
【　出　展　企　業　】 2022年2月9日(水)　とよた業界研究会＆合同企業説明会 豊田市雇用対策協会

※MAP番号の網掛け企業は合同企業説明会も開催

1 ㈱淺野機械工業所
自動車部品の製造および工作機械の設計

・製造

当社は自動車部品のメーカーです。一方、自社製の工作機械を設計・製造

する技術も持っているところが弊社の強みです。また、ひとりひとりの人間性を

高めることを大切にしており、特に新入社員へは、入社後2ヶ月程の研修を行

うなど社会人の基本や基礎技術を学び、会得する期間を与えています。

幅広く色々な仕事がある

社員同志の仲が良い

2 えぷろんフーズ㈱ スーパーマーケット事業・デベロッパー事業

生鮮食品の鮮度の高さを強みとした、地域密着型のスーパーです。市場の休

みに合わせて、日曜日を店舗休業日とし、従業員も休みにしています（リブレ

元宮店を除く）。年に1回、リフレッシュ休暇の取得を促進しており、最大9日

間の連休を取得できます（全従業員の取得実績あり）。

明るい雰囲気

コミュニケーション盛ん

3 小野電気㈱

・電気設備工事：電気設備工事の現場マネジ

メント

・Ａシステムの構築：自動車部品の生産ライン

の制御システムの設計・開発

・機械加工：車載コンプレッサーの試作品の精

密機械加工

・当社は、豊田市が「自動車の街」になる前から電気工事を手掛けてきた歴

史のある会社（創業：昭和23年）で、今では電気工事だけでなく、生産

設備の自動制御まで取り扱う「電気のトータルカンパニー」です。

・当社の仕事は、暮らしを守り経済を支える「なくてはならない」仕事で、やりが

いは充分。

コミュニケーション盛ん

地域に密着

4 ㈱協豊製作所
自動車部品（ボデー部品・ユニット部品）製造

及び専用工作機械の設計製作、工場の安全・

環境等対策サービス提供

トヨタ自動車１００％出資企業

二つの分野（自動車部品・生産設備）と四つの事業（ボデー部品・ユニッ

ト部品・設備・ファクトリー）で多角的に自動車づくりに貢献しています。

社員同志の仲が良い

コミュニケーション盛ん

5 共和産業㈱
自動車部品の設計・製造・販売　〇自動車用

サンバイザー　〇キョウワケミカルフォーム（遮音

材）

1939年(昭和14年)創立。今年で82年の歴史と実績がある会社です。

また、2017年より、豊田通商のグループ会社になりました。

主力商品のサンバイザーは、国内全ての自動車メーカー様とお取引があり、

国内シェアは、約80％とトップシェアを誇っています。

幅広く色々な仕事がある

コミュニケーション盛ん

6 光生アルミニューム工業㈱

自動車のアルミホイールやブレーキ部品などアルミ

ニウム製品を作っています。自動車の軽量化に向

けアルミニウムは注目の素材の一つ。様々な自動

車メーカーと取引があり、有名高級車にも当社の

製品が使われています。

当社は、自動車やオートバイ部品を、開発から製造、そして販売まで一貫して

行っています。大きな部品を精度高く加工できる会社は世界でも少なく、当

社で生産された部品は国内外の大衆車から高級車、スポーツカーまで幅広く

採用されています。

幅広く色々な仕事がある

世界へ挑戦(グローバル)

7 光南工業㈱

エネルギー関連商品を扱うアイシングループ商社

です。1000社以上のお客様と取引関係があり

工業油、GHPの分野で取扱量が全国トップクラ

スです。またSDGs達成をキーワードとした各種事

業に注力しています。

当社は、有休平均取得日数14.2日(昨年度実績)やフレックスタイム制、あ

んしん休暇制度など働きやすい環境が整っています。アイシングループの安定

した経営基盤のもとで、安心して長く働くことができるのも魅力のひとつです。エ

ネルギー事業で自動車産業を支える当社で、未来のエネルギー事業に一緒

に挑戦しませんか。

風通しが良い

地域に密着

8 ㈱陣内工業所

工場一般設備（プラント配管他）、空調設備

（冷暖房他）、電気設備（動力・制御・照明

他）、給排水衛生設備、上下水道、一般土

木、建築、環境衛生設備（浄化槽・排水処理

他）の企画・設計・施工管理

配管・空調・電気設備のあらゆる領域において、設計～施工までをワンストッ

プサービスで提供する総合設備工事企業。ビル、工場、時には博物館まで、

手がける現場は様々。確かな技術力と実績で創業80年、トヨタ自動車㈱の

協力設備業者に選ばれています。安定環境で一流の技術者を目指す方、

ぜひ当社にいらしてください

幅広く色々な仕事がある

地域に密着

9 新明工業㈱

トヨタ自動車とのパートナーシップのもと、世界中

の自動車工場で活躍する生産設備を生み出し

ています。また、自動車整備技術にて自動車社

会を支え、様々な舞台で活躍する働くクルマの開

発・生産にも関わっています。

クルマの一生に寄り添うをテーマに事業を展開し、設備事業ではエンジン生産

ラインにおける搬送設備の開発・設計・製作を行っています。また、最先端の

環境対応車生産の設備製作も行い、最新技術の開発を進めています。自

動車事業ではお客様の車両整備から架装、旧車の復元等総合的なカー

サービスの提供等も行っています。

チャレンジ精神旺盛

幅広く色々な仕事がある

10 鈴木工業㈱ 自動車部品製造業

当社は創業70年以上にわたり自動車部品の製造に携わっており、精密切削

及びモーター駆動製品の組付に強みを持っています。特殊な自動機で生産し

ているケーブルは月産100万本を超え、当社のみでしか生産していない製品

です。（電動シートのすべてに使われています）主な取引先は株式会社アイ

シンで勤務地は名鉄三河線竹村駅より徒歩圏内の所にあります。

幅広く色々な仕事がある

地域に密着

11 大豊精機㈱
プレスの自動化装置およびその付属品の設計か

ら販売、各種金型の設計から販売、試作部品の

製作から販売他

当社は創業以来、自動車部品生産用の生産設備・プレス金型・試作金型・

試作部品及び、自動車部品の生産を手がけ、自動車メーカーと共に品質の

高い製品を作り社会への貢献を行なっております。現在は、自動車メーカーの

国際化に伴い、世界各国に製品を納入しており、自動車産業を支えていま

す。

チャレンジ精神旺盛

幅広く色々な仕事がある

12 ＴＩメカテクノ㈱
自動車部品の設計、製造、金型及び鋳造工程

設備の設計、製作、メンテナンス

当社は100年の歴史のある会社です。2017年10月に株式会社豊田自動

織機の100％出資グループ会社となり、2021年社名を新たに生まれ変わり

ました。長い歴史で培われた技術を受け継ぎつつ、安定的な基盤のもと、お

客様のニーズを捉えて、成長し続けています。

幅広く色々な仕事がある

風通しが良い

13 東洋工業㈱
工場・公共施設（空調設備、給排水衛生設

備、工場配管設備など）の設計・施工管理

大手企業と取引があり、トヨタ自動車を縁の下から支えられるため、やりがいや

安定度が高いです。設備類の需要は無くならないため、今後も必要とされ続

ける会社です。離職率が低く転勤がないため、長く働きたい方や地元で働きた

い方にはぴったりです。2019年4月竣工の新社屋で一緒に働きませんか?

社員同志の仲が良い

地域に密着

14 東陽精機㈱
・自動車金属部品の製造

・自動機械設備の設計・製作

弊社は自動機械設備の設計から製作まで一貫して行っており、工場内で使

われる自動機械設備を自分たちで作ることが出来ます！また、自動車金属

部品の切削加工も行っており、弊社の製品は顧客を通じてトヨタ自動車様、

フォルクスワーゲン様といった世界で走る車に搭載され、世界の車の「走り」の

部分を支えております！

幅広く色々な仕事がある

社員同志の仲が良い

15 トヨキン㈱

トヨタ自動車株式会社及び関連企業から発生

する金属スクラップ及び使用済み自動車を大型

プラントで加工し、製鋼原料・鋳造原料として販

売しています。また、産業廃棄物処理や産業車

両レンタル事業も行っています。

創業以来、金属資源リサイクルを徹底追及し自動車から発生する金属スク

ラップのリサイクルを行っている会社です。将来のリサイクルを担う主役は若い力

です。持続可能な地球環境への貢献のための取組みを一緒にチャレンジしま

しょう！

幅広く色々な仕事がある

社員の姿勢が前向き

MAP

番号
企業名（50音順） 事業内容 企業PR 企業風土



※MAP番号の網掛け企業は合同企業説明会も開催
MAP

番号
企業名（50音順） 事業内容 企業PR 企業風土

16 豊田商工会議所

中小企業・小規模事業者の経営力強化並びに

持続的発展に向けた支援策の推進

中心市街地のにぎわいづくりと商業振興

会議所のプレゼンスを増大させる「要望活動」

「経済施策」の継続　等

市内を中心に約６４００の商工業会員を有する地域総合経済団体です。

経営者が抱える課題の解決（経営相談・融資相談等）や行政の施策

（補助金・助成金など）を周知し、より効果的・効率的な活用を支援する

業務を主に行っています。 また、各種商業イベントの企画・運営も行うなど多

彩な業務内容になっています。

幅広く色々な仕事がある

地域に密着

17 豊田信用金庫 共同組織金融業

クルマの街・豊田市に本店を構え、三河エリアと名古屋市の一部を中心に、

地域の皆様にお役に立つコミュニティバンクとなることを目指して営業展開をし

ています。

明るい雰囲気

地域に密着

18
トヨタ生活協同組合

（メグリア）

トヨタ自動車㈱を始めとした工場・寮の食堂や売

店を運営する「職域事業」、組合員の暮らしに直

結する「店舗事業」、暮らし・医療・老後までをサ

ポートする「ライフサービス事業」など、幅広い事業

を展開しています。

1945年の設立以来、愛知県豊田市を中心としたエリアで76年、生活向上

に結びつく事業を手がけ、メグリアの愛称で地域の方々に支持されてきました。

トヨタのグループ企業で福利厚生も充実しており、豊田市で長く働いていただく

ために安心な制度が整っています。幅広い事業展開で多彩な仕事が経験出

来ます。

幅広く色々な仕事がある

地域に密着

19 豊田鉃工㈱

◆自動車部品の開発・設計・製造（ボデー部

品、シャシー部品、樹脂内装部品、電子部品

など）

◆プレス金型・溶接設備設計製作

◆水耕野菜/露地野菜の栽培・加工

豊田鉃工（トヨテツ）は、トヨタ自動車の１次部品メーカーです。

「エンジニア」企業として、海外9ヶ国16拠点でグローバルに事業展開していま

す。

世界へ挑戦(グローバル)

明るい雰囲気

20 豊田東海警備㈱
機械警備、貴重品運搬警備、施設常駐警備、

交通誘導警備

三河地方を中心に活動している警備会社です。経営統合により、規模が拡

大！地元企業様や金融機関様が主な取引先であり、地元地域とのつながり

を重視しています。健康経営優良法人2021ブライト500に認定され、社員

の健康が会社の成長につながると考え、健康経営を実践しています。

幅広く色々な仕事がある

地域に密着

21 トリニティ工業㈱

主に自動車のボディを塗装するための設備や機

械などを手掛ける「設備事業」と、自動車の内

装・外装部品を製造する「部品事業」の２つの

事業で世界の自動車産業に貢献しています。

当社は長きにわたりトヨタグループの塗装分野を担い、街を走る車を彩ってきま

した。

社員が明るく元気よく働くため、様々なサポート制度を用意。「健康経営優良

法人2021 ホワイト500」や「あいち女性輝きカンパニー」なども取得しており、

多様な人材がいきいきと働ける企業として更なる成長を遂げています。

世界へ挑戦(グローバル)

風通しが良い

22 日晶電機㈱

・電気自動制御のPLCソフト設計と開発

・生産・製造ラインの生産指示や管理システムの

構築

・自動制御盤のハード設計、製造、現地据付、

現地調整

・施設や事務所など一般電気設備工事

当社は”電気自動制御”、”電気設備工事”で事業を展開する、電気の総合

エンジニアリング企業です。

高い技術力で多様化するニーズに対応し、省力化・合理化の追求、公的施

設等の安心・安全な施設づくりに貢献しています。

提案力 × 技術力 = 創造力　で日本のモノづくりを支える電気のスペシャリ

スト集団です。

社員の姿勢が前向き

地域に密着

23 ひまわりネットワーク㈱

電気通信事業 (インターネット・ケーブルプラス電

話・ケーブルWi-Fi・ケーブルスマホ)

登録一般放送事業 （ケーブルテレビ）

放送番組の制作・販売

企業・行政向けソリューション提案・販売

当社は、豊田市・みよし市・長久手市のケーブルテレビ局です。

地域密着を信念に活動を続けて30年。サービスエリアの契約率はなんと約

62％！全国でも指折りの売上高を誇っております。

地域から愛されるひまわりネットワークで放送・通信を通じて街づくりをしてみま

せんか♪

チームプレー志向強い

地域に密着

24 ビューテック㈱
自動車用部品の設計・製造　自動車、新幹線

用窓ガラス等の加工・組立、建築資材の販売、

物流事業

自動車部品の製造（樹脂部品）及び加工（ガラス組付）を中心に国内

関連会社20社、北米および中南米・アジアの8か国に拠点を構え「ものづくり

のグローバル化」を進めています。

チャレンジ精神旺盛

世界へ挑戦(グローバル)

25 フィード・ワンフーズ㈱
食肉加工製造業（豚肉を中心とした食品を加

工・製造しています）

当社は1951年に現在の豊田市今町で創業、以来この地で事業を行ってき

ました。2018年グループ内再編で社名をフィード・ワンフーズ㈱として今に至っ

ています。地域に密着した食肉加工の会社として、地元の小売店さまを通じ

豚肉製品やネギ間串などを販売しています。地域貢献しているこの会社で、

一緒に働きませんか。

チームプレー志向強い

地域に密着

26 富士精工㈱
超硬工具、ダイヤモンド工具、その他切削工具、

工具保持具及び治具の製造販売

刃先と保持具の総合技術では、抜きんでた存在です。

工具メーカーとして、治具の設計製作や客先の生産準備、工具管理まで手

掛けるのは国内では当社だけです。

幅広く色々な仕事がある

社員の姿勢が前向き

27 藤本建設㈱ 建設業

「あなたは何のために働きますか？」

成長したい、人の役に立ちたい、社会貢献がしたい。仕事に求めるものは、人

それぞれです。わたしたち藤本建設の仕事は、道路などの生活インフラを整備

したり、地域一帯の開発を行ったり、建物を建てたり。その地域社会で生活す

る人々の暮らしをより豊かにする仕事です。

地域に密着

28 ㈱ＦＵＮＥ 葬祭業・仏壇事業
女性社員の比率が80％。「感・即・動」がモットー自ら考え即行動できる人材

育成に力を入れています。

幅広く色々な仕事がある

明るい雰囲気

29 豊生ブレーキ工業㈱ 自動車部品の開発・設計・製造・販売

こんにちは！豊生ブレーキ工業です。当社はアイシングループのブレーキ専門

メーカー。

世界トップクラスの生産量を誇る当社のドラムブレーキ、ディスクブレーキ。

電動パーキングブレーキの生産も開始し、電動化への取り組みも始まっていま

す。 明るく、元気な社風の下でぜひ一緒に働きましょう。

社員同志の仲が良い

風通しが良い

30 豊和化成㈱
自動車用内装プラスチック部品の製造業。レジス

タ（エアコン風の吹き出し口）・アシストグリップを

主力製品としております。

トヨタ自動車の協力メーカーとして、製品開発から生産までの一貫したものづく

りを実施。

レジスタ・アシストグリップの専門メーカーとして国内・海外のお客様に対して、

常に開発・提案を行なえる会社を目指して事業活動しています。

また社員の方に安心して生活ができる福利厚生面も充実しております。

幅広く色々な仕事がある

地域に密着



※MAP番号の網掛け企業は合同企業説明会も開催
MAP

番号
企業名（50音順） 事業内容 企業PR 企業風土

31 丸和電子化学㈱ 自動車用内装部品製造業

「家庭の和の上に会社の和がある」「人をつくり人を守る」という理念のもと、社

員も家族も大切にしてこその働きやすさであると考えています。小島グループ独

自の各種手当や教育制度に加え、無料の給食制度･フリードリンク、節目ごと

のお祝いなど、社員にもその家族にも嬉しい待遇を整えています。

幅広く色々な仕事がある

地域に密着

32 三河商事㈱

ＬＰガス販売、ガス器具・住宅設備機器販売、

ガス管工事設計施工、給排水衛生設備工事

設計施工、消防設備設計施工、増改築設計

施工、電気設備工事設計施工、空調冷暖房

設備設計施工、天然水販売、太陽光設備販

売施工

当社は、ＬＰガス事業からスタートして、住宅設備機器、東邦ガスリベナスＥ

ＮＥＤＯ業務、給排水衛生設備業務、電気設備業務や近年では天然水

の宅配・リフォーム・太陽光発電/売電など業容を拡大し現在に至っています。

エネルギー関連をベースに地域社会に密着し、更に発想と行動の原点をお客

様におき、快適な生活環境を提供する企業とし幅広い視野で事業分野の拡

大に努めます。

幅広く色々な仕事がある

社員同志の仲が良い

33 三井屋工業㈱
自動車内外装部品メーカーとして、開発から製

造まで一貫しておこなっています

弊社は今年創立75周年を迎えます。この長い歴史で培ってきた、材料開発

力と成形技術を強みにトヨタ自動車をはじめ、国内自動車メーカーと取引きを

させていただいています。また、環境への取組みとして端材リサイクルにも力をい

れており、弊社のリサイクル技術は2021年度豊田ものづくりブランドに認定さ

れました！

チャレンジ精神旺盛

コミュニケーション盛ん

34 ㈱村上製作所

当社は自動車をはじめとする「すべり軸受」の開

発・製造を行っています。主に自動車用エンジン

部品やターボチャージャー部品をCNC旋盤など駆

使して高品質・高精度の製品を主要カーメーカー

に提供しています。

豊田市の西に隣接する「みよし市」にある創業７３周年と歴史のある会社で

す。当社の製造している製品は「摩擦」「摩耗」といった過酷な使用条件に耐

え、「省エネ」や「低公害」にも対応する軸受け部品となっています。お客様か

らの「ミクロンオーダー」の要求にも応えることの出来る自動車産業を支える小

さな企業です。

チャレンジ精神旺盛

社員の姿勢が前向き

35 明豊自動車㈱

自動車教習所(豊田自動車学校・三好自動車

学校)損害保険代理店業、ガソリンスタンド業、

自動車整備業の4つの自動車関連事業を中心

に、安全安心な交通社会の実現を目指しており

ます。

60周年を迎えた伝統を持ちながら、教習所業界のパイオニアとして常に社会

の変化を敏感に捉えて変化しているのが弊社の特徴です。

免許取得から取得後の車生活までサポートすることで、車社会、交通社会の

安全に取り組んでおります。

チャレンジ精神旺盛

地域に密着

36 ㈱明和eテック

【主にトヨタ自動車様向け生産設備システムの開

発～設計～製作】・電気制御・ソフトウエア開

発・機械設計・ロボットシステム・画像処理・AI自

社開発

【ものづくりの未来、『自動化』への挑戦】お客様ヒアリング・提案から仕様設

計、製作までワンストップソリューション。全工程の中での自身の貢献が見え、

成長できます。新人研修は3カ月間、キレイなオフィス、充実の社員食堂は1

食200円です。

チャレンジ精神旺盛

チームプレー志向強い

37 ㈱メックインターナショナル

金型表面処理（カーボンコーティング）開発・実

験支援、ナノテクノロジー、評価・実験請負

鍛造システムの設計・施工、鋳造関連製品の設

計・販売、各種水系工業用薬剤の製造・販売、

油水分離装置の製造・販売

「環境エンジニアリング」をコンセプトとし、自動車業界を生産面から支える研

究開発企業。主に、自動車部品の製造分野で使われている機器や薬剤な

どを取り扱っており、多くの製品が環境に特化。各種薬剤開発、開発案件の

請負、最先端ナノテクノロジー技術等を駆使した製品開発・製造を行う技術

力が自慢の会社！

幅広く色々な仕事がある

風通しが良い

38 矢作産業㈱

自動車ボデー開発用試作部品、型・治具・

装置、精密機械加工部品、自動車エンジン

関連部品、駆動系部品などの生産

当社のメイン事業の1つが、「自動車のボデー開発」。大手自動車メーカーが

新車を生み出す際に私たちが協力してボデーの製作をします。最近では自動

運転EVの開発などのご依頼・実績が多数！社会に大きく貢献するような車

両、メディアでも取り上げられるような車両の開発に携われることは、大きな刺

激となるはずです！

社員同志の仲が良い

コミュニケーション盛ん

39
㈱山信商店

・スーパーやまのぶ
食品スーパーマーケット

創業８８年。「商品に鮮度と安心」「人間力向上」をモットーに、豊田市・岡

崎市で７店舗を運営する食品スーパーマーケット。グループには自然栽培を

実践する「農業生産法人みどりの里」や、徹底した食育活動を実践する「企

業主導型ごんべいの里保育園」があり、全社を挙げて地域貢献を継続してい

ます。

明るい雰囲気

地域に密着

40 ㈱ユーネットランス 輸送事業、倉庫事業、物流企画、教育センター

自動車部品輸送に特化して50年！日本の基幹産業『自動車業界』を物流

で支えています。トヨタ自動車㈱様を始めとする自動車産業における部品の

輸送業務に特化した業務を行い、愛知県豊田市に本社を構え「画期的な

高いレベルの輸送システムを構築し、そのサービスを提供する」ことを目指し業

務に取り組んでいます。

明るい雰囲気

地域に密着

当初参加予定でしたが、諸事情により ご辞退された企業様

㈱FTS
燃料タンクおよび燃料タンク周辺部品・エンジン

部品・ハイブリッド部品の開発・設計・製造ならび

に販売、鋼板の加工・販売

FTSは高い品質・技術・生産力による長年の実績と信頼を礎に、時代の流

れに呼応して歩み、クルマに不可欠な燃料系システム部品を中心に、エンジン

系部品、電動車の重要機能部品も手掛けています。特に燃料タンクは国内

外で高いシェアを誇り、国内では乗用車の35％・トヨタ乗用車のほぼ100％

に採用して頂いてます。

チャレンジ精神旺盛

チームプレー志向強い

太啓建設㈱

・総合建設業　・土木・建築工事の施工管理

・不動産の取引及び附帯する業務（住宅事

業、建設事業、リニューアル・リフォーム事業、

CRE事業、企画開発事業、アグリ事業）

梅坪駅から徒歩5分に本社がある会社です。土木・建築に加え、現在ではリ

フォーム、不動産、アグリ事業なども手がけています。設立から69年間、無借

金経営も継続しています！地図に載るような建設物、まちのランドマーク的な

建築物など、大型プロジェクトも数多く手がけています。

風通しが良い

地域に密着

TBコーポレートサービス㈱

事務機器・用度品等の販売、工場給食、売

店、工場警備、福利厚生施設の運営管理、オ

フィス・工場清掃、一般労働者派遣業、業務請

負業

トヨタ紡織株式会社(上場企業)の100％子会社です。当社は大手企業と

中小企業かけ合わせた企業です！上司・先輩など社内の人とコミュニケーショ

ンが取りやすく、リモート時も安心！顧客のニーズに応えて、まだまだ成長して

いく企業です！一風変わった福利厚生も魅力的ですよ！

社員同志の仲が良い

 風通しが良い

ノノヤマ洋服㈱
学生服、体育衣料の製造販売。カバン・靴・雨

合羽の身の回り品取扱。クラスTシャツ、部活動

ウエアの提案販売。

愛知県№1シェア。小・中・高校の制服体育服の販売。少子化の中、チャレ

ンジし売上を常に上げている。コロナでも売上を落とすことがなく、安定企業。

定年まで勤める人が多い。現在平均年齢38才。変革を楽しんでいます。更

なる拡大の為、新店舗の構想あり。あなたの力で後輩たちの絆つくりと真の成

長を創りましょう！

チームプレー志向強い

コミュニケーション盛ん


