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■ 運輸・倉庫業　　（23社）

新着 № 業種 求める職種 仕事内容 求める年齢
モデルと
なる年齢

勤続１年目
の年収（万円）

勤続２年目
の年収（万円）

求める経験・知識・資格

1 鉄道業

・鉄道車両系
・保線系
・土木系
・電気系
・機械設備系
・建築系など

・鉄道車両系
　　鉄道車両の検査、修繕、改造、品質管理 業務等
・保線系
　　鉄道道路のメンテナンス業務
・土木系
　　土木構造物の調査、設計、保守、管理及び工事発注・
　　監督業務等
・電気系
　　鉄道電気設備の保全管理・設計・工事監督業務等
・機械設備系
　　空調設備、自動改札機、エレベータ、クレーン等の
　　機械設備の保守・計画・管理業務等
・建築系
　　建物全般の保守・計画・管理業務

不問

（採用実績は20～
　40歳代が中心）

入社時
33歳の場合

400万円 410万円

・鉄道車両系：機械製品等の製造業務経験を
　有する方
・保線系：溶接業務の実務経験を有する方
　（※保線系は未経験者歓迎）
・土木系：技術士、技術士補、1級土木施工管理
　技士、コンクリート診断士等の資格を有する方
・電気系：電気設備またはシステムの設計に
　関する実務経験を有する方 / 電気施工管理技士、
　電気工事士、情報処理技術者等の資格を有する方
・機械設備系：建設業（空調・機械設備）、
　機械メーカー等での実務経験を有する方 /
　管工事等の実務経験を有する方 / 空調設備又は
　システムの設計に関する実務経験を有する方
・建築系：コンサル等において、計画・設計・
　現場施工管理全般に関わる実務経験を有する方

2  倉庫業 / 貨物自動車運送事業　他 一般事務職 営業 / 作業・配車手配 / 設備保守管理など 35歳以下 30歳 390万円 400万円
基本的に経験資格不問
機械設備の知識・経験のある方

3 運輸業 一般職 貨物の積み卸ろし作業 20～40歳 35歳 370万円 380万円 経験不問　※フォークリフト資格あれば尚可

4 運輸業 トレーラー・ドライバー 主に道東地区へ一般雑貨の配送業務 20～50歳 35歳 380万円 390万円 大型自動車免許

5 運輸業 事務職 配車 / 請求書作成 / 集荷配送指示書作成 20～40歳 35歳 360万円 370万円 経験・資格不問

6 港湾関連事業
①港湾荷役作業 － 技能職員
②倉庫作業        － 嘱託職員

①港湾荷役作業…船積車両の揚・積荷役 / 飼・肥料荷造り / 車両系
機械運転業務
②倉庫作業…飼料の荷造り / 構内及び施設清掃作業等

①18～30歳
②50歳以上

—
大型特殊免許 / フォークリフト免許 / ショベル
ローダー免許あれば尚可

7 運輸業
大型・牽引車両ドライバー / 港湾荷役
車両オペレーター（リフト）等

トレーラーでの集配作業 / 港湾区内での本船荷役や倉庫内作業 20～40歳代 30歳 258万円 281万円
大型自動車免許・牽引免許 /
大型特殊自動車免許（リフト乗務）

8 倉庫業 倉庫貨物の管理事務・在庫管理作業 営業倉庫での保管管理及び荷役作業 20～25歳
①20歳
②25歳

①260万円
②290万円

—
普通自動車運転免許
大型特殊及びフォークリフト免許

9 飼料の製造および販売 工場の設備管理・保守 機械設備の発注・修理・メンテナンス・エネルギー管理等 20～45歳 30歳 430万円 440万円 機械設備の知識・経験をお持ちの方

10 一般貨物運送業 運転職
大型タンクローリー、大型トレーラーによる
生乳・石油・自動車の輸送

20～30歳代 独身25歳 380万円 — 大型・けん引免許

11
小売業 / 普通トラック / 自動車部品販売 /
 整備業

営業職
2トン車以上のトラックの販売
フォークリフト・除雪ホイルローダーの販売

24～35歳位 24歳 330万円 420万円 普通自動車免許（マニュアル車免許尚可）

12 一般貨物運送業 大型ダンプ運転手 / トレーラー運転手
大型車両運転業務 / 車両のメンテナンンス /
その他付随する作業

59歳以下 —

340万円（大型ダンプ運
転手・未経験）
360万円（トレーラー運
転手・未経験）

—

大型免許 / けん引免許
免許がない方は、社内資格取得支援制度
利用可能（条件有）。経験不問
経験者優遇3年以上 （大型ダンプ年収370万円～トレー
ラー年収400万円～）

13 運輸業 ドライバー 釧路市及び市内近郊 20～50歳代以上 35歳 350万円 350万円 中型免許以上

14 運輸業 事務管理者 配車、事務、運行管理等 20～50歳代以上 35歳 450万円 450万円 不問

15 旅客運送業
① バス運転手
② バス整備員

① 釧路管内路線バス・都市間バス・貸切バスの運転・
　接客業務
② 自社バスの整備

① 40歳未満
② 50歳未満

① 30～40歳
② 経験など

① 300万円
② 290～320万円

—
① 大型2種運転免許（養成制度あり）
② 自動車整備経験者

16 タクシー業 タクシー乗務員 旅客の輸送 70歳まで — 250～300万円 —
普通自動車免許3年以上
普通自動車2種免許、初任者研修

17
一般乗用旅客自動車運送事業
（ハイヤー・タクシー）

タクシー乗務員 会社からの配車などにより、お客様を乗車し目的地まで送る。 20～50歳代以上 50代 250万円 330万円
普通二種免許以上
普通一種免許経験3年以上。

技能職員（18歳）約326万円
技能職員（30歳）約343万円
嘱託職員（50歳）約259万円
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新着 № 業種 求める職種 仕事内容 求める年齢
モデルと
なる年齢

勤続１年目
の年収（万円）

勤続２年目
の年収（万円）

求める経験・知識・資格

18 一般乗用旅客自動車運送事業
運行管理補助者 / 配車オペレーター /
タクシー乗務員

運行管理者の補助・配車オペレーター／電話受付による
配車オペレーター／タクシー運転手

20～50歳代以上 全年齢対象
240万円 / 220万円
 / 180万円～

255万円 / 230万円 /
180万円～

パソコン操作の経験がある方 / 自動車運転2種免許又は1
種免許3年以上経過

19
一般乗用旅客自動車運送業
（タクシー）

管理者候補乗務員 / 一般タクシー乗務員 /
介護タクシー乗務員 / 観光乗務員

タクシードライバとして、接客、介護、観光など様々な
部署で活躍していただきます。

20～50歳代以上 20～60歳代 250万円～ 270万円～
・経験不問・普通免許取得3年経過者・
　二種免許取得養成制度あり・二種免許取得
　者歓迎・介護初任者研修修了者歓迎

20 運輸業（鉄道）
JR車両の清掃等スタッフ
（パートタイマー）

旅客車両の清掃作業（車内・車外）等 / 旅客車両の給油・
給水作業・汚物抜取作業等

— —
190万円
パートタイマー
（時給900万円）

250万円
勤務成績により準社員

危険物取扱者（丙種）

21 旅客運送業 タクシー乗務員 タクシー乗務員 ～65歳 60歳
220万円（売上に
対する分率制）

— 第2種運転免許

22 運送業 構内作業員 トレーラーの回送・準備・車両メンテナンス 20～50歳 30歳 450万円 — 大型免許、けん引免許、フォークリフト免許

23 一般貨物自動車運送事業 大型トラック（トレーラー）乗務員 家畜飼料の運搬、石油輸送、その他道内配送など 25～45歳 35歳 370～400万円 370～400万円
・移動式クレーン / 玉掛け・大型免許 / けん引免許・危険
物取扱者免状


