2016/6/20 現在
157 件
NEW ・・・・・・2週間以内に若者応援宣言企業に加わった事業所もしくはＰＲシートの更新を行った事業所

産業分類

建設業

建設業

建設業

建設業

建設業

建設業

建設業

建設業

建設業

建設業

NEW

建設業

建設業

建設業

建設業

建設業

建設業

NEW

建設業

製造業

製造業

製造業

事業所名

(株)ウチダ機工
(株) カケン

事業内容
焼却場の搬送機器を製作から据付まで行います。工場内の
機械設備とこれまでの信頼のある技術力で、お客様の要求
に迅速かつ柔軟に対応しています。

建設工事のうち建築設備工事（管工事業）

春日井基礎工業(株)

土留め工事、地盤改良工事

(株) グッドリレーション

電気設備事業、通信設備事業、ネットワーク事業、セキュリ
ティ事業、内装工事事業、外装工事事業、省エネルギー事
業、

綜合エンジニアリング (株)

愛知県内のオフィスビル・病院・工場などの様々な建築物
の、空気環境を快適に維持する空気調和設備、安全できれ
いな水を供給し使用した水をきれいに排除する給排水衛生
設備。これらの設備の施工監理及び施工業務。

(株)武市ウインド名古屋

商業施設設計施工・住宅新築工事設計施工・住宅増改築(ﾘ
ﾌｫｰﾑ)

(株) タケコシ

建設業 主に名古屋市発注の上下水道管布設・舗装・排水
路・駐車場整備工事等

土木、舗装、建築、上下水道

(株)テーエムジー

建設業です。我が社は、創業8年目の新しい会社です。豊橋
本社を元に全国へと活躍の場を広げ、建設外装のﾄｯﾌﾟｼｴｱ
を目標に取り組んでいます。

(株) ノゼキ

リフォーム・増改築・外壁塗装の元請工事会社です。

上下水道布設工事に関する管理業務及び配管作業

公共工事がメインの総合土木建設業です。

(株) ヒロエンジニアリング

環境整備、工場設備や施設・オフィスの設計から施工・メンテ
ナンスを行っております。作業効率や環境改善（空気、電気、
水循環）、エネルギー効率、
コスト低減を調査し考案をします。

(株)ムービルト
(株)明城

名古屋中

ＰＲシート

http://www.aiweb.or.jp/techno
/uchida/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9893&kubun=use
r

http://www.e-kaken.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9683&kubun=use
r

http://www.kasugaikisokougyo
.com/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9194&kubun=use
r

http://good-relation.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10531&kubun=us
er

http://www.sogo-eng.com

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9682&kubun=use
r

http://www.takeichi.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9174&kubun=use
r

-

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9440&kubun=use
r

http://www.tanaka-gumi.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10371&kubun=us
er

●

http://www.tmg-ne.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9179&kubun=use
r

●

http://naturalstage.refonavi.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9282&kubun=use
r

http://www.nozeki.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11032&kubun=us
er

http://www.hanaiconst.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9279&kubun=use
r

http://hiroeng.com/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9539&kubun=use
r

http://masarukk.net/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9192&kubun=use
r

http://www.mubiluto.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9188&kubun=use
r

http://www.meijyou.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9281&kubun=use
r

http://yoshinagakensetsu.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11191&kubun=us
er

●

http://www.ayabo.com/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9614&kubun=use
r

●

http://www.arakawaindustry.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10641&kubun=us
er

http://www.alps-steel.com

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10517&kubun=us
er

●

●

●

名古屋中

名古屋中

名古屋東

●

●

●

名古屋東

●

●

豊橋

犬山

名古屋南

津島

刈谷

●

●

●

犬山

土木・舗装等総合建設業

建設業 一側足場・架設解体リース 仮設足場工事一式請
負

伝統的軸組工法、国産無垢材100％使用する住まいづくり

吉永建設工業 (株)

土木、上下水道、舗装、造園、官公庁発注の公共工事 一式
総合建設業

(株) アヤボ

研削・研磨とＰＶＤコーティング「ＰＶＤコーティング」という表面
処理技術で、様々な企業に、環境負荷の低減やコストの削
減を提案しています。

荒川工業 (株)

自動車部品製造、専用工作機械設計製作1944年の創立以
来、自動車部品の加工・組立とその部品をつくるための設備
機械本体まで自社生産

アルプススチール (株)

長年屋内設置用のスチール製ロッカーや書庫等の製造販売
をしてきましたが、最近は屋外に向けて設置が可能なダスト
ボックス等も手掛けています。
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豊田

●

●

刈谷

●

犬山

刈谷

名古屋東

名古屋中

一般
求人

ＵＲＬ

新城

花井建設（株）

勝建設(株)

半田

大卒
求人

春日井

㈱ 田中組

(株)ナチュラルステージ

ハロー
ワーク

●

●

産業分類

製造業

製造業

NEW

NEW

NEW

NEW

製造業

製造業

製造業

製造業

製造業

内田工業 （株）

公園の遊具をメインに、シェルター、四阿、ベンチ、サイン、水
飲み、時計塔、モニュメントなど 公園設備全般の製造・施
工・販売・修繕・点検を行っています。

(株) A T A

「丹羽高柳賞H27年度受賞」画像処理検査装置のメーカーで
あり、かつ「部品のコンビニ工場」としてポートメッセに展示会
出展中。

エイベックス(株)

自動車部品を中心とした「高精度小物切削・研削加工」部品
の製造・販売
主に自動車部品の高精度小物切削・研削加工を行っていま
す。未来の企業発展および社会的貢献をめざして、技術力
向上に力を注いでいます。

ＯＭＣ (株)

主に配合飼料、養魚飼料、ペットフード、食品、医薬などプラ
ントや生産設備の設計・施工

（有） O.Pスタジオ

プラスチック（アクリル）を使いインテリア、ディスプレイの装
飾、什器を作っています。

化成工業 (株)

自動車用ゴム部品、建材用シール材、土木用ｼｰﾙ剤の製
造・販売

協和工業 (株)

小型ユニバーサルジョイントの専門メーカー。ユニバーサル
ジョイントは、農業機械・産業車両・建設機械向けで、圧倒的
シェア獲得。自動車向けステアリングジョイントは、国内外の
メーカーが採用しています。

(株) グリーンテック

開発・設計・評価実験等の総合エンジニアリング事業、自動
車部品の検査・選別・修正・測定事業

製造業

(株) ケージーテック

鋼板剪断用機械（スリッターライン、レベラーシャーラインな
ど）と専用機の設計製作メンテナンス。刃物の販売研磨修
理。コンピュータシステム開発。

製造業

サンコー・エア・セルテック
(株)

航空機製造に関わる構造職（組立職）、それに付随する生産
技術、工程管理、品質保証（検査業務）等を行っております

シー・ケィ・ケー (株)

当社は切削工具の開発製造、販売を行っており、航空・宇
宙・自動車・携帯電話・医療業界等で使用されています。
近年アジアへも進出しており、中国に工場、タイにアジア圏販
売拠点を設置し、業績好調です！

製造業

製造業

製造業

製造業

製造業

製造業

製造業

製造業

製造業

NEW

(株)伊藤製作所

世界で一つのダイセットを設計製作。自動車エンジン構成部
品の一部や、建機・重機部品を造り出すためのダイセットを
設計製作しております。

小木曽工業 (株)

製造業

NEW

自動車のエンジン周りに組付く切削小物部品製造

自動車や建設機械などには欠かせない特殊鋼を最終製品
の設計に合った寸法や形状に削ったり、塑性加工をしたりし
てみがき棒鋼という名称で、国内外問わず、お客様にお届け
しています。

製造業

NEW

石光工業(株)

物流資材の製造販売。

製造業

NEW

事業内容

(株) オカベカミコン

製造業

NEW

事業所名

製造業

新栄機工(株)

ハロー
ワーク
津島

津島

名古屋中

岡崎

名古屋南

名古屋中

名古屋中

名古屋東

製造機械の設計・組立・据付け・メンテナンス

シンニチ工業(株)

大径薄肉鋼管（鉄・ステンレス・チタン）の製造販売

杉山重工（株）

粉粒体を取り扱う産業分野に生産機械・工場設備の提供を
行っています。50年以上の技術と経験は、業界トップクラス。
培ったノウハウを武器に業界を牽引している会社です。

（有） 大宣鍍金工業所

めっき（スズめっき、ニッケルめっき、金めっき、銅めっき） 表
面処理 化学研磨（キリンス処理）、有機溶剤による脱脂処
理

大洋産業(株)

当社は、家電製品や自動車部品に使うプラスチック製品を、
最初から最後までプロデュース出来る会社です。【自社内で
物作りを完結させられる】のも当社の強みです。

(株) たかふね工業

自動車部品・各種板金製造販売、保安機材の販売

谷脇工業(株)

自動車、家庭電器製品、ゲーム機の各部分であるプラスチッ
クの原型を作る。製品の設計図をもとにして金型設計から全
工程を社内で一貫して行う。

(株) チェリオ中部

厳格な品質管理基準の下、自社工場で一本一本製造された
製品たちを、自動販売機ルート、及び全国の主要コンビニ・
量販店様を通じてお客様にお届けし、価値を創る会社です。
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大卒
求人

名古屋中

刈谷

刈谷

名古屋中

半田

名古屋南

●

刈谷

刈谷

名古屋中

刈谷

春日井

http://www.ishi-mitsu.co.jp/

●

http://www.itoseisakusyo.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9191&kubun=use
r

http://www.uil.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10903&kubun=us
er

http://www.kabuata.com

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11188&kubun=us
er

http://www.avex-inc.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9435&kubun=use
r

http://www.onoe.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11030&kubun=us
er

●

●

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10901&kubun=us
er

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ＰＲシート

●

●

豊川

瀬戸

ＵＲＬ

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9190&kubun=use
r

●

半田

名古屋東

一般
求人

●

●

●

http://www.okabekamikon.co.j
p

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10445&kubun=us
er

http://www.ogisokogyo.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10516&kubun=us
er

http://www.kaseikogyo.com/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9612&kubun=use
r

http://www.kyowa-uj.com

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10643&kubun=us
er

https://www.green-t.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10902&kubun=us
er

http://www.kgtec.com/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11270&kubun=us
er

http://www.sanko-as.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11035&kubun=us
er

http://www.ckk-tool.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9536&kubun=use
r

http://www.j-skk.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10447&kubun=us
er

http://www.shinnichikogyo.co.j
p

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10018&kubun=us
er

http://www.e-sugiyama.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9737&kubun=use
r

www.daisenmekki.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10906&kubun=us
er

http://www.taiyo-sangyo.net/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9280&kubun=use
r

http://www.takafune.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10518&kubun=us
er

http://taniwaki-kk.com/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10905&kubun=us
er

http://www.cheerio.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10908&kubun=us
er

産業分類

製造業

製造業

製造業

NEW

製造業

製造業

製造業

製造業

製造業

製造業

NEW

製造業

製造業

製造業

製造業

製造業

NEW

知立機工（株）

我が社は、治工具や専用機部品などの単品精密機械加工を
行っております。

(株) ツルタ製作所

自動車、福祉車輌、繊維機械、フォークリフト等の金属プレス
部品、溶接部品、金型の製造販売。ソーラー発電セット等の
環境関連商品の輸入・販売。

(株) ティーエスケー

産業用機械の点検・修理・据付・アフターメンテナンス及び電
気工事 / 客先への提案活動及び営業活動

ＴＳＰ (株)

当社は切削工具の開発製造、販売を行っており、航空・宇
宙・自動車・携帯電話・医療業界等で使用されています。
近年アジアへも進出しており、中国に工場、タイにアジア圏販
売拠点を設置し、業績好調です！

(株) ｔｙ
(株) 東海モデル
東陽精機 (株)
豊具産業(株)

①精密プレス金型の設計・製作 ②自動車電装部品の製造
③排ガスセンサー部品の製造

トライエンジニアリング (株)

ロボット関連業務、ロボットヘミングシステム、各種生産設備
の設計、製作。

(株)鳥越樹脂工業

①主に自動車部品を主体とした樹脂の試作品製造
②トヨタ、ダイハツ、日産車のディーラー取り付け部品である
エアロパーツなどの純正オプションパーツの製造
③ウレタン製他の健康美容器具の製造・販売

長崎ジャッキ(株)

「最も信頼できるジャッキメーカーを目指して」を理念とし、新
商品の開発と品質向上に取り組み、モノづくりを通し新しい価
値を創造することに挑戦し続けます。

中島紙工（株）

病 ・ 医院への紙製品、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ販売

中村鉄工(株)

航空機部品、造船部品、半導体製造設備、自動車部品、工
作機部品、金型、タービン部品、医療機部品、大型設備、大
型部品などと幅広く手掛けています。
多くの製品は単品で生産計画はプロジェクトです。

名古屋電機器サービス(株)

製造業

日本制禦機器(株) 名古屋
事業所

・情報通信制御機器の開発、製造および販売 ・制御ユニット
およびパーツの企画、製造および販売

ノザキ製菓(株)

６０年にわたり順調に業績を伸ばし、チューインガム販売１位
の会社の協力企業として１日の生産量３０トンを生産してい
る。

製造業

半田重工業 (株)

フォークリフト用リフトブラケット製作・フォークリフト用及び自
動車部品切削加工・各種産業用油圧シリンダー設計・製作

製造業

（株）廣澤精機製作所 新
城工場

OA機器、電気機器、電力関連機器、ガス器具部品のプレス
板金加工・組立・溶接加工、プレス金型設計製作を行う新城
工場と”極”薄肉ステンレス・鉄・チタンの溶接パイプの製造
販売を行うパイプ事業部があります。

(株) 扶桑技研

当社は創業42年を迎えようとしています。化成品課プラス
チック樹脂切削加工、ｳﾚﾀﾝ課樹脂成型加工、鉄工課の溶接
組付け加工3つの課の特色を活かしして
お客様のニーズに試作から量産まで対応します。

ホッコー (株)

ロボット機器・自販機・生活必需機器・医療機械等の機器内
電線（ワイヤーハーネス）の製作・加工。
創立69年を誇る、社会に必要とされる電線加工業（ワイヤー
ハーネス）の老舗です。中国工場も94年から稼動。

(株) 前田鉄工所

トヨタ、ホンダ、コマツ、ヤンマーなど向けに、歯車、シャフト、
油圧部品といった部品を製造する会社です。大手向けの仕
事が多く安定感は抜群です。

製造業

刈谷
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津島

名古屋東

一宮

刈谷

名古屋中

春日井

●

●

●

●

犬山

名古屋中

犬山

春日井

名古屋中

http://www.chaq.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10368&kubun=us
er

http://www.chiryukikou.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10369&kubun=us
er

http://www.katch.ne.jp/~turut
ass/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10207&kubun=us
er

http://www.tsk-aichi.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10206&kubun=us
er

●

http://ty-39.com

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10446&kubun=us
er

http://www.tokaimodel.com/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10530&kubun=us
er

http://www.toyo-sk.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10016&kubun=us
er

http://www.toyofusa.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10416&kubun=us
er

http://www.trieg.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11029&kubun=us
er

http://www.torigoejyushi.co.jp
/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10449&kubun=us
er

www.nagasaki-jack.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10021&kubun=us
er

http://www.nakashima.com

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10606&kubun=us
er

http://www.ticon.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9611&kubun=use
r

http://www.nagoya-sk.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9720&kubun=use
r

http://www.denkiki.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10420&kubun=us
er

http://www.nihonseigyo.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11190&kubun=us
er

●

●

●

●

●

●

●

●

●

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11090&kubun=us
er

●

●

●

●

http://www.hanju.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9615&kubun=use
r

https://www.hirosawaseiki.co.j
p

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10415&kubun=us
er
https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10419&kubun=us
er

●

●

●

ＰＲシート

●

●

●

ＵＲＬ

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9537&kubun=use
r

●

半田

新城

●

●

半田

豊田

一般
求人

●

半田

豊田

自動車部品製造

製造業

製造業

刈谷

岡崎

工業製品の試作

大卒
求人

豊田

名古屋東

鉄鋼材料の製造加工業

電気機器、動力計の保守、点検、改造、修理 エンジンテスト
ベンチの付帯設備の製作、改造、修理 組付機器、電機設計
及び現地工事、試験など

製造業

ハロー
ワーク
一宮

繊維染色業

プラスチック成形用金型の設計及び製作

製造業

NEW

茶久染色（株）

事業内容

(株) 名古屋精密金型

製造業

NEW

事業所名

●

www.hokko.com

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11038&kubun=us
er

http://www.maedatekko.co.jp/
index.html

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10515&kubun=us
er

産業分類

製造業

製造業

製造業

NEW

製造業

製造業

製造業

製造業

NEW

製造業

製造業

電気・ガス・熱供給・
水道業

情報通信業

情報通信業

NEW

NEW

事業内容

船舶の電気関連商品（商材及び配電盤）の製造販売及び一
般照明器具製造販売

(株) 峯村金型

プレスで使う金型を設計から製作、販売しています。
ＮＣ機械を使って加工した物を請負しています。

ミヤマ工業（株）

ミヤマ工業では、シートベルト部品・エアバック部品、シート部
品等、重要保安部品と呼ばれる自動車部品の中でも人命に
直結する製品をメインに生産しています。「品質」を最優先
に、信頼性の高い製品提供しています。

(株) 名友産商
(株) ヤマコ

海苔の乾燥、焼海苔、おにぎり海苔フィルム包装、キザミ海
苔等の各種加工および業務用海苔製品の販売、倉庫業

（株） 山田製作所

自動車部品・電子機器部品・工作機・ＪＲ部品など、各種部品
の鉄加工

吉田工機 （株）
◇産業用機械装置及びロボットシステムの設計製作
◇生産ライン構築に伴う機械工事及び関連工事

和合精機 （株）
わらべや東海㈱ 名古屋工
場
中部エア・ウォーター(株)

セブンイレブン向け調理済加工食品の製造販売

産業用・医療用高圧ガス及び関連機器の販売

(株)アークスジャパン

ソフトウェア企画・開発・導入 スマートフォンタブレット開発
ITシステム全体のご提案

(株) ウェブ東海

システム開発事業（WEBサイト・CMS、業務系アプリ・制御系・
コンサルティング）、ネットワーク事業（設計構築保守・速度改
善・コンサルティング）、
ヘルプデスク業務、教育事業を機軸とした情報処理サービス

情報通信業

春日井

豊田

刈谷

名古屋中

豊田

名古屋東

名古屋南

名古屋中

名古屋東

名古屋中

Android向けスマートフォンの機能開発・業務系タブレットアプ
リケーション開発案件、大手自動車メーカー向けのカーナビ
ゲーションシステム案件等、幅広いシステム開発を手掛けて
います。

(株)システムアシスタンス

企業向け業務システム開発

情報通信業

（株） システムアプローチ

コンピュータソフトウェア開発、システム／ネットワーク設計・
構築・支援、ソフトウェア／ハードウェア保守。事業者が対象
顧客の業務用で、B to B取引です。

情報通信業

(株) スマートテクノロジー
名古屋支社

情報通信システムに関するシステムインテグレーション事
業。情報システムの開発・計画・作成・運用・保守の請負。検
証業務の請負 及び 検証エンジニアの派遣・受託業務。ゲー
ム開発。

（株）中央情報システムズ

電子カルテなど病院内の情報システム構築、健康診断や人
間ドックなどのパッケージ開発・導入、公共系システムの開
発、携帯アプリ開発、常駐派遣事業

モバイルコーディネーター（お客様のご要望に沿った内容で、
プラスワンサービスのご提案をお願いします。）

情報通信業

名古屋総合システム (株)

主な事業はソフトウェア開発です。直ユーザー、日本ユニシ
スグループ、三菱電機グループ各社はじめ、約１７０社と直接
取引を行い、安定的に依頼を請けています。

情報通信業

日本アドバンストリーダー
ズソフトウェア(株)

ソフトウェアの開発およびコンピュータ関連事業全般。システ
ムコンサルティング・システム設計・開発支援。パッケージ企
画（開発）・販売。

情報通信業

(株) ピコ・ナレッジ

システム構築、開発、ネットワーク構築、運用、保守、データ
サービス、ＩＴ教育を展開する総合情報サービス

情報通信業

(株)ユニオンソフトウェアマ
ネイジメント

WEB製作、ソフトウェア開発、ＩＴインフラ構築運用、ネット
ショップ運営
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大卒
求人
●

名古屋中

名古屋中

名古屋中

名古屋中

名古屋中

名古屋中

名古屋中

名古屋中

一般
求人
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ＵＲＬ

ＰＲシート

http://www.matsusenpk.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10448&kubun=us
er

http://www.mold-mine.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9541&kubun=use
r

http://www.miyamaunitec.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10370&kubun=us
er

http://www.meiyu-ss.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11039&kubun=us
er

http://www.yamako.net/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10642&kubun=us
er

http://ymd-s.sakura.ne.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10364&kubun=us
er

http://www.yoshidakouki.co.jp
/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9542&kubun=use
r

http://www.wagoseiki.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10017&kubun=us
er
https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10008&kubun=us
er

●

http://www.awi.co.jp/company
/group/regional/regional_06.ht
ml

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9434&kubun=use
r

http://www.arksjapan.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9182&kubun=use
r

https://www.web-tokai.ne.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9186&kubun=use
r

http://www.s-netplus.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9276&kubun=use
r

http://www.j-tech.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11265&kubun=us
er

●

http://www.assistance.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9176&kubun=use
r

●

http://www.sysapproach.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11431&kubun=us
er

http://www.smatec.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9684&kubun=use
r

http://www.cisys.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10365&kubun=us
er

http://www.tele-nisi.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11269&kubun=us
er

http://www.nasubi.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9681&kubun=use
r

http://www.nalsoft.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10009&kubun=us
er

http://www.pico.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11267&kubun=us
er

http://www.union-soft.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9177&kubun=use
r

●

●

●

●

名古屋中

名古屋中

東海支店

テレニシ (株)

名古屋中

名古屋南

(株) ジェイテック 名古屋
オフィス

情報通信業

ハロー
ワーク

春日井

自動車部品及び機械部品の製造

（株）エスネットプラス

情報通信業

NEW

(株)松本船舶電機製作所

情報通信業

情報通信業

NEW

事業所名

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

産業分類

運輸業・郵便業

(株) 伊藤陸運

運輸業・郵便業

(株)第一フジタクシー 平針
営業所

運輸業・郵便業

運輸業・郵便業

運輸業・郵便業

NEW

NEW

運輸業・郵便業

運輸業・郵便業

卸売業・小売業

卸売業・小売業

卸売業・小売業

卸売業・小売業

卸売業・小売業

卸売業・小売業

卸売業・小売業

卸売業・小売業

卸売業・小売業

卸売業・小売業

NEW

事業所名

卸売業・小売業

(株)第一フジタクシー 大治
営業所
(有)第三フジタクシー
(有)第二フジタクシー

事業内容
弊社は一般貨物自動車運送事業として日本で初めてＩＳＯ
9002を取得した企業として知られており、同業他社の追随を
許さない社員教育や輸送品質を確立しております。

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー乗務による接客）

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー乗務による接客）

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー乗務による接客）

一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー乗務による接客）

名鉄観光バス (株)

・一般貸切旅客自動車運送事業 ・旅行業第１種

山本運輸 (株)

主な業務内容は、営業活動による貨物受発注、入出庫保
管、検品、入出庫伝票の作成、トラック等配車業務、船舶代
理店業務、作業員の人員手配及び管理業務、請求・下払業
務、その他付帯業務。

岩田燃料(株)

燃料小売業 【本社】LPガス、ガス器具、住宅機器（システム
キッチン、システムバス、）、家庭電化製品 の販売 【石油
部】ガソリン、軽油、車に関する整備、洗車、保険

(株) ウィン

事業内容は、フィアット・アルファロメオ正規ディーラー、中古
車買取・販売ガリバー、中古車・中古部品海外輸出、自動車
リサイクル、牛角・コメダの飲食業です。

(株) キセキ

携帯ショップ（au・ソフトバンク）の運営

倉地 (株)

創業明治28年(1895年)。本年で121年目を迎える管工機材の
専門商社。工業系配管資材(バルブ・継手・パイプ・計器など)
の取り扱いを中心として、ユーザー様のお役にたつ提案型営
業を推進しています！

(株) ジェイエスピー

ボート、水上バイク関連商品の輸入、卸販売、小売販売、通
信販売

敷島産業(株)

ｱﾊﾟﾚﾙ、ｼﾞｭｴﾘｰ等の幅広い業種のﾊﾞｯｸﾞを海外の自社工場で
生産、輸入
最近は時計、ﾐﾗｰ等のﾉﾍﾞﾙﾃｨｸﾞｯｽﾞも販売し、SPﾏｶﾞｼﾞﾝ
『MAXY'S』を発刊するなど常に進化しています。

(株) 進和堂

店舗での青汁をはじめとする健康食品、日用雑貨、美容雑
貨、化粧品等の販売。

高橋自動車販売(株) アッ
プル事業部中部

中古車・新車の買取り及び販売

(株) タチヤ

生鮮食品（くだもの・野菜・肉・魚）を中心としたディスカウント
スーパーです。仕入業務、販売、商品管理の仕事です。

(株) ＮＯＹＥＳ

インターネットを利用したＮＯＹＥＳブランドソファの販売、及び
ショールームでの販売。

(株) 丸小青果

市場や産地などから野菜を仕入れ、スーパーや給食・レスト
ラン等へ野菜を納品する仲卸し業務です。

工場・工事現場などから不要になった鉄スクラップを回収し自
社でリサイクルしています。

卸売業・小売業

ヤマショー金属(有)

工場・工事現場などから不要になった鉄スクラップを回収し自
社でリサイクルしています。

卸売業・小売業

(株)ラハイナコミュニケー
ションズ

携帯電話販売

ワシノ商事(株)

工作機械、鍛圧機械、産業機械、ロボット、自動化ライン等の
工場設備の販売。その他空調機械の販売。

ワルツ (株)

コーヒーのメーカーとして、カフェ・洋菓子店・ホテルなどへ
コーヒー・紅茶・食材を供給、繁盛店作りの支援をしていま
す。小売直営店でコーヒー・製菓材料など販売。外食事業で
はオリジナルカフェ・レストラン展開。

卸売業・小売業

卸売業・小売業

名古屋南

大卒
求人

http://www.fujitaxi.jp

http://www.fujitaxi.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9184&kubun=use
r

http://www.fujitaxi.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9439&kubun=use
r

●

http://www.fujitaxi.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9438&kubun=use
r

●

http://www.meitetsukankobus.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11034&kubun=us
er

http://www.yamamotounyu.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11036&kubun=us
er

http://iwanen.main.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10015&kubun=us
er

http://www.win-gr.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9534&kubun=use
r

http://kiseki.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9538&kubun=use
r

http://www.kurachinagoya.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9185&kubun=use
r

http://www.jsp21.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9739&kubun=use
r

http://www.shikishimasangyo.
co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9436&kubun=use
r

http://www.shinwado.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9187&kubun=use
r

http://www.apple-car.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9535&kubun=use
r

http://tachiya.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9442&kubun=use
r

www.ny-k.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10444&kubun=us
er

http://maruko-seika.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11033&kubun=us
er

●

http://www.recycleyamasyo.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9189&kubun=use
r

●

http://www.recycleyamasyo.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9283&kubun=use
r

http://www.lacoms.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9277&kubun=use
r

http://www.wasinosj.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9613&kubun=use
r

http://www.waltz.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9679&kubun=use
r

●

●

名古屋東

●

名古屋東

名古屋南

岡崎

●

●

●

半田

名古屋東

岡崎

●

●

●

豊田

●

津島

春日井

名古屋中
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●

名古屋東

名古屋南

刈谷

豊橋

●

●

名古屋東

名古屋東

ＰＲシート

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9437&kubun=use
r

津島

犬山

ＵＲＬ

http://www.itor.co.jp

●

名古屋東

名古屋南

一般
求人

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9433&kubun=use
r

岡崎

㈱ヤマショー

卸売業・小売業

ハロー
ワーク

●

●

●

●

●

●

●

産業分類

金融業・保険業

不動産業・物品賃貸
業

NEW

来店型保険ショップ『ライフサロン』の運営

建築用仮設足場の架設・解体・レンタル業

学術研究・専門・技
術サービス業

エヌ・ティー・シー(株)

東海地方の一流モノづくりメーカーを顧客に航空機、自動
車、空調機器の分野で設計・開発試験評価といったエンジニ
アリングサービスを提供しております。

学術研究・専門・技
術サービス業

(株) エム・イー・テクノロ
ジー

機械・電気の開発設計、製作業務 （自動車・昇降機・ア
ミューズメント機器 関連）

(株) 銀星

航空・宇宙、工作機械、産業用機械の機械設計及び制御設
計、製作、
検証、据付

学術研究・専門・技
術サービス業

学術研究・専門・技
術サービス業

学術研究・専門・技
術サービス業

学術研究・専門・技
術サービス業

学術研究・専門・技
NEW
術サービス業

学術研究・専門・技
術サービス業

宿泊業・飲食サービ
ス業

宿泊業・飲食サービ
ス業

生活関連サービス
業・娯楽業

生活関連サービス
業・娯楽業

生活関連サービス
業・娯楽業

NEW

(株) キセキラボ

事業内容

中部ホリー販売(株)

学術研究・専門・技
術サービス業

NEW

事業所名

(株) 三扇堂

広告代理店 国内大手自動車メーカー販売店の販促業務

ソレックス（株）

国内・海外のトップメーカーをお客様に持ち、幅広い製品のア
フターサービスを中心とした"総合技術サービス”をあらゆる
手法で行っております。

ダイエンジニアリング(株)

金型に関するエンジニアリング（型設計、3Ｄモデリング、工程
計画） 3ＤＣＧ関係（ＣＧアニメーション、建築パース制作）

東明エンジニアリング (株)

「東明グループ」（従業員1500名以上）のエンジニアリング部
門を担当。航空機や宇宙機器の構造/装備設計や各種解
析、製造用の治工具設計から生産技術まで、航空宇宙産業
の中で幅広い分野で活躍しております。

日本事務処理サービス
(株)

①Ｗｅｂシステム開発事業 ②基幹システム運用事業
③インターネットサービス事業

(株）ユニテツク 犬山事業
所

請負設計（機械・電気）、技術者派遣（機械・電気・ソフトウエ
ア）

インプルーブ(有)

主軸業務の飲食店経営に加え、食品卸、それに付帯する食
品器具、厨房器具の販売等、新業務開発に関しても数々の
飲食店経営で培ったノウハウ・センスを活かし、積極的に行っ
ております。

(株) ヒューマンディレクト

和風創作居酒屋なにがしをはじめ飲食店を展開。経営理念
【人間は日々食と共にあり、お客様の心を満たす食と空間を
創造する。人を笑顔に健康に、幸福にする。】のもと、当社に
関係する全ての人を皆大切にしています。

(株)シンキコーポレーション
(株)タイキコーポレーション
美容室 ＧＡＬＡＮＴＥＲＩＥ

美容アシスタント・美容免許ありスタイリスト

学習塾、予備校の運営

教育・学習支援業

学校法人 名古屋大原学
園

学園は、大原簿記情報医療専門学校、大原法律公務員専門
学校、大原トラベルホテルブライダル専門学校、資格の大原
を運営しています。

医療・福祉

（社福） 愛燦会

「あなたが楽しいとわたしは嬉しい」という法人理念に基づい
た、総合福祉サービスを提供する社会福祉法人です。
特別養護老人ホーム、障がい者センター、児童養護施設等、
8施設を運営しております。

医療・福祉

（医） 愛生館
病院

医療・福祉

医療・福祉

名古屋南

名古屋東

名古屋東

名古屋南

名古屋中

刈谷

名古屋南

名古屋中

●

●

●

●

●

●

一宮

名古屋南

●

●

●

●

犬山

豊橋

一般
求人
●

名古屋中

豊川

●

●

●

●

ＵＲＬ

ＰＲシート

http://kiseki.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9540&kubun=use
r

http://www.c-hory.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9431&kubun=use
r

http://www.ntc-net.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9430&kubun=use
r

http://www.me-tech.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9175&kubun=use
r

http://www.e-ginjo.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11037&kubun=us
er

http://www.sansendo.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9680&kubun=use
r

http://www.solex.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10366&kubun=us
er

http://www.die.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10205&kubun=us
er

http://www.tohmei.com/engin
eering/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11031&kubun=us
er

http://www.nj-service.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11430&kubun=us
er

http://www.unitec-co.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10014&kubun=us
er

http://www.improve-grp.com

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9178&kubun=use
r

http://www.humandirect.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10011&kubun=us
er

●

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10019&kubun=us
er

●

http://taiki777.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9181&kubun=use
r

http://galan-terie.com

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9432&kubun=use
r

●

http://www.tep.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9193&kubun=use
r

●

http://www.ohara.ac.jp/nagoya ikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
/
seet&kigyo_id=11429&kubun=us

●

●

https://www.wakamonosaiyou-

名古屋中

er

小林記念病院、老健施設ひまわり、小規模多機能施設ひま
わり、介護事業施設（デイケア、訪問看護、訪問ヘルプ、訪問
リハ、居宅支援事業所等）

（社福） 愛生館福祉会

特別養護老人ホーム、碧南市養護老人ホーム、介護事業施
設（デイサービス、訪問ヘルプ、居宅支援事業所等）

（社福）一期一会福祉会

特別養護老人ホーム等の高齢者福祉サービスを愛知県岩
倉市、丹羽郡大口町、知多郡阿久比町にて運営させていた
だいております。

（医） 杏 園 会

半田

豊川

パチンコ・スロットホールの経営

(株)TEP

医療・福祉

大卒
求人

豊川

パチンコ・スロットホールの経営

教育・学習支援業

小林記念

ハロー
ワーク

津島

刈谷

刈谷
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●

http://www.aiseikan.or.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10417&kubun=us
er

http://www.aiseikan-h.or.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10418&kubun=us
er

http://www.ichigoichie.or.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9180&kubun=use
r

http://www.kyoenkai.or.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10020&kubun=us
er

●

犬山

名古屋南

医療・介護

●

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10904&kubun=us
er

●

産業分類

NEW

医療・福祉

（社福） 清里

医療・福祉

（医） 孝友会 介護老人保
健施設サザン一宮 孝友ク
リニック

有床診療所、介護老人保健施設、居宅介護支援事業所、訪
問リハビリテーション、通所リハビリテーション（デイケア）、短
期入所療養介護（ショートステイ）

ゴールドエイジ(株)

サービス付き高齢者向け住宅と特定施設を全国で運営して
います。
『高齢者が尊敬され、大切にされる日本の社会をつくる』を理
念として、介護・看護・生活支援・食事・医療連携により在宅
ケアを行っています。

医療・福祉

（社福） 昇人会

社会福祉事業（特別養護老人ホーム29床、ショートステイ10
床）

医療・福祉

（社福）成仁会 メドック東
浦

高齢者介護全般（特別養護老人ホーム：定員120名、ｼｮｰﾄｽﾃ
ｲ：定員20名、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ：定員45名+25名+15名、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ：
定員18名他）

医療・福祉

（医） 聖生会

入所者100名・デイケア40名定員の介護老人保健施設です。
各専門職が連携をし、利用者の日常生活動作の改善に努め
ています。

医療・福祉

（社福） たんぽぽ福祉会
特別養護老人ホ－ムたん
ぽぽ祢々の里

特別養護老人ホ－ム、ショ－トステイ、デイサ－ビス、訪問介
護、居宅支援事業所

（社福） 長寿会

高齢者福祉事業(特別養護老人ホームなどの施設サービス、
老人デイサービス事業などの在宅サービス)、児童養護施
設、子育て短期支援事業の経営。

医療・福祉

(株) T-CARE

サービス付高齢者向け住宅・デイサービスセンター・ヘル
パーステーション

医療・福祉

（医）としわ会

複合型介護施設（名古屋市内に3施設）、診療所（1施設 病
児保育室併設）の運営

医療・福祉

（社福） 墨友会 別養護老
人ホーム サンヴェール尾
張旭

医療・福祉

医療・福祉

医療・福祉

医療・福祉

社会福祉事業 特別養護老人ホーム

（医） 羊蹄会

クリニック・リハビリセンター・居宅介護支援事業所・介護老人
保健施設・デイサービス・デイケアセンター・介護付き高齢者
向け住宅・サービス付き高齢者向け住宅

（医） 米津会

高齢者への介護提供・相談・支援。老人保健施設、有料老人
ホーム、グループホーム、デイサービス、居宅介護支援、地
域包括支援センター等。

(株)エイジェック 岡崎オ
フィス

サービス業（他に分
類されないもの）

(株)エイジェック 刈谷オ
フィス

サービス業（他に分
類されないもの）

(株)エイジェック 半田オ
フィス

サービス業（他に分
類されないもの）

特別養護老人ホーム８０名、ショートステイ２０名、デイサービ
ス３５名、居宅介護支援事業所の４事業所。

（社福） 八事福祉会

サービス業（他に分
類されないもの）

サービス業（他に分
NEW
類されないもの）

NEW

事業内容
介護保険施設の設置運営 名古屋市内において６つの介護
施設を設置・運営しており、平成２６年春、名古屋市港区に新
規施設を開設しました。

医療・福祉

NEW

事業所名

(株) エイジェック 名港オ
フィス
(株) エクシード

名古屋中

一宮

名古屋中

大卒
求人

名古屋東

一宮

刈谷

一宮

名古屋東

犬山

西尾

機械設計、電気電子回路設計、ソフト開発、CAE解析

(株)オーアンドケー

清掃及び総合ビルメンテナンス

サービス業（他に分
類されないもの）

(株)東京コンサルティング
ファーム 名古屋支社

コンサルティング事業、会計、経理アウトソーシング事業、人
材紹介事仮定業、一般労働者派遣事業（般13-301254）、有
料職業紹介事業（13-ユ-300904）

ドリームスデザイン(株)

機械設計（自動車関連、工業製品等）における受託業務、技
術者派遣

名古屋中

名古屋南

7／7

名古屋中

名古屋東

http://www.medoc-care.jp

●

http://carenet.biz/23/seiseikai/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10640&kubun=us
er

http://www.tanpopofukushi.or.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10367&kubun=us
er

http://www.choujyukai.or.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9892&kubun=use
r

http://sazan-fuji.com/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9637&kubun=use
r

http://www.toshiwa-kai.or.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9610&kubun=use
r

http://sunvale.net/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10203&kubun=us
er

http://www.yagotofukushikai.o
r.jp/index.html

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9721&kubun=use
r

http://youteikai.com

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10907&kubun=us
er

http://www.yonezu.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11189&kubun=us
er

https://www.agekke.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10010&kubun=us
er

https://www.agekke.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10204&kubun=us
er

https://www.agekke.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10012&kubun=us
er

https://www.agekke.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11427&kubun=us
er

http://www.i-exceed.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11266&kubun=us
er

http://www.oandk.ne.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9441&kubun=use
r

http://www.kuno-cpa.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9278&kubun=use
r

http://www.dreamsdesign.co.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9738&kubun=use
r

●

●

●

●

●

●

●

●

●

名古屋南

人材派遣・人材紹介・請負

●

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=10013&kubun=us
er

●

半田

人材派遣・人材紹介・請負

http://www.shoujin-kai.or.jp

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9740&kubun=use
r

●

刈谷

人材派遣・人材紹介・請負

http://goldage.co.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9183&kubun=use
r

●

名古屋中

瀬戸

http://www.kouyu-kai.or.jp/

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=9636&kubun=use
r

●

●

●

●

●

●

●

ＰＲシート

http://www.kiyosatoen.or.jp/

●

●

ＵＲＬ

https://www.wakamonosaiyouikusei.go.jp/search/service/ma
keprseet.action?action=makepr
seet&kigyo_id=11428&kubun=us
er

●

豊川

半田

一般
求人

●

岡崎

人材派遣・人材紹介・請負

サービス業（他に分
類されないもの）

サービス業（他に分
類されないもの）

ハロー
ワーク

●

