
桑名商工会議所 

学生就職インフォメーションセンター登録企業 

 

 

※令和３年３月卒の高校・大学・専門学校等新規卒業予定者及び、既卒等の若年就職希望者 

（３４歳位まで）向けの採用募集情報です。本情報は当所ホームページに掲載しているものと

同内容です。（右の QR コードから当該ページへ移動できます） 

詳細は各企業に直接お問い合わせください。                 

若年求職者向け 採用募集情報一覧 
２7 社 ４8 件掲載 

（令和２年 10 月 14 日現在） 
 

桑名商工会議所 若年求職者 検索 



企業名 業種
＊採用者

の年齢
採用者の学歴 採用職種・人数

個別説明会

開催日

個別説明会

オンライン

対応

各社ホームページの

トップページ

各社ホームページの

採用情報

1 株式会社ケイディーエンジニア 機械・金属製造業
30歳

位まで
高卒以上,不問

溶接作業　2名

機械保全　2名
随時開催 ー

http://www.kdtora.j

p/kde/index.html

http://www.kdtora.jp

/kde/index.html

2 大洋産業株式会社 機械・金属製造業
34歳

位まで

修士了,四大卒,高

専卒,短大卒,専門

卒,高卒以上,不問

製造部門  10名 

工作部門  5名

事務職  2名

随時開催 〇
https://taiyosangyo.

com

https://taiyosangyo.c

om

3 株式会社續橋製作所 機械・金属製造業
30歳

位まで
高卒以上

機械オペレーター（機械CADスキルがある方）1名

機械工（マシニングセンター操作）1名
随時開催 ー

www.tsugihashi.co.j

p

会社へ直接電話にてご

連絡ください。

4 有限会社HIRANOMETALWORKS 機械・金属製造業
30歳

位まで
高卒以上 機械オペレーター　2名 随時開催 ー

https://hiranometal

works.com/

会社へ直接電話にてご

連絡ください。

5 光精工株式会社 機械・金属製造業
25歳

位まで
修士了,四大卒

生産技術職　数名

設計開発職　数名
随時開催 ー

http://www.hikarisei

ko.com/

http://www.hikariseiko.

com/recruit/index.php

6 扶桑工機株式会社 機械・金属製造業
35歳

位まで

修士了,四大卒,

高専卒

機械設計職　若干名 

電気設計職　若干名
随時開催 〇

http://www.fusokoki

.co.jp

http://www.fusokoki.

co.jp/recruit/

7 株式会社松尾工業所 機械・金属製造業
30歳

位まで

四大卒,高専卒,短

大卒,専門卒,高卒

以上

設計　１名

機械オペレーター　１名
随時開催 ー

http://www.matsuo-

kou.co.jp

http://www.matsuo-

kou.co.jp

8 三重精機株式会社 機械・金属製造業
30歳

位まで

修士了,四大卒,高

専卒,短大卒,専門

卒,高卒以上

設備保全職 

研磨技術職 

社内SE（PMレベル）　各若干名

随時開催 〇
https://mie-

seiki.co.jp/

https://mie-

seiki.co.jp/recruit/

9 株式会社ミズコシ 機械・金属製造業
30歳

位まで
高卒以上

ダイカスト鋳造、加工、プレス　1名

製品検査、現場事務　1名
随時開催 ー

会社へ直接電話にて

ご連絡ください。

会社へ直接電話にてご

連絡ください。

10 サンジルシ醸造株式会社 食品製造業
35歳

位まで
高卒以上 工場管理（設備全般の修理・保全業務）１名 随時開催 ー

http://www.san-

j.co.jp/

会社へ直接電話にてご

連絡ください。

※クリックすると各社ホームページへ

移動します

≪桑名商工会議所　学生就職インフォメーションセンター登録企業≫

　若年求職者　採用募集情報一覧への登録先（10/14時点） ※業種別企業名50音順

http://www.kdtora.jp/kde/index.html
http://www.kdtora.jp/kde/index.html
http://www.kdtora.jp/kde/index.html
http://www.kdtora.jp/kde/index.html
https://taiyosangyo.com/
https://taiyosangyo.com/
https://taiyosangyo.com/
https://taiyosangyo.com/
http://www.tsugihashi.co.jp/
http://www.tsugihashi.co.jp/
https://hiranometalworks.com/
https://hiranometalworks.com/
http://www.hikariseiko.com/
http://www.hikariseiko.com/
http://www.hikariseiko.com/recruit/index.php
http://www.hikariseiko.com/recruit/index.php
http://www.fusokoki.co.jp/
http://www.fusokoki.co.jp/
http://www.fusokoki.co.jp/recruit/
http://www.fusokoki.co.jp/recruit/
http://www.matsuo-kou.co.jp/
http://www.matsuo-kou.co.jp/
http://www.matsuo-kou.co.jp/
http://www.matsuo-kou.co.jp/
https://mie-seiki.co.jp/
https://mie-seiki.co.jp/
https://mie-seiki.co.jp/recruit/
https://mie-seiki.co.jp/recruit/
http://www.san-j.co.jp/
http://www.san-j.co.jp/


企業名 業種
＊採用者

の年齢
採用者の学歴 採用職種・人数

個別説明会

開催日

個別説明会

オンライン

対応

各社ホームページの

トップページ

各社ホームページの

採用情報

11 株式会社エッチ・エム・イー その他製造業
34歳

位まで

修士了,四大卒,高

専卒,専門卒,高卒

以上

製造職　２名

開発設計職　１名

営業職　１名

随時開催 〇
http://hme.ne.jp/hm

e/

会社へ直接電話にてご

連絡ください。

12 株式会社金星堂 その他製造業
35歳

位まで
不問

営業職　2名

製作　　2名
随時開催 〇

https://www.kinseid

o.co.jp/

http://kinseido-

recruit.jp/

13 株式会社三林技研 その他製造業
23歳

位まで

四大卒,高専卒,

短大卒
管理責任者　１名 随時開催 ー

https://mitsubayash

i.co.jp/

メールにて問い合わせ

ください。

info＠mitsubayashi.co.jp

14 市原工業株式会社 建設業
35歳

位まで
不問

土木と建築（管工事）の現場管理業務　2名 

土木と建築（管工事）の現場作業員　　2名
随時開催 ー －

会社へ直接電話にてご

連絡ください。

15 イナガキ産業株式会社 建設業
35歳

位まで

四大卒,高専卒,短

大卒,専門卒,高卒

以上

営業・管理　1名 

設計・事務職　1名
随時開催 〇

www.inagakisangyo.

com

会社へ直接電話にてご

連絡ください。

16 桑名電気産業株式会社 建設業
25歳

位まで
高卒以上

制御盤設計職　１名

工事施工管理職　１名

営業職　１名

随時開催 ー
https://www.kuwad

en.co.jp/

会社へ直接電話にてご

連絡ください。

17 株式会社薫田工務店 建設業
65歳

位まで
高卒以上 建設業現場監督　1名 随時開催 〇

http://www.kunda.j

p/

会社へ直接電話にてご

連絡ください。

18 株式会社ナガシマ 建設業
34歳

位まで
不問

土木施工管理技士(見習い)　2名 

海上作業員　　　　　　  　3名
随時開催 〇

http://nagashima-

co.jp

会社へ直接電話にてご

連絡ください。

19 長良通商株式会社 建設業
50歳

位まで
高卒以上

営業事務　2～3名

現場を回りながら交渉や折衝、商談、問題解決をしてい

ただきます。

随時開催 ー
http://nagaratrading

.co.jp

会社へ直接電話にてご

連絡ください。

20 株式会社六晃電気産業 建設業
35歳

位まで
高卒以上 電気工事施工管理　2名 随時開催 ー

http://www.rokkode

nki.co.jp/

http://www.rokkoden

ki.co.jp/recruit/
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21 北進運輸株式会社 運輸・倉庫業
35歳

位まで
高卒以上 大型ドライバー　1名 随時開催 ー

https://www.hokush

in-tp.co.jp/

会社へ直接電話にてご

連絡ください。

22 株式会社ほくせい サービス業
30歳

位まで

四大卒,高専卒,短

大卒,専門卒,高卒

以上

エンディングプランナー

一般事務　各3名
随時開催 〇

https://www.soso.c

o.jp/

https://www.soso.co.jp

/company/recruit.php

23 有限会社松一　オートスタッフ サービス業
35歳

位まで
高卒以上 整備士及び整備士見習い　2～3名 随時開催 ー

会社へ直接電話にて

ご連絡ください。

会社へ直接電話にてご

連絡ください。

24 株式会社共栄商会 小売・卸売業
35歳

位まで
不問 営業職　１名 随時開催 〇

http://www.kyoei-

sk.jp/

会社へ直接電話にてご

連絡ください。

25 さんあい薬局株式会社 小売・卸売業
34歳

位まで
修士了,四大卒 薬剤師　2名 随時開催 〇

https://sun-ai-

ph.co.jp/recruit31/

https://sun-ai-

ph.co.jp/recruit31/recru

it/

26 すし道場有限会社 飲食・宿泊業
35歳

位まで
不問

接客サービス　3名 

寿司職人、見習い　３名
随時開催 〇

https://sushi－

dojo.com/

https://sushi－dojo－

recruit.com

27 社会福祉法人よつば会 医療・福祉
32歳

位まで
高卒以上

生活支援員　若干名 

職業指導員　若干名
随時開催 ー

https://www.yotuba

nosato.com/

https://www.yotuban

osato.com/recruit/
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