
（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 和雄
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　76 名（平成 30 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
2019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。
（平成 22 年 4月入社　設計部　板倉瑞樹）

■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）

H31年3月卒業者

営業職・整備職・一般職

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

お客様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）

大学院・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）

日曜又は月曜・祭日・その他会社指定日　
年間休日104日

大卒　175,000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

120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・雄武

　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
2019年3月卒：継続中
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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
48名(2018年12月現在)
18億円(2018年3月期)
・北見店 ・網走店 ・女満別空港店 ・中湧店 ・遠軽店

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   　　　170,000円 
短大・専門卒 158,000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” “元気で明るい人” 
“色々な考えを持てる人” 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。

企業概要

対象：大・短
2019年3月卒：継続中

会社概要

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

相手として存在しています。

私たちは経営理念として“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”と掲げ、保険を通じてお客

様をお守りすることを一番としています。

また、地元企業として地域の発展・雇用に

貢献したいと考えております。社内におい

ては働きやすい職場目指し、働き方の多様

性、女性の活躍を支援しております。

対象：大・専
2019年3月卒：終了

　株式会社ベストミント

社　名　　株式会社ベストミント
代表者　　代表取締役　近藤　千鶴
所在地　　本　社　　北見市ひかり野１丁目１番地１

　美幌店　　網走郡美幌町大通北4-2-10
社員数　　17名（内女性は6名）

取扱保険会社 東京海上日動火災保険㈱
東京海上日動あんしん生命保険㈱
オリックス生命保険㈱
ソニー生命保険㈱

幸せを守るのが私たちの使命です！！
人の幸せに貢献したい気持ちがある方を求めています！！

2018年は大阪の地震、西日本を襲った豪雨・台風

そして北海道胆振東部の地震と災害の多い年でし

た。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ベストミントは

思っています。

私たちの思い
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　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。

企業概要

対象：大・短
2019年3月卒：継続中

会社概要

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

相手として存在しています。

私たちは経営理念として“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”と掲げ、保険を通じてお客

様をお守りすることを一番としています。

また、地元企業として地域の発展・雇用に

貢献したいと考えております。社内におい

ては働きやすい職場目指し、働き方の多様

性、女性の活躍を支援しております。

対象：大・専
2019年3月卒：終了

　株式会社ベストミント

社　名　　株式会社ベストミント
代表者　　代表取締役　近藤　千鶴
所在地　　本　社　　北見市ひかり野１丁目１番地１

　美幌店　　網走郡美幌町大通北4-2-10
社員数　　17名（内女性は6名）

取扱保険会社 東京海上日動火災保険㈱
東京海上日動あんしん生命保険㈱
オリックス生命保険㈱
ソニー生命保険㈱

幸せを守るのが私たちの使命です！！
人の幸せに貢献したい気持ちがある方を求めています！！

2018年は大阪の地震、西日本を襲った豪雨・台風

そして北海道胆振東部の地震と災害の多い年でし

た。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ベストミントは

思っています。

私たちの思い
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企業概要

本　　社　北見市南町1丁目5番4号
U　R　L    https://h-kitamibus.co.jp/
採用担当　 総務部総務課　正村・小野
       　　  TEL0157-61-6211
               mail  info@h-kitamibus.co.jp

　当社はオホーツクの中核都市である北見市唯一の路線バス事業者です。平成 10 年の設立以来 20 年間、前身の北見
バスからは 75 年間にわたり、地域の公共交通を担ってまいりました。北見市を中心に 2 市 7 町にまたがる広大なエリア
でたくさんの路線を運行しています。その他に北見市・遠軽町から札幌・旭川・釧路を結ぶ高速都市間バスの運行をし
道東から広がる都市間ネットワークも構築しております。特に札幌線ドリーミントオホーツク号は年々利用客が増しており、
道東の交通に欠かせないものとなっております。弊社はこれからも路線バスの運行を通じて地域社会の発展に貢献し、お
客様からの信頼され愛されるバス会社を目指してまいります。
　皆様の柔軟な想像力を弊社で活かしませんか？明るく前向きな方を求めています。今回は本社事務員の募集をしており
ます。幹部候補生として様々な活躍の場がございます。一緒に街づくりに参加しましょう。

設立 平成11年10月15日（営業開始　平成10年12月15日）
資本金 1億円
売上高 11億4800万円（平成29年12月期）
従業員数 206名（社員161名、臨時・再雇用社員45名）
事業内容 一般乗合旅客自動車運送事業（路線バス・高速都市間バス）

一般貸切旅客自動車運送事業（冠婚葬祭・学校行事などの送迎）
自動車整備事業 （自社バスの整備）

募集職種 本社事務員
一般管理部門（総務・経理などの業務）
自動車部門（路線ごとの収入管理や運行ダイヤの作成などバス運行にかかわる業務）
本社事務員として採用し、営業・事務・企画等、様々な業務を経験し、
将来は会社の中核を担う存在になっていただきます。

募集学科 全学部、全学課
応募方法 マイナビよりエントリーまたは採用担当へ直接お電話ください。
給　　与 基本給177,100円
諸 手 当 扶養手当、時間外手当、寒冷地特別手当
賞　　与 年2回（2018年度実績年4ヶ月）
昇　　給 年1回
休　　日 4週6休
福利厚生 社会保険、雇用保険、労災保険、有給休暇、退職金、定期健康診断、ストレスチェックなど

対象：大
2019年3月卒：継続中

創　業
資本金
年　商

1902年（明治35年）
1億円
504億円（H29.9月期）

従業員数
事 業 所

633人
（工場）津別・茨城・舞鶴　
（支店）札幌・大阪

〒092-0232　網走郡津別町字達美162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　山本信大
メールアドレス/soumu@marutama-ind.com

森林資源が豊かな津別町で北海道産の針葉樹を100％使用した
住宅建材である合板を製造している会社です。

■募集学部
■募集人員
■募集職種
■勤務地

不問
若干名
生産管理・生産技術・品質管理・営業・総務・経理・情報
北海道津別町、茨城県小美玉市、京都府舞鶴市

募集要項

●丸玉木材とは

① 国内有数の歴史を誇る合板製造メーカー！
② オホーツク管内売上高50年連続1位！
③自社からでる木屑を利用し、工場の電気と熱エネルギーをほぼ 100％供給！

●丸玉木材のここがすごい！

① 生産管理部門：会社の要である製造ラインの管理や生産計画の立案など
② 生産技術部門：新商品の開発や、新設備の導入・保守など
③ 管   理   部  門：総務・経理・情報と様々な分野で従業員のサポート

●どんな仕事ができるの？

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：未定

※本人の同意なしに転勤なし

■勤務時間
■年間休日
■休　　暇
■初 任 給
■手　　当
■昇給・賞与
■福利厚生

8：00～17：10（実働 8 時間）
115日（週休2日制）
GW・夏季休暇・年末年始・有給休暇・慶弔休暇 他
学部卒 ／193,200円　大学院卒／204,700円
勤務地手当・住宅手当・家族手当・時間外手当 他
昇給 1回/年（4月） ・ 賞与 2回/年（6・12月）
社会保険・独身寮完備・自社病院有（津別町）
確定拠出年金・社内預金制度

労働条件

丸玉木材株式会社
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企業概要

本　　社　北見市南町1丁目5番4号
U　R　L    https://h-kitamibus.co.jp/
採用担当　 総務部総務課　正村・小野
       　　  TEL0157-61-6211
               mail  info@h-kitamibus.co.jp

　当社はオホーツクの中核都市である北見市唯一の路線バス事業者です。平成 10 年の設立以来 20 年間、前身の北見
バスからは 75 年間にわたり、地域の公共交通を担ってまいりました。北見市を中心に 2 市 7 町にまたがる広大なエリア
でたくさんの路線を運行しています。その他に北見市・遠軽町から札幌・旭川・釧路を結ぶ高速都市間バスの運行をし
道東から広がる都市間ネットワークも構築しております。特に札幌線ドリーミントオホーツク号は年々利用客が増しており、
道東の交通に欠かせないものとなっております。弊社はこれからも路線バスの運行を通じて地域社会の発展に貢献し、お
客様からの信頼され愛されるバス会社を目指してまいります。
　皆様の柔軟な想像力を弊社で活かしませんか？明るく前向きな方を求めています。今回は本社事務員の募集をしており
ます。幹部候補生として様々な活躍の場がございます。一緒に街づくりに参加しましょう。

設立 平成11年10月15日（営業開始　平成10年12月15日）
資本金 1億円
売上高 11億4800万円（平成29年12月期）
従業員数 206名（社員161名、臨時・再雇用社員45名）
事業内容 一般乗合旅客自動車運送事業（路線バス・高速都市間バス）

一般貸切旅客自動車運送事業（冠婚葬祭・学校行事などの送迎）
自動車整備事業 （自社バスの整備）

募集職種 本社事務員
一般管理部門（総務・経理などの業務）
自動車部門（路線ごとの収入管理や運行ダイヤの作成などバス運行にかかわる業務）
本社事務員として採用し、営業・事務・企画等、様々な業務を経験し、
将来は会社の中核を担う存在になっていただきます。

募集学科 全学部、全学課
応募方法 マイナビよりエントリーまたは採用担当へ直接お電話ください。
給　　与 基本給177,100円
諸 手 当 扶養手当、時間外手当、寒冷地特別手当
賞　　与 年2回（2018年度実績年4ヶ月）
昇　　給 年1回
休　　日 4週6休
福利厚生 社会保険、雇用保険、労災保険、有給休暇、退職金、定期健康診断、ストレスチェックなど

対象：大
2019年3月卒：継続中

創　業
資本金
年　商

1902年（明治35年）
1億円
504億円（H29.9月期）

従業員数
事 業 所

633人
（工場）津別・茨城・舞鶴　
（支店）札幌・大阪

〒092-0232　網走郡津別町字達美162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　山本信大
メールアドレス/soumu@marutama-ind.com

森林資源が豊かな津別町で北海道産の針葉樹を100％使用した
住宅建材である合板を製造している会社です。

■募集学部
■募集人員
■募集職種
■勤務地

不問
若干名
生産管理・生産技術・品質管理・営業・総務・経理・情報
北海道津別町、茨城県小美玉市、京都府舞鶴市

募集要項

●丸玉木材とは

① 国内有数の歴史を誇る合板製造メーカー！
② オホーツク管内売上高50年連続1位！
③自社からでる木屑を利用し、工場の電気と熱エネルギーをほぼ 100％供給！

●丸玉木材のここがすごい！

① 生産管理部門：会社の要である製造ラインの管理や生産計画の立案など
② 生産技術部門：新商品の開発や、新設備の導入・保守など
③ 管   理   部  門：総務・経理・情報と様々な分野で従業員のサポート

●どんな仕事ができるの？

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：未定

※本人の同意なしに転勤なし

■勤務時間
■年間休日
■休　　暇
■初 任 給
■手　　当
■昇給・賞与
■福利厚生

8：00～17：10（実働 8 時間）
115日（週休2日制）
GW・夏季休暇・年末年始・有給休暇・慶弔休暇 他
学部卒 ／193,200円　大学院卒／204,700円
勤務地手当・住宅手当・家族手当・時間外手当 他
昇給 1回/年（4月） ・ 賞与 2回/年（6・12月）
社会保険・独身寮完備・自社病院有（津別町）
確定拠出年金・社内預金制度

労働条件

丸玉木材株式会社

63



あり（若干名程度）
あり（若干名程度）
大卒　200,000円　大学院　225,000円
4月（年1回）
8月、11月、12月（年3回）
8：30～17：15
日曜日、祝日、第2・第4土曜日、8/15～16、12/29～1/4
住宅手当、通勤手当（2㎞より支給上限有）、燃料手当
健康、厚生、雇用、労災、特定退職金
あり（65歳）
あり
東大、早大、日大、中大、北見工大、北海道大学、東京農業大学、網走南ヶ丘高校、網走桂陽高校、他
新卒者並びに経験者
技術士（建設部門）・RCCM（建設部門）の資格保有者は面接の上、特に優遇致します。

サン技術コンサルタント 株式会社

代表者
事業内容

代表取締役　島田　昭三

１.一般土木測量調査設計
2.農業土木測量調査設計
3.用地測量調査・登記申請等
4.補償調査積算（土地調査・物件・営業特殊・事業損失）
5.影響調査（騒音・振動・地下水観測等）
6.ダム管理
7.開発行為・宅地造成等に基づく調査・設計
8.発注者支援業務
9.関連業務 土地家屋調査士・行政書士島田昭三事務所・一級建築士事務所

創業
資本金
従業員数
年商
支店・出張所

昭和51年4月
1,000万円
46人
50,000万円
札幌、北広島、北見

2020年度採用予定
2019年度中途採用予定
基本給
昇給
賞与
勤務時間
休日休暇
諸手当
福利厚生
定年
退職金制度
採用実績校
採用対象者

採用情報

〒093-0041 網走市桂町5丁目4番1号
ＴＥＬ　0152-44-9492
ＦＡＸ　0152-45-0471
お問い合わせ用メールアドレス　soumu@sun-ohk.co.jp
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.sun-ohk.co.jp/s/

建 設 コ ン サ ル タ ン ト ・ 補 償 コ ン サ ル タ ン ト ・ 測 量 業
一 級 建 築 士 事 務 所 ・ 土 地 家 屋 調 査 士 事 務 所

  サン技術コンサルタント㈱は、社会資本整備に関する調査・計画・設計のほか、施工する建設業に対する支援業務
も行っており、様々な角度から公共工事をサポートしております。
　北海道開発局や北海道、地元網走市をはじめ札幌市・江別市など道内市町村のコンサルタント業務や用地測量業
務のほか、建設業に対する技術提案や施工時の照査など広く人々に信頼され愛される総合コンサルタントを目指
しております。
　技術士・一級建築士・一級土木施工管理技士・測量士のほか、アスベスト診断士・環境管理士・公害防止管理者など
環境に関する有資格者もおり、技術者の資格取得にも前向きです。

対象：大・院
2019年3月卒：継続中

本社所在地 〒039-2206 
青森県上北郡おいらせ町松原二丁目132-35
TEL. 0178-52-1550
FAX.0178-52-3975

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 畜産物の処理、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

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)

ニッポンハムグループの採用ページです♪
QR コードを読み込んで是非ご登録お願いします。

私たちはニッポンハムグループの一員として、グループ中の食肉事業の川上部門を担っています。
グループ会社や一般の生産者が大切に育てた牛・豚の生命をいただき、『安全・安心』な食肉製品に
かえて消費者の皆様にお届けしています。会社名が表に出ることは中々ありませんが、スーパーや
レストラン、様々な商品の原材料として利用して頂いております。皆さんも気づかない間に召し上
がっているかもしれません。

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!! また、食品会社なので、
★食品業界、食肉業界に興味がある ★食べることが好き ★牛、豚、牛肉、豚肉が好き ★技術を
磨く職人のような仕事に興味がある ★品質保証の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
2019年3月卒：継続中

求める 人材像
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あり（若干名程度）
あり（若干名程度）
大卒　200,000円　大学院　225,000円
4月（年1回）
8月、11月、12月（年3回）
8：30～17：15
日曜日、祝日、第2・第4土曜日、8/15～16、12/29～1/4
住宅手当、通勤手当（2㎞より支給上限有）、燃料手当
健康、厚生、雇用、労災、特定退職金
あり（65歳）
あり
東大、早大、日大、中大、北見工大、北海道大学、東京農業大学、網走南ヶ丘高校、網走桂陽高校、他
新卒者並びに経験者
技術士（建設部門）・RCCM（建設部門）の資格保有者は面接の上、特に優遇致します。

サン技術コンサルタント 株式会社

代表者
事業内容

代表取締役　島田　昭三

１.一般土木測量調査設計
2.農業土木測量調査設計
3.用地測量調査・登記申請等
4.補償調査積算（土地調査・物件・営業特殊・事業損失）
5.影響調査（騒音・振動・地下水観測等）
6.ダム管理
7.開発行為・宅地造成等に基づく調査・設計
8.発注者支援業務
9.関連業務 土地家屋調査士・行政書士島田昭三事務所・一級建築士事務所

創業
資本金
従業員数
年商
支店・出張所

昭和51年4月
1,000万円
46人
50,000万円
札幌、北広島、北見

2020年度採用予定
2019年度中途採用予定
基本給
昇給
賞与
勤務時間
休日休暇
諸手当
福利厚生
定年
退職金制度
採用実績校
採用対象者

採用情報

〒093-0041 網走市桂町5丁目4番1号
ＴＥＬ　0152-44-9492
ＦＡＸ　0152-45-0471
お問い合わせ用メールアドレス　soumu@sun-ohk.co.jp
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.sun-ohk.co.jp/s/

建 設 コ ン サ ル タ ン ト ・ 補 償 コ ン サ ル タ ン ト ・ 測 量 業
一 級 建 築 士 事 務 所 ・ 土 地 家 屋 調 査 士 事 務 所

  サン技術コンサルタント㈱は、社会資本整備に関する調査・計画・設計のほか、施工する建設業に対する支援業務
も行っており、様々な角度から公共工事をサポートしております。
　北海道開発局や北海道、地元網走市をはじめ札幌市・江別市など道内市町村のコンサルタント業務や用地測量業
務のほか、建設業に対する技術提案や施工時の照査など広く人々に信頼され愛される総合コンサルタントを目指
しております。
　技術士・一級建築士・一級土木施工管理技士・測量士のほか、アスベスト診断士・環境管理士・公害防止管理者など
環境に関する有資格者もおり、技術者の資格取得にも前向きです。

対象：大・院
2019年3月卒：継続中

本社所在地 〒039-2206 
青森県上北郡おいらせ町松原二丁目132-35
TEL. 0178-52-1550
FAX.0178-52-3975

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 畜産物の処理、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

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)

ニッポンハムグループの採用ページです♪
QR コードを読み込んで是非ご登録お願いします。

私たちはニッポンハムグループの一員として、グループ中の食肉事業の川上部門を担っています。
グループ会社や一般の生産者が大切に育てた牛・豚の生命をいただき、『安全・安心』な食肉製品に
かえて消費者の皆様にお届けしています。会社名が表に出ることは中々ありませんが、スーパーや
レストラン、様々な商品の原材料として利用して頂いております。皆さんも気づかない間に召し上
がっているかもしれません。

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!! また、食品会社なので、
★食品業界、食肉業界に興味がある ★食べることが好き ★牛、豚、牛肉、豚肉が好き ★技術を
磨く職人のような仕事に興味がある ★品質保証の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
2019年3月卒：継続中

求める 人材像
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対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中

http://www.masumura.co.jp

MASUMURA Survey-Design INC.

TEL FAX

UAV

UAV

GISGIS

GIS

GISGIS

H

U R L

創　　業

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（平成31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46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
2019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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対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中

http://www.masumura.co.jp

MASUMURA Survey-Design INC.

TEL FAX

UAV

UAV

GISGIS

GIS

GISGIS

H

U R L

創　　業

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（平成31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46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
2019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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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

360名（男305名　女55名）

40.6歳

145億円（平成30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30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、アリオン、アクア
ルーミー、プリウス、86、アイシス、ポルテ
エスティマ、エスクァイア、サクシード、C-HR
ランドクルーザー、プラド、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、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ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 総務担当　　石山

採用要領

メールアドレス ast2651@asahikawa-t.co.jp

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中

本店所在地

創　　立
店 舗 数
職 員 数
出 資 金
会 員 数
預　　金
貸 出 金

募集職種　総合職
対象学科　不問

〒099-0495　
北海道紋別郡遠軽町大通南1丁目1番地15
昭和25年7月19日
23店舗（うち出張所4店舗）
210人
295百万円
12,472人
3,230億円（譲渡性預金を含む。）
1,580億円

えんしん野球部

待遇

〒099-0495　紋別郡遠軽町大通南1丁目1番地15
遠軽信用金庫 経営管理グループ 
人事研修部門　谷川、井上
TEL.0158-42-2141

金庫プロフィール
（平成30年9月30日現在）

募集要項

初 任 給
諸 手 当
昇給・賞与

就業時間
休日休暇
福利厚生

研修制度

大卒 181,300円（食事手当8,000円を含む）（平成30年4月実績）

家族、住宅、役付、通勤、燃料、単身赴任、時間外勤務手当等

年1回（4月）・年3回（6月、12月、3月） 

初年度年間賞与は基本給の5か月分程度、2年目以降6か月程度

8:15~17:15（変形就業時間制採用）

完全週休2日制、祝日、有給休暇、慶弔休暇、年末年始、長期連続休暇

厚生年金等各種保険、慶弔見舞金制度、退職金制度、人間ドック検診制度、
各種部活動(野球、サッカー、ゴルフ、マラソン、吹奏楽)

新入職員入庫前研修、マンツーマン教育、
フォローアップ研修、通信講座、
外部派 遣研修、公的資格取得奨励制度

　遠軽信用金庫は、この基本理念に則り、中小企業の発展と豊かな国民生活の実現、地域社会の繁 栄に寄与する
ことを社会的使命としています。金庫と役職員は、ともにこの使命を深く認識し、高い倫理観と使命感をもって行
動し、協力して 地域社会の一員としての金庫の役割の達成と、健全で調和のとれた金庫の発展に努めています。

地域社会の一員として、地域とともに発展を続ける
《えんしん》を目指しています。

〈 遠軽信用金庫の基本理念 〉

対象：大・短
2019年3月卒：終了
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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

360名（男305名　女55名）

40.6歳

145億円（平成30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30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、アリオン、アクア
ルーミー、プリウス、86、アイシス、ポルテ
エスティマ、エスクァイア、サクシード、C-HR
ランドクルーザー、プラド、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、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ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 総務担当　　石山

採用要領

メールアドレス ast2651@asahikawa-t.co.jp

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中

本店所在地

創　　立
店 舗 数
職 員 数
出 資 金
会 員 数
預　　金
貸 出 金

募集職種　総合職
対象学科　不問

〒099-0495　
北海道紋別郡遠軽町大通南1丁目1番地15
昭和25年7月19日
23店舗（うち出張所4店舗）
210人
295百万円
12,472人
3,230億円（譲渡性預金を含む。）
1,580億円

えんしん野球部

待遇

〒099-0495　紋別郡遠軽町大通南1丁目1番地15
遠軽信用金庫 経営管理グループ 
人事研修部門　谷川、井上
TEL.0158-42-2141

金庫プロフィール
（平成30年9月30日現在）

募集要項

初 任 給
諸 手 当
昇給・賞与

就業時間
休日休暇
福利厚生

研修制度

大卒 181,300円（食事手当8,000円を含む）（平成30年4月実績）

家族、住宅、役付、通勤、燃料、単身赴任、時間外勤務手当等

年1回（4月）・年3回（6月、12月、3月） 

初年度年間賞与は基本給の5か月分程度、2年目以降6か月程度

8:15~17:15（変形就業時間制採用）

完全週休2日制、祝日、有給休暇、慶弔休暇、年末年始、長期連続休暇

厚生年金等各種保険、慶弔見舞金制度、退職金制度、人間ドック検診制度、
各種部活動(野球、サッカー、ゴルフ、マラソン、吹奏楽)

新入職員入庫前研修、マンツーマン教育、
フォローアップ研修、通信講座、
外部派 遣研修、公的資格取得奨励制度

　遠軽信用金庫は、この基本理念に則り、中小企業の発展と豊かな国民生活の実現、地域社会の繁 栄に寄与する
ことを社会的使命としています。金庫と役職員は、ともにこの使命を深く認識し、高い倫理観と使命感をもって行
動し、協力して 地域社会の一員としての金庫の役割の達成と、健全で調和のとれた金庫の発展に努めています。

地域社会の一員として、地域とともに発展を続ける
《えんしん》を目指しています。

〈 遠軽信用金庫の基本理念 〉

対象：大・短
2019年3月卒：終了
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