
【　出　展　企　業　】 2023年2月8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 あいち豊田農業(協)

組合員・地域利用者の方々の「食」「農」「くらし」を

基軸に『豊かで暮らしやすい地域社会の実現』に貢

献するため、営農・農業振興（指導）事業・信用

事業・共済事業・生活事業・地域開発事業などを

行っています。

愛知県豊田市とみよし市をエリアに活動しています。金融・共済（保険）・営

農を事業の柱とし、組合員のより豊かな暮らしに貢献できる総合事業を展開し

ています。「地域に根ざし、人の命と土の文化を育みます」の経営理念のもと、地

域に貢献できるJAを目指しています！

・コミュニケーションを楽し

める人

・様々な業務にチャレン

ジできる人

2
㈱エキスパートパワー

シズオカ

静岡県・愛知県を拠点に技術系アウトソーシング事

業を展開しています。自動車部品、空調機器、産

業用機械、制御システム、業務用アプリ等、大手

メーカー様のパートナーとして、専門的な技術支援を

行っています。

当社の魅力は「教育体制」。入社後の研修は約3ヵ月設けており、専属講師が

研修生の習得スピードに合わせて教育内容を個別にカスタマイズいたします。現

在は愛知県での更なる事業拡大を進めており、ものづくりの未来を支える静岡・

愛知屈指のエンジニア集団を目指しています！働くなら楽しい会社がいい！をコ

ンセプトに社員間の「輪」「和」を大切にしています。

・自分を大切にできる

・仲間を大切にできる

3 ㈱ＦＴＳ
化石燃料、HEV、PHEVの燃料タンクをはじめとす

る自動車用燃料システム およびBEV部品の開発・

設計・製造

「未来への挑戦 Fuel Total Systems から Future(Energy) Total

Systemsへ」電動化にも対応するエネルギー総合システムサプライヤーへ進化し

続けています！

・仕事を通じて成長を

感じたい人

・常にお客様目線で考

動できる人

4 えぷろんフーズ㈱ 食品スーパーマーケット、ネットスーパー事業
豊田市で５店舗営業している食品スーパー「えぷろん」です。業界でも珍しい日

曜定休は鮮度へのこだわり、大手にも負けない地元密着企業です。

・仕入て売る。商いが好

きな人

・食べることに興味があ

る人

5 小野電気㈱

１.電気工事：自動車工場等における電気設備

工事の施工及び施工管理　２.ＦＡシステムの構

築：自動車工場の生産ライン制御システムの設

計・開発　３.自動車部品の機械加工：車載コン

プレッサーの試作品の機械加工

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75年（昭和

23年創業）。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。当社の強みは「技術力」。令和２年度・3年

度豊田市発注の電気工事で「最高評価」。今も成長を続ける地元密着企業

です。

・豊田・西三河で働きた

い方大募集

・リーダーシップのある方

大募集

6 ㈱協豊製作所

トヨタ自動車１００％出資子会社。２つの分野

（自動車部品、生産設備）と４つの事業（ボ

デー部品、ユニット部品、設備、ファクトリー）で自

動車業界に貢献しています。

部品と設備の技術シナジーで変革期の自動車産業を支えています。自動車の

電動化にも積極的に挑戦し、電動化車の部品生産や電動化ユニットの生産設

備だけでなく、電動化車の電池パック設計・製造にもチャレンジ中。

・元気でヤル気あふれる

・自ら考え行動できる

7 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。80年を超える歴史と実績のある会社です。

また、2017年より豊田通商株式会社のグループ会社となりました。

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。

・チャレンジし続けられる

・コミュニケーション力 豊

かな人

8 光生アルミニューム工業㈱

自動車のアルミホイールや自動車部品など 各種ア

ルミニウム製の部品をつくっている会社です。独立系

の企業として 海外の有名高級車にも当社の製品が

採用されています。

強度があって加工しやすい素材のアルミニウムを使用し、車のホイールや部品を

開発から製造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国内外の車に幅広く採用されています。

・ものづくりに興味がある

方大歓迎

・チャレンジ精神のある

方大歓迎

9 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14.3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。

・地元で長く働いていき

たい方！

・会社も家庭も大切に

したい方！

10 ㈱三五

自動車部品（排気システム、ボディ・シャシー系製

品、駆動系製品）と鉄鋼二次製品（精鋼製品）

の２本立ての生産と販売

「人-もの-環境と結ぶものづくり」をテーマにグローバル展開を図る独立系自動車

部品メーカーです。他社には負けない加工技術力、企画から供給に至るまでの

総合技術力、独立系企業としての強みを生かし、電気自動車部品や自動車

分野以外の新しいビジネスへも果敢に挑戦しています。

・チャレンジ精神を持ち

学び続ける方

・地元愛知県で長くお

勤めしたい方

11 ㈱ジェイピーシー
クーラントろ過装置、搬送コンベア、洗浄機、測定

機 高性能磁化処理装置等の開発、設計、製造、

販売、保全

私たちの会社はクーラントろ過装置をはじめとする製造技術で人と環境とものづく

りに貢献しています。製品は、お客様の要望通りの設備を提案・納入できるよ

う、何度も打合せをし、「一機一様」のモノづくりをしています。　世界中の車づくり

の現場で弊社の設備が活躍しお客様に喜んで頂いています

・得意を新しいチャレン

ジに！

・人を思い、自ら行動で

きる人！

12 新明工業㈱

EV・HV・FCV等車両生産設備の設計、製作 / 物

流・生産システムの設計、製作、エンジニアリング /

自動化・省力化設備の設計、製作 / 各種自動車

整備、新車・中古車販売/各種車両特装およびレ

ストア

クルマの誕生に欠かすことのできない生産設備や、社会で活躍している特殊車

両の設計にチャレンジできます。エンジニアとして設計したものが完成していく過程

を自分の目で見届けてみませんか？モノづくりが好きな方は是非お話を聞きに来

てください！

・主体的に行動すること

ができる方

・モノづくりが好きな方

13 鈴木工業㈱
創業(昭和23年11月)より現在は約100名ほどの

仲間と共に大手自動車メーカー向けの車の部品を

中心に製造しています。

主に高級車向けに使用される駆動用モーター部品の組付と作動異音確認に強

みを持っています。EVやガソリン車に関わらず高級車のシートに関わる製品を多く

お客様にお届けしています。

・ものづくりに興味がある

・手に職をつけたい方

14 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

太啓建設は実践能力を持つプロ集団です。今21世紀の時代は大きく変わろう

としています。私たちは次世代に確かな文化を継承していくことが使命であり地域

社会への貢献であると考え、新時代に向けて「魅力ある環境」創りを展開すると

共にその目標に対して「新たなる挑戦」を太啓建設はお約束致します。

・物事に一生懸命取り

組める人

・人との関わりを大切に

できる人

15 大豊精機㈱

プレスの自動化装置及びその付属品の設計、製

造。溶接設備、溶接治具の設計、製造。量産用

自動車部品の製造。試作車両用ユニット系部品の

製造。試作・量産金型設計、製造。

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

車部品の生産などを手掛けています。

・チャレンジ精神がある

・積極的に行動が出来

る人

16 太陽建機レンタル㈱

毎日見かける工事現場のトラックやクレーン。当社は

そんな建設用の機械をレンタルする会社です。幅広

いネットワークを生かし、お客様に機械を提供。機械

のレンタルを通じて街づくりを支えている会社です。

当社は三井物産・住友商事グループとして業界トップクラスの実績を誇ります。

近年、建設機械の70％超がレンタルとなっており、そこに私たちのニーズがありま

す。イベント会場や災害復興支援など、建設工事以外のフィールドにも需要が

増加。これからも拡大が期待されている業界です。

・人と関わることが好き

な人

・人が喜んでくれるのが

好きな人
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17 ＴＩメカテクノ㈱
カーエアコン用コンプレッサー部品の製造、金型及び

鋳造工程設備の設計、製作、メンテナンス

弊社は豊田自動織機の100％出資グループ会社であり、100年の歴史があり

ます。時代のニーズ、お客様のニーズに応えながら、長い歴史を生き抜いてきまし

た。親会社である豊田自動織機はカーエアコン用コンプレッサ世界シェアNO.1

で、弊社はその一翼を担っています。従業員一人ひとりの声を大切にしながら、

会社の成長だけでなく、仕事を通しての個人の成長も大切にしています。そんな

働きやすい環境で、私たちと一緒に働きませんか。

・モノづくりが好きで意欲

的な人

・チームワークを大切に

する人

18 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、今後も求められ

る工場内の自動化に貢献しております！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！

・積極的にチャレンジで

きる

・自ら考えて行動できる

19 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車両を大型プラントで

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。

リサイクルは、SDGｓの12番目の目標「つくる責任つかう責任」の役割を果たす

中で私たちは、自動車産業を中心に発生したものの資源リサイクルを行っている

会社で使命感を持って事業を進めています。将来のリサイクルには、あなた達も

力が必要です。今後のリサイクルと環境への取組みを一緒にチャレンジしましょう。

・協調性・積極性・責

任感のある人

・コニュニケーション能力

の高い人

20 豊田市役所

「人が輝き、環境にやさしく、躍進するまち・とよた」を

目指し様々な行政サービスを提供しています。最近

では、環境モデル都市の取り組みなどをはじめ、豊

田の地域から世界に向けた先進的な取り組みも

行っています。

愛知県内最大の面積と、2位の人口を誇る豊田市。自動車産業に限らず、日

本の原風景を思わせる農村や紅葉が美しい渓谷など、豊かな自然に恵まれた

市でもあります。環境モデル都市として、先進的な取り組みを積極的に行うほ

か、市民に安全・安心を提供するため、日本一のまちづくりを目指し、様々な取

り組みを続けています。

・チャレンジできる人

・市民目線で現場を大

切にできる方

21 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６7００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。

・明るく元気で仲間を大

切にできる

・専門知識を身につけ

支援したい

22 豊田信用金庫 協同組織金融業

当金庫は「お客様とふれあい、考え、歩む」ことを基本姿勢とし、地域密着型の

金融機関として多くのお客さまに親しまれています。クルマの街豊田市、及び周

辺市町村に拠点を構え地域の皆様にお役に立つコミュニティバンクとして「貢献」

「健全」「幸福」を経営理念に地域にあって地域とともに歩んでいます。

・地域に貢献しながら働

きたい方！

・アットホームな雰囲気

を求める方

23
トヨタ生活(協)

　(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77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。

幅広い事業展開で多彩な仕事を経験するチャンスがあり、安心して長く働いて

いただくための人事制度や福利厚生も整っています。

・人と関わることが好き

な方

・地元(豊田市)に貢献

したい方

24 豊田鉃工㈱

◆自動車部品の開発・設計・製造（ボデー・シャ

シー部品、樹脂部品、電子部品など）

◆プレス金型・溶接・組立設備設計製作

◆屋内野菜（ベビーリーフ）栽培・加工

◆小型モビリティ　C+walk Tの製造

トヨテツは、ボデー・シャシー部品、電子部品、樹脂内装部品などの自動車部品

の開発・設計から生産までを一貫して手掛け、海外9カ国16拠点で事業展開

しています。高い技術力の自動車部品、小型モビリティの製造や屋内野菜（ベ

ビーリーフ）栽培・加工など、これからの社会に必要とされ続ける技術力と将来

性があります。

・失敗を恐れず仕事を

進められる

・協力することを惜しま

ない人

25 豊田東海警備㈱
愛知県内における機械警備・カメラ監視・貴重品運

搬・常駐警備・イベント警備・交通誘導・万引きＧ

メンなど警備業全般

三河地域ですべての警備に対応できるのは当グループのみ！地元企業様や金

融機関様が取引先であり、地域に根差し、地域の皆様に愛され必要とされる警

備会社を目指しています！

・信頼が第一！時間厳

守できる人

・様々な現場に対応し

成長できる人

26 トリニティ工業㈱

【設備事業】　自動車メーカー及び一般メーカーの

塗装設備・塗装機器・産業機械の開発、設計、製

作、施工

【自動車部品】　自動車内装部品・外装部品の意

匠デザイン、設計、製造

自動車産業における塗装プラント建設や部品着色・加飾の技術で、40年以上

に渡りトヨタグループの塗装分野を担ってきた彩色のスペシャリストです。車の内

外装部品の加飾や成形を行う「部品事業」、自動車のボディをはじめとする製品

の塗装プラント及び塗装機器を供給する「設備事業」二つの分野で世界の自動

車産業に貢献。

・自ら考え、自ら行動で

きる方！

・コミュニケーションが得

意な方！

27 名古屋東部陸運㈱

・物流コンサルティング　・自動車部品輸送

・一般貨物輸送　・住宅輸送

・保管・デポ作業　・加工・検査業務

・書籍関連サービス　・オフィス製品の販売

豊田市を本社に全国16拠点（愛知7拠点）を持つ物流会社です。主には自

動車産業を物流で支えて地域の発展に貢献しています。当社の魅力は若いう

ちから経営に寄与できること。経営層と若手社員の距離が近く、提案やチャレン

ジを推奨する風土です。

・失敗を恐れずチャレン

ジできる方

・地元に貢献したい方

28 ㈱ナニワ

私たちは日本国内の「あん」を専門でつくるメーカーで

す。「そのまま食べてもおいしい餡をつくりたい」この言

葉を掲げ、日々、おいしい餡の開発や企画に取組

み、取引先に販売をしています。

製菓製パン業、冷菓業界中心に全国規模でシェア拡大。

お客様に「安全で安心、喜んでもらえるあん造り」をモットーに研究開発スタッフを

揃え品質管理の向上はもとより、商品開発による付加価値向上を目標に人づく

り、あん造りに取り組んでおります。

・元気いっぱいの皆様

・あん造りに興味ある方

29 日晶電機㈱

・主に自動車・タイヤ関連の生産設備の制御用

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・調整

・施設や事務所など一般電気設備工事

自動制御と電気設備工事の2本柱で業界では知られた存在

自動制御：生産ラインに不可欠な設備の複雑な動作を操るシーケンスプログラ

ムやそれを集約する制御盤の設計で自動車・タイヤ関連などから高い信頼を得

ています　　電気設備工事：公的施設や企業の施設など市内外で実績を残し

安心・安全な施設作りに貢献しています

・自ら考え行動できる人

・前向きで努力を惜しま

ない人

30 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32年。サービスエリアの契約率はなんと約

64％！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♪

・地域の発展に貢献し

たい方

・前向きにチャレンジでき

る方

31 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

早い方で入社5年目にして海外勤務のチャンスある企業です。海外勤務期間は

5年が基本です将来、海外でも活躍をイメージされている方にはとても良い環境

であると思います。

・チャレンジ精神旺盛

・ものづくりに興味がある



※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 こんな人財、求めます★

32 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。

・地域密着の会社！

・何事にも積極的な方

を求めます！

33 富士精工㈱
超硬工具、ダイヤモンド工具、その他切削工具、工

具保持具および治具の製造販売

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。

・チャレンジ精神のある

・海外に挑戦してみたい

34 プラマック㈱

1977年、小島プレス工業を母体とする小島グルー

プの一員として創業。自動車外装部品のトップメー

カーとしての高い信頼性のもと、製品の設計から製

造を行い多種多様な車種に部品を提供していま

す。

自動車外装部品製造のエキスパートとして、特にアンダーボデー部品に関しては

トップクラスのシェアを誇り、トヨタ自動車では全車種の約95％に関わっています。

働く環境の充実の為、昼食・飲料の無料提供制度などをはじめとする、真のゆと

りと豊かさを感じられる福利厚生を用意しています。

・チームで何かを成し遂

げてきた方

・物事を最後までやり遂

げられる方

35 豊生ブレーキ工業㈱ 自動車部品の開発・設計・製造・販売

【文理募集・既卒者歓迎】

当社はヒトとクルマの安全を支えるブレーキサプライヤー。確かな品質と信頼性で

“世界No.1の安全で安心なブレーキ”で社会に貢献。明るく、元気な職場風土

であなたも一緒に働きませんか。

・ものづくりが大好き、興

味がある

・活発で情報感度の高

い方

36 豊和化成㈱ 自動車用プラスチック部品の製造・販売

レジスタ・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

える会社をめざして事業活動しています。

・人々に喜びや感動を

与えたい

・信念を持って仕事に向

かえる人

37 丸和電子化学㈱

丸和電子化学は小島プレス工業を親会社として小

島グループにおける内装用自動車電子部品の生産

拠点とし、ものづくり開発から生産までを担っておりま

す。トヨタ自動車を始めとしたお客様へ、製品を納入

しています。

車に欠かせない内装用電子部品メーカーです！モノづくりに必要な工程【成形/

塗装加飾/基板実装/組立】を全て自社で行う、トヨタ自動車のサプライヤーで

す！無料給食・契約保養所など充実した各種福利厚生も充実しています！

・生産技術職に興味が

ある

・自動車産業を支えたい

38 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）

エネルギー関連をベースに地域社会に密着し、消費者ニーズに沿う形で、生活

関連事業を展開してまいりました。更に発想と行動の原点をお客様におき、エネ

ルギーを柱に、快適な生活環境を提供する企業として幅広い視野で事業分野

の拡大に努めています。

・笑顔の素敵なあなたを

募集中です

・地域に密着してみませ

んか？

39 三井屋工業㈱

ラゲージやデッキの内装品やタイヤと車本体の間につ

くライナーといった自動車内外装品の開発から製造

までを一貫して行っています。「軽・静・環」という軽く

静粛性に優れ環境に配慮したものづくりを意識して

います。

当社の強みは、材料メーカーや化学メーカーと共同で、新しい材料を開発する

“材料技術”と、異なる素材を複雑な形状に成形する“加工技術”です。この長

年に亘って取り組んできたコア技術を活かして、ラゲージやデッキの内装品・ボディ

部品以外の新しい製品にも積極的に挑戦していきます。

・尖がったクレイジーな方

・発想力豊かな方

40 ㈱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・

製造を行っている会社です。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精密機械など駆使

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。

豊田市に隣接する「みよし市」にあり、今年で創業７４周年を迎えます。当社の

製造しているものは「摩擦・摩耗」という過酷な使用条件にも耐え「省エネ・低公

害」にも対応する軸受け部品です。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技量を持ち、変わりゆく自動車産業に対応し日々進化する

企業です。

・チャレンジ精神旺盛

・コツコツ地道に頑張る

41 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】明豊損保

【ガソリンスタンド】ENEOSニュー前山SS

【整備工場】明豊整備

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

全に取り組んでいる珍しい会社です。

中でも自動車学校では交通事故を減らすための安全運転教育や活動を積極

的に行っています。新しい試みや働き方に意欲的なので、やり甲斐ある仕事とラ

イフスタイルに合わせて働ける環境が揃っています！

・人に教える仕事に興

味がある方

・毎日やりがいを持って

働きたい方

42 ㈱明和eテック

【生産設備で、ものづくりプロセスに革新を】主に自

動車業界向け生産設備・システムの開発から設

計、製作まで。電気制御、機械設計、ロボット制

御、ソフトウエア開発、ＡＩ画像処理

ものづくり現場の『自動化したい！品質管理の精度を向上させたい！』といった

課題を電気・情報・機械の技術で解決する開発型企業です。自動車の電動化

や、環境対策、人口減少などの社会的ニーズに即した技術開発を行い、設備

やシステムを設計、製作。『ありがとう！助かったよ』の声を聞けるのは、オーダーメ

イドでものづくりを行う当社ならでは。経済産業省『健康経営優良法人2022』

の認定法人です。

・何ごとにもポジティブに

取組める方

・チームで物ごとを進めら

れる方

43 ㈱メックインターナショナル

・油水分離装置の製造販売

・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　・リサイクルシステムの設計施

行　・その他環境低負荷の潤滑・金型表面処理お

よび周辺設備等の技術開発、製造など

「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。今までに取得した特許は70件以上！

最先端ナノテクノロジー技術を駆使した製品開発・製造なども行う技術力が自

慢の会社です。

・目的に向けて粘り強く

取組める人

・幅広い分野の仕事を

してみたい人

44 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、創業以来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。

試作ボデー開発事業では、型・冶具の設計製作から部品加工、最終アッセンブ

リまで社内で完結できる体制を確保しています。

将来の笑顔のために全社一丸となり日々取り組んでいます。

・自動車ボデー開発に

興味がある方

・設計に興味がある方

45
㈱山信商店

　(ｽｰﾊﾟｰやまのぶ)
食品スーパーマーケット

創業89年。「商品に鮮度と安心」と「人間力の向上」を合言葉に、食空間プロ

デューサーとしてお客様の毎日の食生活を支えています。７店舗のスーパーマー

ケットの他に、農業生産法人、企業主導型保育園、移動スーパーとくし丸、ネッ

トスーパーなども展開し、地域に密着した事業を行っています。

・元気な挨拶・返事・笑

顔が得意

・チャレンジする事にワク

ワクする

46 ㈱ユーネットランス

当社は大手自動車業界企業様の部品輸送を担っ

ています。私たちは、各地の企業でつくられた、部品

を集めて(輸送)、まとめ直し(中継混載)自動車メー

カーの各工場に届けています。

『物流』や『陸運』というとトラックの運転手さんというイメージを持たれる方も多い

かと思いますが、当社の新卒採用で募集をしているのは総合職です!!

乗務員としての業務ではなく営業職や管理部門で物流を支えてくれる方を積極

募集中です。

・明るく・元気がある！

・自分で考えて行動でき

る方！

47
㈱ワークスタッフ

　豊田営業所

総合人材サービス（労働者派遣・業務請負・紹介

予定派遣・有料職業紹介）

弊社は全国に111拠点を展開している人材派遣会

社です。

製造派遣をメインに業績を伸ばし続け、人材事業を始めて24年目である2022

年度では年商360億円を達成しました。「目配り・気配り・思いやり」の精神で企

業と求職者の架け橋として「人を活かす」ことをモットーに社会に貢献していける

会社を目指しています。

・素直に学べる方

・いろいろな人と関わる

のが好きな方


