
対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中

会社概要

あいさつ

社名
設立年月日
代表者
資本金
主な事業内容

株式会社丸尾建設
1969 年 1 月 1 日
代表取締役 丸尾国弘
2000 万円
・建築、土木、外構その他の設計と請負と施工及び監理
・公共事業の請負と施工及び監理
・不動産の売買、交換、賃貸と仲介

募集学科
応募方法
給　　与
諸 手 当
勤務時間
休　　日
勤 務 地

採用担当 / 遠軽本社 
　　　　　　住宅営業部営業推進課 丸尾 みき 
　　　　　　TEL:0158-42-5228 
　　　　　 e-mai l : info@k-maruo.com

HP 
コンタクト
ページ

全学部 全学科
下記採用担当へご連絡ください。
初任給 200,000円（諸手当含む）
住宅手当（条件あり）25,000円
変形労働時間制 基本 8:30 ~ 18:00
定休水曜日他 
北見オフィス

仕事内容

募集要項

今、「住まい」は、飛躍的な進化を遂げ、世代から次世代へつなぐ 

未来への象徴と化してきました。 子供たちが巣立つ「住まい」は、

私たちの大切な故郷(ふるさと)であり、 資産価値としてはもち

ろんのこと、生涯残る最高の創造物となります。

私たちはオーナー様の多彩な価値観に敏速に反応し、様々な要

望にお応えしていきます。これからは「住まい」そのものが知恵

を持ち、住んでいる人のことを考え自動制御を行う AI 住宅が本

格的に事業として参入していくことになるでしょう。

Iot 機器よりももっと多くのことを学び、さらに快適性に富んだ

新しい「住まい」づくりを目指します。

　オーナー様との接点を重要視することで、コミュニケーションスキルを磨きながら、住まいづくりの基本

を学んでいきます。  
　住まいに何を求めているのか、どんな空間が好みであるか、家族との時間はどう過ごしたいのかなどオー

ナー様との時間を出来る限り共有していくことで、イメージを最大限に膨らませ、理想の形をデザインして

いきます。
　また、低炭素住宅に向けての取り組みは不可欠となり、Net Zero Energy House（ZEH ゼッチ）住宅や 

LCCM（ライフサイクルカーボンマイナス住宅）の実現のために太陽光発電などの創エネルギー、年間一次消費

エネルギー量の削減など生涯光熱費を考え、都度数値を算出しながら設計していくことが必要となります。

jw cadを使いプランを製図する仕事は入社後に指導致します。初めてでも大丈夫です。チームでの取り組みイベ

ントも多く、とても遣り甲斐がある仕事です。 チャレンジ精神があり、物事を前向きに考える人を求めます。

宅地建物取引業許可
二級建築士事務所登録
事業所

宅地建物取引業者 免許証番号 北海道知事 オホ(4)309 号
北海道知事登録網第 792 号

本社 　　　　　〒099-0414
　　　　　　　北海道紋別郡遠軽町南町3丁目4番地の39
北見オフィス 　〒090-0055 
　　　　　　　北海道北見市緑町3-4-12

建設業許可 ・特定建設業許可 北海道知事(特-24)オ第 879 号 
・一般建設業許可 北海道知事(般-24)オ第 879 号
・建設士事務所登録 知事登録 第(オホ)792 号 
・排水設備工事指定業者 指定登録番号 第 32-11 号

□総合職
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高速道路建設、橋梁建設、河川整備、海岸保全、農地整備など様々な分野で、ドローンによる
空撮やICT対応重機の活用など、IT技術を活用した施行方法を積極的に取り入れ、品質の
向上に努めています。

土木事業

大型スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンターからマンションまで、地域の生活
に欠かせない不動産・賃貸事業を展開し、地域の暮らしやすさの向上に努めています。

不動産事業

2018年8月、北海道津別町にて1,000KWの太陽光発電所が稼働しました。太陽光発電は
二酸化炭素をほとんど排出しないクリーンエネルギーで、環境に配慮した新エネルギー
です。エネルギーは消費するだけではなく、供給していくことも使命と考えています。

発電事業

渡辺組では循環型経営の理念のもと、山林の所有を拡大しています。自社保有林の定期的
なメンテナンスを行い、木を植えて森を育みながら、計画的で安定した木材供給を実現し、
長期スパンで持続可能な山林事業を目指しています。

山林事業

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中

当社創業以来の建築事業です。
教育施設・医療機関・空港管制塔・空港ターミナルビル・博物館・浄水場・ゴミ焼却施設など
大型公共施設から、マンション・高齢者施設・一般住宅まで、地域の暮らしを支えています。

創  　 業 : 1906年（明治39年） 
従業員数 : 128名
本 　　社 : 遠軽町南町3丁目 
湧別支社 : 湧別町中湧別南町929-1 
紋別市店 : 紋別市南が丘7丁目 
札幌支店 : 札幌市北区北7条西2丁目山京ビル615

私たちは地域の安心と安全を守り、地域社会の発展に貢献しいくため、
これからも挑戦を続けてまいります。

ホテル

ガソリンスタンド

建築資材販売

アグリ

渡辺組の主な事業

清 掃

飲 食

農産品加工

海産品加工

渡辺組
土木 建築 不動産

発電 山林 下宿

建築事業

遠軽町での滞在はもちろん、ビジネス会議、大型宴会、ブライダルなど、様々な用途にご利
用いただいております。
レストラン「瞰望」のお料理は、宿泊客の方々、地元の方々にも愛されています。

ホテルサンシャイン（遠軽町）

地元滝上町の農家との契約栽培はもとより、全道各地の生産者と契約し、素材にとことん
こだわっております。全道各地から集められた厳選素材を利用し、独自技術で安心・安全
な100%無添加の野菜パウダーを製造しており、大手企業に採用されています。また、
日々研究開発を進めており、新製品の開発に努めております。

滝上産業株式会社（滝上町）

地元湧別町で穫れた新鮮なホタテを加工し、冷凍用ホタテと乾燥貝柱を製造しています。
冷凍ホタテは、道外や海外へ輸出されています。

ホクユウ食品株式会社（湧別町）

各種清掃業務、リースキン販売代理店事業を行っています。

いわね美装株式会社（遠軽町）

生コンクリート・各種ブロック製品の製造ほか、運搬、維持工事土木事業、砂利販売事業、
ガソリンスタンド事業（湧別町中湧別・遠軽町豊里）などを行っています。

渡辺組のグループ企業

かぼちゃやスイートコーンなどの農産品の生産や、高付加価値野菜の研究開発・生産など
を行っています。

アグリネクサス株式会社（遠軽町）

「手打そば奏（かなで）」（遠軽町）
2018年12月のグランドオープン。全国選りすぐりの食材を使った本格的な石臼挽き手
打ち蕎麦店です。高規格道路延伸を見据えた、遠軽町の活性化を目指しています。

渡辺組の守備範囲は広いです。土木・建築だけではなく、IT、環境、アグリ、
バイオetc.様々な分野にチャレンジし、あなたの能力を発揮してみませんか？

渡辺組が求める人材のキーワード
（1）チャレンジ

お客様や関係先、社内ととにかくたくさんの人と話をしながら仕事が
進みます。コミュニケーションが得意な方、好きな方は是非！

（2）コミュニケーション

株式会社渡辺興業（湧別町）
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　三共後藤建設は1951年、初代社長 後藤次郎により創立。その後、後藤勝己、後藤隆、後藤哲也に続き2018年4月に

五代目社長 後藤武史が就任しました。

　土木・建築業界で創業し、60年余。公共施設の建設、一般土木工事から産業施設、タウン開発、都市型マンション

の建設、国道の維持除雪に至るまで多岐にわたる内容で構成されております。

　また、いち早くISO9001の認証取得を済ませ、常に「品質」を重視し、環境との調和、誠意ある事業展開によって社

会に貢献できるよう努めてまいります。

　今後も、「一つ一つの作品」に愛情をもって提供する製品の質をこれまで以上に高めていくよう、そして皆様に

ご満足いただける空間づくりを実現していきたいと考えております。

将来的に土木施工管理技術者・建築施
工管理技術者になることを目指して
の業務になります。施工管理技術者は
現場の工程管理、安全管理、品質管理
など工事全体の管理・監督を行いま
す。他にも発注者との打合せをはじ
め、現場の技術者や職人の監督・指導、
資材の発注、予算管理など内容は多岐
にわたります。入社後は、先輩技術者
につき補助業務を行いながら、国家資
格取得を目指していただきます。

創　業 
設　立 
資本金 
代表者 
従業員数 
売上高 
住　所 
電話番号 
支　店 

募集職種 

 

 
勤務時間 

休日 

 

初任給 

待遇 

 

 
その他 

　土木・建築技術アシスタント
　（土木勤務地：北見、遠軽、美幌可）
　（建築勤務地：北見、美幌、札幌可）

　8:00～17:30(実働8時間）

　年間休日カレンダーによる（年間休日110日以上）

　年末年始、ＧＷ、お盆

　200,000円～

　各社保完備、退職金制度、団体生命保険加入
　賞与年2回(6月・12月)、昇給年1回、私有車借上
　各種手当（家族手当・住宅手当・時間外手当）

　学部学科:不問  選考方法:面接　会社見学:随時

仕事内容

企業概要

募集概要

１９５１（昭和２６）年
１９６１（昭和３６）年
４,６００万円
代表取締役　後藤武史
４８名
４９億円（2017年実績）
北海道北見市北上７７７番地
0157-38-2581
美幌本社、遠軽支社、札幌支店

〒092-0003 
美幌町字鳥里4丁目5-25　
美幌本社　森谷
TEL 0152-73-3161  
Mail:moriya@sankyo-goto.co.jp

〒092-0003 
美幌町網走郡美幌町字鳥里4丁目5-25
TEL 0152-73-3161
FAX 0152-72-2676  
Mail:bihoro@sankyo-goto.co.jp

美幌本社

三つの想い
「企業は人なり」「環境との調和」「躍動するパワー」

「建設業は魅力ある仕事だと体現したい」
　小さい頃からものづくりに興味があり、将来は建物を造る仕事がしたいと思っていました。高校、大
学と建築を学び歴史と技術のあるこの会社に入社しました。
　現在自分のやりたかった仕事についていますが、周りには、若年、中堅層が少ないと思います。工事
現場は大変なこともありますが、建物が徐々に出来上がる楽しみや、完成した時の達成感があります。
　建設業界が「魅力ある仕事」ということを体現できるような人間に成長し、この業界を盛り上げてい
きたいです。

株式会社　三共後藤建設
業種：建設業

社会に必要とされる企業を目指して

先輩社員から一言（2012年本社建築部入社）

川をきれいに！（地域貢献活動の一部です）

採用担当

美幌駅
国道39号線

至網走

至北見

本社

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中

44



　三共後藤建設は1951年、初代社長 後藤次郎により創立。その後、後藤勝己、後藤隆、後藤哲也に続き2018年4月に

五代目社長 後藤武史が就任しました。

　土木・建築業界で創業し、60年余。公共施設の建設、一般土木工事から産業施設、タウン開発、都市型マンション

の建設、国道の維持除雪に至るまで多岐にわたる内容で構成されております。

　また、いち早くISO9001の認証取得を済ませ、常に「品質」を重視し、環境との調和、誠意ある事業展開によって社

会に貢献できるよう努めてまいります。

　今後も、「一つ一つの作品」に愛情をもって提供する製品の質をこれまで以上に高めていくよう、そして皆様に

ご満足いただける空間づくりを実現していきたいと考えております。

将来的に土木施工管理技術者・建築施
工管理技術者になることを目指して
の業務になります。施工管理技術者は
現場の工程管理、安全管理、品質管理
など工事全体の管理・監督を行いま
す。他にも発注者との打合せをはじ
め、現場の技術者や職人の監督・指導、
資材の発注、予算管理など内容は多岐
にわたります。入社後は、先輩技術者
につき補助業務を行いながら、国家資
格取得を目指していただきます。

創　業 
設　立 
資本金 
代表者 
従業員数 
売上高 
住　所 
電話番号 
支　店 

募集職種 

 

 
勤務時間 

休日 

 

初任給 

待遇 

 

 
その他 

　土木・建築技術アシスタント
　（土木勤務地：北見、遠軽、美幌可）
　（建築勤務地：北見、美幌、札幌可）

　8:00～17:30(実働8時間）

　年間休日カレンダーによる（年間休日110日以上）

　年末年始、ＧＷ、お盆

　200,000円～

　各社保完備、退職金制度、団体生命保険加入
　賞与年2回(6月・12月)、昇給年1回、私有車借上
　各種手当（家族手当・住宅手当・時間外手当）

　学部学科:不問  選考方法:面接　会社見学:随時

仕事内容

企業概要

募集概要

１９５１（昭和２６）年
１９６１（昭和３６）年
４,６００万円
代表取締役　後藤武史
４８名
４９億円（2017年実績）
北海道北見市北上７７７番地
0157-38-2581
美幌本社、遠軽支社、札幌支店

〒092-0003 
美幌町字鳥里4丁目5-25　
美幌本社　森谷
TEL 0152-73-3161  
Mail:moriya@sankyo-goto.co.jp

〒092-0003 
美幌町網走郡美幌町字鳥里4丁目5-25
TEL 0152-73-3161
FAX 0152-72-2676  
Mail:bihoro@sankyo-goto.co.jp

美幌本社

三つの想い
「企業は人なり」「環境との調和」「躍動するパワー」

「建設業は魅力ある仕事だと体現したい」
　小さい頃からものづくりに興味があり、将来は建物を造る仕事がしたいと思っていました。高校、大
学と建築を学び歴史と技術のあるこの会社に入社しました。
　現在自分のやりたかった仕事についていますが、周りには、若年、中堅層が少ないと思います。工事
現場は大変なこともありますが、建物が徐々に出来上がる楽しみや、完成した時の達成感があります。
　建設業界が「魅力ある仕事」ということを体現できるような人間に成長し、この業界を盛り上げてい
きたいです。

株式会社　三共後藤建設
業種：建設業

社会に必要とされる企業を目指して

先輩社員から一言（2012年本社建築部入社）

川をきれいに！（地域貢献活動の一部です）

採用担当

美幌駅
国道39号線

至網走

至北見

本社

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中
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会社概要
創　　業
法人設立
資  本  金
年完工高
社 員 数
事業内容

勤 務 地

昭和11年11月
昭和31年 6月
4500万円
55億円（H30.3期）
98名(ほか従業員約 100 名)
以下の施工を行っています。
      

主に湧別町のほか道内各現場

確かな経験と技術で次代への遺産を築く
海洋土木の

創業80年、北海道の港湾・漁港建設、水産基盤整備など海と人との共生を目指す
海洋土木が得意な総合建設業者 売上高、収益力、自己資本比率など道内トップク
ラスの経営基盤と充実の設備で地域社会に貢献します。

本社 〒099-6404　北海道紋別郡湧別町栄町133番地の1
TEL 代表 01586-5-2111      FAX01586-5-2700

支店・営業所 札幌支店・紋別支店
函館営業所・道東(釧路)営業所・東北(石巻)営業所

URL http:www.nishimura.co.jp

第76西村号

採用担当者 : 本社総務部 上野・梅津

海洋土木(港湾建設、漁港建設など)
海洋開発(水産基盤整備など)
陸上土木(道路、農業基盤整備、治山、治水など)
建  築(公共施設、住宅、店舗など)

募集要項
募集職種
募集学科
募集方法
採用実績

給      与

そ の 他

技術職・事務職・営業職 各数名
全学部・全学科
リクナビよりエントリーまたは採用担当者へ連絡ください
北見工大・北大・室蘭工大・北海道科学大学・北海学園大学
北海道情報大学・北海道職業能力開発大学校ほか
大卒193,400円（H30年4月実績）
昇給年1回 賞与年2回
週休 2 日制 年末年始休暇 夏季休暇 特別休暇 年次有給休暇
独身寮・社宅(湧別・紋別・札幌)
自己啓発、資格取得を積極的に支援します。

湧別町図書館

サロマ湖漁港（第2湖口地区）

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中
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会社概要
創　　業
法人設立
資  本  金
年完工高
社 員 数
事業内容

勤 務 地

昭和11年11月
昭和31年 6月
4500万円
55億円（H30.3期）
98名(ほか従業員約 100 名)
以下の施工を行っています。
      

主に湧別町のほか道内各現場

確かな経験と技術で次代への遺産を築く
海洋土木の

創業80年、北海道の港湾・漁港建設、水産基盤整備など海と人との共生を目指す
海洋土木が得意な総合建設業者 売上高、収益力、自己資本比率など道内トップク
ラスの経営基盤と充実の設備で地域社会に貢献します。

本社 〒099-6404　北海道紋別郡湧別町栄町133番地の1
TEL 代表 01586-5-2111      FAX01586-5-2700

支店・営業所 札幌支店・紋別支店
函館営業所・道東(釧路)営業所・東北(石巻)営業所

URL http:www.nishimura.co.jp

第76西村号

採用担当者 : 本社総務部 上野・梅津

海洋土木(港湾建設、漁港建設など)
海洋開発(水産基盤整備など)
陸上土木(道路、農業基盤整備、治山、治水など)
建  築(公共施設、住宅、店舗など)

募集要項
募集職種
募集学科
募集方法
採用実績

給      与

そ の 他

技術職・事務職・営業職 各数名
全学部・全学科
リクナビよりエントリーまたは採用担当者へ連絡ください
北見工大・北大・室蘭工大・北海道科学大学・北海学園大学
北海道情報大学・北海道職業能力開発大学校ほか
大卒193,400円（H30年4月実績）
昇給年1回 賞与年2回
週休 2 日制 年末年始休暇 夏季休暇 特別休暇 年次有給休暇
独身寮・社宅(湧別・紋別・札幌)
自己啓発、資格取得を積極的に支援します。

湧別町図書館

サロマ湖漁港（第2湖口地区）

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中
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　「伊藤機械株式会社」は、平成18年7月に帯広の山田機械工業株式会社のグループ企業として
発足した企業です。当社はお取引先様から常に必要とされる企業を目指して日々精進してまい
ります。モノづくりが出来ない我々商社の根本は、ニーズに対応できるモノ（商品、システム、
サービス、情報など）の仕入ができて初めて販売が出来るのです。このことから、常に自分の頭
で考えて主体的に動ける人、人の為、組織の為に動ける人を求めております。

会社概要
名称
取扱品目
創業
資本金
代表者
売上高
従業員
所在地

H P

■募集職種
■募集学部
■募集人数
■提出書類
■選考方法
■初任給

■諸手当
■昇給
■賞与
■休日休暇
■福利厚生
■勤務地
■勤務時間

伊藤機械株式会社
伝導機器、機械工具、産業機械、工作機械、ステンレス材、プラント配管資材
平成18年7月
8,000万円
飯田　博史
平成29年　24億4000万円
43名
本社　　　〒099-1587　北見市豊地17番1　TEL0157-57-6700  FAX0157-57-6660
釧路支店　〒085-0044　釧路市川端町3番地8　TEL0154-32-0005　FAX0154-23-3151
http://www.ito-machine.jp/index.html

総合営業職
問わない
若干名
履歴書、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書
面接、小論文、適性検査、筆記テスト
基本給　大学院生・大学卒：175,000円
　　　　高卒：145,000円
営業手当、住宅手当、通勤手当、扶養手当、燃料手当、運転手当　など
年1回（4月）
初年度は年1回（12月）　2年目以上は年2回（7月・12月）
日曜、祝日、土曜（交代休）、夏期休暇、年末年始休暇（年変形週40時間労働）
各種社会保険加入
北見市、釧路市
①8時30分～17時30分（3月～11月の平日）　
②8時30分～17時00分（12月～2月の平日・3月～11月の土曜）
③8時30分～15時00分（12月～2月の土曜）

本社　　　北見市豊地17番1
釧路支店　釧路市川端町3番8号

伊藤機械株式会社 

採用情報

■お問い合わせ 北海道北見市豊地17番1　　採用担当：水嶋　　TEL0157-57-6700

対象：大・専
2019年3月卒：継続中

■募集人員

■対象学科

■選考方法

■応募書類

連絡先1名

不問

面接

履歴書、成績証明書、健康診断書

北見市常盤町6丁目7-6
TEL0157-36-7311
FAX0157-36-7312
北見支店　永井
Mail : nagai@itoden.co.jp

採用情報

会社概要

主な事業内容

経営指針

求む！輝いた目を持つ方

初心「誠実は宝なり」

電気工事資材、建築資材、家電製品、OA機器、事務機器の販売
内装工事、断熱工事、太陽光発電システムの販売・施工

売上高

所在地一覧

35億8千8百万円（平成30年7月期）

本　　社　紋別郡遠軽町岩見通南2丁目1-1

南町支店　紋別郡遠軽町南町4丁目2

北見支店　北見市常盤町6丁目7-6

北見建材　北見市豊地69番地

創業

代表者名

従業員数

昭和32年4月

代表取締役社長　伊藤太一

80人

本社  紋別郡遠軽町岩見通南2丁目1-1

イト電商事株式会社

イト電商事株式会社は電材部、建材部、家電部、システム事業部を中心に 良質なサービスを提供し、
地域社会の発展に貢献しております。

社会の変化にともなう新たな仕事を創造できる方を求めています。 
自分の潜在能力や可能性を実現したい方をお待ちしております。

対象：大
2019年3月卒：継続中

48



　「伊藤機械株式会社」は、平成18年7月に帯広の山田機械工業株式会社のグループ企業として
発足した企業です。当社はお取引先様から常に必要とされる企業を目指して日々精進してまい
ります。モノづくりが出来ない我々商社の根本は、ニーズに対応できるモノ（商品、システム、
サービス、情報など）の仕入ができて初めて販売が出来るのです。このことから、常に自分の頭
で考えて主体的に動ける人、人の為、組織の為に動ける人を求めております。

会社概要
名称
取扱品目
創業
資本金
代表者
売上高
従業員
所在地

H P

■募集職種
■募集学部
■募集人数
■提出書類
■選考方法
■初任給

■諸手当
■昇給
■賞与
■休日休暇
■福利厚生
■勤務地
■勤務時間

伊藤機械株式会社
伝導機器、機械工具、産業機械、工作機械、ステンレス材、プラント配管資材
平成18年7月
8,000万円
飯田　博史
平成29年　24億4000万円
43名
本社　　　〒099-1587　北見市豊地17番1　TEL0157-57-6700  FAX0157-57-6660
釧路支店　〒085-0044　釧路市川端町3番地8　TEL0154-32-0005　FAX0154-23-3151
http://www.ito-machine.jp/index.html

総合営業職
問わない
若干名
履歴書、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書
面接、小論文、適性検査、筆記テスト
基本給　大学院生・大学卒：175,000円
　　　　高卒：145,000円
営業手当、住宅手当、通勤手当、扶養手当、燃料手当、運転手当　など
年1回（4月）
初年度は年1回（12月）　2年目以上は年2回（7月・12月）
日曜、祝日、土曜（交代休）、夏期休暇、年末年始休暇（年変形週40時間労働）
各種社会保険加入
北見市、釧路市
①8時30分～17時30分（3月～11月の平日）　
②8時30分～17時00分（12月～2月の平日・3月～11月の土曜）
③8時30分～15時00分（12月～2月の土曜）

本社　　　北見市豊地17番1
釧路支店　釧路市川端町3番8号

伊藤機械株式会社 

採用情報

■お問い合わせ 北海道北見市豊地17番1　　採用担当：水嶋　　TEL0157-57-6700

対象：大・専
2019年3月卒：継続中

■募集人員

■対象学科

■選考方法

■応募書類

連絡先1名

不問

面接

履歴書、成績証明書、健康診断書

北見市常盤町6丁目7-6
TEL0157-36-7311
FAX0157-36-7312
北見支店　永井
Mail : nagai@itoden.co.jp

採用情報

会社概要

主な事業内容

経営指針

求む！輝いた目を持つ方

初心「誠実は宝なり」

電気工事資材、建築資材、家電製品、OA機器、事務機器の販売
内装工事、断熱工事、太陽光発電システムの販売・施工

売上高

所在地一覧

35億8千8百万円（平成30年7月期）

本　　社　紋別郡遠軽町岩見通南2丁目1-1

南町支店　紋別郡遠軽町南町4丁目2

北見支店　北見市常盤町6丁目7-6

北見建材　北見市豊地69番地

創業

代表者名

従業員数

昭和32年4月

代表取締役社長　伊藤太一

80人

本社  紋別郡遠軽町岩見通南2丁目1-1

イト電商事株式会社

イト電商事株式会社は電材部、建材部、家電部、システム事業部を中心に 良質なサービスを提供し、
地域社会の発展に貢献しております。

社会の変化にともなう新たな仕事を創造できる方を求めています。 
自分の潜在能力や可能性を実現したい方をお待ちしております。

対象：大
2019年3月卒：継続中
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創　　　　業
法  人  設  立
資     本     金
年　　　　商
社 員 数
代 表 者

会社経歴

1963年7月1日 （昭和38年）
1977年3月19日 （昭和52年）
30,000千円
34億8,000万円　（2018年3月期）
52名（2018年12月末）（うち北見工大卒業生7名）
代表取締役社長　　小　澤　實　之　郎

・一般試薬・輸入試薬・ライフサイエンス試薬・工業薬品・化成品・食品添加物
・科学機器・分析機器・汎用理化学機器・実験設備・環境測定機器・バイオ関連機器
・硝子器具・プラスチック製品・臨床検査試薬・医療用機器・医療用器具・医薬品

1963 年 7月

本社参与（前取締役営業本部長）（63卒）／ 取締役理化営業本部長（78卒）
帯広営業部 課長代理兼サブマネージャー（97卒）／北見営業部係長（04卒）/北見営業部主任（10卒）
帯広営業部主任（13卒）／ 釧路営業部主任（14卒）／（このほかに定年まで勤め退職さ れた方が 3名）

工大OB7名在籍活躍中

大槻中央薬品株式会社（合併により、現㈱ほくやく）の
理化学部門として北見市に創業

1977年  3月 大槻中央薬品株式会社より理化学部門が分離独立して、
大槻理化学株式会社を設立

2019年 4月 創立42周年（創業56周年）を迎える

2007年 10月 本社に営業支援部（水処理営業担当）を設置

勤務と待遇

勤 務 地／北海道内（道東地区）
勤 務 時 間／8：30～17：20
休　　　　日／土・日・祝、年末年始、お盆

初　　任　　給／大卒営業　200,400 円（2018年6月現在）
　　　　　　　（通勤手当別途一律5,000円）
　　　　　　　　（営業日当20,000円/月平均を含みます）

採用予定職種／ルート営業
日帰り圏内にある大学や研究機関、企業の品質管理部門、医
療機関の検査室や諸官庁へ、お客様によってサイクルは異な
りますが定期的に訪問し、理化学器械等をPRする仕事です。 
入社後は、在学中に学んだ知識をもとに、商品勉強会などを
通じて基礎知識を習得しながら 6ヶ月~1年程度先輩社員の
営業 活動に同行することで顧客の現状や課題を把握し、問
題解決のための「提案型営業」を身につけます。

昇　　　給／年１回　
賞　　　与／ 年３回（夏・冬・決算賞与）
　　　　　　 燃料手当別途支給
福 利 厚 生／厚生年金、健康保険、雇用保険、
　　　　　　 中小企業退職金共済
募 集 学 科／不問（大学院不可）　
応 募 方 法 ／随時来社（電話連絡の上）
採用担当者／総務部・松江

北見工大OB

〒090-0056 北見市卸町１丁目６番地２
ＴＥＬ　0157-36-7211
ＦＡＸ　0157-36-6589
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.ohtsuki-r.co.jp

営  業  拠  点

主要営業品目

北見営業部／釧路営業部／帯広営業部

「勤務」北海道内　 　　　　

お陰様で 自己資本比率 2018年3月末決算時

現在のところ道東地区 「職種」ルート営業 ※詳細は下記「勤務と待遇」の項を参照

37.3% 銀行借入残高 2018年3月末現在0円

上記の商品の販売および関連機器の据付・メンテナンス

対象：大
2019年3月卒：終了

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中
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創　　　　業
法  人  設  立
資     本     金
年　　　　商
社 員 数
代 表 者

会社経歴

1963年7月1日 （昭和38年）
1977年3月19日 （昭和52年）
30,000千円
34億8,000万円　（2018年3月期）
52名（2018年12月末）（うち北見工大卒業生7名）
代表取締役社長　　小　澤　實　之　郎

・一般試薬・輸入試薬・ライフサイエンス試薬・工業薬品・化成品・食品添加物
・科学機器・分析機器・汎用理化学機器・実験設備・環境測定機器・バイオ関連機器
・硝子器具・プラスチック製品・臨床検査試薬・医療用機器・医療用器具・医薬品

1963 年 7月

本社参与（前取締役営業本部長）（63卒）／ 取締役理化営業本部長（78卒）
帯広営業部 課長代理兼サブマネージャー（97卒）／北見営業部係長（04卒）/北見営業部主任（10卒）
帯広営業部主任（13卒）／ 釧路営業部主任（14卒）／（このほかに定年まで勤め退職さ れた方が 3名）

工大OB7名在籍活躍中

大槻中央薬品株式会社（合併により、現㈱ほくやく）の
理化学部門として北見市に創業

1977年  3月 大槻中央薬品株式会社より理化学部門が分離独立して、
大槻理化学株式会社を設立

2019年 4月 創立42周年（創業56周年）を迎える

2007年 10月 本社に営業支援部（水処理営業担当）を設置

勤務と待遇

勤 務 地／北海道内（道東地区）
勤 務 時 間／8：30～17：20
休　　　　日／土・日・祝、年末年始、お盆

初　　任　　給／大卒営業　200,400 円（2018年6月現在）
　　　　　　　（通勤手当別途一律5,000円）
　　　　　　　　（営業日当20,000円/月平均を含みます）

採用予定職種／ルート営業
日帰り圏内にある大学や研究機関、企業の品質管理部門、医
療機関の検査室や諸官庁へ、お客様によってサイクルは異な
りますが定期的に訪問し、理化学器械等をPRする仕事です。 
入社後は、在学中に学んだ知識をもとに、商品勉強会などを
通じて基礎知識を習得しながら 6ヶ月~1年程度先輩社員の
営業 活動に同行することで顧客の現状や課題を把握し、問
題解決のための「提案型営業」を身につけます。

昇　　　給／年１回　
賞　　　与／ 年３回（夏・冬・決算賞与）
　　　　　　 燃料手当別途支給
福 利 厚 生／厚生年金、健康保険、雇用保険、
　　　　　　 中小企業退職金共済
募 集 学 科／不問（大学院不可）　
応 募 方 法 ／随時来社（電話連絡の上）
採用担当者／総務部・松江

北見工大OB

〒090-0056 北見市卸町１丁目６番地２
ＴＥＬ　0157-36-7211
ＦＡＸ　0157-36-6589
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.ohtsuki-r.co.jp

営  業  拠  点

主要営業品目

北見営業部／釧路営業部／帯広営業部

「勤務」北海道内　 　　　　

お陰様で 自己資本比率 2018年3月末決算時

現在のところ道東地区 「職種」ルート営業 ※詳細は下記「勤務と待遇」の項を参照

37.3% 銀行借入残高 2018年3月末現在0円

上記の商品の販売および関連機器の据付・メンテナンス

対象：大
2019年3月卒：終了

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中
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設立
資本金
売上高
従業員数

昭和58年7月
1,000万円
74億円（2018年5月期）
1,300名（社員200名、パート・アルバイト1,100名）社員平均年齢32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
採用担当/北見本社 総務部　　　四方　TEL0157-25-8397　Mail : yomo@kita1.co.jp
　　　　　札幌本部 店舗支援部　横山　TEL011-780-2628　Mail : saiyo@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 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        〃        　　１名 回転寿しトリトン 北8条光星店 勤務 
2016年4月　　　〃　　　　　 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、採用担当へ直接お電話ください。
営業管理職 ２０１,０００円～、店舗業務職 １７８,０００円～ (2018年4月実績) 
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
８:００～２３:００ 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
2019年3月卒：終了

初任給
各種手当
住宅手当
寒冷地手当
期末勤勉手当
扶養手当
処遇改善加算

大卒支援員　183,232円　大卒事務員　173,416円
通勤手当8,300円～29,900円（2㎞以上）距離区分による
借家上限　27,000円
51,700 円～131,900 円/年
年間4.5ヵ月（平成30年度実績）
国家公務員準拠
300,000 円/年（平成30年度実績）

企業概要

法人本部 　北見市川東226番地2 
　　　　　 TEL 0157-24-3030
URL 　　　http://www.kawahigashinosato.jp

　スローガンは『~地域とともに自立を支える~』
川東の里は設立以来、北見地域のニーズに応える形で市内13ヵ所の福祉事業所を展開しております。知的障が
いの方を中心に、様々なハンディを持った方々の尊厳を大切にし、個性や能力に応じた生活支援や作業支援を
行いながら心身ともに健やかに生活できるように様々な福祉サービスを展開しています。

仕事内容

給与体系等

給与モデル

1. 大卒25歳 採用3年目 配偶者有り、子供2人、借家の場合

月額
その他手当
計

：本俸+特業
：

198,016円
75,800円
273,816円

　支援員は、知的障がい児・者の生活支援、作業支援を行っていただきます。事務員は、一般事務全般を行います。
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。 
　また、配属先(入所施設・通所施設)により勤務体系(勤務時間)は異なります。

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中

年額
その他手当
計

：本俸+特業
：

2,376,192円
2,351,822円
4,728,014円

1. 大卒43歳 採用20年目 配偶者有り、子供2人、借家の場合

月額
その他手当
計

：本俸+特業
：

344,624円
75,800円
420,424円

年額
その他手当
計

：本俸+特業
：

4,135,488円
3,011,558円
7,147,046円
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設立
資本金
売上高
従業員数

昭和58年7月
1,000万円
74億円（2018年5月期）
1,300名（社員200名、パート・アルバイト1,100名）社員平均年齢32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
採用担当/北見本社 総務部　　　四方　TEL0157-25-8397　Mail : yomo@kita1.co.jp
　　　　　札幌本部 店舗支援部　横山　TEL011-780-2628　Mail : saiyo@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 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        〃        　　１名 回転寿しトリトン 北8条光星店 勤務 
2016年4月　　　〃　　　　　 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、採用担当へ直接お電話ください。
営業管理職 ２０１,０００円～、店舗業務職 １７８,０００円～ (2018年4月実績) 
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
８:００～２３:００ 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
2019年3月卒：終了

初任給
各種手当
住宅手当
寒冷地手当
期末勤勉手当
扶養手当
処遇改善加算

大卒支援員　183,232円　大卒事務員　173,416円
通勤手当8,300円～29,900円（2㎞以上）距離区分による
借家上限　27,000円
51,700 円～131,900 円/年
年間4.5ヵ月（平成30年度実績）
国家公務員準拠
300,000 円/年（平成30年度実績）

企業概要

法人本部 　北見市川東226番地2 
　　　　　 TEL 0157-24-3030
URL 　　　http://www.kawahigashinosato.jp

　スローガンは『~地域とともに自立を支える~』
川東の里は設立以来、北見地域のニーズに応える形で市内13ヵ所の福祉事業所を展開しております。知的障が
いの方を中心に、様々なハンディを持った方々の尊厳を大切にし、個性や能力に応じた生活支援や作業支援を
行いながら心身ともに健やかに生活できるように様々な福祉サービスを展開しています。

仕事内容

給与体系等

給与モデル

1. 大卒25歳 採用3年目 配偶者有り、子供2人、借家の場合

月額
その他手当
計

：本俸+特業
：

198,016円
75,800円
273,816円

　支援員は、知的障がい児・者の生活支援、作業支援を行っていただきます。事務員は、一般事務全般を行います。
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。 
　また、配属先(入所施設・通所施設)により勤務体系(勤務時間)は異なります。

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中

年額
その他手当
計

：本俸+特業
：

2,376,192円
2,351,822円
4,728,014円

1. 大卒43歳 採用20年目 配偶者有り、子供2人、借家の場合

月額
その他手当
計

：本俸+特業
：

344,624円
75,800円
420,424円

年額
その他手当
計

：本俸+特業
：

4,135,488円
3,011,558円
7,147,046円
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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
66億円（2018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

営業職・事務職
不問
大卒／175,000円
短大・専門学校卒 ／ 162,000円
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）
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
2019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
※平成32年度（平成32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180,700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：配偶者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4.45か月分を支給。

（平成31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　長尾
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
2019年3月卒：終了
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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
66億円（2018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

営業職・事務職
不問
大卒／175,000円
短大・専門学校卒 ／ 162,000円
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）
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
2019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
※平成32年度（平成32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180,700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：配偶者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4.45か月分を支給。

（平成31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　長尾
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
2019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）
本社事務職

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　（2018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

サービス職・事務職　ＡＭ9：30～ＰＭ6：00（実働７時間30分）
営業職　　　　　　 ＡＭ9：30～ＰＭ6：30（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)、事務職(1名)
2020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
本社事務職     経理業務、システム情報処理、店舗支援等

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
141名（男性 123名、女性 18名）
42億（2017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 

2020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3年目　２1歳

対象：大・短・専
2019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
事務職 １７８,０００ １６２,０００

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

48.9億円

613.3億円(販売取扱高 441.3 億円 購買取扱高 172 億円)

370名(内正職員 262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や道内有数の大産地であるじゃがいもを
はじめ、きたみらい地域の農産物は全国の皆様のもとに届けられ
ています。
　当JAでは「すべては組合員のため」という精神のもと、様々な事業
を展開しています。

■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

■採用担当

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（2017年実績5.8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

勤務と待遇

●PR

対象：大・院・短
2019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）
本社事務職

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　（2018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

サービス職・事務職　ＡＭ9：30～ＰＭ6：00（実働７時間30分）
営業職　　　　　　 ＡＭ9：30～ＰＭ6：30（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)、事務職(1名)
2020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
本社事務職     経理業務、システム情報処理、店舗支援等

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
141名（男性 123名、女性 18名）
42億（2017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 

2020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3年目　２1歳

対象：大・短・専
2019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
事務職 １７８,０００ １６２,０００

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

48.9億円

613.3億円(販売取扱高 441.3 億円 購買取扱高 172 億円)

370名(内正職員 262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や道内有数の大産地であるじゃがいもを
はじめ、きたみらい地域の農産物は全国の皆様のもとに届けられ
ています。
　当JAでは「すべては組合員のため」という精神のもと、様々な事業
を展開しています。

■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

■採用担当

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（2017年実績5.8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

勤務と待遇

●PR

対象：大・院・短
2019年3月卒：終了
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