
　　　をご紹介します。

まずは、求人情報検索をクリック

愛知県を選択

＜求人の探し方＞

参加者アンケートの回答ありがとうございました。

③本日参加しなかった企業の大卒等求人

①ハローワークインターネットサービスで現在の求人を検索できます。

本日のフェアには参加していませんが、みなさんを必要とする企業はまだまだたくさんあります。

①ハローワークインターネットサービスで現在募集中の求人を検索できます。

②新卒応援ハローワーク・わかものハローワーク等をご紹介します。

　「ハローワークインターネットサービス」で検索する

URL : https://www.hellowork.go.jp

　「ハローワークインターネットサービス」は、毎日（土日除く）情報が更新され、24時間閲覧ＯＫです。

②新卒応援ハローワーク、わかものハローワーク（中日ビル12階）をご紹介します。

＜新卒応援ハローワーク＞ http://aichi-young.jsite.mhlw.go.jp

④本日参加しなかった企業の35歳未満求人

大学生（既卒者）は「学生」を選択

35歳未満者は「一般」を選択

＊詳しい検索方法は
「求人検索のしかた」を
ご覧ください。

ハローワークに行く時間がないときなどに利用してください。
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産業 事業所名
留学
生

求人 求人番号 職業分類 求人票の職種 文理 勤務先
県外
転勤

(株)ビッグマン 不可 1 23170-51278 専門的・技術的職業 総合職（技術） 文系・理系 小牧市 なし

勝建設(株) 不可 1 23130-34378 専門的・技術的職業 土木工事施工管理 理系 犬山市 なし

ジェイテクノ(株) 不可 1 23010-26778 専門的・技術的職業 施工管理 文系・理系 名古屋市天白区 なし

（株）グッドリレーション 不可 1 23020-254678 専門的・技術的職業
エンジニア（通信工事・
電気工事）

文系・理系 名古屋市中村区 なし

山城土木(株) 不可 1 23030-110378 専門的・技術的職業 施工管理 文系・理系 名古屋市緑区 なし

(株)陣内工業所 不可 1 23090-12878 専門的・技術的職業 施工管理(総合職） 文系・理系 豊田市 なし

(株)吉村組 不可 1 23020-264378 建設・採掘の職業 鳶、土工 文系・理系 名古屋市中村区 なし

(株)ノゼキ 不可 1 23030-24178 専門的・技術的職業 現場監督、施工職 文系・理系 名古屋市港区 なし

(株)近藤工業 不可 1 23100-0029978 生産工程の職業
現場監督・機械エンジニ
ア

文系・理系 海部郡 なし

旭建設（株） 不可 1 23100-42878 専門的・技術的職業 施工管理職 文系・理系 あま市 なし

化成工業(株) 可能 1 23110-96678 専門的・技術的職業 開発 理系 大府市 なし

立松モールド工業(株) 不可 1 23060-15578 専門的・技術的職業 金型設計スタッフ 理系 稲沢市 なし

(株)扶桑技研 可能 1 23130-21878 生産工程の職業 生産管理及び営業 文系・理系 丹羽郡 なし

(株)ATA 不可 1 23050-20578 専門的・技術的職業 機械部品、メカ設計者 理系 岡崎市 なし

(株)名友産商 可能 1 23170-50178 生産工程の職業 製造 文系・理系 小牧市 なし

1 23030-105278 専門的・技術的職業 設計職 理系 名古屋市港区 なし

2 23030-104178 専門的・技術的職業 土木施工 文系・理系 名古屋市港区 なし

OMC(株) 不可 1 23020-170578 専門的・技術的職業 エンジニア（機械等） 文系・理系 名古屋市中区 なし

筒井工業(株) 不可 1 23070-19478 専門的・技術的職業 生産管理及び技術開発 文系・理系 半田市 なし

小木曽工業(株) 可能 1 23020-253778 生産工程の職業 総合職 文系・理系 名古屋市中川区、春日井市、三重県、岐阜県 あり

1 23010-62078 専門的・技術的職業 電気設計 理系 名古屋市守山区 なし

2 23010-63178 生産工程の職業 機械組立 理系 名古屋市守山区 なし

3 23010-64278 専門的・技術的職業 機械設計 理系 名古屋市守山区 なし

中村鉄工(株) 可能 1 23170-22778 生産工程の職業
NC工作機械
オペレーター

文系・理系 春日井市 なし

(株）ty 不可 1 23010-110278 生産工程の職業 鉄穴あけ加工 文系・理系 海部郡、稲沢市、三重県 なし

製
造
業

吉田工機（株） 不可

新栄機工(株) 不可

建
設
業

＊みなさんのお住まいの近くのハローワークでも職業相談や求人情報提供を行っています。ぜひ利用してください。

③本日のフェアに参加しなかった企業の大卒等求人（7月31日現在）

　ブース数の関係で本日のフェアには参加していませんが、大卒等のみなさん向けの求人があります。

　　　求人の最新情報は①ハローワークインターネットサービス②新卒応援ハローワーク・わかものハローワーク等でご覧ください。

若年者（45歳以下）で仕事をさがしている方が対象です。

職業相談・職業紹介・求人情報提供・面接指導・職務経歴書作成アドバイス等も行います。

また、セミナーや「就活クラブ」やミニ面接会も実施しています。

専門学校以上の学生・留学生及び卒業後3年以内で仕事を探している方が対象です。

学卒ジョブサポーターが職業相談・職業紹介を行います

模擬面接やエントリーシート作成の指導や求人情報の提供も行っています。

また、各種セミナーも行っています。

心理専門家による相談も行っています。

＜わかものハローワーク＞ http://aichi-young.jsite.mhlw.go.jp/kanren/home.html

-　2　-



産業 事業所名
留学
生

求人 求人番号 職業分類 求人票の職種 文理 勤務先
県外
転勤

（株）エスネットプラス 不可 1 23020-42878 専門的・技術的職業
プログラマー
（サポート）

文系・理系 名古屋市中区 なし

1 23020-178178 専門的・技術的職業
電子回路設計技術者
（ﾊｰﾄﾞｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱ）

理系 名古屋市中村区 なし

2 23020-177078 専門的・技術的職業
ｿﾌﾄｳｪｱ開発技術者（ｼｽ
ﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ）

文系・理系 名古屋市中村区 なし

1 23020-192378 専門的・技術的職業 プログラマー 理系 名古屋市中区 なし

2 23020-193078 専門的・技術的職業 システムエンジニア 理系 名古屋市中区 なし

アンドールシステムズ(株) 不可 1 23020-65178 専門的・技術的職業
ソフトウェア・システム開
発技術職

文系・理系 名古屋市中村区 なし

日本アドバンストリーダーズソフトウェア（株） 不可 1 23020-85778 専門的・技術的職業 システムエンジニア 文系・理系 名古屋市中区 なし

(株)情報でんでん 不可 1 23020-295478 専門的・技術的職業 プログラマー 文系・理系 名古屋市中区 なし

(株)フラッシュシステムズ 可能 1 23020-297678 専門的・技術的職業 ＳＥ／ＰＧ 文系・理系 名古屋市中村区 なし

ENRIGE（株） 不可 1 23020-301678 専門的・技術的職業 アプリの企画・製作 文系・理系 名古屋市中区 なし

(株)フェアウィンド 不可 1 23020-80178 専門的・技術的職業 システム開発者 文系・理系 名古屋市中区 なし

(株)スマートテクノロジー 不可 1 23020-206978 専門的・技術的職業
ITエンジニア、ゲーム開
発者(見習い)

文系・理系 名古屋市中区、東京都 あり

名古屋総合システム(株) 不可 1 23020-134978 専門的・技術的職業
システムエンジニア・プ
ログラマー

文系・理系 名古屋市中村区 なし

1 23100-6178 輸送・機械運転の職業 総合職 文系・理系 弥富市 なし

2 23100-5078 事務的職業 事務職 文系・理系 弥富市 なし

1 23070-35778 営業・販売の職業
店頭での携帯電話の説
明・接客販売

文系・理系 知多郡 なし

2 23070-34478 事務的職業
au・ソフトバンク携帯電
話ショップの本部事務

文系・理系 知多郡 なし

ニュークィーン 不可 1 23020-284578 サービスの職業
ｴｽﾃﾃｨｼｬﾝ.美容商品全
般の販売

文系・理系 名古屋市中村区 なし

1 23040-33078 営業・販売の職業
携帯電話の販売、アフ
ターサービス全般

文系・理系
豊橋市、豊川市、蒲郡市、江南市、一宮市、新城
市、静岡県、福井県 あり

2 23040-32378 営業・販売の職業
携帯電話の販売、アフ
ターサービス全般

文系・理系 江南市 あり

(株)エディオンコミュニケーションズ 不可 1 23020-46978 営業・販売の職業 携帯電話販売スタッフ 文系・理系 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県 あり

（株）クリエ 可能 1 23010-22278 専門的・技術的職業 機械設計 文系・理系 名古屋市東区 なし

(株)ティーバイティースポーツ 不可 1 23030-79478 営業・販売の職業
店舗運営に関する業務全般販
売・買取の接客 文系・理系

豊田市、豊橋市、長久手市、岡崎市、半田市、小
牧市、安城市、名古屋市、愛知郡、春日井市 なし

（株）三光食品 不可 1 23050-10178 サービスの職業 店舗管理運営職 文系・理系
名古屋市、岡崎市、安城市、豊田市、蒲郡市、豊
橋市、刈谷市、春日井市、静岡県、 あり

藤桂京伊(株) 可能 1 23060-20178 営業・販売の職業
酒ゃビック店舗運営ス
タッフ

文系・理系 酒ゃビック各店舗（ご自宅近隣店舗考慮） あり

1 23030-100678 営業・販売の職業 販売職 文系・理系
名古屋市、豊明市、豊田市、半田市、常滑市、愛
知郡 なし

2 23030-99078 生産工程の職業 ピットサービス職 文系・理系
名古屋市、豊明市、豊田市、半田市、常滑市、愛
知郡 なし

ドリームズデザイン(株) 不可 1 23010-33478 専門的・技術的職業
自動車部品の設計・開
発

文系・理系 名古屋市昭和区 なし

(株)ディ・エー・アイ 不可 1 23170-6778 サービスの職業
総合職（店舗調理・運
営）

文系・理系
春日井市、瀬戸市、一宮市、名古屋市名東区・北
区・中川区・中区・天白区、大治町、豊田市、岐阜
県

あり

(有)第二フジタクシー 不可 1 23010-68778 輸送・機械運転の職業 タクシー乗務員 文系・理系 名古屋市守山区 なし

(株)エム・イー・テクノロジー 不可 1 23010-59478 生産工程の職業
技術職（３Ｄ・２D-ＣＡＤ
機械設計）

理系 名古屋市昭和区 なし

1 23130-23778 専門的・技術的職業 機械設計 理系 犬山市 なし

2 23130-24678 専門的・技術的職業 電気設計 理系 犬山市 なし

(有)第三フジタクシー 不可 1 23010-67478 輸送・機械運転の職業 タクシー乗務員 文系・理系 名古屋市守山区 なし

（株）第一フジタクシー　大治営業所 不可 1 23100-28678 輸送・機械運転の職業 タクシー乗務員 文系・理系 海部郡 なし

(株)　飯田設計 不可 1 23020-149478 建設・採掘の職業
機械・電子・電気・情報
系技術職

文系・理系 名古屋市、刈谷市、豊田市、小牧市、清須市他 なし

1 23010-129578 専門的・技術的職業 機械設計エンジニア 理系 大府市 あり

2 23010-130778 専門的・技術的職業
制御ソフト開発エンジニ
ア

理系 大府市 あり

3 23010-131678 専門的・技術的職業
電子回路設計エンジニ
ア

理系 大府市 あり

1 23020-118978 サービスの職業 接客職（店長候補） 文系・理系 名古屋市中村区 あり

2 23020-116778 サービスの職業 厨房職（厨房長候補） 文系・理系 名古屋市中村区 あり

3 23020-69478 生産工程の職業 工場スタッフ 文系・理系 名古屋市中村区 あり

4 23020-68878 サービスの職業 総合職 文系・理系 名古屋市中村区 あり

セイハネットワーク(株)　名古屋本部 不可 1 23020-114878 専門的・技術的職業 子ども英会話講師 文系・理系 名古屋市中区 なし

(株)池下設計　名古屋支店 可能 1 23020-156878 専門的・技術的職業 建築設計（施工図） 理系 名古屋市中村区 あり

1 23040-39778 専門的・技術的職業 設計職 文系・理系 豊橋市 なし

2 23040-40378 専門的・技術的職業 制御設計職 文系・理系 豊橋市 なし

(株)白帝エンジニアリング 不可 1 23020-127378 専門的・技術的職業 機械設計 文系・理系 名古屋市中区 なし

(株) 銀星（ギンジョウ） 不可 1 23030-49378 専門的・技術的職業 機械設計補助 理系 名古屋市熱田区 なし

(株)アイティーオー 不可 1 23030-82078 専門的・技術的職業 設計技術職 文系・理系 豊明市 あり

情
報
通
信
業

シグマトロン(株) 不可

(株)アドテックス 不可

卸
売
業
・
小
売
業

サ
ー

ビ
ス
業

（
そ
の
他

）

(株)ユニテツク 犬山事業所 可能

(株)アテック 不可

(株）山本屋本店 不可

(株)アイ・エス・ジェイ 不可

可能

(株)リアルメディア 不可

(株)ビッグ　（オートバックス） 可能

（株）ヤマショー 不可

(株)キセキ

-　3　-



産業 事業所名
留学
生

求人 求人番号 職業分類 求人票の職種 文理 勤務先
県外
転勤

（社福）ともいき福祉会 不可 1 23130-16678 サービスの職業 介護士 文系・理系 犬山市 なし

（社福）成仁会 不可 1 23070-32578 サービスの職業 介護職 文系・理系 知多郡 なし

1 23010-79078 サービスの職業 介護職員 文系・理系 名古屋市天白区 なし

2 23010-80578 専門的・技術的職業 支援相談員 文系・理系 名古屋市天白区 なし

（社福）清里 不可 1 23020-130878 サービスの職業 介護士 文系・理系 名古屋市西区 なし

1 23120-23978 サービスの職業 介護職 文系・理系 西尾市 なし

2 23120-22678 専門的・技術的職業 看護職 文系・理系 西尾市 なし

3 23120-24378 専門的・技術的職業 相談職 文系・理系 西尾市 なし

4 23120-25078 専門的・技術的職業 リハビリ職員 文系・理系 西尾市 なし

（医）杏園会 不可 1 23030-42278 専門的・技術的職業 介護職員 文系・理系 名古屋市熱田区 なし

(社福)八事福祉会 不可 1 23010-89278 サービスの職業 介護職員 文系・理系 名古屋市天白区 なし

（社福）ゆたか福祉会 不可 1 23030-109778 サービスの職業 総合職 文系・理系
名古屋市南区、名古屋市緑区、北名古屋市、北設
楽郡 なし

（社福）来光会 不可 1 23060-41778 サービスの職業 介護 文系・理系 一宮市、常滑市 なし

1 23060-34678 サービスの職業 介護福祉士 文系・理系 一宮市 なし

2 23060-33778 サービスの職業 介護職員 文系・理系 一宮市 なし

3 23060-35978 事務的職業 事務員 文系・理系 一宮市 なし

産業 事業所名
留学
生

求人 求人番号 職業分類 求人票の職種 文理 勤務先
県外
転勤

勝建設(株) 不可 1 23130-3752971 建設・採掘の職業 土木作業員 文系・理系 犬山市 なし

1 23090-5129771 専門的・技術的職業 施工管理(電気） 文系・理系 豊田市 なし

2 23090-5131171 専門的・技術的職業 施工管理(空調・配管） 文系・理系 豊田市 なし

(株)ノゼキ 不可 1 23030-11380771 建設・採掘の職業 施工スタッフ 文系・理系 名古屋市港区 なし

情
報 (株)情報でんでん 不可 1 23020-39342571 専門的・技術的職業 プログラマー 文系・理系 名古屋市中区 なし

1 23040-11259571 営業・販売の職業
携帯電話の販売、アフ
ターサービス全般

文系・理系 豊橋市、豊川市、蒲郡市 なし

2 23040-11257371 営業・販売の職業
携帯電話の販売、アフ
ターサービス全般

文系・理系 江南市 なし

1 23010-21489871 生産工程の職業 設計補助 文系・理系 名古屋市東区 なし

2 23010-21490171 生産工程の職業 CADオペレーター 文系・理系 名古屋市東区 なし

1 23030-11784271 営業・販売の職業
中古ゴルフショップの店
長候補

文系・理系 半田市 なし

2 23030-11781471 営業・販売の職業
中古ゴルフショップの店
長候補

文系・理系 岡崎市 なし

3 23030-11785971 営業・販売の職業
中古ゴルフショップの店
長候補

文系・理系 名古屋市 なし

4 23030-11787071 営業・販売の職業
中古ゴルフショップの店
長候補

文系・理系 安城市 なし

(株)ビッグ　（オートバックス） 不可 1 23030-10589471 生産工程の職業 ピットサービス職 文系・理系 豊田市 なし

1 23030-11260971 専門的・技術的職業 機械設計 理系 名古屋市熱田区金山町 なし

2 23030-11258471 専門的・技術的職業 機械設計 理系 名古屋市熱田区金山町 なし

（医）聖生会 不可 1 23010-17463171 サービスの職業 介護職員 文系・理系 名古屋市天白区 なし

1 23020-40499671 サービスの職業 介護士 文系・理系 名古屋市北区 なし

2 23020-38460371 サービスの職業 介護士 文系・理系 名古屋市西区 なし

3 23020-38462571 サービスの職業 介護士 文系・理系 名古屋市中川区 なし

4 23020-38463471 サービスの職業 介護職 文系・理系 名古屋市港区 なし

（医）米津会 不可 1 23120-2823971 サービスの職業 介護職 文系・理系 西尾市 なし

（社福）来光会 不可 1 23060-7308871 サービスの職業 介護 文系・理系 一宮市 なし

（医）聖生会 不可

医
療
・
福
祉

（医）米津会 不可

(株)　T-CARE 不可

サ
ー

ビ
ス
業

医
療
・
福
祉

(株) 銀星（ギンジョウ） 不可

（社福）清里 不可

卸
売
業
・
小
売
業

建
設
業

(株)ティーバイティースポーツ 不可

(株)リアルメディア 不可

（株）クリエ 不可

④本日のフェアに参加しなかった企業の35歳未満求人（7月31日現在）

(株)陣内工業所 不可

-　4　-


