定日
年間休日104日
大卒 180,000円／短大専門卒 164,500円
通勤手当・住宅手当・家族（既婚者）
年2回（6月・12月）

■加入保険
■寮・社宅
■応募方法
■試験内容
■提出書類

健康・厚生・雇用・労災
否
推薦自由併用
一般常識・作文・面接
履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、
健康診断書

採用情報

会社概要

会社名

業種

代表者

トヨタカローラ北見株式会社

自動車販売・整備

代表取締役　國安　幹夫

設立年月（和暦）

資本金（万円）

従業員数

昭和40年1月

4,000万円

118名

本社   〒090-0831　北見市西富町2丁目19番7号
ＴＥＬ　0157-24-6166
ＦＡＸ 0157-31-4924
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.corolla-kitami.co.jp/
採用担当／管理部　岡村 直樹
担当アドレス／okamura@corolla-kitami.co.jp

支店 網走・紋別・美幌・遠軽・斜里

　昭和40年の創業以来、常にお客さまの事を考え、最善を尽くしてカーライフサポートに努めてきました。
お客さまとの深く、長い関わりの中でお客さまの要望を的確に感じ取り一生懸命考え提案していく事が最も大切な仕事
です。必要な知識や技能は入社後の研修などで責任をもって指導していきますので「車が好きな方」「チャレンジ精神」の
ある方の応募をお待ちしています。

●企業PR

対象：大・短・専
令和2年3月卒：終了

営業職

整備職
総合職
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（学部学科不問）募集職種 先輩よりひとこと

会社概要

当社が求める人材

商　号　株式会社ドボク管理
代表者　代表取締役　加藤 義玄
設　立　昭和 47 年 3月 25 日
資本金　4,000 万円
売上高　8億円（平成 30 年度実績）
社員数　78名（令和元年12月現在）

事業内容 建設コンサルタント
補償コンサルタント、測量

主な受注先 北海道開発局各建設部
北海道農政部各振興局
北海道建設部各建設管理部
道内自治体ほか

技術職
勤務予定地 本社／北見市

支店／札幌市、旭川市、網走市
勤務条件等
勤務時間／

休　　日／

昇　　給／
各種保険／

福利厚生／

8：30～17：30
（12：00～13：00 休憩の実働 8時間）
週休二日制、祝日、年末年始、有給休暇、
特別休暇
年１回（4月）、賞与（年 2回、8・12 月）
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、
労災保険ほか
リロクラブ加入

〒090-0801 北見市春光町1丁目24番地3 
TEL.0157-26-3321
採用担当／坂口
URL：http://www.dobokukanri.co.jp/

　弊社は、本社のある北見、そして札幌、旭川、網走を拠点に、総合建設コンサルタント事業を全道に展開して
おり、設計部門では橋梁・道路・農業土木、調査部門では測量や交通量調査、補償では土地や建物の損失補償の
評価を行い、いずれも品質がISO9001により保証された業務成果を提供しています。
　また、企業が永続的に発展するためには、CSR（企業の社会的責任）の遂行が不可欠であると考え、弊社では
地域コミュニティーの形成に寄与する地域情報誌『ドカン』の発行、地域環境の保全活動であるエコユニットへ
の参加・登録、公共の憩いの場である公園清掃の実施などによる社会奉仕活動も毎年行っております。

　新しいことや苦手なことに対しても積極的に取り組めるチャレンジ精神を持ち、日頃からのコミュニケーシヨ
ンを通じてスキルアップが図れて知識や技術の吸収に心掛けている向上心のある人を求めています。

対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中

　子どもの頃によく「点と点」を結んで、いろいろな
形を作り想像して遊んでいました。この仕事を選ん
だのも、そんな子どもの頃の名残があったのでしょ
うか、今は「町と町」を結ぶ高速道路や幹線道路の設計、
それに付属する橋など構造物の設計を行っています。
自分が設計するうえで特に気を付けていることは、

北海道の自然環境を壊さないよう保ちつつ、そして
人々の安全性を第一に考えることです。今住んでい
る土地の方が少しでも生活しやすいように、交通と
いうライフラインを充実させ喜んでもらえることが、
今の自分が出来る社会貢献だと思います。
設計部 板倉瑞樹(北見工業大学 工学部 土木開発工学科卒)

■募集予定職種

■業務内容

■採用対象（卒業予定）
■採用予定数
■必要スキル・条件
  （不問・資格・能力等）

令和3年3月卒業者

営業職・整備職・総合職

トヨタ自動車製 新車販売・一般中古販売・自動車整備・自動車用品販売・保険業務他

お客さまのカーライフ全般を当社独自のフォローアップシートにより
サポートを行ってもらいます（車両購入促進、車検、定期点検、保険満期案内等）

車検・点検・一般整備を行います。

経理・総務・企画等の一般事務

大学・短大・高専・専門学校・高校・不問
職種ごとに３人
普通自動車免許（AT限定は不可）

■勤務地
■勤務時間
■休日

■給与
■諸手当
■賞与

共通項目

本社及び各店舗
9時30分～18時30分（実働　7時間30分）
月曜・祭日・その他会社指定日
年間休日104日
大卒 180,000円／短大専門卒 164,500円
通勤手当・住宅手当・家族（既婚者）
年2回（6月・12月）

■加入保険
■寮・社宅
■応募方法
■試験内容
■提出書類

健康・厚生・雇用・労災
否
推薦自由併用
一般常識・作文・面接
履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、
健康診断書

採用情報

会社概要

会社名

業種

代表者

トヨタカローラ北見株式会社

自動車販売・整備

代表取締役　國安　幹夫

設立年月（和暦）

資本金（万円）

従業員数

昭和40年1月

4,000万円

118名

本社   〒090-0831　北見市西富町2丁目19番7号
ＴＥＬ　0157-24-6166
ＦＡＸ　0157-31-4924
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.corolla-kitami.co.jp/
採用担当／管理部　岡村 直樹
担当アドレス／okamura@corolla-kitami.co.jp

支店　網走・紋別・美幌・遠軽・斜里

昭和40年の創業以来、常にお客さまの事を考え、最善を尽くしてカーライフサポートに努めてきました。
お客さまとの深く、長い関わりの中でお客さまの要望を的確に感じ取り一生懸命考え提案していく事が最も大切な仕事
です。必要な知識や技能は入社後の研修などで責任をもって指導していきますので「車が好きな方」「チャレンジ精神」の
ある方の応募をお待ちしています。

●企業PR

対象：大・短・専

営業職

整備職
総合職
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対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：未定

創業
資本金
年商
従業員数
事業所

1902年（明治35年）
1億円
501億円（H31.9月期）
795人
●工場 津別工場、茨城工場、舞鶴工場
●支店 札幌支店、大阪支店
●営業所 新潟、名古屋、福岡
●物流センター 埼玉、東京、神奈川
●その他 病院、ガソリンスタンド、自動車整備工場

〒092-0232　網走郡津別町字新町7番地
ＴＥＬ　0152-76-2111
ＵＲＬ：http://www.marutama-ind.com/
採用担当/管理部総務グループ　飯田

　丸玉木材の創業は1902年(明治35年)、北海道の地でマッチ軸木の製造が発祥であり、その後、 日本の合板の歴史が始
まった1910年代より合板を製造し、国内初のプリント合板の開発、さら にフローリング、内装建材へと加工の範囲を広
げてまいりました。 創業以来つねに時代をリードする製品開発を行い、木材加工業界における有力企業としての地位を
確立しています。 また、当社併設の津別単板協同組合では、製品の製造過程で発生する端材を木質燃料とするバイオマ 
スコージェネレーション設備を導入し、化石燃料を使用する ことなく、工場へ熱・電気エネルギーのほぼ100%を供給し
ています。平成19年度実績で化石燃料と原油換算で24,000KL、CO2を69,000t削減しました。
　 丸玉木材はこれからも地域・環境・人すべて共に栄える思想を持ち続け、『強い製造力』で生き残る企業をめざします。

　当社は品質管理面に重点をおくISO、設備管理面に 重点をおくTPM活動を2本柱とし、その相乗効果にて『強い製造力』
をもった工場を目指しています。「固定観念に捉われず、発想力の豊かな方」「自ら考え、行動できる方」を丸玉木材は募
集しております。

※丸玉自社製品をふんだんに使用している本社及び津別工場新事務所。

■募集学部
■募集人員
■初任給
■年間の休日
■試験
■職種

問わない
未定
194,700円 / 院卒　206,200円
115日（1年単位の変形労働時間）
面接
事務職（生産管理・品質管理・商品開発・営業・総務・経理・情報・バイオマスエネルギーセンター）

※北見工業大学出身者…26名在籍（R1.12現在）

募集要項

●企業PR

●求める人物像

北見工業大学出身の先輩の一言

日々の会計から会社の健康状態
を把握する仕事を行っています。
聞き慣れない会計用語を分かり
やすく説明できるよう心がけて
います。

所属：管理部経理グループ
（入社7年目）

工学研究科化学システム工学専攻　出身

設備の改善活動や新規の設備導
入に関する仕事に携わってい
ます。『創意と工夫』を意識し
て、日々の業務に取り組んでお
ります。

所属：生産技術部オフィスグループ
（入社6年目）

大学院　機械工学専攻　出身

製造ラインの改善業務に携わっ
ています。製品の品質の向上と生
産効率アップを目的とし、先輩方
にご指導頂きながら業務に取り
組んでいます。

所属：第1商品部 オフィスグループ
（入社2年目）

情報システム工学科　出身

丸玉木材株式会社 
「木を育て、木を活かす」

本社所在地
電話番号
URL
設立
資本金
従業員数
売上高
営業所

所有の価値重視から利用の価値重視へ

北見市並木町168番地1
0157-61-0100
http://www.toyotarl-kitami.jp
昭和38年6月
1,700万円
50名(2019年12月現在)
19億円(2019年3月期)
・北見店 ・網走店 ・女満別空港店 ・中湧店

採用担当 管理業務部　北澤　
Mail ： tr-kitaz@r-kitami.co.jp

募集学部・学科 
選考方法 
初任給

諸手当 
昇給、賞与 

全学部・全学科
面接選考
大卒   　　　180,000円 
短大・専門卒 164,500円 
家族手当・住宅手当・販売手当・時間外手当 
昇給 年1回(6月)・賞与 年2回（6月、12月）

勤務時間

休日
福利厚生・研修等

9:00~18:00(90分の休憩含む) 
実働時間 7.5時間
年間104日(当社休日カレンダーによる) 
各種社会保険制度、確定拠出年金制度、
社員自家用車購入制度、新入社員研修、
応対マナー研修、社外セミナー受講、
トヨタ自動車スタッフ検定など

”車・ドライブが好きな人”　
”接客の仕事に興味のある人”を求めています。

募集職種・分野
営業職

仕事の内容

■リーススタッフ
■レンタカースタッフ

リーススタッフ

　当社は、トヨタ自動車(株)とフランチャイズ契約を結び、北見、網走、紋別地区のオホーツク管内を中心に 短時間で必要
な時に、車をご利用して頂く 『レンタカー』の事業 法人を中心として長期間で、車を利用して頂く 『カーリース』 の事業 
そして、中古車販売、損害保険代理店を営んでいます。 レンタカー・カーリース共に、ご利用頂くお客様に対して、丁寧な応
対と感謝を忘れずに、お客様から当社 の車を利用して良かったと思って頂けるよう日々活動しています。  又、「仕事を楽
しもう」を会社方針として、従業員が ”いい笑顔で” ”いい環境のもと” ”いい仕事” が 出来るようがんばっています。

法人企業を中心とした営業活動です。お客様(主として法人)を訪問し、主にお客様が業務で使う車輌の
リース利用のメリット等を説明し、契約を 結ぶ仕事です。また、契約しているお客様のリース期間中の
アフターフォロー(車輌のトラブル、車検等の メンテナンスなど)のサービス業務もあります。

レンタカースタッフ

レンタカー貸渡などに関する業務全般の仕事です。 店舗カウンター受付業務(パソコンでのレンタカー
の貸渡・精算、電話等での予約対応、来客対応)。 レンタカーの出発準備、片付け、洗車・清掃、配車・引取業
務。 帳票整理等の事務作業、その他付随する業務を行って頂きます。又、レジャー等でお使いいただくお
客様の良い思い出つくりのお手伝いも出来ます。

企業概要

対象：大・短・専
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対象：大・院・短・専

創業
資本金
年商
従業員数
事業所

1902年（明治35年）
1億円
501億円（H31.9月期）
795人
●工場 津別工場、茨城工場、舞鶴工場
●支店 札幌支店、大阪支店
●営業所 新潟、名古屋、福岡
●物流センター 埼玉、東京、神奈川
●その他 病院、ガソリンスタンド、自動車整備工場

〒092-0232　網走郡津別町字新町7番地
ＴＥＬ　0152-76-2111
ＵＲＬ：http://www.marutama-ind.com/
採用担当/管理部総務グループ　飯田

丸玉木材の創業は1902年(明治35年)、北海道の地でマッチ軸木の製造が発祥であり、その後、 日本の合板の歴史が始
まった1910年代より合板を製造し、国内初のプリント合板の開発、さら にフローリング、内装建材へと加工の範囲を広
げてまいりました。 創業以来つねに時代をリードする製品開発を行い、 木材加工業界における有力企業としての地位を 
確立しています。 また、当社併設の津別単板協同組合では、製品の製造過程で発生する端材を木質燃料とするバイオマ 
スコージェネレーション設備を導入し、化石燃料を使用する ことなく、工場へ熱・電気エネルギーのほぼ100%を供給し
ています。平成19年度実績で化石燃料と原油換算で24,000KL、CO2を69,000t削減しました。 
　 丸玉木材はこれからも地域・環境・人すべて共に栄える思想を持ち続け、『強い製造力』で生き残る企業をめざします。

当社は品質管理面に重点をおくISO、設備管理面に 重点をおくTPM活動を2本柱とし、その相乗効果にて『強い製造力』
をもった工場を目指しています。 「固定観念に捉われず、発想力の豊かな方」「自ら考え、行動できる方」を丸玉木材は募
集しております。

※丸玉自社製品をふんだんに使用している本社及び津別工場新事務所。

■募集学部
■募集人員
■初任給
■年間の休日
■試験
■職種

問わない
未定
194,700円　 /　院卒　206,200円
115日（1年単位の変形労働時間）
面接
事務職（生産管理・品質管理・商品開発・営業・総務・経理・情報・バイオマスエネルギーセンター）

※北見工業大学出身者…26名在籍（R1.12現在）

募集要項

●企業PR

●求める人物像

北見工業大学出身の先輩の一言

日々の会計から会社の健康状態
を把握する仕事を行っています。
聞き慣れない会計用語を分かり
やすく説明できるよう心がけて
います。

所属：管理部経理グループ
　　　（入社7年目）
工学研究科化学システム工学専攻　出身

設備の改善活動や新規の設備導
入に関する仕事に携わってい
ます。『創意と工夫』を意識し
て、日々の業務に取り組んでお
ります。

所属：生産技術部オフィスグループ
　　　（入社6年目）
大学院　機械工学専攻　出身

製造ラインの改善業務に携わっ
ています。製品の品質の向上と生
産効率アップを目的とし、先輩方
にご指導頂きながら業務に取り
組んでいます。

所属：第1商品部 オフィスグループ
　　　（入社2年目）
情報システム工学科　出身

丸玉木材株式会社 
「木を育て、木を活かす」

本社所在地
電話番号
URL
設立
資本金
従業員数
売上高
営業所

所有の価値重視から利用の価値重視へ

北見市並木町168番地1
0157-61-0100
http://www.toyotarl-kitami.jp
昭和38年6月
1,700万円
50名(2019年12月現在)
19億円(2019年3月期)
・北見店・網走店 ・女満別空港店 ・中湧店

採用担当 管理業務部　北澤　
Mail ： tr-kitaz@r-kitami.co.jp

募集学部・学科
選考方法 
初任給

諸手当 
昇給、賞与 

全学部・全学科
面接選考
大卒   　　 180,000円 
短大・専門卒 164,500円 
家族手当・住宅手当・販売手当・時間外手当 
昇給 年1回(6月)・賞与 年2回（6月、12月）

勤務時間

休日
福利厚生・研修等

9:00~18:00(90分の休憩含む) 
実働時間 7.5時間
年間104日(当社休日カレンダーによる) 
各種社会保険制度、確定拠出年金制度、
社員自家用車購入制度、新入社員研修、
応対マナー研修、社外セミナー受講、
トヨタ自動車スタッフ検定など

”車・ドライブが好きな人”
”接客の仕事に興味のある人”を求めています。

募集職種・分野
営業職

仕事の内容

■リーススタッフ
■レンタカースタッフ

リーススタッフ

　当社は、トヨタ自動車(株)とフランチャイズ契約を結び、北見、網走、紋別地区のオホーツク管内を中心に 短時間で必要
な時に、車をご利用して頂く 『レンタカー』の事業 法人を中心として長期間で、車を利用して頂く 『カーリース』 の事業 
そして、中古車販売、損害保険代理店を営んでいます。レンタカー・カーリース共に、ご利用頂くお客様に対して、丁寧な応
対と感謝を忘れずに、お客様から当社 の車を利用して良かったと思って頂けるよう日々活動しています。  又、「仕事を楽
しもう」を会社方針として、従業員が ”いい笑顔で” ”いい環境のもと” ”いい仕事” が 出来るようがんばっています。

法人企業を中心とした営業活動です。お客様(主として法人)を訪問し、主にお客様が業務で使う車輌の
リース利用のメリット等を説明し、契約を 結ぶ仕事です。また、契約しているお客様のリース期間中の
アフターフォロー(車輌のトラブル、車検等の メンテナンスなど)のサービス業務もあります。

レンタカースタッフ

レンタカー貸渡などに関する業務全般の仕事です。 店舗カウンター受付業務(パソコンでのレンタカー
の貸渡・精算、電話等での予約対応、来客対応)。 レンタカーの出発準備、片付け、洗車・清掃、配車・引取業
務。 帳票整理等の事務作業、その他付随する業務を行って頂きます。又、レジャー等でお使いいただくお
客様の良い思い出つくりのお手伝いも出来ます。

企業概要

対象：大・短・専
令和2年3月卒：継続中
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本社所在地 〒１４１－６０１３
東京都品川区大崎二丁目1番1号
TEL.０３－４５５５－８２４６
FAX.０３－４５５５－８３８５

代 表 者 職 代表取締役社長 永井 賢一

URL http://www.nhg-seisan4.jp/

事業内容 牛・豚の処理、加工、販売　油脂の製造及び販売
飼料の製造及び販売　以上に付帯関連する一切の事業

勤　　務 ： １年単位の変形労働時間制 休　　日 ： 会社カレンダーで指定（年間休日１１１日）
休　　暇 ： 有給休暇・保存休暇・特別休暇 昇　　給 ： 毎年４月　　賞与：年２回（７月・１２月）
制　　度 ： 育児休業・介護休業・再雇用 保険年金 ： 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
教育研修 ： 新入社員研修・３年目研修 必要資格 ： 普通自動車免許

活動拠点

企業・団体 紹介

北海道(網走市、八雲町)、青森県(おいらせ町)、長崎県(川棚町、諫早市) 
グループ会社として、青森県(田舎館村)、徳島県(石井町)、鹿児島県(伊佐市)

当社は、日本ハム㈱１００パーセント出資の子会社です。「食べる喜び」を基本のテーマとし
健康で健やかな生活づくりに奉仕する事をモットーにして社会に貢献しています。

何事にも積極的にチャレンジすることのできる方を求めております!! 
★食品業界、食肉業界に興味がある ★食べることが大好き ★牛肉、豚肉が大好き ★技術を磨
く職人のような仕事に興味がある
という方、是非お気軽にブースへお越しください。お待ちしています♪

対象：大・院・短・専

福利厚生等

求める 人材像

会社概要

事業内容

採用情報

基 本  給 
昇　　給 
勤務時間 
休日休暇
福利厚生
諸 手 当
賞　　与

本　　社 北海道網走市字二見ヶ岡22番地61
　TEL:0152-47-2416 FAX:0152-47-1169

創　　業　　1970年1月
資 本 金　　2,000万
代 表 者　　代表取締役 吉 田 純 也
従業員数　　15名
採用担当　　総務次長 吉 田 哲 也
mail 　office@roadkogyou.co.jp
主な取引先 北海道開発局・北海道建設部・北海道警察

市町村・各ゼネコン

160,000円~ （資格・経験に応じて）
年1回（4月）
8:00~17:00（休憩1時間）
週休2日制、祝日、夏休8/14~16 冬休12/29~1/4
法定福利、永年勤続表彰、資格取得奨励制度、退職金制度
資格・皆勤・役職・住宅・家族・通勤
年2回（8月、12月）

Facebook

対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中

弊社は昭和45年に網走管内初となる道路区画線施工業者として産声を上げました。以後約50年
間、管内の交通安全事業に携わってきました。この先、女性ドライバーの増加はもとより、高齢者
ドライバー・外国人ドライバーの増加も予想されます。悲惨な交通事故を無くすために安全施
設、とりわけ道路区画線は交通安全に欠かせない仕事だと考えられます。是非、私たちと共に交
通安全に寄与しましょう。

　↑道路区画線設置工事 　↑道路区画線設置工事 ↑駐車場ライン設置工事

↑標識設置工事 ↑橋梁塗装工事 ↑カラー舗装工事
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本社所在地 〒１４１－６０１３
東京都品川区大崎二丁目1番1号
TEL.０３－４５５５－８２４６
FAX.０３－４５５５－８３８５

代 表 者 職 代表取締役社長 永井 賢一

URL http://www.nhg-seisan4.jp/

事業内容 牛・豚の処理、加工、販売　油脂の製造及び販売
飼料の製造及び販売　以上に付帯関連する一切の事業

勤　　務 ：１年単位の変形労働時間制 休　　日： 会社カレンダーで指定（年間休日１１１日）
休　　暇 ： 有給休暇・保存休暇・特別休暇 昇　　給 ： 毎年４月　　賞与：年２回（７月・１２月）
制　　度 ： 育児休業・介護休業・再雇用 保険年金 ： 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
教育研修 ： 新入社員研修・３年目研修 必要資格 ： 普通自動車免許

活動拠点

企業・団体 紹介

北海道(網走市、八雲町)、青森県(おいらせ町)、長崎県(川棚町、諫早市) 
グループ会社として、青森県(田舎館村)、徳島県(石井町)、鹿児島県(伊佐市)

当社は、日本ハム㈱１００パーセント出資の子会社です。「食べる喜び」を基本のテーマとし
健康で健やかな生活づくりに奉仕する事をモットーにして社会に貢献しています。

何事にも積極的にチャレンジすることのできる方を求めております!! 
★食品業界、食肉業界に興味がある ★食べることが大好き ★牛肉、豚肉が大好き ★技術を磨
く職人のような仕事に興味がある
という方、是非お気軽にブースへお越しください。お待ちしています♪ 

対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中

福利厚生等

求める 人材像

会社概要

事業内容

採用情報

基 本  給 
昇　　給 
勤務時間 
休日休暇 
福利厚生
諸 手 当
賞　　与

本　　社　　北海道網走市字二見ヶ岡22番地61
　TEL:0152-47-2416 FAX:0152-47-1169

創　　業　　1970年1月
資  本  金　　2,000万
代 表  者　　代表取締役 吉 田 純 也
従業員数　　15名
採用担当　　総務次長 吉 田 哲 也
mail　    　office@roadkogyou.co.jp
主な取引先　　北海道開発局・北海道建設部・北海道警察

　市町村・各ゼネコン

160,000円~ （資格・経験に応じて）
年1回（4月）
8:00~17:00（休憩1時間）
週休2日制、祝日、夏休8/14~16 冬休12/29~1/4
法定福利、永年勤続表彰、資格取得奨励制度、退職金制度
資格・皆勤・役職・住宅・家族・通勤
年2回（8月、12月）

Facebook

対象：大・院・短・専

弊社は昭和45年に網走管内初となる道路区画線施工業者として産声を上げました。以後約50年
間、管内の交通安全事業に携わってきました。この先、女性ドライバーの増加はもとより、高齢者
ドライバー・外国人ドライバーの増加も予想されます。悲惨な交通事故を無くすために安全施
設、とりわけ道路区画線は交通安全に欠かせない仕事だと考えられます。是非、私たちと共に交
通安全に寄与しましょう。

　↑道路区画線設置工事 　↑道路区画線設置工事 ↑駐車場ライン設置工事

↑標識設置工事 ↑橋梁塗装工事 ↑カラー舗装工事
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本社  旭川市4条通2丁目
ＴＥＬ　0166-22-6111

企業概要

創立
資本金
代表者
従業員数
平均年齢
売上高
事業内容

1947年（昭和22年）3月

5,000万円

代表取締役社長　西川 弘二

356名（男302名　女54名）

41.2歳

162億円（平成31年3月実績）

勤務と待遇

勤務地
勤務時間
休日

本社及び道北・道東地域の各店舗所在地

9：30～17：50

昇給
賞与
その他

年1回（4月）

年2回（6月・12月）

各種免許及び資格取得支援制度

休暇 年次有給休暇（10日～20日）
慶弔など特別休暇

福利厚生 各種社会保険制度・財形貯蓄
退職金制度・独身寮・社宅
住宅補助規定

初任給 営業職　大　卒　186,000円
整備職　短専卒　164,000円
　　　　高　卒　150,000円

諸手当 通勤手当、借上車手当（営業職）
家族手当、住宅手当、職能手当
役職手当、超勤手当　他

※営業職は販売実績に応じて報奨金を支給
（平成31年4月実績）

年間休日107日

事業所 旭川市内　6店舗
旭川管内　8店舗
北見管内　6店舗
その他　BPセンター　 2店舗
　　　　U-Carセンター1店舗
　　　　物流センター 1店舗

センチュリー、クラウン、ライズ、アリオン、
ルーミー、プリウス、86、アイシス、ポルテ
アクア、エスクァイア、サクシード、C-HR
ランドクルーザー、プラド、FJクルーザー、
シエンタ、ダイナ、コースター、救急車の販売

●新車

●U-Car販売
●自動車の点検整備、修理
●部品、タイヤ、ナビ等の販売
●各種損害保険、生命保険代理店業務
●情報通信機器の販売

旭川トヨタ自動車株式会社

旭川トヨタ自動車(株)は地域のお客様にカーライフの提案を通じて豊かな車社会は勿論広く社会の発展に貢献している企業です。
1947年(昭和22年)の創業時、自動車は特別な存在でした。現在自動車は私たちの生活に欠くことのできない身近な存在へと変化を
遂げています。しかし、自動車がどんなに変化を遂げても、私たちの姿勢はあくまでも「お客様起点」で考え、行動することです。だか
らこそ自動車が生活に密着している道北・道東圏で私たちは創業以来多くのお客様の支持を受け、多くのお客様に支えられてきまし
た。これからもお客様の充実したカーライフをサポートするため地域と共に歩み、時代が求めるニーズに対応していきます。

●当社の特色

入社後、応対マナー・商品知識・整備知識を中心に営業として
の基礎を約2ヵ月間の導入教育で習得。その後、階層別、キャ
リア別、年次別研修などを実施。社員がビジネスマンとして
の可能性を高めていけるような社員教育を行っています。

入社後、応対マナー・整備知識・作業実習を中心にサー
ビスエンジニアとしての基礎を約2ヵ月間の導入教育
で習得。その後年次別に随時、トレーニングセンターで
研修を受け、更なる技術レベルアップを目指します。

●教育システム

火曜日・祝祭日・毎月第一・第三月曜日
月2回程度週休・GW・お盆休み
年末年始・誕生日休日

営業スタッフ サービスエンジニア

営業職　 5名程度
整備職　15名程度

採用人員

不問
自由応募および学校経由
履歴書・成績証明書・健康診断書
卒業見込証明書

募集学科
応募方法
提出書類

面接・適性検査・作文選考方法

問い合せ先 管理部 総務課　 石山

採用要領

メールアドレス ast2651@asahikawa-t.co.jp

対象：大・院・短・専
令和2年3月卒：継続中

はじめに

会社概要

創　業

資本金

所在地

昭和48年（1973年）6月20日（創業設立）

1,000万円

従業員

問い合わせ先

OJT 社内において技術の学習講座の実施及び現場における研修等が中心になります。

Off-JT 外部研修機関において、入社～3年目までは年間４０H～１２０H程度の研修に参加いたします。

その他 希望者にはインターンシップ（就業体験）を準備いたします。

21名（令和2年1月現在）
［技術職　14名、事務職　2名］
［役　員　5名　（内技術系兼任役員　2名］

info@hcd-web.com

本　　社

美幌支店
北見支店

紋別市大山町四丁目３番３６

網走郡美幌町字高野133番地12
北見市田端町74番6

当社は専門的技術サ－ビスの提供を企業活動の原点に
おき、社員一人一人が技術の涵養に努め、創造性を発揮
できる企業風土を築いています。地域のインフラ整備
における調査／設計を続けて47年目を迎えます。

知識やノウハウの習得は、OJTの他、外部研修など職場以外の特定の場所で行うOff－JTを併用。

【教育プログラム】

【求める人物像】

若手技術者の技術力をどのように育成、強化するか。

人に優しく自分に厳しい人です。自分を高める意欲のある人です。自ら考え行動できる人です。

当社はそのような人を求めています。

対象：大・院

（TEL：0158-24-4324　FAX：0158-24-4027）
（TEL：0157-57-1061　FAX：0157-57-1062）
（TEL：0152-73-2601　FAX：0152-73-2602）

（契約社員2名を含む）

北見支店　（平成30年10月　開設）

橋梁定期点検 ドローンによる港湾調査
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本社　 旭川市4条通2丁目
ＴＥＬ　0166-22-6111

企業概要

創立
資本金
代表者
従業員数
平均年齢
売上高
事業内容

1947年（昭和22年）3月

5,000万円

代表取締役社長　西川 弘二

356名（男302名　女54名）

41.2歳

162億円（平成31年3月実績）

勤務と待遇

勤務地
勤務時間
休日

本社及び道北・道東地域の各店舗所在地

9：30～17：50

昇給
賞与
その他

年1回（4月）

年2回（6月・12月）

各種免許及び資格取得支援制度

休暇 年次有給休暇（10日～20日）
慶弔など特別休暇

福利厚生 各種社会保険制度・財形貯蓄
退職金制度・独身寮・社宅
住宅補助規定

初任給 営業職　大　卒　186,000円
整備職　短専卒　164,000円
　　　　高　卒　150,000円

諸手当 通勤手当、借上車手当（営業職）
家族手当、住宅手当、職能手当
役職手当、超勤手当　他

※営業職は販売実績に応じて報奨金を支給
（平成31年4月実績）

年間休日107日

事業所 旭川市内　6店舗
旭川管内　8店舗
北見管内　6店舗
その他　BPセンター　　2店舗

U-Carセンター1店舗
物流センター　1店舗

センチュリー、クラウン、ライズ、アリオン、
ルーミー、プリウス、86、アイシス、ポルテ
アクア、エスクァイア、サクシード、C-HR
ランドクルーザー、プラド、FJクルーザー、
シエンタ、ダイナ、コースター、救急車の販売

●新車

●U-Car販売
●自動車の点検整備、修理
●部品、タイヤ、ナビ等の販売
●各種損害保険、生命保険代理店業務
●情報通信機器の販売

旭川トヨタ自動車株式会社

旭川トヨタ自動車(株)は地域のお客様にカーライフの提案を通じて豊かな車社会は勿論広く社会の発展に貢献している企業です。
1947年(昭和22年)の創業時、自動車は特別な存在でした。現在自動車は私たちの生活に欠くことのできない身近な存在へと変化を
遂げています。しかし、自動車がどんなに変化を遂げても、私たちの姿勢はあくまでも「お客様起点」で考え、行動することです。だか
らこそ自動車が生活に密着している道北・道東圏で私たちは創業以来多くのお客様の支持を受け、多くのお客様に支えられてきまし
た。これからもお客様の充実したカーライフをサポートするため地域と共に歩み、時代が求めるニーズに対応していきます。

●当社の特色

入社後、応対マナー・商品知識・整備知識を中心に営業として
の基礎を約2ヵ月間の導入教育で習得。その後、階層別、キャ
リア別、年次別研修などを実施。社員がビジネスマンとして
の可能性を高めていけるような社員教育を行っています。

入社後、応対マナー・整備知識・作業実習を中心にサー
ビスエンジニアとしての基礎を約2ヵ月間の導入教育
で習得。その後年次別に随時、トレーニングセンターで
研修を受け、更なる技術レベルアップを目指します。

●教育システム

火曜日・祝祭日・毎月第一・第三月曜日
月2回程度週休・GW・お盆休み
年末年始・誕生日休日

営業スタッフ サービスエンジニア

営業職　　5名程度
整備職　15名程度

採用人員

不問
自由応募および学校経由
履歴書・成績証明書・健康診断書
卒業見込証明書

募集学科
応募方法
提出書類

面接・適性検査・作文選考方法

問い合せ先 管理部 総務課　　石山

採用要領

メールアドレス ast2651@asahikawa-t.co.jp

対象：大・院・短・専

はじめに

会社概要

創　業

資本金

所在地

昭和48年（1973年）6月20日（創業設立）

1,000万円

従業員

問い合わせ先

OJT 社内において技術の学習講座の実施及び現場における研修等が中心になります。

Off-JT 外部研修機関において、入社～3年目までは年間４０H～１２０H程度の研修に参加いたします。

その他 希望者にはインターンシップ（就業体験）を準備いたします。

21名（令和2年1月現在）
［技術職　14名、事務職　2名］
［役　員　5名（内技術系兼任役員　2名］

info@hcd-web.com

本　　社

美幌支店
北見支店

紋別市大山町四丁目３番３６

網走郡美幌町字高野133番地12
北見市田端町74番6

当社は専門的技術サ－ビスの提供を企業活動の原点に
おき、社員一人一人が技術の涵養に努め、創造性を発揮
できる企業風土を築いています。地域のインフラ整備
における調査／設計を続けて47年目を迎えます。

知識やノウハウの習得は、OJTの他、外部研修など職場以外の特定の場所で行うOff－JTを併用。

【教育プログラム】

【求める人物像】

若手技術者の技術力をどのように育成、強化するか。

人に優しく自分に厳しい人です。自分を高める意欲のある人です。自ら考え行動できる人です。

当社はそのような人を求めています。

対象：大・院
令和2年3月卒：継続中

（TEL：0158-24-4324　FAX：0158-24-4027）
（TEL：0157-57-1061　FAX：0157-57-1062）
（TEL：0152-73-2601　FAX：0152-73-2602）

（契約社員2名を含む）

北見支店（平成30年10月 開設）

橋梁定期点検 ドローンによる港湾調査
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学生の皆様へ

オホーツクに暮らすメリット？

たくさんあるよ！

オホーツク地域の魅力と就職におけるライフスタイルの参考に

都会過ぎず。田舎過ぎず。ゆったりと生活できます。何と言っても食べ物がおいしい！

自然豊かな環境の中で暮らせる！

企業や地域においても親身に相談に乗ってくれ、休日も付き合ってくれます。

親切な人が多い！

通勤ラッシュとは無縁！ゆったり出勤＆スムーズな帰宅でストレスが少なくプライベートが充実。

通勤時間が短い！

都心部と比べて土地が安い！若いうちからマイホーム購入の夢が持てます。

マイホームが持ちやすい！

オホーツク空の玄関「女満別空港」はオホーツクの市町からも近いんです。

女満別空港 － 千歳空港 50分
女満別空港 － 羽田空港 1時間55分
女満別空港 － 中部空港 2時間05分
女満別空港 － 関西・伊丹空港　2時間25分

道内・道外の主要都市にもすぐ行ける！

（夏季季節運航）

札幌までは車・バス・列車を使って 4 時間 30 分。

伊丹・
関西国際

中部国際

東京国際

新千歳

女満別



学生の皆様へ

正直に言います。
不便なところもあるんです。

オホーツク地域の魅力と就職におけるライフスタイルの参考に

だけど…物価が低く、生活の初期投資・ランニングコストが安い！生活満足度はとても高いです。

都会に比べるとお給料は少ないかも？

だけど…こだわりの専門店はたくさんあります。

何でもそろう百貨店はないんです。

だけど…その分旅行に行く楽しみが倍増！

テーマパークや大型レジャーランドはありません。遊ぶ所が少ない。

だけど…景色がよく、ちょっとした移動がドライブ感覚で楽しめます。

移動に車は必要不可欠。

だけど…はありません。正直大変です。雪や寒さを活かしたイベントが多くあります！

皆さんの中には「オホーツク＝田舎・不便」というイメージがあると思います。

上に書いてある通り、それは事実です。

ですが、それ以上によい部分もたくさんあり、
都会にはない魅力があると自信を持ってお伝えできます。
都会過ぎず、不便過ぎずのオホーツクで社会人生活を始めてみませんか？

冬は寒さと雪対策が必要。





北見商工会議所
北見市北3条東1丁目2番地

事務局

TEL.0157-23-4111　FAX.0157-22-2282

北見市若者就活応援センター
北見市北4条東4丁目2番地（商工観光部内）

TEL.0157-25-1148　FAX.0157-26-2712

（北見・網走・紋別・遠軽・美幌・留辺蘂商工会議所）

オホーツク商工会議所協議会




