
平成26年度　就職先一覧表

産業 就業地 就職先事業所名
医療、福祉 四日市 小野外科
医療、福祉 四日市 主体会病院
医療、福祉 四日市 青山里会
医療、福祉 四日市 日本ケアシステム
運輸・郵便業 四日市 昭永工業
運輸・郵便業 四日市 伊勢湾トランスポート
運輸・郵便業 菰野 御在所ロープウェイ
運輸・郵便業 鈴鹿 センコー　三重支店
運輸・郵便業 鈴鹿 生川倉庫
運輸・郵便業 川越 前田運送
運輸・郵便業 四日市 マルトー
卸売・小売業 その他 イオンリテール株式会社　東海・長野カンパニー名古屋事務所
卸売・小売業 四日市 石井燃商
卸売・小売業 三重県内 エスケーアイ
卸売・小売業 四日市 交洋
卸売・小売業 四日市 コーンブルメ
卸売・小売業 鈴鹿 シーズプランニング
卸売・小売業 三重県内 ス－パ－サンシ
卸売・小売業 四日市 谷口石油
卸売・小売業 三重県内 ファイブフォックス
卸売・小売業 鈴鹿 ホンダ四輪販売三重北
卸売・小売業 四日市 マルトアステム
卸売・小売業 四日市 マルユー
卸売・小売業 四日市 やまや
卸売・小売業 桑名 ワールドストアパートナーズ　名古屋事業所
卸売・小売業 三重県内 伸和（オートバックス）
卸売・小売業 四日市 朝日ガスエナジー
卸売・小売業 鈴鹿 林建材
金融・保険業 三重県内 百五銀行
金融・保険業 三重県内 三重銀行
金融・保険業 三重県内 桑名信用金庫
金融・保険業 その他 東海労働金庫
建設業 四日市 伊藤板金工業所
建設業 東員 サトー工業
建設業 四日市 フォレスト・オオモリ
サービス 名古屋 日本郵便　株式会社　東海支社
サービス 名古屋 日本郵便　株式会社　東海支社
宿泊・飲食サービス業 菰野 アクアイグニス
宿泊・飲食サービス業 三重県内 グリーンズ
宿泊・飲食サービス業 菰野 グリーンホテル
宿泊・飲食サービス業 四日市 プレシャス
宿泊・飲食サービス業 四日市 札幌かに本家
情報通信業 四日市 シー･ティー･ワイ
生活関連サービス・娯楽 菰野 三重カンツリークラブ
製造業 桑名 ＮＴＮ株式会社桑名製作所
製造業 伊勢 赤福
製造業 東員 旭金属
製造業 四日市 旭電気
製造業 菰野 あづまフーズ
製造業 木曽岬 石田鉄工
製造業 四日市 伊藤製作所
製造業 四日市 エラストミックス
製造業 朝日 カネソウ
製造業 四日市 コスモ電子
製造業 四日市 三昌物産
製造業 四日市 三陽化成
製造業 四日市 サンレックス工業
製造業 亀山 シャープ　亀山工場
製造業 員弁 水貝製作所
製造業 四日市 大徳食品　中京支社
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製造業 川越 チヨダウーテ
製造業 鈴鹿 テック東栄
製造業 菰野 デンソートリム
製造業 菰野 東海精機
製造業 四日市 東洋鋳鉄
製造業 川越 内藤
製造業 東員 パブリック　東員工場
製造業 四日市 富士印刷
製造業 津 フタバ電子工業
製造業 鈴鹿 本田技研工業　鈴鹿製作所
製造業 四日市 前野段ボール
製造業 菰野 ムロコーポレーション　菰野工場
製造業 菰野 明和製作所
製造業 川越 森岡産業
製造業 員弁 株式会社　ナルックス
製造業 四日市 株式会社　源吉兆庵
製造業 亀山 丸一　亀山工場
製造業 四日市 九鬼産業
製造業 菰野 国光カーボン工業
製造業 鈴鹿 住友電装　鈴鹿製作所
製造業 四日市 松南
製造業 四日市 水谷モデル　株式会社
製造業 四日市 正和製菓
製造業 木曽岬 浅井工業　株式会社
製造業 愛知 大成毛織　株式会社
製造業 四日市 東ソー　四日市事業所
製造業 四日市 東海紙器　株式会社
製造業 四日市 東芝　四日市工場
製造業 多度 日進ガルバ工業　株式会社
製造業 上野 日本メナード化粧品　株式会社
製造業 鈴鹿 八島産業
電気・ガス・熱・水道 四日市 東産業
電気・ガス・熱・水道 三重県内 中部電力　三重支店
複合サービス事業 三重県内 三重北農業協同組合
不動産・物品賃貸業 三重県内 マツオカ建機
医療・福祉 菰野 （社）鈴鹿聖十字会　介護老人保健施設聖十字ハイツ
医療・福祉 桑名 医療法人社団　藤原会　桑名メディカルクリニック
医療・福祉 四日市 社会福祉法人　三重福祉会
運輸・郵便 鈴鹿 ホンダ運送株式会社　鈴鹿事業所
運輸・郵便 鈴鹿 株式会社　ホンダロジスティックス三重事業所
運輸・郵便 鈴鹿 日本梱包運輸倉庫株式会社
卸売・小売 長島 コーチ・ジャパン　合同会社
卸売・小売 三重県内 コネクシオ株式会社
卸売・小売 四日市 ハタサン有限会社
卸売・小売 三重県内 株式会社　オールドリバー
卸売・小売 愛知 株式会社　カネボウ化粧品　中日本支社
卸売・小売 桑名 株式会社　シーズプランニング
卸売・小売 四日市 株式会社　ジーフット
卸売・小売 三重県内 株式会社FJPリテールサービス
卸売・小売 四日市 四日市　魚市場　株式会社
金融・保険 桑名 三縁証券　株式会社
建設 四日市 株式会社　稲垣鉄工
建設 四日市 生川建設　株式会社
宿泊・飲食サービス その他 株式会社　アトム
宿泊・飲食サービス 伊勢 株式会社　共立メンテナンス
宿泊・飲食サービス 菰野 株式会社　鹿の湯ホテル
情報通信 名古屋 株式会社　カーネル・ソフト・エンジニアリング
情報通信 鈴鹿 株式会社ケーブルネット鈴鹿
生活関連サービス・娯楽 四日市 Ｈａｉｒ　＆　Ｅｓｔｈｅｔｉｃ　Ｉ・ＢｉＪｉＮ
生活関連サービス・娯楽 四日市 Ｓｐｒｏｕｔ　Ｈａｉｒ
生活関連サービス・娯楽 長島 長島観光開発
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生活関連サービス・娯楽 鈴鹿 モビリティランド鈴鹿サーキット
生活関連サービス・娯楽 員弁 涼仙ゴルフ倶楽部
生活関連サービス・娯楽 菰野 中部開発株式会社　ジャックニクラウスゴルフコース菰野倶楽部
専門・技術サービス 四日市 JSRビジネスサービス　株式会社
専門・技術サービス 四日市 サンアイ片山会計
専門・技術サービス 四日市 森会計事務所
専門・技術サービス 鈴鹿 税理士法人　松永会計事務所
不動産・物品賃貸 四日市 株式会社　ダスキン三栄
複合サービス 東京 日本郵政株式会社　本社


