
オンラインNo.

1050 人 60 人 不可

オンラインNo.

555 人 555 人 不可

1
フリガナ

代表取締役社長兼社母　　濵田 勝子

カブシキガイシャ アカフク ハマダ マサルコ

代表者役職・氏名

フリガナ

株式会社 赤福

三重県伊勢市宇治中之切町26番地

食品メーカー

和菓子製造・販売、店舗の企画・運営

所在地

企業名

業  種

事業内容

求める人材

可　　　　　・　　　　　不可

就業場所企業全体

留学生の可否

従業員数（パート除く）

担当者から一言

●変化を恐れず、前向きに挑戦できる人
●問題点を見抜くセンスと、自ら行動し、周りと協力して問題を解決する力を持った人
●積極的・自立的に学び続け、進化しようとする人

弊社は伊勢を拠点に300年以上商いを続けてきました。
300年間商いを続けて来れたのは私たちが大事にしているある思いがあるからこそだと思いま
す。

既卒応募 可

企業ＰＲ

「赤福餅」を製造・販売する企業です。お伊勢参りのお客様をもてなし続けて300年。暖簾を守り受け継ぎ
つつ、赤福餅や伊勢地域の魅力を高め、多くのお客様に喜んでいただけるよう一致団結し日々取組んで
います。最近では「赤福餅」だけではなく「五十鈴茶屋ブランド」を立上げ、洋菓子などの商品開発・販売な
どを行い色々な挑戦を行っています。事業所内託児所を運営しており、結婚・出産後も託児所を利用して
安心して働ける環境にも力を入れています。

備　考

2022.2.11伊勢

1
フリガナ

代表取締役社長　杉山　茂之

アイネットグループ　（カブ　アイネットサービス） ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ　スギヤマ　シゲユキ

代表者役職・氏名

フリガナ

あいネットグループ
（㈱あいネットサービス）

三重県伊勢市中島２-11-27

冠婚葬祭業

結婚式場・葬儀のサービス提供（結婚式場オルヴィエート・葬祭会館（伊勢４会館・松阪１会館））

所在地

企業名

業  種

事業内容

求める人材

可　　　　　・　　　　　不可

就業場所企業全体

留学生の可否

従業員数（パート除く）

担当者から一言

お客様のことを第一に考えられる人。相手の立場になって考えられる人。お客様のために全力を尽くすことができる人。
信頼関係を築き,仲間のために尽くすことができる人。最後まで絶対に諦めない人。チャレンジ精神をもち、困難に立ち
向かう人。真面目に地道な努力を積み重ねる人。人格を磨き自らを成長させることができる人。謙虚さを持ち、感謝の
気持ちを忘れない人。素直なこころを持つ人。利他の心をもつ人。公私のけじめをつけられる人。

2040年・2050年の未来のことを考えたことがありますか？「そんな先の話は、誰もわかりません。」というの
が正解。しかし、未来について、予想できることはあります。弊社は、自由な発想で自分の可能性を切り拓
ける会社です。１０年後・20年後の未来予想図をいっしょに創りましょう‼

既卒応募 可

企業ＰＲ

なぜ人は、結婚式や葬儀を行うのか？私たちは「人と人とのつながりの大切さを再認識し、絆を深める貴重な機会」と
考えます。人は、多くの人に支えられて生きています。しかし、あまりに豊かになった現代社会においては、その大切さに
気付く機会が少なくなってきていると思います。このような時代だからこそ、結婚式とご葬儀を通じて、人と人とのつなが
りを大切にした心豊かな社会の実現に貢献することがこの会社の存在意義です。

備　考



オンラインNo.

253 人 102 人 不可

オンラインNo.

24万 人 人 不可

留学生の可否 可　　　　　・　　　　　不可

備　考

企業ＰＲ

○多彩な職域に自分を活かす職種・職域があります。○安定したワークライフバランス（7時間
45分/1日）、基本週休2日制、祝日や特別休暇有）○国家を守る公務員（日本の領土、領海、
領空を守る活動や災害時での各種対応及び国際平和協力活動等）○充実の福利厚生○女
性にも広がるフィールド

求める人材

○自衛隊は民間企業への就職とは決定的に異なる、武器を取り扱う職業である以上、正しい規
範意識で自分を律することのできる人、心身ともに健全であることが求められます。○一般幹部
候補生（22歳以上26歳未満の日本国籍を有する方）○一般曹候補生、自衛官候補生（18歳
以上33歳未満の日本国籍を有する方）

担当者から一言
○国家を守る公務員、皆さんは自衛隊の仕事を知っていますか？「国の平和と独立を守る」という重要な
使命のもと、わが国に対する侵略行為には即座に対応し、自然災害時には人命救助と復興に尽力しま
す。さらには自衛隊の力を必要とする諸外国に赴き国際社会の平和にも貢献します。

業  種 特別職国家公務員

事業内容 国家を守る公務員

従業員数（パート除く） 企業全体 就業場所 既卒応募 可

企業名 防衛省　自衛隊 代表者役職・氏名 事務所長　渡邊　孝治

所在地 〒516-0017　三重県伊勢市神久2丁目1-58

2
フリガナ ボウエイショウ　ジエイタイ フリガナ ジムショチョウ　ワタナベ　コウジ

留学生の可否 可　　　　　・　　　　　不可

備　考 ※就業場所の従業員数⇒㈱マスヤの従業員数を記載

企業ＰＲ 経営理念のもと、新たな挑戦を続けています！

求める人材 ①理念に共感している人、②変化に対応する能力が高い人、③自分から考えて動ける人

担当者から一言
「おにぎりせんべい」でおなじみのマスヤをはじめとして、様々な事業を行っている　国内9社、海
外(中国)2社からなる企業グループです。どのような想いを持って事業を進めているか、というこ
ともお伝えしたいと思います。ぜひ、お立ち寄りください。

業  種 食品製造業、高齢者生活支援サービス、ホテル・レストラン、ブライダルなど

事業内容 菓子・酒類(おにぎりせんべい・清酒おかげさま等)の製造販売、高齢者生活支援、婚礼挙式　他

従業員数（パート除く） 企業全体 就業場所 既卒応募 可

企業名 マスヤグループ 代表者役職・氏名 代表取締役社長　浜田吉司

所在地 〒519-0594　三重県伊勢市小俣町相合1306

2022.2.11伊勢

2
フリガナ マスヤグループ フリガナ ハマダ　ヨシジ



オンラインNo.

3556 人 114 人 不可

オンラインNo.

120 人 50 人 不可

留学生の可否 可　（※要相談）　・　　　　　不可

備　考

企業ＰＲ

「至誠一貫」の理念と、地元の高齢者の方々が安心して暮らせるように、という思いのもと、より
良い介護サービスの提供を目指しています。安心安全なサービスが提供できるよう、快適な施
設や設備を整えることはもちろん、職員も安心して働けるような制度・風土作りにも力を入れてい
ます。遠方の方は、入職支援金等の制度もございます。

求める人材
◇明るい笑顔で人と接することができる方
介護の仕事で最も大切なのは「笑顔の場の提供」です。利用者様に笑顔になっていただくには、
自分達も笑顔で接することが必要です。笑顔のステキな方をお待ちしています！

担当者から一言
無資格・他学科の方でも大歓迎です！当法人の職員の約9割は無資格・未経験から始めて介
護の現場で活躍しています。入社後は、研修や先輩職員の丁寧なサポートがありますので、知
識・経験問わずチャレンジできます！

業  種 福祉（高齢者介護）

事業内容 特別養護老人ホーム・グループホーム・デイサービスセンター等の運営

従業員数（パート除く） 企業全体 就業場所 既卒応募 可

企業名 社会福祉法人　慈恵会 代表者役職・氏名 理事長　倉井　秀代

所在地 三重県伊勢市村松町3294番地１

3
フリガナ シャカイフクシホウジン ジケイカイ フリガナ リジチョウ　クライ　ヒデヨ

留学生の可否 可　　　　　・　　　　　不可

備　考

企業ＰＲ

①若者・女性の活躍を応援する会社だからこそ、若者も女性も自分に合った活躍の場が見つけられます。
②グループ内キャリアチャレンジ制度として、今の自分の能力をさまざまな部署で発揮したい。将来の夢
や、今後のキャリアプランの為に新たな能力を習得したい。スタッフがグループ内で転属を希望する部署
へ申請出来る制度等がございます。

求める人材
当社の業務は一人で完結できるものはなく、チームワークを発揮し完遂できる仕事ばかりです。
お客様が何を必要としているかを考え、他のスタッフと協力しながら仕事を進める事ができる人
を求めています。

担当者から一言
メンター制度や社内研修制度が充実しておりますので、未経験の方でもしっかり教育いたしま
す。

業  種 総合サービス業

事業内容
ホテル・旅館・レストラン・スパ・リバークルーズ・リゾート施設・公共施設・エンターテインメント等の

開発から運営までをおこなうトータルプロデュース事業

従業員数（パート除く） 企業全体 就業場所 既卒応募 可

企業名
カトープレジャーグループ

株式会社KPG HOTEL＆RESORT
代表者役職・氏名 代表取締役兼ＣＥＯ　加藤友康

所在地
伊勢外宮参道　伊勢神泉：三重県伊勢市本町1-1

大阪本社：大阪市天王寺区四天王寺2-1-9

3
フリガナ カ）ケーピージー　ホテルアンドリゾート フリガナ ダイヒョウトリシマリヤク　カトウトモヤス

2022.2.11伊勢



オンラインNo.

313 人 313 人 不可

オンラインNo.

3500 人 人 不可

留学生の可否 可　　　　　・　　　　　不可

備　考

企業ＰＲ
警察は特別な仕事だと思っていませんか？警察官の仕事にはさまざまな業務があります。きっ
とあなたにぴったりの業務に出会えます。
警察官・警察事務官として、三重の平和を守る人になりませんか？

求める人材 一緒に三重の平和を守りたい方！

担当者から一言 警察官・警察事務官に少しでも興味のある方は、ぜひお気軽にお越しください。

業  種 警察官・警察事務官

事業内容
公共の安全と秩序の維持

（身体及び財産の保護・犯罪の予防・鎮圧及び捜査・被疑者の逮捕・交通取締り等）

従業員数（パート除く） 企業全体 就業場所 既卒応募 可

企業名 三重県警察 代表者役職・氏名 林　絢子

所在地 津市栄町１丁目１００番地

4
フリガナ ミエケンケイサツ フリガナ ハヤシ　アヤコ

留学生の可否 可　　　　　・　　　　　不可

備　考

企業ＰＲ

伊勢神宮内宮 鳥居前町にある「おかげ横丁」の約５０店舗を運営管理しています。
１９９３年に開業し、江戸から明治期にかけての伊勢の街並みを再現し、地元の美味しい食材を
活かした料理の提供や食品・工芸品の販売、伝統や風習などを体験・体感してもらう季節催事
を行なうことで、参拝者をもてなし、日本の良さ・日本人の心を伝えております。

求める人材
日本の伝統や文化、食材、工芸品等に興味があり、それらに対して探求心がある方。
コミュニケーション力があり、仲間と質の良い関係を築ける方。
物事を研究し、何もないところからでも新しいこと・新しいものを創ることができる方。

担当者から一言 これからのおかげ横丁を一緒に創っていきましょう！

業  種 小売業

事業内容 伊勢内宮前おかげ横丁の運営管理（飲食店・物販店・展示館・季節催事等）

従業員数（パート除く） 企業全体 就業場所 既卒応募 可

企業名 株式会社伊勢福　（おかげ横丁） 代表者役職・氏名 代表取締役社長　　玉村　和敏

所在地 〒516-8558　伊勢市宇治中之切町５２番地

4
フリガナ カブシキガイシャ イセフク（オカゲヨコチョウ） フリガナ ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ　タマムラ カズトシ

2022.2.11伊勢



オンラインNo.

4972 人 人 不可

留学生の可否 一部の職種を除き、外国籍の方の受験を妨げるものではありません。

備　考

企業ＰＲ

　県職員の仕事は、どれも県民の皆さんを支える大切な業務です。
　「魅力的な県」、「ここで暮らしたい」と言ってもらえるようなステキな三重県を仲間と一緒に創っていきましょう！
　また、仕事と家庭を両立できる制度や風土がありますよ！
　（年休14.8日取得、男性の育児休暇取得率１００％）

求める人材
「県民とともにアクティブに、新しい三重を創っていく日本一の職員」
県民の皆さんと共感できる感性を持ち、自ら行動できる人材を求めています！

担当者から一言

　県職員の仕事内容はイメージしにくいと思います。実際に県職員の仕事は多岐にわたります。きっとあなたが興味のある分野の仕事も
見つかるはずです。是非お気軽にブースへお越しください！
　また、三重県職員の採用試験には、転職者や公務員志望者ではない方でも受験しやすい試験があります！一度チャレンジしてみませ
んか？

業  種 官公庁

事業内容
　県職員の仕事はバラエティに富んでおり、たとえば政策の立案や人事、予算、経理、広報活動、県税の徴収、国や市
町村との連絡調整、福祉に関する相談など様々ですが、どれも三重県のためになる大切な仕事です。

従業員数（パート除く） 企業全体
令和３年度４月 就業場所 既卒応募 可

企業名 三重県庁 知事 一見　勝之

所在地 三重県津市広明町１３番地

5
フリガナ ミエケンチョウ フリガナ イチミ　カツユキ

2022.2.11伊勢


