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1 ㈱アイサク プレス機器自動化装置の製造

主力製品はプレスの自動化装置です。様々な部署が協力し合ってひとつの機

械を作り、機械に命を吹き込みます。社員同士の風通しも良く、誰もが働きや

すい環境なのも弊社の大きな強みです。

チャレンジ精神旺盛

風通しが良い

2 ㈲アイトーテック　

当社は様々な分野での自動化設備を

設計・製作しておりまして、特に産業用

ロボットを使用した自動生産ラインには

創業以来の実績があります。

当社では、自動生産ラインの搬送・組付け・検査工程等の産業用ロボットの

セットアップを日々進化する技術を取り入れ技術部・製造部が一体となって実

現しておりまして、そのために社員のスキルアップに力をいれモノづくりに取り組ん

でおります。皆さんも一緒にワンランク上のモノづくりをしましょう！

チャレンジ精神旺盛

社員の姿勢が前向き

3 ㈱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

自動車部品の製造のみならず、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、ひとりひとりの成長を大切にしており、

特に新入社員へは、入社後約１ヵ月半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

4 ㈱ＦＴＳ

１．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・製造並びに販売

２．鋼板の加工・販売

ＦＴＳではＨＶ、ＰＨＶ、ＦＣＶ、ＥＶなど様々なパワートレーンに対応

し、安全性はもちろん、燃費向上による環境負荷低減を図る為の商品開発・

製造に取組み、１００年企業に向けて「エネルギー総合システムサプライ

ヤー」への進化を目指して改革を進めています！

チャレンジ精神旺盛

チームプレー志向強い

5 えぷろんフーズ㈱
食品スーパーマーケット(青果・鮮魚・精

肉・惣菜・フロア)

毎朝市場で仕入れた新鮮な野菜・果物・魚を提供することへのこだわり、地域

に密着したあたたかな会話とふれあい。小さくても毎日行ける、冷蔵庫替わりの

店を目指し、食を通してお客様の暮らしを豊かにできるよう、えぷろんフーズにし

かできないことをどんどん創造し、実現していきます。

チャレンジ精神旺盛

地域に密着

6 小野電気㈱
電気設備工事、自動車ラインのシステ

ム制御の設計

電気のトータルカンパニーとして、電気設備工事から生産制御システムの構築

まで手掛ける当社。生活に欠かせない電気の仕事でやりがいも充分。採用

後、ハードとソフトのどちらの道でも選択できるキャリアプランがあり、あなたの希

望や特技が生かせる仕事がきっと見つかります。転勤もないので地元で働きた

い方、大歓迎です。

コミュニケーション盛ん

地域に密着

7 ㈱協豊製作所
自動車部品製造、専用工作設備設

計・製作、工場保全サービス

トヨタ自動車１００％出資子会社

①自動車部品（ボデー部品・ＨＶ車用電池部品）のプレス・溶接・組付

②自動車ユニット（エンジン・トランスミッション等）用専用設備の設計・製作

③自動車組み立て工場の環境・安全・効率化対策サービス

を事業とし、多方面から自動車製造にアプローチできる環境があります。

幅広く色々な仕事がある

コミュニケーション盛ん

8 共和産業㈱

自動車部品の設計・製造・販売

○　自動車用サンバイザー

○　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81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、国内全自動車メーカー様とお取引があり、国内

シェア約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

9 光生アルミニューム工業㈱
自動車のアルミホイールやアルミ部品の

製造・加工

自動車のアルミホイールやフレーム、ブレーキ部品など、 各種アルミニウム製の

部品をつくっている会社です。 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。 また独立系の企業として様々な自動車・自動二輪メーカーと取

引を行っており、 海外の有名高級車にも当社の製品が採用されています。

世界へ挑戦（グローバル）

 風通しが良い

10 近藤工業㈱
自動車部品事業、環境機器事業、

エクステリア事業、建設・パーキング事業

弊社は計５社からなるグループ企業で多角経営し時代の変化に対応してい

ます。大手企業がお客様です。

幅広く色々な仕事がある

チームプレー志向強い

11 三栄工業㈱ 自動車部品梱包業

広角的かつ多面的な事業を展開する『総合事業体』です。トヨタ自動車様を

中心とした多くのお取引様と地域の皆様に支えられ、安定した経営基盤の中

で先進的なビジネスにチャレンジしております。

幅広く色々な仕事がある

地域に密着

12 ㈱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

建築インフラの3本柱「水（配管設備）」「空気（空調設備）」「電気（電

気設備）」の、設計から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。設立より70年以上、その利便性の高さと技術力で、トヨタ自動車

（株）の協力設備業者として世界のモノづくりを影で支えている、と言っても

過言ではありません。

幅広く色々な仕事がある

地域に密着

13 鈴木工業㈱ 自動車部品の切削加工及び組付

アイシン精機㈱になる前の愛知工業㈱から取引を始め、創業72年目を迎え

た会社です。ミシンの切削加工から始まり、時代・環境の変化に対応しながら

部品を組付てＳｕｂＡｓｓｙ品をアイシン精機㈱へ納入しています。仕事

割合は切削２５％、組付７５％。取引先は、アイシン精機㈱、アイシン・エ

イ・ダブリュ㈱、シロキ工業㈱

社員同志の仲が良い

地域に密着

14 太啓建設㈱ 総合建設業

土木・建築に加え、現在ではリフォーム、不動産、アグリ事業なども幅広く手が

けています。設立から68年間、無借金経営も継続しています。また、小さすぎ

ず大きすぎずの中小企業ですので、温かな雰囲気がある会社です！

社員同志の仲が良い

地域に密着

15 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
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16 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ます。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

ており、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

17 トヨキン㈱

トヨタ自動車㈱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。

将来のリサイクルを担う主役は若い力です。トヨキン㈱は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。リサイクルを通して環境への

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

18 豊田信用金庫 金融業

豊田信用金庫は、地域の皆様にお役に立つコミュニティ・バンクを目指し、「貢

献」「健全」「幸福」を経営理念として、地域にあって地域とともに歩んでまいり

ます。

明るい雰囲気

地域に密着

19 トヨタ生活協同組合 (メグリア)

トヨタ自動車及び関連企業の食堂や

売店の運営から、スーパーマーケット、

宅配、介護、調剤薬局など多岐にわた

る事業を展開しています。

トヨタ自動車㈱の職域生協として豊田市を中心に様々な事業を展開し、創

立75年を迎えた安定企業です。約27万人の組合員の暮らしを守り豊かにす

るために、地域に根付いたサービスを提供しており「メグリア」の愛称で親しまれ

ています。「人と関わることが好き」「地元に貢献したい」という方、大歓迎で

す！

幅広く色々な仕事がある

地域に密着

20 豊田鉃工㈱

自動車部品製造（ボデー・シャシー・

電子・樹脂内装部品等）、プレス金

型・溶接設備製作、水耕野菜/露地

野菜の栽培・加工

人間の脊髄のように、自動車の骨組みとなる骨格部品。そんな自動車に無く

てはならない存在を支えているのが、豊田鉄工が世界に誇る高い技術力で

す。これからのモビリティー社会に必要とされ続ける技術力と将来性がトヨテツに

はあります。

世界へ挑戦（グローバル）

風通しが良い

21 豊田東海警備㈱ 警備業

機械警備・貴重品輸送業務・施設警備業務を行っている警備会社です。令

和2年豊田市はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰の「イキイキ賞」を受賞しま

した。2年前に社屋も建て替え、きれいな職場です。

社員の姿勢が前向き

地域に密着

22 トリニティ工業㈱
「塗装プラント」「塗装システム」「産業

機械」の設計、製作、施工

「自動車部品」の製造

私たちはトヨタグループの企業として自動車のハンドルやスイッチベースなどの加

飾や成形を行う「部品事業」、塗装プラント・塗装機器を供給する「設備事

業」で世界の自動車産業に貢献しています。ユーザーが一番初めに見て触れ

る部分のモノづくりを担っている責任、プレッシャーと同時に大きなやりがいのある

仕事です。

チャレンジ精神旺盛

世界へ挑戦（グローバル）

23 名古屋東部陸運㈱ 道路貨物運送業

トヨタグループの自動車部品輸送を主に取り扱っている物流会社です。トヨタ

生産方式の高効率な物流ノウハウで自動車外の輸送にも手を広げています。

物流誌の国内物流企業ランキング（2020年度）では全国37位と、一般的

な知名度は低いが実は優秀な会社です。

チャレンジ精神旺盛

社員の姿勢が前向き

24 日晶電機㈱

・自動制御設備のPLCソフト設計と開

発

・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、調整

・施設や事務所等の一般電気設備工

事

自動車やタイヤの生産設備をコントロールする【自動制御】と、まちに残る施設

づくりを担う【電気設備工事】の2本柱で事業展開する、電気の総合エンジニ

アリング企業です。

社員同志の仲が良い

風通しが良い

25 ノノヤマ洋服㈱ 学生服体操服の製造販売

子供達の「絆つくり」「真の成長」を服で応援。希望に満ちて登校される“学生

さんのお役に立ちたい”と思っております。愛知県（東海地区）No1のシェア

130校のご指定を頂いています。共に感動できる仲間を募集しています。

2020年11月27日には直営3店舗目となるイオンタウン岡崎美合店を

OPEN

社員の姿勢が前向き

地域に密着

26 ひまわりネットワーク㈱ 情報・通信業（ケーブルテレビ局）

地域情報の担い手として

生活に欠かせない情報インフラの整備を使命にする会社です。

～地域メディア～

　地域情報の発掘・発信。

　地域イベントは生中継による臨場感ある配信！

～地域プロバイダ～

　先進技術をいち早く取り入れ

　地域情報基盤の整備と活性化の一翼を担っています。

チャレンジ精神旺盛

幅広く色々な仕事がある

27 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）

28 フィード・ワンフーズ㈱ 食肉加工

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

MAP
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29 富士精工㈱
生産用機械器具製造業（特殊超硬

工具の製造・販売）

刃先と保持具の総合技術では業界で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や工具管理まで手

掛けるのは国内では当社だけです。

豊田市内では数少ない上場企業でもあります。

幅広く色々な仕事がある

世界へ挑戦（グローバル）

30 藤本建設㈱

土木・建築の施工管理及び設計管理

業務

不動産の企画・開発及び売買・賃貸・

仲介業務

当社は創業以来、公共工事を中心に地元豊田市を拠点として、心休まる空

間、誰もがほっとする環境を求め、努力を続けて参りました。これからも様々な

挑戦と一層の努力を続けながら一歩ずつ着実に進み、”100年企業”を目指

す会社です。

一人一人の個性を大事にする自由な組織風土の地元企業で、大きな夢を

育てませんか。

風通しが良い

地域に密着

31 豊生ブレーキ工業㈱
自動車部品の設計、開発、製造、販

売

安心、安全な車社会の実現に向け、注目の集まる「止まる技術」。当社はア

イシングループの一翼を担い、自動車用ブレーキ部品の生産高は国内トップク

ラス。また、プレス・溶接の技術を駆使した設計や新工法の開発も行っていま

す。

常に進化を続け、世界中のお客様に信頼される「モノづくりNo.1企業」を目指

しています。

社員同志の仲が良い

風通しが良い

32 豊和化成㈱

約8,700名からなるトヨタ一次サプライ

ヤーの小島グループとして、自動車用内

装プラスチック部品を研究開発から生

産まで一貫して取り組む、空調部品の

専門メーカー

【国内シェアNo.1のエアコンの吹き出し口レジスタ】

高いデザイン性や機能が求められ、ベンチマークや体感型プレゼンテーションに

よるディスカッションからニーズを汲み取ることで、最適な提案が行えるよう体制

を強化しています。

【福利厚生】

社員とその家族を大切にする思想に基づいた福利厚生が充実しています。

社員同志の仲が良い

地域に密着

33 丸和電子化学㈱ 自動車内装電子部品の製造

小島プレス工業のグル―プ会社で、主に電子部品を組み込んだ自動車用内

装部品を製造している中核会社になります。クリーンな環境で、新しい技術で

魅力ある内装部品の実現に向けて一緒にはたらきませんか！さらにオール小

島の充実した福利厚生制度も魅力の１つです。

チームプレー志向強い

明るい雰囲気

34 三河商事㈱

小売業（ＬＰガス販売、住宅設備機

器販売、東邦ガス委託業務、おいしい

天然水の販売など）　建設業（水道

給排水工事、電気空調設備工事、リ

フォーム、太陽光発電システム）

"ライフラインにかかせないエネルギー、

快適な住空間の提供!

当社は、地域に密着した安定企業です。"

チャレンジ精神旺盛

地域に密着

35 三井屋工業㈱ 自動車内外装部品製造

大手自動車メーカーのティア１企業として、材料の開発から製品の製造まで

一貫して自社で行っています。未来の自動車を見据え、静寂性、軽量化、環

境に重点をおいた製品を提供しています。部門間の垣根を越えてコミュニケー

ションが自然と生まれる環境で、従業員がイキイキと活躍しています。

チャレンジ精神旺盛

風通しが良い

36 明豊自動車㈱

弊社は、自動車教習所業・自動車整

備業・ガソリンスタンド業・損害保険代

理店業の4つの自動車関連事業や不

動産業を行っております。

2016年には中部地区初の商業施設

と教習所の複合施設エムパークをスカイ

コースとともにリニューアルオープンしまし

た。

安全な交通社会の実現のため、「運転

者の教育」や、学校内外での啓発活動

やイベントなど」地域の交通安全セン

ター」としての活動に取り組んでいます。

今年60周年を迎える伝統を持ちながら、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。

創業以来培ってきた地域の皆さまとの関係を大切に、地域に根ざし地域の皆

様に愛される企業を目指しております。

明るい雰囲気

地域に密着

37 ㈱メックインターナショナル

・油水分離装置の製造販売

・リサイクルシステムの設計施行

・板金プレス用水溶性潤滑剤の製造

販売

・冷間塑性加工用水系潤滑剤の製造

販売・開発、実験支援業務

・その他鋳造、鍛造、プレス等における

環境低負荷の潤滑・金型表面処理お

よび周辺設備等の技術開発、製造

自動車業界を中心に要素技術の開発、実験評価、生産設備及び周辺設

備の設計・製作、工業用薬剤の製造・販売等の事業に携わっています。

当社の製品は画期的な技術により、数々の受賞と特許を取得しており、お客

様のニーズにお応えし、自動車産業に貢献しています。

幅広く色々な仕事がある

社員同志の仲が良い

38 矢作産業㈱

自動車ボデー開発用試作部品製造

金型・冶具・装置の設計・製作

精密機械加工部品製造

自動車エンジン関連部品 樹脂成形、

駆動系部品製造

当社は、1947年に創業以来、70年の歴史の中で培った技術力を有効活用

し、自動車関連の量産部品の生産から、自動車ボデー開発に関わる事業に

携わっています。

将来の笑顔のために、『さすが矢作！』と言われる超一流の、ダントツ技術集

団を目指し、全社一丸となり日々取り組んでいます。

幅広く色々な仕事がある

社員同志の仲が良い

39 ㈱山信商店 （スーパーやまのぶ） 食品スーパーマーケット

「商品に鮮度と安心」と「人間力向上」をモットーに創業87周年を迎える地域

密着型のスーパーマーケットです。挨拶、返事、笑顔を大切に、お客様もお取

引先も自分の家族も大切にできる環境作りに日々挑戦し、進化しています！

明るい雰囲気

地域に密着

40 ㈱ユーネットランス 自動車部品輸送

主なお客様はトヨタ自動車で、安定した取引を続けています。社員一人ひとり

が自⼰スキル向上を目指して頑張っている熱い会社です！

充実した入社時教育や年４回の研修で不安なし！

長期連休が年間３回もあるので、家族や大切な人との時間を大切にできま

す！

幅広く色々な仕事がある

コミュニケーション盛ん
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