ICDAグループは三重県内で
32拠点を展開しています!
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がんばった分だけ
収入アップ！

平日休み、
実は快適！

工具・制服は
会社が準備！

資格取得者は資格手当が付与され

エンジニアの仕事はたくさんの専門

レジャー施設や美容院、
ショッピング

ますし、
また、店舗の整備業績に応じ

工具や制服が必要ですが、全て会社

センターは土日は混雑し、行列に並

て奨励金も支払われます。がんばっ

が準備します。専用の更衣室もある

ぶこともしばしば。平日なら空いてい

た人には、がんばった分収入がアッ

ので、私服で通勤できます。

てゆっくりと楽しめます。
また、お役

プします。

Honda Cars 三重北

Honda Cars 三重北

ポイント⑤鈴鹿店

ヴァーサスプラス鈴鹿

U-Select 鈴鹿

物流センター

所や銀行、病院など土日休みですか
ら、大事な用事もストレスがありませ
ん。
Honda Cars 三重北 亀山長明寺店

U-Select 亀山長明寺

ポイント⑤亀山店

U-ZOO

事 業 所

クルマが
安く買える!

若いスタッフや
女性も活躍！

あこがれの
一人暮らしも!

社員割引制度があるので、ピカピカ

新卒採用人数は県内ディーラーでナ

遠方者や通勤困難なスタッフには社

の新車も安く買えます。車検・点検も

ンバー１、毎年多くの新人スタッフ

員独身寮（家具備付・完全個室

もちろん社員割。家族割引もあるの

が当社に入社します。ホンダカーズ

１ルーム）を用意。

で、家族みんなが安心安全で豊かな

三重北の場合、平均年齢は30.5歳

仲間や先輩もたくさん住んでいるの

カーライフが過ごせます。

で４人に１人は女性スタッフです。

で、
プライベードも充実！

桑名4拠点
鈴鹿11拠点
津4拠点

四日市9拠点
亀山4拠点

出店構想
Honda Cars 三重北

伊勢オートモール
伊賀オートモール

（

ポイント⑤津店

三重未出店
エリア

）

社会貢献活動のご紹介
環境方針に基づく
当社のリサイクル活動

女子ハンドボールチーム

三重バイオレットアイリスのサポート

スーパー耐久
レースへの参戦

2019年シリーズ チャンピオン

若いスタッフや
女性が活躍
している

車両引取り

重ね置きしない
車両保管

手バラシ解体

人に優しい
設備の導入

展示場の設置

環境保全活動

ディーラーです。
※詳細は3ページ

会社見学・職場見学・仕事体験
（インターンシップ）
随時受付中!
※学校を通じての受付けとなります。
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◆ 詳しくはホームページでもご確認いただけます。

マーク・コーポレーション
http://www.mie-arc.or.jp/

21 池原 綾香 選手

77 榎 和奏 選手

（元 ホンダ四輪販売三重北所属） （ホンダ四輪販売三重北所属）
三重バイオレットアイリスは2016-2017年シーズンに初のプレーオフ出場。
そこか
ら４シーズン連続でプレーオフに出場しています。
2019年に熊本で開催された女子世界選手権におりひめJAPANとして
2017年まで(株)ホンダ四輪販売三重北に所属していた池原綾香(2017年7月に
デンマーク1部リーグへ移籍)が選出されました。
2020年からは新たに榎和奏(大阪体育大学卒業)が入社をしました。

Audi RS3 LMS

2017年 2018年 2年連続シリーズ3位を獲得
・スーパー耐久に参戦するバースレーシングプロジェクトに
スポンサードを行い、社員教育の一環として、サービス
スタッフのレース現場の研修も行っています。
・モータースポーツの生の現場に触れ、憧れの現場を
体験して大きな収穫を得ることができました。
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資格取得費用は 全額会社負担!

働く先輩の声
株式会社ホンダ四輪販売三重北

ICDAグループは働きながら
国家資格取得することを
全面的に支援します。
ICDAグループの高卒自動車整備士採用は、卒業学科不問です。
出身学科が自動車科でも、工業科、商業科、普通科でもこれまで多数採用しています。
ICDAグループは人材育成に重点を置き、
自動車整備士を目指す若者に３級整備
士から２級整備士、検査員資格、１級整備士資格まで、働きながら国家資格を取得す
ることを全面的に支援しています。具体的には当社の自動車整備工場で働きながら、
三重県自動車整備振興会が実施している自動車整備士養成施設に通います。実務経
験を一定期間積めば実技試験免除になります。
養成施設の受講料・受験費用は当社が全額負担します。
また、資格取得に応じ資格
手当も毎月支給しており、３級、２級、１級とステップアップを支援していきます。

先輩から丁寧に教えてもらうことができ、
楽しく勉強しています。

幼い頃ホンダのスポーツカー「NSX」を見て、そのスタイルに衝撃を受け、それ以
来”この車に乗りたい”の一心で車が好きになりました。高校生の時、車を学ぶ講座を
受け、
エンジンの仕組みなどを学ぶ内に、車を整備したいと思うようになりました。

卒業後の進路は先生から仕事をしながら整備技術を学ぶ方法もあるとアドバ
イスを頂き、
自分自身も授業で勉強するより、車を触りながら知識を身につけるほう

高校卒業

が性に合うと思い、働きながら資格を取る道を選びました。

Honda Cars 三重北
亀山長明寺店

ホンダ車が好きだったので、
その中から整った設備で技術を学べることができるホ

ンダ四輪販売三重北に入社しました。

鶴見 慎吾

就

●大学・短期大学

職

●自動車大学校

自動車整備の現場で

●専門学校

働きながら

●高等技術学校

資格取得をめざす。

2級
取得後に
編入

自動車整備士3級
国家資格

で、教科書の内容がすぐに理解でき、楽しく勉強しています。

今後の目標はまずは3級整備士の試験に合格すること。そして2級整備士の資
格を取り、お客様から信頼される整備士を目指し、腕を磨いていきます。

株式会社オートモール

2年
2級整備士コース学科試験

4年

自動車整備士2級

1999年7月生まれ。
三重県亀山市出身。三重県立稲生高等
学校（普通科）卒。
2018年4月入社。趣味は愛車のホンダ
シビック タイプRをいじること。

入社後は先輩から仕事を教わりながら、来年春の3級整備士の試験に向けて勉
強しています。
わからない事があれば、先輩から実車を使い丁寧に教えてもらえるの

（実技試験は免除）

1級整備士コース
筆記・口述試験

自動車整備士1級

1年

（実技試験は免除）

車体整備士コース筆記試験

地元の自動車整備振興会が

（実技試験は免除）

実施している養成施設で
（一定期間）所定の課程を
終了すると、実技試験は免除。

就

職

あこがれの先輩を目標に勉強の日々

きっかけは実家が自動車整備工場で、祖父と父がメカニックとして働く姿を見

て、
この道に進みました。国産車だけではなく、色々なブランドの車を扱ってみたいと

社員寮（完全個室ワンルーム）完備
遠隔地の方には社員寮を用意しています。

家具付（テレビ・エアコン・ベッド
冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機）
風呂・トイレ別・駐車場あり
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思い、
アウディ三重四日市などを運営するオートモールを志望しました。
Audi三重 四日市店

東 佳汰

1998年12月生まれ。

三重県四日市市出身。

名鉄自動車専門学校卒。

入社してからは研修が多く、工具もすべて会社が用意してくれました。IT設備も

充実しているので、
アウディ車の整備にもスムーズに慣れました。私が好きな「TT」の
ブレーキパッドを交換した時も、国産車と大きな違いを感じませんでした。

今は仕事が面白い毎日です。あこがれているテクニカルマイスターの先輩を目標

に勉強を続けています。同じ敷地には他ブランドの店舗があり、
ブランドを越えた交

2019年4月入社。
趣味はバイクのツーリング。 流があるのも環境の魅力です。
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三重県で就職を
お考えの高校生の皆様へ
〜創業者よりメッセージ〜

自動車整備士（カーエンジニア）ってどんな仕事？
私たちの仕事や暮らしの移動に欠かせない自動車。
現在、三重県のような地方では一家に複数台自動車を保有するモビリ
ティ社会です。国内では自動車の販売と整備（車検・点検）等の仕事で１
００万人以上が活躍しています。特に、
自動車整備士（カーエンジニア）

将来、
自動車整備士（カーエンジニア）
を目指す高校生をICDAグループは創業以来継
続採用しています。

は『クルマのドクター』
として、お客様から信頼・感謝され、大変やりがいの

私はモータースポーツが大好きで、中学校卒業後、地元の三重県熊野を離れ、鈴鹿サー

ある仕事です。

キットでレースに参加しながら自動車販売店で働いていました。
その後選手を引退、
自分

あなたもクルマのドクター、
カーエンジニアを目指してみませんか？

で自動車整備工場を24歳で開業し、今に至ります。

ICDAグループは国産車・輸入車を販売しており、当社のアウディ三重津

今では、多くの人材が育ち、ホンダ四輪販売店（ホンダカーズ）
では独立系地場資本で

に所属する整備士がアウディ整備士技能コンテストで、国内で優勝し、
日

全国でもベスト10に入る業績を出せるほどになりました。
また、輸入車ディーラーではア

グループ概要

ウディ三重四日市はお客様満足度全国２位に入るほどのお店になり、
ヴァーサスを中心

◆総称：ICDAグループ
◆企業：ICDAホールディングス株式会社
（東証・名証二部）
◆創業：1967年5月
◆資本金：11億6,106万円
◆代表者：代表取締役社長 向井弘光
◆本社：三重県鈴鹿市飯野寺家町234-1

とした中古車販売では三重県で中古車販売台数５年連続ナンバー１になりました。
さらに、
自動車専用のリサイクルセンター、鈴鹿オートリサイクルセンターは自動車リ
サイクル法認定工場4200工場の中で優良事業所10位以内に入り、
リサイクルパーツ販売
では海外10カ国と取引するほどに成長しました。そして、2013年三重県本社初の上場自
動車ディーラーになりました。
今、ICDAグループは次の50年に向けて、次世代の経営者たちが若い人材の育成に力
を注いでいます。今後、
自動車業界は自動運転支援システムや電動化時代といった100年
に一度と言われる大変革期を迎えます。新しい時代に対応する若い人材の育成に重点を
置く、ICDAグループで一緒にはたらきませんか？
ICDAホールディングス
（株）
代表取締役社長

向井 弘光

本代表として世界大会（ドイツ開催）に出場し、優勝（金メダル獲得）
しま

◆グループ会社
株式会社ホンダ四輪販売三重北
株式会社オートモール
株式会社マーク・コーポレーション
◆事業所
桑名4拠点、四日市10拠点
鈴鹿11拠点、亀山3拠点、津4拠点

した。他にも、ホンダ全国販売店技術コンクールで３回優勝等、全国の販
売店の中でもICDAグループの自動車整備士の優秀さ
（技術・お客様満
足）が評価されています。

自動車整備士工場には
自動車整備士の有資格者が必要です。
国家2級自動車整備士は「自動車の一般的な整備ができること」
と定められています。つまり、
この資格があれば「一人前」
と
いうことです。整備工場を開業する場合でも様々な決まりがあり、
自動車販売店や整備工場の採用も、
まずは2級自動車整備
士の資格が必要かつ最低条件になっているところが多くあります。
これに対して、
その下の3級自動車整備士は「自動車の各装置の基本的な整備ができること」
とされ、実際の作業は2級自動

三重県本社の自動車ディーラーでは随一の
東証二部・名証二部上場企業です。

車整備士以上の指導がないとできません。つまり整備士の入門的な資格です。ただ、3級自動車整備士の資格を取得し、
自動
車販売店や整備工場で働きながら、2級自動車整備士を目指す人も増えています。
１級自動車整備士は電子技術をはじめ、
「2級自動車整備士より高度な整備ができること」
とされています。最近の自動車は

※1 自動車ディーラーとは
「特定の自動車メーカーの車」
を販売、
メンテナンスする店舗の事です。
特約販売代理店ともいいます。 ※2 2019年12月現在。

ハイブリット車や電気自動車など電子制御が増え、
こうした技術に対応するのが１級整備士です。1級整備士の資格が誕生し

社是： 我々は、すべての商品に愛情と情熱を持ち、つねに初心を忘れず
真心をもってお客様に接し、
ご満足していただくことを誇りとする。
●従業員数
（グループ会社）※2019年12月末現在
ICDAホールディングス株式会社
45名
株式会社ホンダ四輪販売三重北
358名
株式会社オートモール
104名
株式会社マーク・コーポレーション
45名
グループ総合計

552名

●グループ売上高 ※2019年3月期・連結

て10数年と歴史が浅いため、2級自動車整備士に比べて少ないですが、
自動車整備士の最上級に位置する資格と言えます。

281億8,100万円

1級
整備士

●沿革 1967年：向井自動車商会を鈴鹿市に創業
1969年：ホンダ車の販売開始（現：ホンダカーズ三重北）
1998年：輸入車ディーラー開始、鈴鹿オートモール開設
2004年：オートリサイクルセンター設立に参加
2013年：6月にジャスダック上場、11月名証二部に上場
2014年：東証二部に市場変更

2級整備士

顧客のニーズに合わせた様々なタイプのお店を展開しています。

三重北

ヴァーサス

ヴァーサス プラス

3級整備士

Audi Mie Yokkaichi
Audi Mie Tsu

特殊整備士
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自動車の全般的かつ
高度な整備ができる。

自動車の一般的な
整備ができる。

自動車整備士制度
ってナニ？
自動車整備士制度とは、

自動車の各装置の
基本的な整備ができる。

自動車の点検整備に関する
専門的な知識・技術を有する
国家資格です。

特定の分野において
専門的な知識と技術を
持っている。
（タイヤ、電気装置、車体）
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