
本店所在地
電話番号
創立年月日
代表者
事業内容

出資金
常勤職員数
預金量
融資量
経常利益
事業所

企業概要

これまでも、これからも、地域とともに。

そして、未来へ

北見市大通東１丁目２番地１
０１５７-２４-７５３１
１９３０年１１月１４日
理事長　金田 充郎
預金・融資・為替等の金融業務、日銀歳入代理店等各種代理業務、各種
公金取扱業務、国債・投信・保険窓販業務、経営相談、年金業務ほか
12億03百万円
321名（2018年3月現在）
4,852億32百万円(2018年3月実績)
1,919億73百万円(2018年3月実績)
11億02百万円(2018年3月実績)
本店／北見市大通東１丁目２番地１
支店/北見市13店、帯広市3店、釧路市、紋別市2店、 
　　　旭川市2店、名寄市、訓子府町、津別町、置戸町、美幌町、 
　　　滝上町、興部町、雄武町、西興部村(計31本支店)

北見信用金庫は平成30年度より
『きたしん ADVANCE to CENTURY STAGEII』 
と称した3ヵ年計画を掲げ、「地域社会との共生」「お取引先の夢の実現」という
究極の目標に向かい、全役職員が一丸となって取り組みを進めています。

すべては、この街の明るい未来を創造するため。 
わたしたちは、地域のみなさまのために業務にまい進いたします。

〈採用状況〉

〈募集要項〉

〈採用実績校〉

募集要項

平成31年度　　 大卒　  6名、短大卒　1名、高卒  　8名（計15名）※予定
平成30年度　　 大卒　  5名、短大卒　1名、高卒  11名（計17名）
平成２9年度　　 大卒  10名、短大卒　0名、高卒   9名（計19名）

応募方法
募集学科
応募書類

自由応募

全学部全学科

①履歴書（写真貼付）　②成績証明書（高校・大学）
③卒業見込証明書　　④健康診断書
※応募書類は返却いたしませんのでご了承ください。

北見工業大学、北海道大学、小樽商科大学、北海道教育大学、室蘭工業大学、釧路公立大学、
はこだて未来大学、北海学園大学、北星学園大学、札幌大学、札幌学院大学、
東海大学札幌キャンパス、北翔大学、星槎道都大学、旭川大学、函館大学、明治大学、
法政大学、中央大学、学習院大学、日本大学、東洋大学、専修大学、拓殖大学、国士舘大学、
立正大学、立命館大学、新潟医療福祉大学、愛知県立大学ほか

選考方法 １次～筆記・面接
２次～役員面接

募集人数 ５～１０名程度

給与・勤務条件

初任給

諸手当
昇給
賞与
勤務地
勤務時間
休日
休暇
社保・労働保険等
福利厚生
教育研修

基本給（月給）１８０，０００円（大学卒）※30年度実績
　　　　　　１５３，０００円（短大卒）※30年度実績

通勤手当、時間外手当、渉外手当、住宅手当、家族手当

年１回（４月）

年３回（７月、１２月、３月）

本支店所在地

平日８：３５～１７：３０（一部変形労働時間制の採用あり）

完全週休２日制（土・日）、祝日、年末年始４日間

年次有給休暇(含 連続休暇制度)、慶弔休暇、メモリアル休暇など

健康保険、労災保険、雇用保険、厚生年金、厚生年金基金

職員融資制度、職員財形預金、永年勤続表彰、クラブ活動助成ほか

新入職員研修、階層別研修、外部派遣研修、各種通信講座ほか

〒０９０－８７１１　北見市大通東１丁目２番地１
北見信用金庫　人事部人事課（担当　喜多）
TEL.０１５７－２５－１７２２（直通）

北見信用金庫
対象：大・院・短・専
2019年3月卒：終了
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平成８年から、北見工業大学と共同研究を実施していま
す。その成果を活用し、産学官連携のプロジェクトに継続
して取り組むことで、複合ワイヤ溶射法による新規機能性
溶射被膜の開発に成功しました。
近年では、道内異業種各社と共同で寒冷地対応電気自動車
（ＥＶ）を開発し、弊社の超撥水性溶射被膜を搭載したＥＶ
を２０１８年１月の札幌モーターショーへ出展しました。

これまでの酢の製造は、設備費用や酒造免許が必要と
いった要因から、大手や伝統的な業者に限られていまし
た。弊社はこれらの課題を克服した小型発酵装置を開発
し、２０１３年にものづくり地域貢献賞を受賞しました。

まちづくり・ひとづくり・ものづくり～私たちの技術と共に～

　弊社は、地域に密着した鉄工所を目指して昭和２１年に創業しました。
“顧客のあらゆる要望にできる限り応えたい”との意を込めて、自ら
「まち（北見）のよろず鍛冶屋（総合鉄工所）」と自負し、鉄工に関する総
合化並びに多角化を目指しています。
　現在、技術部門は設計・開発・管理を行うエンジニアリング事業部と、
機械・製缶・板取の３部門を有する生産事業部で構成され、自社による
一貫した生産・管理を行っています。その結果、設計から製作・据付に至るまでの総合技術力を高く評価頂き、水
処理・廃棄物処理プラントは、全国一円の自治体や大手メーカーを対象に自社製品・ＯＥＭとしての納入実績が有
ります。
今後も北見の地に根を張り、「まちづくり・ひとづくり・ものづくり～私たちの技術と共に～」をスローガンとして
常に自己研鑽に努め、地域・社員・企業の永続的な繁栄を目指していきます。

◆事業概要

◆会社概要

廃棄物処理場向／ごみ投入扉 廃棄物処理場向／焼却炉 水処理場向／沈砂掻揚機

一般産業用／移動式ビート原料
受入除土積上装置

廃棄物処理場向／アルミ選別機 一般産業用／異物除去装置

工場は、板取・製缶・機械の３部門を有する生産事業部で構成され、自社工場での一貫した生産によって短
納期化と高水準な品質管理が可能です。

機械工場 板取・製缶工場

会社名　　株式会社倉本鉄工所
所在地　　〒090-0811 北海道北見市泉町1丁目 4番 12号
 　TEL：(0157)24-2031　FAX：(0157)61-1149
代表者　　代表取締役会長　倉本宏
　　　　　代表取締役社長　倉本真
創　業　　1946年 9月 1日
従業員　　38名（2018年現在）
取引銀行　　日本政策金融公庫旭川支店　北洋銀行北見中央支店
　　　　　北見信用金庫南大通支店　　北海道銀行北見支店
　　　　　遠軽信用金庫北見支店
許可等　　特定建設業許可（特-27 オ第 913号）
　　　　　管、機械器具設置、鋼構造物、水道施設

仕事内容：
　弊社は水処理・廃棄物処理プラントや一般産業用機械等、
　大型機械設備の設計・製作・据付を主な事業としています。
　いずれも社会貢献度が高く、管内・北海道から全国一円の
　社会インフラや生産設備を陰から支える骨太な仕事です。
　　■仕事例
　　　①ＣＡＤを用いた機械・プラントの設計
　　　②製作工程や現場工事での施工・進捗管理
　　　③原材料や部品・機器・計器等の調達
　　　④見積や営業、お客様や外注先との契約
募集職種：技術系（設計・調達・工事・工程管理等）
　　　　　事務系（調達・契約・企画・営業・渉外等）
雇用形態：正社員
勤務時間：8:00 ～ 17:00（休憩 90分含む）
勤 務 地：北海道北見市泉町（転勤なし）
初 任 給：181,000 円（別途通勤手当支給）
休　　日：週休2日制
　　　　（日曜・祝日、第4土曜、お盆、年末年始等）
賞　　与：平成29年度実績　平均3.5 ヶ月分
福利厚生（各種保険、諸手当）：
　　　　　雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、　
　　　　　通勤手当、家族手当、住宅手当、役職手当、
　　　　　退職金制度あり（退職金共済加入）

採用担当コメント：
　弊社は「まちづくり・ひとづくり・ものづくり～私たちの技
術と共に～」をスローガンとして企業活動しています。弊社の
仕事は“ものづくり”（製造業）に分類され、技術を生かして“まち
づくり”（お客様の生産活動や社会インフラを支えること）に貢
献することです。加えて、地元北見を支える “ひとづくり”（人材
育成）も、重要な仕事であると考えています。そのため、学生の皆
様と真摯に向き合い、個別工場見学といった一対一の対応で採
用活動を実施しています。明るく・前向きに・コツコツと取り
組める方は、学歴や学部を問わず大いに活躍できます。興味を持
たれた方は、お気軽にご連絡ください。
皆様からのご連絡をお待ちしております。

学部・学科：不問
選考方法：面接、適性検査

採用担当連絡先（履歴書送付先）
株式会社倉本鉄工所 総務部
〒090-0811 北海道北見市泉町1丁目 4番 12号
TEL：(0157)24-2031 ( 平日 8:00 ～17：00)
FAX：(0157)61-1149
E-mail：soumu@kuramoto-tekkohsyo.co.jp

主な事業内容
水処理・廃棄物処理プラントの設計・製作・据付
一般産業用機械の設計・製作・据付
鋼構造物・製缶品・各種タンクの設計・製作・据付
管工事及び消防設備の設計・製作・据付
各種クレーンの設計・製作・据付
各種溶射装置の開発 etc.

主な納入先
北見市 , 環境エンジニアリング事業㈿ , MHPS-IDS ㈱ , 
㈱日立製作所 , 水 ing エンジニアリング㈱ , ㈱タクマ ,
㈱荏原製作所 , アサヒ機装㈱ , ㈱クボタ , 月島機械㈱ , 
訓子府石灰工業㈱ , ㈱ヰセキ北海道 , ホクレン中斜里製糖工場 , 
よつ葉乳業㈱北見工場 , 斜里町農協中斜里澱粉工場 , 
クレードル食品㈱ , ㈱サンキョウ , ㈱ほくべい , 北海道糖業㈱　etc.

主な特徴
　・装置が安価　　　　・多品種少量生産が可能
・短期間で製造可能　・１台で全行程が完了
・マニュアル化により高度な技術が不要 ・酒造免許が不要　

機能性溶射被膜

◆研究開発
ビネガーファーメンター

複合ワイヤ製造装置 寒冷地対応ＥＶ ビネガーファーメンター ものづくり地域貢献賞

◆工事実績

◆生産設備

主な工作機械
NCレーザー加工機 , マシニングセンタ , 
NCフライス盤 , NCアイアンワーカー , 
NC旋盤 ,NCガス及びプラズマ切断機 , 
バンドソー , NCビームワーカー , 
シャーリング , 横中ぐり盤 , プラノミラー , 
２５０ｔプレス , 溶接ロボット , 
ベンディングロール , ベベリングマシン , 
金属溶射装置 , ショットブラストライン , 
各種溶接機 , 複合ワイヤ製造装置 etc.

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中
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平成８年から、北見工業大学と共同研究を実施していま
す。その成果を活用し、産学官連携のプロジェクトに継続
して取り組むことで、複合ワイヤ溶射法による新規機能性
溶射被膜の開発に成功しました。
近年では、道内異業種各社と共同で寒冷地対応電気自動車
（ＥＶ）を開発し、弊社の超撥水性溶射被膜を搭載したＥＶ
を２０１８年１月の札幌モーターショーへ出展しました。

これまでの酢の製造は、設備費用や酒造免許が必要と
いった要因から、大手や伝統的な業者に限られていまし
た。弊社はこれらの課題を克服した小型発酵装置を開発
し、２０１３年にものづくり地域貢献賞を受賞しました。

まちづくり・ひとづくり・ものづくり～私たちの技術と共に～

　弊社は、地域に密着した鉄工所を目指して昭和２１年に創業しました。
“顧客のあらゆる要望にできる限り応えたい”との意を込めて、自ら
「まち（北見）のよろず鍛冶屋（総合鉄工所）」と自負し、鉄工に関する総
合化並びに多角化を目指しています。
　現在、技術部門は設計・開発・管理を行うエンジニアリング事業部と、
機械・製缶・板取の３部門を有する生産事業部で構成され、自社による
一貫した生産・管理を行っています。その結果、設計から製作・据付に至るまでの総合技術力を高く評価頂き、水
処理・廃棄物処理プラントは、全国一円の自治体や大手メーカーを対象に自社製品・ＯＥＭとしての納入実績が有
ります。
今後も北見の地に根を張り、「まちづくり・ひとづくり・ものづくり～私たちの技術と共に～」をスローガンとして
常に自己研鑽に努め、地域・社員・企業の永続的な繁栄を目指していきます。

◆事業概要

◆会社概要

廃棄物処理場向／ごみ投入扉 廃棄物処理場向／焼却炉 水処理場向／沈砂掻揚機

一般産業用／移動式ビート原料
受入除土積上装置

廃棄物処理場向／アルミ選別機 一般産業用／異物除去装置

工場は、板取・製缶・機械の３部門を有する生産事業部で構成され、自社工場での一貫した生産によって短
納期化と高水準な品質管理が可能です。

機械工場 板取・製缶工場

会社名　　株式会社倉本鉄工所
所在地　　〒090-0811 北海道北見市泉町1丁目 4番 12号
 　TEL：(0157)24-2031　FAX：(0157)61-1149
代表者　　代表取締役会長　倉本宏
　　　　　代表取締役社長　倉本真
創　業　　1946年 9月 1日
従業員　　38名（2018年現在）
取引銀行　　日本政策金融公庫旭川支店　北洋銀行北見中央支店
　　　　　北見信用金庫南大通支店　　北海道銀行北見支店
　　　　　遠軽信用金庫北見支店
許可等　　特定建設業許可（特-27 オ第 913号）
　　　　　管、機械器具設置、鋼構造物、水道施設

仕事内容：
　弊社は水処理・廃棄物処理プラントや一般産業用機械等、
　大型機械設備の設計・製作・据付を主な事業としています。
　いずれも社会貢献度が高く、管内・北海道から全国一円の
　社会インフラや生産設備を陰から支える骨太な仕事です。
　　■仕事例
　　　①ＣＡＤを用いた機械・プラントの設計
　　　②製作工程や現場工事での施工・進捗管理
　　　③原材料や部品・機器・計器等の調達
　　　④見積や営業、お客様や外注先との契約
募集職種：技術系（設計・調達・工事・工程管理等）
　　　　　事務系（調達・契約・企画・営業・渉外等）
雇用形態：正社員
勤務時間：8:00 ～ 17:00（休憩 90分含む）
勤 務 地：北海道北見市泉町（転勤なし）
初 任 給：181,000 円（別途通勤手当支給）
休　　日：週休2日制
　　　　（日曜・祝日、第4土曜、お盆、年末年始等）
賞　　与：平成29年度実績　平均3.5 ヶ月分
福利厚生（各種保険、諸手当）：
　　　　　雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、　
　　　　　通勤手当、家族手当、住宅手当、役職手当、
　　　　　退職金制度あり（退職金共済加入）

採用担当コメント：
　弊社は「まちづくり・ひとづくり・ものづくり～私たちの技
術と共に～」をスローガンとして企業活動しています。弊社の
仕事は“ものづくり”（製造業）に分類され、技術を生かして“まち
づくり”（お客様の生産活動や社会インフラを支えること）に貢
献することです。加えて、地元北見を支える “ひとづくり”（人材
育成）も、重要な仕事であると考えています。そのため、学生の皆
様と真摯に向き合い、個別工場見学といった一対一の対応で採
用活動を実施しています。明るく・前向きに・コツコツと取り
組める方は、学歴や学部を問わず大いに活躍できます。興味を持
たれた方は、お気軽にご連絡ください。
皆様からのご連絡をお待ちしております。

学部・学科：不問
選考方法：面接、適性検査

採用担当連絡先（履歴書送付先）
株式会社倉本鉄工所 総務部
〒090-0811 北海道北見市泉町1丁目 4番 12号
TEL：(0157)24-2031 ( 平日 8:00 ～17：00)
FAX：(0157)61-1149
E-mail：soumu@kuramoto-tekkohsyo.co.jp

主な事業内容
水処理・廃棄物処理プラントの設計・製作・据付
一般産業用機械の設計・製作・据付
鋼構造物・製缶品・各種タンクの設計・製作・据付
管工事及び消防設備の設計・製作・据付
各種クレーンの設計・製作・据付
各種溶射装置の開発 etc.

主な納入先
北見市 , 環境エンジニアリング事業㈿ , MHPS-IDS ㈱ , 
㈱日立製作所 , 水 ing エンジニアリング㈱ , ㈱タクマ ,
㈱荏原製作所 , アサヒ機装㈱ , ㈱クボタ , 月島機械㈱ , 
訓子府石灰工業㈱ , ㈱ヰセキ北海道 , ホクレン中斜里製糖工場 , 
よつ葉乳業㈱北見工場 , 斜里町農協中斜里澱粉工場 , 
クレードル食品㈱ , ㈱サンキョウ , ㈱ほくべい , 北海道糖業㈱　etc.

主な特徴
　・装置が安価　　　　・多品種少量生産が可能
・短期間で製造可能　・１台で全行程が完了
・マニュアル化により高度な技術が不要 ・酒造免許が不要　

機能性溶射被膜

◆研究開発
ビネガーファーメンター

複合ワイヤ製造装置 寒冷地対応ＥＶ ビネガーファーメンター ものづくり地域貢献賞

◆工事実績

◆生産設備

主な工作機械
NCレーザー加工機 , マシニングセンタ , 
NCフライス盤 , NCアイアンワーカー , 
NC旋盤 ,NCガス及びプラズマ切断機 , 
バンドソー , NCビームワーカー , 
シャーリング , 横中ぐり盤 , プラノミラー , 
２５０ｔプレス , 溶接ロボット , 
ベンディングロール , ベベリングマシン , 
金属溶射装置 , ショットブラストライン , 
各種溶接機 , 複合ワイヤ製造装置 etc.

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中
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会社概要
事業内容 ●食品加工場設備　●食品店舗 設計施工 

●冷凍冷蔵倉庫　　●凍結装置　　●連続フリーザー 設計施工 
●農産物低温　　　●定温貯蔵設備設計施工 
●空調設備　　　　●クリーンルーム　●恒温恒湿装置 設計施工 
●冷熱関連 保守点検　●修理 ほか 

創業
代表者
売上高
社員数
営業所

昭和21年6月1日
代表取締役社長　桑原　賢史朗
7億1993万円（平成30年3月期）
43名
北見本社　　北見豊地1番地11
札幌支店　　札幌市西区発寒10条12丁目1番地55
旭川営業所　旭川市亀吉2条1丁目4番18号

桑
原
グ
ル
ー
プ
概
要

桑 原 電 工 株 式 会 社

北見本社　北見市豊地1番地11
ＴＥＬ　0157-36-9000
FAX  0157-36-8899
採用担当/本社総務部　内藤
Mail : k-naito@kuwabara-net.com

北見本社外観

札幌営業所外観

食の大地　北海道
　生産地を支える 冷熱エンジニアリングカンパニー

 桑原冷熱工業は、食糧基地北海道には欠かせない冷熱市場に

おいて「冷蔵冷凍設備の専門医」集団として事業を展開してい

ます。 また、独自のNH3/CO２自然冷媒冷凍システムは地球環

境にやさしい自然冷媒を使用しながら、 効率的で安全性の高

い冷却システムとして評価 をいただいています。   

■募集学部
■募集人数
■職種
■応募書類
■採用担当

問わない
若干名
冷凍空調技術者（見習い）
履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、健康診断書
本社総務部　内藤
TEL0157-36-9000　FAX0157-36-8899
Mail : k-naito@kuwabara-net.com

電気設備・昇降機・電気通信設備の設計施工 
■年商：8億70百万円（平成30年3月期） ■社員数 25名 

桑 原 電 装 株 式 会 社 車両電装品販売、各種産業機器販売、ドコモショップ各店 
■年商：41億96百万円（平成30年3月期）■社員数 130名 

採用情報

施工例

桑原冷熱工業株式会社

冷蔵庫内及急速冷凍庫扉 冷蔵庫内（+5℃） 冷凍機（屋上設置）

冷媒配管溶接状況(銅管) 冷媒配管溶接状況(銅管) 冷媒配管溶接状況(高所作業) 

エアコン室外機（屋上設置） 活魚水槽 冷凍機設置状況

冷凍機ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ前 冷凍機ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ状況 冷凍機ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ組立完了

フロンガス漏れ点検状況 冷凍庫内（-25℃） 急速凍結庫内（-43℃）

対象：大
2019年3月卒：継続中

12



会社概要
事業内容 ●食品加工場設備　●食品店舗 設計施工 

●冷凍冷蔵倉庫　　●凍結装置　　●連続フリーザー 設計施工 
●農産物低温　　　●定温貯蔵設備設計施工 
●空調設備　　　　●クリーンルーム　●恒温恒湿装置 設計施工 
●冷熱関連 保守点検　●修理 ほか 

創業
代表者
売上高
社員数
営業所

昭和21年6月1日
代表取締役社長　桑原　賢史朗
7億1993万円（平成30年3月期）
43名
北見本社　　北見豊地1番地11
札幌支店　　札幌市西区発寒10条12丁目1番地55
旭川営業所　旭川市亀吉2条1丁目4番18号

桑
原
グ
ル
ー
プ
概
要

桑 原 電 工 株 式 会 社

北見本社　北見市豊地1番地11
ＴＥＬ　0157-36-9000
FAX  0157-36-8899
採用担当/本社総務部　内藤
Mail : k-naito@kuwabara-net.com

北見本社外観

札幌営業所外観

食の大地　北海道
　生産地を支える 冷熱エンジニアリングカンパニー

 桑原冷熱工業は、食糧基地北海道には欠かせない冷熱市場に

おいて「冷蔵冷凍設備の専門医」集団として事業を展開してい

ます。 また、独自のNH3/CO２自然冷媒冷凍システムは地球環

境にやさしい自然冷媒を使用しながら、 効率的で安全性の高

い冷却システムとして評価 をいただいています。   

■募集学部
■募集人数
■職種
■応募書類
■採用担当

問わない
若干名
冷凍空調技術者（見習い）
履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、健康診断書
本社総務部　内藤
TEL0157-36-9000　FAX0157-36-8899
Mail : k-naito@kuwabara-net.com

電気設備・昇降機・電気通信設備の設計施工 
■年商：8億70百万円（平成30年3月期） ■社員数 25名 

桑 原 電 装 株 式 会 社 車両電装品販売、各種産業機器販売、ドコモショップ各店 
■年商：41億96百万円（平成30年3月期）■社員数 130名 

採用情報

施工例

桑原冷熱工業株式会社

冷蔵庫内及急速冷凍庫扉 冷蔵庫内（+5℃） 冷凍機（屋上設置）

冷媒配管溶接状況(銅管) 冷媒配管溶接状況(銅管) 冷媒配管溶接状況(高所作業) 

エアコン室外機（屋上設置） 活魚水槽 冷凍機設置状況

冷凍機ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ前 冷凍機ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ状況 冷凍機ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ組立完了

フロンガス漏れ点検状況 冷凍庫内（-25℃） 急速凍結庫内（-43℃）

対象：大
2019年3月卒：継続中
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最寄り駅
代表者名
従業員数
前年売上高
資本金
設立年月
企業URL
Ｅメールアドレス
業種
事業内容
支店・営業所
関連企業

ＪＲ石北線　東相内駅　　徒歩１０分
代表取締役社長　戸田　龍一
14名
107,000万円
1,000万円
昭和50年5月2日
http:// www.sun-engei.sakura.ne.jp/
kitami@sun-engei.co.jp
卸売業
種子、苗、肥料、農業資材、園芸資材の卸売り
帯広営業所
有限会社四季倶楽部、
ガーデニングハウス四季倶楽部

事務所

園芸店舗

会社全景

倉庫

会社概要

業種
必要学歴
経験
試用期間
必要資格
勤務地
勤務時間
休日
基本給
諸手当
通勤手当
車通勤
加入保険
賞与
退職金制度
社内教育制度

福利厚生
転勤の有無

■必要応募書類
■応募方法
■選考方法
■選考場所

応募書類提出先

卸売業

大学卒

不問

あり（期間／3ヶ月（条件：同））

普通運転免許

本社

8：30～17：30

週休2日制（隔週、その他）※月により変動、年間休日数110日

172,500円
●セールス手当/20,000円　●燃料手当/（世帯主・単身世帯主・同居）年1回

あり（上限8,000円）

可（必須）

健康・厚生・雇用・労災

有（年2回）※入社年度（年1回）

有（勤続3年以上）

外部講師による、社内、社外勉強会を、年5～6回実施。
メーカー施設の視察。資格取得支援（会社指定）

北見市勤務労者福祉サービスセンター加入による諸制度、施設の利用

有

履歴書、卒業証明書（見込み）、成績証明書、健康診断書
上記書類を本社まで郵送、又はご持参ください。
書類選考、面接、論作文
本社

本社  
〒099-0878
北見市東相内町121-8
ＴＥＬ.0157-36-3358
■担当／業務課　山中 潤

／ 随時受入れ可（要事前予約）

新卒・既卒（3年まで）［正社員］営業職■ …1名
採用情報

●インターンシップ

本社  〒099-0878　北見市東相内町121番地8
担当/業務課　山中　潤
ＴＥＬ　0157-36-3358
FAX  0157-36-8379
Mail :kitami@sun-engei.co.jp

来たれ、チャレンジ精神に富み責任感のある人。

明るく元気でフットワークの軽い人。

生活に欠かす事のできない“食”を支える、
その一翼を担う有意義な仕事です。

是非一緒に働きましょう。

職種内容／得意先へのルートセールス、新規顧客の開拓、商品の配送

随時
平成32年4月1日採用予定日

応募受付期間 後日連絡選考日時

私共の会社は、農業に関わる、種苗・肥料などの販売を行っています。
私共の仕事は、販売商品を通して、「食の安全・安心」「環境との調和」などに携わる重要な役割を担ってい
ると考えています。
そして、私共は、全従業員の物心両面の幸福を追求するとともに、
地域農業の発展、地域社会の発展に貢献できる会社を目指しています。

●特色〈企業PR 〉

対象：大・専
2019年3月卒：継続中
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最寄り駅
代表者名
従業員数
前年売上高
資本金
設立年月
企業URL
Ｅメールアドレス
業種
事業内容
支店・営業所
関連企業

ＪＲ石北線　東相内駅　　徒歩１０分
代表取締役社長　戸田　龍一
14名
107,000万円
1,000万円
昭和50年5月2日
http:// www.sun-engei.sakura.ne.jp/
kitami@sun-engei.co.jp
卸売業
種子、苗、肥料、農業資材、園芸資材の卸売り
帯広営業所
有限会社四季倶楽部、
ガーデニングハウス四季倶楽部

事務所

園芸店舗

会社全景

倉庫

会社概要

業種
必要学歴
経験
試用期間
必要資格
勤務地
勤務時間
休日
基本給
諸手当
通勤手当
車通勤
加入保険
賞与
退職金制度
社内教育制度

福利厚生
転勤の有無

■必要応募書類
■応募方法
■選考方法
■選考場所

応募書類提出先

卸売業

大学卒

不問

あり（期間／3ヶ月（条件：同））

普通運転免許

本社

8：30～17：30

週休2日制（隔週、その他）※月により変動、年間休日数110日

172,500円
●セールス手当/20,000円　●燃料手当/（世帯主・単身世帯主・同居）年1回

あり（上限8,000円）

可（必須）

健康・厚生・雇用・労災

有（年2回）※入社年度（年1回）

有（勤続3年以上）

外部講師による、社内、社外勉強会を、年5～6回実施。
メーカー施設の視察。資格取得支援（会社指定）

北見市勤務労者福祉サービスセンター加入による諸制度、施設の利用

有

履歴書、卒業証明書（見込み）、成績証明書、健康診断書
上記書類を本社まで郵送、又はご持参ください。
書類選考、面接、論作文
本社

本社  
〒099-0878
北見市東相内町121-8
ＴＥＬ.0157-36-3358
■担当／業務課　山中 潤

／ 随時受入れ可（要事前予約）

新卒・既卒（3年まで）［正社員］営業職■ …1名
採用情報

●インターンシップ

本社  〒099-0878　北見市東相内町121番地8
担当/業務課　山中　潤
ＴＥＬ　0157-36-3358
FAX  0157-36-8379
Mail :kitami@sun-engei.co.jp

来たれ、チャレンジ精神に富み責任感のある人。

明るく元気でフットワークの軽い人。

生活に欠かす事のできない“食”を支える、
その一翼を担う有意義な仕事です。

是非一緒に働きましょう。

職種内容／得意先へのルートセールス、新規顧客の開拓、商品の配送

随時
平成32年4月1日採用予定日

応募受付期間 後日連絡選考日時

私共の会社は、農業に関わる、種苗・肥料などの販売を行っています。
私共の仕事は、販売商品を通して、「食の安全・安心」「環境との調和」などに携わる重要な役割を担ってい
ると考えています。
そして、私共は、全従業員の物心両面の幸福を追求するとともに、
地域農業の発展、地域社会の発展に貢献できる会社を目指しています。

●特色〈企業PR 〉

対象：大・専
2019年3月卒：継続中

15



■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
597,837千円

■資 本 金
■従業員数
■平均年齢
■本社

1,000万円
31人
33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30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 30 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170,000円～180,000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）　
・燃料手当・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
2019年3月卒：継続中
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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 30 年になります。北見では古参のソフトウエ
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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
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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
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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。
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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
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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
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開発・構築

㍿三和システムサービス

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中
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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
約3億円
28名（平成30年12月現在）
NEC、京セラ、JA、官公庁/自治体、医療機関、金融機関 他
北海道中小企業家同友会、北見商工会議所、産業クラスター研究会オホーツク
株式会社イソップアグリシステム、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　
■アグリフード営業・企画
全学科対象
1～2名
大卒者180,000円～

北見工業大学卒業　平成27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）
年間休日110日程度
年末年始、有給休暇
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-suply.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。

　自分がやってみたい仕事もさせてもらえる会社です。また普通のIT企業では経験できない事も学ぶことが
できます。仕事を通じて、社会に貢献できる会社だと思います。まだまだ未熟な私ですが、この会社と共にス
テップアップしていきたいです。

●先輩より一言

株式会社 システムサプライ 当社は、情報技術と農業の融合を図り、
新しい農業のカタチを提案します。

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

イソップ（ISOPP）とは、

コリドールとは、

地域ニーズをシステムへ
～イソップものがたり～

土壌診断施肥設計 圃場データ管理 土壌センシング 生育センシング肥培データ集約管理 可変施肥 収量センシング収穫

独自の理念を持って、地域を見つめ、「持続可能なをシゴトの
仕組みづくり」に挑戦しています。

「ゼロエミッション地域循環科学システム」を提示し、これを
「イソップ・コリドール」として理念にダイナミズムを与えています。

圃場から食卓までを「モノづくり」と捉え、圃場と食に関する製造
プロセスを連携し、その機能を作動させる仕組みを開発・提供して
います。設計情報（テーマ）は安心・安全・そして賢い。

地域資源の循環と圃場の力を高める取組を基に、扱う情報を
テクノロジーとしてシステム化し、持続可能な環境保全型農業の
実現に努めています。

「大豆」を中核作物として捉え、持続的な食産業の形成に努めています。
その柱として、大豆をパウダーにして食する仕組みを開発・提供し
ています。

農と食の関係を「医食同源」として捉え、自律的な健康社会の創出に
寄与したいと考えています。

これからも、様々な地域資源を融合させ、互いが知恵を膨らませ、
ダイナミックにお宝を創造する、オホーツク（お宝創）を展望し歩み
続けていきます。

イソップは、

イソップは、

イソップは、

イソップは、

イソップは、

イソップは、

イソップは、

持続可能なシゴトの
仕組みづくり

圃場から口に入るまでのトータルフードチェーンシステムの構築

精密農業によるITと農業の融合〈生産性・付加価値基盤形成〉

ICTアプリケーションによる営農クラウド形成

健康に資する付加価値フードクラスター構築大豆を特別にする
研究開発事業の推進

現場データ集約 データ累積・分析・解析・翻訳 テクノロジー化

営農マネジメントの
高度化に資する事業

生産性分析管理

大豆粉砕パウダー生産 大豆を核とした食品開発製造

経営管理分析 付加価値創出支援
●土壌診断 ●圃場管理 ●可変施肥

ISO14000

回廊、循環を意味します

環境保全思想・持続可能な経済…世界基準思想の内在化

HACCP 工程管理による品質管理…食品の衛生管理手法の導入
Precision Agriculture 明確な意志決定が可能な農業経営…精密農業の実践

●精密農業 ●農業簿記 ●経営分析 ●フードシステム●給食栄養管理
ドローンの高度利用

圃場の力を高める
物質循環事業
有機物・微生物の高度利用

モノづくりコンセプト

フィードバック

自律型健康社会に資する

大豆を核とする
乾燥

μフーズ事業

持続的な営農基盤の形成

ヘルスケア市場の創成

付加価値創出に
資するフード
クラスター形成

高生産性・高付加価値創出型営農システムの構築
生産工程可視化マネジメント事業

モノづくり
〈安心・安全・賢い〉

イソップ・コリドール
持続可能な地域社会の
形成に資する
緩やかな連携体

圃場から食卓まで

圃場の力を
高める

資源高度化事業

環境保全型農業に
資する地域
バイオマスの編成

予防医療

地域活性化 環境保全

食料安全保障

健康社会の形成に
資する連携の推進

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中
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イソップ（ISOPP）とは、

コリドールとは、

地域ニーズをシステムへ
～イソップものがたり～

土壌診断施肥設計 圃場データ管理 土壌センシング 生育センシング肥培データ集約管理 可変施肥 収量センシング収穫

独自の理念を持って、地域を見つめ、「持続可能なをシゴトの
仕組みづくり」に挑戦しています。

「ゼロエミッション地域循環科学システム」を提示し、これを
「イソップ・コリドール」として理念にダイナミズムを与えています。

圃場から食卓までを「モノづくり」と捉え、圃場と食に関する製造
プロセスを連携し、その機能を作動させる仕組みを開発・提供して
います。設計情報（テーマ）は安心・安全・そして賢い。

地域資源の循環と圃場の力を高める取組を基に、扱う情報を
テクノロジーとしてシステム化し、持続可能な環境保全型農業の
実現に努めています。

「大豆」を中核作物として捉え、持続的な食産業の形成に努めています。
その柱として、大豆をパウダーにして食する仕組みを開発・提供し
ています。

農と食の関係を「医食同源」として捉え、自律的な健康社会の創出に
寄与したいと考えています。

これからも、様々な地域資源を融合させ、互いが知恵を膨らませ、
ダイナミックにお宝を創造する、オホーツク（お宝創）を展望し歩み
続けていきます。

イソップは、

イソップは、

イソップは、

イソップは、

イソップは、

イソップは、

イソップは、

持続可能なシゴトの
仕組みづくり

圃場から口に入るまでのトータルフードチェーンシステムの構築

精密農業によるITと農業の融合〈生産性・付加価値基盤形成〉

ICTアプリケーションによる営農クラウド形成

健康に資する付加価値フードクラスター構築大豆を特別にする
研究開発事業の推進

現場データ集約 データ累積・分析・解析・翻訳 テクノロジー化

営農マネジメントの
高度化に資する事業

生産性分析管理

大豆粉砕パウダー生産 大豆を核とした食品開発製造

経営管理分析 付加価値創出支援
●土壌診断 ●圃場管理 ●可変施肥

ISO14000

回廊、循環を意味します

環境保全思想・持続可能な経済…世界基準思想の内在化

HACCP 工程管理による品質管理…食品の衛生管理手法の導入
Precision Agriculture 明確な意志決定が可能な農業経営…精密農業の実践

●精密農業 ●農業簿記 ●経営分析 ●フードシステム●給食栄養管理
ドローンの高度利用

圃場の力を高める
物質循環事業
有機物・微生物の高度利用

モノづくりコンセプト

フィードバック

自律型健康社会に資する

大豆を核とする
乾燥

μフーズ事業

持続的な営農基盤の形成

ヘルスケア市場の創成

付加価値創出に
資するフード
クラスター形成

高生産性・高付加価値創出型営農システムの構築
生産工程可視化マネジメント事業

モノづくり
〈安心・安全・賢い〉

イソップ・コリドール
持続可能な地域社会の
形成に資する
緩やかな連携体

圃場から食卓まで

圃場の力を
高める

資源高度化事業

環境保全型農業に
資する地域
バイオマスの編成

予防医療

地域活性化 環境保全

食料安全保障

健康社会の形成に
資する連携の推進
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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
36億円
108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43.1歳（男性平均44.8歳/女性平均35.5歳）
9：00～17：30（1時間休憩有り）
火曜、祝祭日、Ｇ・Ｗ、夏期休暇、年末年始、週休日月1日、特別休暇［誕生日・結婚・忌引他］
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。

　私はサービスエンジニアとして入社し、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。トヨタ２級を目指して、現
在勉強中です。　仕事と勉強の両立は難しく大変です
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
カムリ・プリウス・プリウスα・プリウスＰＨＶ・アクア・シエンタ・ヴィッツ・スペイド・タンク・Ｃ－ＨＲ・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

  北見店 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 

 網走店 サービスエンジニア   藤原 崇志 
 平成２9年３月　北日本自動車大学校卒

■本社　管理部
■担当／市橋　信行

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
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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
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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43.1歳（男性平均44.8歳/女性平均35.5歳）
9：00～17：30（1時間休憩有り）
火曜、祝祭日、Ｇ・Ｗ、夏期休暇、年末年始、週休日月1日、特別休暇［誕生日・結婚・忌引他］
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。

　私はサービスエンジニアとして入社し、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。トヨタ２級を目指して、現
在勉強中です。　仕事と勉強の両立は難しく大変です
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
カムリ・プリウス・プリウスα・プリウスＰＨＶ・アクア・シエンタ・ヴィッツ・スペイド・タンク・Ｃ－ＨＲ・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。
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  北見店 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 

 網走店 サービスエンジニア   藤原 崇志 
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■本社　管理部
■担当／市橋　信行
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FAX (0157)61-8802
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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
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り応援しています。
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所在地
電　話
FAX
E-Mail
ホームページ

会社概要
北見市西三輪3丁目 752-66
0157-36-3522
0157-36-3572
info@hokushin-reiki.jp
http://www.hokushin-reiki.jp

代表者
資本金
総　業
従業員
営業所

会社認定

食文化は、幸せに暮らしていくには欠かせないことです。
その食文化を安心して守れる設備を、わが社は提供します。

我々の仕事は、食品の新鮮さや美しさを守ることです。

心地よい環境。清々しい生活。
その大切さを空調設備で補わしていただきます。

建設業許可　管工事（般 -26）オ 第 03273
冷凍空調設備工事事業所　　認定番号1-B-60
第一種フロン類回収業者　　登録番号0110000151
RCC認定冷媒回収事業所 　認定番号010014

業 務 内 容
業務用冷凍冷蔵庫　　設備施工・設計・保守
冷暖房空調機　　　　設備施工・設計・保守
プレハブパネル　　　施工・設計・保守
活魚水槽　　　　　　設備施工・設計・保守
乾燥室・急速凍結庫　設備施工・設計・保守
厨房機器　　　　　　各種取扱い
フロンガス　　　　　回収・廃棄・破壊

吉田　哲
300万円
昭和54年 10月 1日
9名
紋別営業所（紋別市北浜1丁目）

仕事内容
勤務時間
休　　日
給　　与
賞　　与
福利厚生
通　　勤
服　　装

募集要項

納入事例

斜里町　焼肉店 北見市　鮮魚店

代表社からのメッセージ

北海道にはたくさんの恵みがあります。オホーツクには素晴らしい食材があります。
そんな宝物を日本全国の各家庭まで、そのままの形で提供できるように我々は設備でサポートします。
食べ物がある限り、無限に続く仕事なのです。

仕事の取り組み方としては、今の時代に合ったワークを目標に行っています。
昔は、作業時間が長い・休みがない・汚いといったことが多かった設備業界。それを変えていきました。
社員には負担を与えず、休暇や時間を大切に使ってもらい、働きやすい環境を目指して頑張っています。
朝、出勤してきても笑顔で仕事に取り組めるような、そんな会社が素敵だと思います。

社員には、こう伝えています。
個人の能力は、人それぞれです。早く仕事を覚えて自分の時間をうまく使いたい人はそれでも良いです。
誰かの下でゆっくりと仕事を理解して覚えていく人はそれでも良いです。
自分のタイプにあった仕事方法で成長してもらい、そこで会社に貢献してもらえれば充分です。
一緒に頑張りましょう。

北の大地の恵みは日本の宝です。
この宝を我々は守ります。

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中

小清水町　農業法人北見市　精肉店主要取引メーカー
東芝・パナソニック・日立・ダイキン・
三菱電機・他

冷凍空調設備の施行工事（機器の設置・配管工事・電気配線・修理対応など）
平日 / 8：30～17：00　土曜日 /8：30～15：00
日曜日・祝日（お盆と年末年始は連休）
基本給　￥150,000～210,000（資格・経験に応じて）
夏・冬の2回（会社の貢献度を査定して、賞与額を決めます）
手当（時間外・通勤・家族・資格・役職）　保険（雇用・労災・健康・厚生年金・退職金共済）
マイカー通勤
夏用制服、冬用制服（作業服）
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所在地
電　話
FAX
E-Mail
ホームページ

会社概要
北見市西三輪3丁目 752-66
0157-36-3522
0157-36-3572
info@hokushin-reiki.jp
http://www.hokushin-reiki.jp

代表者
資本金
総　業
従業員
営業所

会社認定

食文化は、幸せに暮らしていくには欠かせないことです。
その食文化を安心して守れる設備を、わが社は提供します。

我々の仕事は、食品の新鮮さや美しさを守ることです。

心地よい環境。清々しい生活。
その大切さを空調設備で補わしていただきます。

建設業許可　管工事（般 -26）オ 第 03273
冷凍空調設備工事事業所　　認定番号1-B-60
第一種フロン類回収業者　　登録番号0110000151
RCC認定冷媒回収事業所 　認定番号010014

業 務 内 容
業務用冷凍冷蔵庫　　設備施工・設計・保守
冷暖房空調機　　　　設備施工・設計・保守
プレハブパネル　　　施工・設計・保守
活魚水槽　　　　　　設備施工・設計・保守
乾燥室・急速凍結庫　設備施工・設計・保守
厨房機器　　　　　　各種取扱い
フロンガス　　　　　回収・廃棄・破壊

吉田　哲
300万円
昭和54年 10月 1日
9名
紋別営業所（紋別市北浜1丁目）

仕事内容
勤務時間
休　　日
給　　与
賞　　与
福利厚生
通　　勤
服　　装

募集要項

納入事例

斜里町　焼肉店 北見市　鮮魚店

代表社からのメッセージ

北海道にはたくさんの恵みがあります。オホーツクには素晴らしい食材があります。
そんな宝物を日本全国の各家庭まで、そのままの形で提供できるように我々は設備でサポートします。
食べ物がある限り、無限に続く仕事なのです。

仕事の取り組み方としては、今の時代に合ったワークを目標に行っています。
昔は、作業時間が長い・休みがない・汚いといったことが多かった設備業界。それを変えていきました。
社員には負担を与えず、休暇や時間を大切に使ってもらい、働きやすい環境を目指して頑張っています。
朝、出勤してきても笑顔で仕事に取り組めるような、そんな会社が素敵だと思います。

社員には、こう伝えています。
個人の能力は、人それぞれです。早く仕事を覚えて自分の時間をうまく使いたい人はそれでも良いです。
誰かの下でゆっくりと仕事を理解して覚えていく人はそれでも良いです。
自分のタイプにあった仕事方法で成長してもらい、そこで会社に貢献してもらえれば充分です。
一緒に頑張りましょう。

北の大地の恵みは日本の宝です。
この宝を我々は守ります。

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中

小清水町　農業法人北見市　精肉店主要取引メーカー
東芝・パナソニック・日立・ダイキン・
三菱電機・他

冷凍空調設備の施行工事（機器の設置・配管工事・電気配線・修理対応など）
平日 / 8：30～17：00　土曜日 /8：30～15：00
日曜日・祝日（お盆と年末年始は連休）
基本給　￥150,000～210,000（資格・経験に応じて）
夏・冬の2回（会社の貢献度を査定して、賞与額を決めます）
手当（時間外・通勤・家族・資格・役職）　保険（雇用・労災・健康・厚生年金・退職金共済）
マイカー通勤
夏用制服、冬用制服（作業服）
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対象：大
2019年3月卒：継続中
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対象：大
2019年3月卒：継続中

25


