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【ご案内】 

 

● 当センターに登録された１２月末日付三重県内企業早期退職者の人材送出情報をとりまとめたものです。 

 

● ご関心をもたれた情報については、お問い合わせ下さるようお願い致します。☎０５９－２２５－５４４９ 

 

● インターネットでも情報提供していますので、併せてご利用ください。http://www.sangyokoyo.or.jp/ 

 

● なお、ここに掲載した以外にも登録されている情報もありますので、併せてご利用ください。 

 

 

 

 

公益財団法人産業雇用安定センター 



人材送出情報 リクエスト連絡表 
 

FAX：０５９－２２１－６１９７ 

 

Ⅰ 今後、必要とする人材の職種をお聞かせください 

必要な受入職種 年 齢 必要な免許資格等 

    ～   歳  

    ～   歳  

    ～   歳  

 

Ⅱ 人材送出情報情報リストの登録番号をご記入ください。 

登録番号 面接を希望したい 詳細を知りたい 

Ｎｏ   

Ｎｏ   

Ｎｏ   

Ｎｏ   

↑該当のところへ○印をつけて下さい。 

 

貴

社

名 

 役職名  

ご担当者名  

ご

住

所 

 電話番号  

FAX  

 

※ 御社の求人内容が本人の希望条件等に合わない場合、あるいはすでに就職先が

内定している場合など対象者が面接を希望しないこともあります。あらかじめ

ご了承下さい。 
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百五・明治安田ビル６F 

TEL０５９－２２５－５４４９ 
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産業雇用安定センター　　　　　人材送出情報（T-1)

NO 年齢性別 希望職種 希望就業地 職務歴 年 免許・資格 住所

280 50 女 製品検査の職業 松阪市 部品製造、トランス組立 5 危険物取扱者（乙種） 松阪市
一般事務の職業 津市 製造組立 3 有機溶剤作業主任者
電気機械器具組立・修理 伊勢市 輸出管理及び技術者 3 安全保障管理事務能力

製造組立 21 Excel・Word・LE・B級

429 50 男 電気・電子開発技術者 松阪市 低圧電源・開発設計 20 普通自動車運転免許一種 津市
電子応用機械器具組立 津市 バラスト電源の開発設計 4
教育の職業 鈴鹿市 電源製品の評価業務 3

久居市

428 52 女 電気機械器具組立・修理 松阪市 スピーカー組立 9 普通自動車運転免許一種 松阪市
電気通信機械器具組立・修理 津市 トランス組立 5
民生用電子・電気機械器具組立・修理 久居市 マグネットロール検査 5

伊勢市 電源組立 1

341 52 女 品質管理管理職 松阪市 スピーカー組立 17 危険物取扱者（乙種） 松阪市
一般事務の職業 津市 スピーカー製造ライン部品管理 3 有機溶剤作業主任者
化学製品製造の職業 久居市 品質管理全般 8 特定化学物質等作業主任者

多気郡 受託分析 5 衛生管理者第１種
乾燥設備作業主任者

427 51 男 リフォームアドバイザー 多気郡 輸入製品の検査等 1 普通自動車運転免許一種 多気郡
家庭生活支援・介護 伊勢市 技術管理システムの構築 9 フォークリフト運転技能者
居住施設・ビル管理の職業松阪市 事業計画策定 12 アマチユア無線技士

度会郡 各部門の端末トラブル対応等 11 福祉住環境コーディネーター
トランス製造全般遂行 1 小型船舶操縦士

338 50 女 生産関連事務の職業 松阪市 スピーカー組立 6 情報処理検定３級 松阪市
家庭生活支援・介護 伊勢市 部材調達 10 簿記検定日商２級
一般事務の職業 津市 車載スピーカー組立 15 普通自動車運転免許一種

珠算能力検定２級



426 35 女 生産関連事務の職業 松阪市 車載用音響器システム・設計・開発 6 普通自動車運転免許一種 松阪市
事務用機器操作の職業 伊勢市 車載用音響制御、測定ツール開発 1 電圧測定
WEBデザイナー 津市 車載用音響機器（マイクロ）・設計・開発 3 Labvlew準資格者認定

久居市

286 55 女 生産関連事務の職業 松阪市 外観検査・部品検査・包装等担当 7 普通自動車運転免許一種 多気郡
一般事務の職業 伊勢市 庶務関係・設計補助 8 MOUSエクセル一般
電気機械器具組立・修理 多気郡 スピーカー試作 11 MOUSワード一般

ダストキャップ貼り付け工程 9 MOUSその他

327 47 女 企画・調査管理職 松阪市 スピーカー組立 20 普通自動車運転免許一種 松阪市
製造管理職 伊勢市 製造ライン・班組織の運営実践 9 有機溶剤作業主任者
家庭生活支援・介護 多気郡 海外工場の原画改善 1 ホームヘルパー２級

三重県内

328 47 女 機構設計 松阪市 グループ内・PCシステム管理 5 普通自動車運転免許一種 松阪市
機械設計技術者 伊勢市 車載スピーカ製造 1 ファイナンシャル・プランニング技能検定

津市 グループ内・PCシステム管理 1 ラジオ音響検定３級
スピーカの電気設計・機構設計 22 初級システムアドミニストレ―タ

無線従事者免許電話級

425 57 男 民生用電子・電気機械器具組立・修理 多気郡 電子部品組立・動作検査 2 有機溶剤作業主任者 多気郡
電気機械器具組立・修理 伊勢市 トランス製造 2 フォークリフト運転技能者
電気通信機械器具組立・修理 松阪市 成型品製造・自動機プロセス検証 17 玉掛技能者
倉庫業務 鈴鹿 スピーカ組立t・検査・指導予備員 15 クレーン運転者

四日市 乾燥設備作業主任者

334 51 女 一般事務の職業 松阪市 資材入出庫、他部門調整業務 4 普通自動車運転免許一種 伊勢市
生産関連事務の職業 伊勢市 製品試作検証・環境測定検査 1 危険物取扱者乙種

図面と検証 6 ビジキャリ物流管理
スピーカ組立、生産向上 22



330 52 男 倉庫・資材・物流管理職 多気郡 生産資材・完成品の入出庫保管管理 4 普通自動車運転免許一種 松阪市
工場管理職 松阪市 企業内労働組合 6 フォークリフト運転技能者
総務・庶務管理職 生産体制構築・生産販売推進管理 20

生産体制構築・製造ライン生産計画策定 4

282 51 女 機械開発技術者 松阪市 製品設計CADオペレーター 5 普通自動車運転免許一種 松阪市
電気機械器具組立・修理 伊勢市 OAシステム管理業務 1 MOUSエクセル上級
一般事務の職業 津市 製品設計CADオペレーター 21 プリント配線板はんだ付け実習

多気郡 製品組立業務 6

278 46 男 生産技術管理職 松阪市 事業計画確認管理 5 プラ成形技能士２級 松阪市
一般機械器具組立・修理 伊勢市 安全衛生等生産技術管理 3 フォークリフト運転技能者
環境技術管理管理職 一志郡 プレス金型設計・作図 3 危険物取扱乙種

津市 スピーカ組立・生産・在庫管理 16 玉掛技能者
プリント基板電子部品挿入 2 床上操作式クレーン

336 43 女 生産関連事務の職業 松阪市 製品受注、海外会社への発注等 11 普通自動車運転免許一種 伊勢市
一般事務の職業 伊勢市 海外工場からのリターン収支管理 12 TOEIC600～725点
営業販売関連事務 津市 証券外務員

亀山市 書道師範免許

283 51 女 総務事務 松阪市 総務業務 2 普通自動車運転免許一種 伊勢市
総務・庶務管理職 伊勢市 トランス製造 3 ビジキャリ中級（生産計画）
民生用電子・電気機械器具組立・修理 スピーカ製造 2

スピーカ販売管理 8
スピーカ製造・製造工程全般 18

288 57 男 居住施設・ビル管理の職業松阪市 工程・品質管理 8 プレス機械作業主任者 松阪市
自動車運転の職業 伊勢市 工程・品質管理・班組織運営管理 9 フォークリフト運転技能者

津市 現場管理監督者 17 ISO内部監査員
三重県 環境安全衛生内部監査員

RST・KYTトレーナー



333 47 女 一般事務の職業 松阪市 スピーカ組立 6 ビジネスキャリア生産管理 多気郡
家庭生活支援・介護 伊勢市 材料入出庫オペレーター業務 7 ビジネスキャリア物流管理

多気郡 金型管理全般 14 珠算能力検定２級
庶務 3 普通自動車運転免許一種

書道３級

325 51 男 生産技術管理職 松阪市 スピーカ生産・完成品審査 3 普通自動車運転免許一種 松阪市
品質管理管理職 伊勢市 車載モバイル・新製品立ち上げ 20 品質マネージメント審査員補

津市 イギリス工場、品質保証体制構築 1
海外サプライヤー、工場認定指導 6
品質保証全般、企画・運営 5

331 51 女 製造管理職 松阪市 車載・AVスピーカ製造 1 普通自動車運転免許一種 松阪市
生産関連事務の職業 伊勢市 モバイルスピーカ試作検証 1 危険物取扱者乙種
民生用電子・電気機械器具組立・修理 多気郡 品質管理、集中管理化構築 10 有機溶剤作業主任者

津市 スピーカ製造の品質・生産向上 2
スピーカ製造、作業指導実践 17

281 50 女 電気機械器具組立・修理 松阪市 トランス製造 普通自動車運転免許一種 松阪市
電気通信機械器具組立・修理 伊勢市 窓口業務 2 パソコン検定P検定３級
一般事務の職業 津市 トランス製造 2 文書処理能力検定２級

データー登録・入力 2 製品検査２級
スピーカ製造 27

329 51 男 品質保証管理職 松阪市 顧客対応窓口 12 普通自動車運転免許一種 多気郡
生産技術管理職 伊勢市 スピーカ成形部品の生産 1
電気機械器具組立・修理 多気郡 スピーカ部品の生産 4

津市 車載スピーカ、検査・工程・運営管理 16

337 50 女 電気機械器具組立・修理 松阪市 車載用スピーカ組立業務 32 普通自動車運転免許一種 松阪市
民生用電子・電気機械器具組立・修理 津市 危険物取扱者乙種
家庭生活支援・介護 多気郡 有機溶剤作業主任者

久居市



339 55 女 家庭生活支援・介護 松阪市 半田漕投入の為の基盤手挿入 1 普通自動車運転免許一種 伊勢市
施設介護員 多気郡 スピーカ組立 32 ビジキャリ中級（生産計画）

労務管理士２級

284 52 女 電気機械器具組立・修理 多気郡 低圧・高圧電源試作 9 普通自動車運転免許一種 多気郡
民生用電子・電気機械器具組立・修理 松阪市 低圧基盤の製造 9 半田付２級（社内検定）
生産設備制御・監視の職業小俣 スピーカ製造 14

玉城



産業雇用安定センター　　　　　人材送出情報（T-2)

NO 年齢性別 希望職種 希望就業地 職務歴 年 免許・資格 住所

488 54 男 倉庫・資材・物流管理職 松阪市 資材管理 8 大型自動車運転免許一種 松阪市
生産設備制御、機械組立 倉庫管理 9 フォークリフト運転技能者
製品検査の職業 電気機械組立・修理 16

通信技術員 4

489 51 女 貨物自動車運転者 松阪市 倉庫作業員 10 大型自動車運転免許一種 松阪市
乗用車運転者 津市 貨物自動車運転者 8 フォークリフト運転技能者
運搬の職業 生産関連事務 8 危険物取扱者（乙種）

一般事務 9 自動二輪車免許普通



産業雇用安定センター　　　　　人材送出情報（T-3)

NO 年齢性別 希望職種 希望就業地 職務歴 年 免許・資格 住所

492 32 男 生産技術管理職 松阪市 生産技術関連事務 5 ガス溶接技術者 松阪市
倉庫・資材・物流管理職 多気郡 電子基板実装・組立・検査 2 電子機器技能士２級
製品検査の職業 生産管理・品質管理 1 危険物取扱者（乙種）

ゴムホース成形・組立・検査 6 不整地運搬車運転技能
機械製図手書き３級

495 41 男 電子応用機械器具組立工 松阪市 プリント基板実装機操作 21 普通自動車運転免許一種 松阪市
倉庫・資材・物流管理職 伊勢市 家電販売店、店頭販売 0.3 電子機器技能士１級
品質保証管理職 津市 フォークリフト運転技能者

販売士２級

494 40 男 電子応用機械器具組立工 松阪市 基盤製造・組立・設備管理 10 普通自動車運転免許一種 松阪市
電気通信機械器具組立工 伊勢市 一般家庭電気配管、配線工事 5 電気工事士（第２種）
電気・電子製造技術者 津市 一般家庭電気・水道・ガス配管工事 5 有機溶剤作業主任者

電子機器、製造管理 3 高所作業車運転技能者

493 36 男 電子応用機械器具組立工 松阪市 組立・検査・設備点検 9 普通自動車運転免許一種 松阪市
民生用電子電気機械器具組立工・修理工 伊勢市 ライン生産・検査・設備点検 5 電子機器技能士２級
電気・電子製造技術者 販売・配達・集金業務 0.1

496 43 男 食料品製造の職業 津市 自動車部品の実装ライン作業 14 普通自動車運転免許一種 松阪市
運搬の職業 松阪市 食料品の配達業務 6 電子機器技能士２級
電気・電子製造技術者 三重県 基本情報技能者


