
適性相談
コーナー

転職マナー
セミナー

～プラス印象を与えるマナー～

履歴書不要
入退場自由
服装自由

ハローワーク名古屋中・名古屋南・名古屋東・津島・桑名 共同開催
●問い合わせ● 各ハローワーク職業相談部門

(木)
10:00～15:00

24社
名古屋国際会議場

〒456-0036
名古屋市熱田区熱田西町1番地1号

ＴＥＬ：052-683-7711

1号館４Ｆ レセプションホール

正社員
就職フェア

12/5
参加

確定

就職氷河期
世代応援！

～就職氷河期世代を歓迎する
企業が集います！～

※別紙チラシをご覧下さい



事業所名 主な事業内容・会社の特徴 就業場所 募集職種

1 中電ウイング　株式会社

印刷、製本、贈答品等の販売、花の
栽培、花壇の保守、清掃業務。中電
ウイングは、障害者雇用促進を目的
に中部電力の全額出資を受け設立し
た会社です。社員全員が心と力を合
わせ、夢に挑みながら共に成長でき
る会社を目指しています。

名古屋市 南区
名古屋市 東区
愛知県 日進市

・一般事務（障がい者支援スタッフ）
・巡廻清掃（障がい者支援スタッフ）
・喫茶サービス（障がい者支援スタッフ）
・印刷営業業務

2 株式会社　平松製作所

【鍛造を中心とした製造業】
・電力会社向け金具製造・建機、産
業車両部品製造・プラント船舶向高
圧配管継手・中部電力他９電力会社
へ架線金具の国内シェアー５０％以
上供給・コマツ他大手企業を顧客と
しており安定した会社です。

名古屋市 南区
・鍛造工
・機械加工（MC、NC、ボール旋盤他）

3 株式会社　魚彦

まぐろの加工と販売をグローバルな
視点から展開。新しい事業として日
本料理店の多店舗展開を行ってい
る。 創業以来、順調に業績を伸ば
し、連続１８期に至って決算賞与支
給の実績があり、優良企業としての
高い評価を得ています。

名古屋市 熱田区
名古屋市 中区
名古屋市 中村区

・製造スタッフ（まぐろの加工）
・調理師
・フロアー責任者候補

4
社会福祉法人成祥福祉会
特別養護老人ホーム
                        こすも

特別養護老人ホーム【入所100名・
短期入所20名】近隣のお年寄りと
ご家族の笑顔の絆を願い運営してい
ます。新人研修は独自プログラム
を、中堅職員にはバリデーション等
の研修を積極的に実施してスキル
アップを図っています.。

名古屋市 港区 ・介護職員（特別養護老人ホーム）

5 社会福祉法人　華陽会

介護付有料老人ホーム、特別養護老
人ホーム、ショートステイ、ケアハ
ウス、デイサービス、訪問介護、居
宅介護支援事業所。報償（永年、結
婚、出産等）あり。健康診断、メン
タルヘルス面談も有ります。

名古屋市 港区
・介護職員（特別養護老人ホーム）
・生活相談員（ホームケアハウス）

6
株式会社
メート・システムワーク

【自動車用自動化・ロボットシステ
ムの設計・製作・施工】
自動車メーカー、部品メーカーの溶
接設備を主に治具、組立、搬送、ロ
ボットシステム等の設計・製作・施
工までを一貫して行っているメー
カーです。

名古屋市 緑区
・機械設計
・機械組立
・機械加工（フライス）

7
株式会社
   ライフネット東海

【畳、襖の製造販売・畳、襖、障
子、アミ戸の張替え工事】畳業界大
手ライフネットグループに所属する
畳製造会社。畳工事全般及び襖・障
子・アミ戸の張替工事を行っていま
す。製造拠点地域の特性を生かした
営業を展開しております。

愛知県 豊明市
愛知県 幸田町

・ふすま製造社員
・畳製造スタッフ

8 株式会社 コスモテック

【プレス機械メンテナンス及び据
付、移設】
コマツ産機械のサ－ビスディ－ラ－
海外現地法人：ＣＯＳＭＯ（ＴＨＡ
ＩＬＡＮＤ）ＣＯ．ＬＴＤ

名古屋市 緑区
・総務
・営業
・産業機械メンテナンス



事業所名 主な事業内容・会社の特徴 就業場所 募集職種

9
東邦金属熱錬工業
  株式会社

金属製品の熱処理加工を行う企業で
す。国内のほぼ全ての自動車メー
カーの部品を取り扱っております。
国内で数少ない新技術レーザー焼入
れの開発に取り組み、レーザーによ
る量産にチャレンジ。
【働き方改革推進企業：★】

名古屋市 港区
・営業（ルートセールス）
・熱処理品の軽作業

10 松原塗料  株式会社

塗料・接着剤及び塗装用機器の販
売、塗料の調色加工及び建築資材の
塗装加工。創業以来、製造業（自動
車・産業機器等）建設業（ビル・
橋・住宅等）ならびに塗料販売店様
に、各用途に合った塗料、塗装機器
を提供しています。

名古屋市 中村区 ・営業

11
株式会社
  ＩＢＪ　東海支社

日本最大級の結婚相談所ネットワー
クを運営。業界唯一の東証一部上場
企業として日本の婚姻数の１％以上
を弊社が創出。IBJのサービスを通
じ【ご縁】を繋ぎ皆様の【人生】を
豊かにする事業に誇りを持っていま
す。

名古屋市 中村区 ・婚活カウンセラー

12 社会福祉法人 フラワー園

●特別養護老人ホームフラワー園／
ショートステイ／デイサービス／居
宅支援事務所●デイサービスセン
ター西日置フラワー園●特別養護老
人ホームあんのん／ショートステイ
『お年寄りが主人公！』職員は自由
に、大らかに！

名古屋市 中川区
・介護職員
 （特別養護老人ホーム、デイサービス）

13 株式会社　サノヤ

昭和４年に大須で惣菜を中心とした
食料品店を創業。昭和３８年に食品
スーパーに業態変更し、現在は２５
０円弁当を看板商品としたディスカ
ウントスーパーとして知られていま
す。無借金の会社です。

名古屋市 中区
・レジ業務、品出し
・惣菜業務
・お肉の加工、販売

14 株式会社　フジチュウ

三菱電機（株）稲沢製作所の協力会
社としてエレベーターの各種部品を
製造。生産管理システムを導入し、
受注から生産まで効率化を図ってい
ます。平成２９年に新社屋が完成
し、生産性の向上はもちろん快適な
職場環境です。

名古屋市 中川区
・機械工
・運送、出荷手配

15 株式会社　セレックス

アルミサッシ等建材の卸売業・エク
ステリア商材の販売施工
リクシルを主力仕入先とし、愛知・
岐阜・三重県の販売店にアルミサッ
シ等の住宅建材とエクステリア販売
施工を行っています。

名古屋市 北区
愛知県 津島市
愛知県 弥冨市

・営業
・工務社員（エクステリア、製造部）
・工務スタッフ
・配送

16
大宣警備保障
   　　　株式会社

交通誘導警備
大手上場会社の建設現場・電気・ガ
ス上下水工事に必要な警備を担って
います。
【ＡＩＣＨＩ ＷＩＳＨ企業：★★
★】

名古屋市内
および近郊

・交通誘導警備員
・警備スタッフ

ダイセンケイビホショウ 



事業所名 主な事業内容・会社の特徴 就業場所 募集職種

17
有限会社
　東海維持管理興業
　　名古屋支店

下水道の維持管理、建設工事。地域
の水環境を守る大切な役割を担って
おり、特殊工法による管更生工事に
おいて施工実績中部地区Ｎｏ．１を
誇ります。下水道の普及に伴い、
増々発展が期待される企業です。
【働き方改革推進企業：★】

名古屋市 中区

・工事スタッフ
・施工管理スタッフ
・調査オペレーター
・役所提出書類作成業務

18 孟鋼鉄　株式会社

『特殊鋼卸売業 』
鋼材全般、特に特殊鋼の切断、加
工、販売。業界暦７０有余年
【ＡＩＣＨＩ ＷＩＳＨ企業：★★
★】

愛知県 小牧市
愛知県 みよし市
三重県 川越町

・鋼材製造スタッフ

19
アサヒサンクリーン
   株式会社
　　　名古屋支店

訪問入浴、訪問介護、老人ホーム、
デイサービス、介護用品販売レンタ
ル、住宅改修、ショートステイ、グ
ループホーム等の福社サービス全
般。研修充実で未経験の方もご安心
下さい。
【働き方改革推進企業：★★】

名古屋市 緑区
名古屋市 港区
名古屋市 瑞穂区

・介護職員（介護付きホーム）
・訪問入浴スタッフ
・訪問入浴アシスタント

20
特定非営利活動法人
　介護サービスさくら

くらし助け合いサービス（有償ボラ
ンティア活動、訪問介護サービス、
居宅介護支援サービス、デイサービ
ス、障がい福祉サービス、子育て支
援サービス、他）創業以来、順調に
活動を拡大し地域に愛される福祉
サービスを展開しています。

名古屋市 名東区
名古屋市 守山区

・グループホームスタッフ
　（食事、入浴、トイレ介助等）
・介護スタッフ
・障がい児支援スタッフ

21
カンリク
   ＥＸＰＲＥＳＳ中京
　　　　　　   株式会社

【一般貨物自動車運送事業】
主に事務機器、家具製品等のメー
カー様の元請専属配送会社です。

愛知県 弥富市
愛知県 東浦町

・一般事務 ・倉庫作業員 ・運行管理者
・地場ドライバー（２ｔ、４ｔ）
・ルート配送（２ｔ）・配送サポートス
タッフ

22
株式会社　富田鋳工所
    弥富工場

【銑鉄鋳物業】模型から鋳造機械加
工迄一貫生産。プレス金型、産業機
械、リフト用ウエイト等、東海三県
を中心に展開。ＩＳＯ認証工場。技
術力向上を希望する方は、会社が
バックアップをし、国家試験等教育
にも力を入れています。

愛知県 弥富市 ・現場作業員（銑鉄鋳物）

23 石田鉄工　株式会社

グレーチング、各種ステンレス・ア
ルミ製品、樹脂成形品の製造加工や
販売。オリジナル商品を多数持ち着
実に業績を伸ばし、安定成長を遂げ
ています。

三重県 木曽岬町
三重県 桑名市

・営業
・設計
・一般事務

24 大起産業　株式会社

航空機を組立て続けて３０年以上。
航空宇宙機器を設計製作。ロケット
に関する仕事にも取り組み、モノ造
りを通じ社会の発展に貢献していま
す。人事制度の整備、メンター制
度、社内ポータルサイトなど働き甲
斐のある会社です。

三重県 東員町
三重県 木曽岬町
名古屋市 港区
愛知県 飛島村

・組立およびメンテナンス
　（各種油圧機器）
・組立（航空機）

※面接会前に充足する可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

タケシコウテツ 

ダイキサンギョウ 

トミタチュウコウショ 


