


目　次 （第１回 12/3 名古屋）

ページ 企業番号 企業名（順不同） 職種 就業場所 雇用形態

１ １ 株式会社トーエネック 一般事務職 名古屋市中区・名古屋市港区・名古屋市東区 特別社員

３ 倉庫内スタッフ 小牧市 パート

５ 倉庫内スタッフ 名古屋市緑区 パート

７ 倉庫内スタッフ 江南市 パート

９ 事務職(アシスタント職) 名古屋市中区 契約社員

１１ CG・テロップ作成 名古屋市中区 嘱託

１３ CG・テロップ作成 名古屋市中区 パート

１５ ４ 株式会社リンリン 一般事務及び軽作業 名古屋市中区 正社員

１７ 遊戯部品製造 名古屋市守山区 正社員以外

１９ 遊戯部品製造 春日井市 正社員以外

２１ 遊戯部品製造 春日井市 パート

２３ ６ 株式会社イトー急行 出荷仕分作業スタッフ 瀬戸市 パート

２５ 工場内軽作業 清須市 パート

２７ 清掃 清須市 パート

２９ 技能職 岩倉市 パート

３１ 事務補助 岩倉市 パート

３３ 技能職 名古屋市瑞穂区 契約社員

３５ 技能職 名古屋市中村区 契約社員

３７ 技能職 長久手市 契約社員

３９ 技能職 名古屋市東区 契約社員

４１ １０ テクノエイト株式会社 自動車部品製造に関する各種作業 瀬戸市 契約社員

４３ ガス機器の加工・組立作業 瀬戸市 障害者研修生

４５ ガス機器の加工・組立作業 瀬戸市 障害者研修生

４７ 一般事務及び軽作業 尾張旭市 障害者研修生

１１

２

３

５

７

８

トランコム株式会社

株式会社CBCクリエイション

株式会社ライトワークス

株式会社ロピア

石塚硝子株式会社

日本空調システム株式会社

リンナイ株式会社

９
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目　次 （第１回 12/3 名古屋）

ページ 企業番号 企業名（順不同） 職種 就業場所 雇用形態

４９ １２ アイホン株式会社 軽作業 豊田市 正社員

５１ １３ オムニ株式会社 プログラマ 名古屋市中区 正社員

５３ １４ 株式会社グリーンテック 検査・選別スタッフ 愛知県内の希望の拠点 準社員

５５ タクシー養成乗務員 名古屋市港区 正社員

５７ タクシー乗務員(夜勤) 名古屋市北区 正社員

５９ タクシー乗務員 名古屋市北区 正社員

６１ タクシー養成乗務員 名古屋市北区 正社員

６３ タクシー乗務員(トライアル併用) 名古屋市熱田区 正社員

６５ タクシー養成乗務員(トライアル併用) 名古屋市熱田区 正社員

６７ タクシー乗務員(昼勤) 名古屋市南区 正社員

６９ タクシー養成乗務員 名古屋市南区 正社員

７１ タクシー乗務員 名古屋市北区 正社員

７３ タクシー養成乗務員 名古屋市北区 正社員

７５ １９ シンテックホズミ株式会社 総合職 みよし市 正社員

７７ ２０ トヨタホーム株式会社 一般事務・データ入力 名古屋市東区 嘱託

７９ 清掃員 名古屋市南区 パート

８１ 駐車場誘導員 名古屋市南区 パート

８３ 技術補助員 名古屋市緑区 パート

８５ ２２ 名古屋トヨペット株式会社 洗車スタッフ 天白区植田南 パート

８７ ２３ 株式会社コナミアミューズメント 一般事務(トライアル併用) 一宮市 正社員

８９ ２４ 東京海上ビジネスサポート株式会社　名古屋支社 一般事務 名古屋市中区 パート

２１

１５

１６

１７

１８

鯱第一交通株式会社※

大宝第一交通株式会社※

八千代第一交通株式会社※

千成第一交通株式会社※

社会医療法人宏潤会(大同病院グループ)

※４社とも「第一交通グループ」内の関係会社のため、１つの企業ブースとなります。４社のうち複数の会社を面接希望する場合は、面接時間を分けて１社ずつ面接することもできますし、１つの面
接時間に２社～４社同時に面接することもできます。参加申込にあたっては記入例を参考にしてください。
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株式会社オムニ

株式会社シンテックホズミ



目　次 （第１回 12/3 名古屋）

ページ 企業番号 企業名（順不同） 職種 就業場所 雇用形態

９１ 駐車場誘導員 名古屋市内及び近郊 パート

９３ 交通誘導警備員 名古屋市内及び近郊 パート

９５ 駐車場誘導員 名古屋市内・春日井市・長久手市・東海市・尾張旭市 パート

９７ 一般事務 丹羽郡大口町 契約社員

９９ 製造補助作業 岐阜県可児市 契約社員

１０１ 一般事務 岐阜県可児市 契約社員

１０３ 商品管理・清掃業務 名古屋市東区 パート

１０５ 商品管理・清掃業務 名古屋市中川区 パート

１０７ 商品管理・清掃業務 一宮市 パート

１０９ 商品管理・清掃業務 名古屋市昭和区 パート

１１１ 電気・電子設計(トライアル併用) 名古屋市中区 正社員

１１３ 機械設計(トライアル併用) 名古屋市中区 正社員

１１５ ソフトウェア開発(トライアル併用) 名古屋市中区 正社員

１１７ 店舗スタッフ 名古屋市名東区 パート

１１９ 店舗スタッフ 名古屋市守山区 パート

１２１ 店舗スタッフ 春日井市 パート

１２３ ３０ 社会福祉法人華陽会 洗濯・清掃業務 名古屋市港区 準職員

１２５ ３１ 株式会社ホワイトハウス 洗車・清掃 名古屋市名東区・天白区・中川区・刈谷市・東郷町の各事業所 パート

１２７ ３２ 丸全中部流通株式会社 洗浄作業 小牧市 パート

１２９ ３３ 東陽精機株式会社 構内清掃 豊田市 パート

１３１ ３４ 株式会社ホンダカーズ愛知 事務補助 名古屋市中区 嘱託社員

１３３ ３５ 株式会社アテック 一般事務 名古屋市東区 正社員

１３５ ３６ 興和株式会社 一般事務 名古屋市中区 嘱託

２９

２５

２６

２７

２８

オークマ株式会社

株式会社ギガス

中央警備保障株式会社

株式会社エディオン

株式会社ヒラテ技研　名古屋本社
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目　次 （第１回 12/3 名古屋）

ページ 企業番号 企業名（順不同） 職種 就業場所 雇用形態

１３７ 清掃 名古屋市西区 パート

１３９ 清掃 名古屋市昭和区 パート

１４１ 清掃 名古屋市守山区 パート

１４３ ３８ 名古屋電機工業株式会社 事務職 あま市 正社員

１４５ ３９ NDS株式会社 一般事務職 名古屋市中区 契約社員

１４７ ４０ 岩田食品株式会社※ 惣菜・サラダの仕分け及び台車洗浄など 一宮市 パート

１４９ ４１ イワタフレッシュフーズ株式会社※ 惣菜・サラダの仕分け及び台車洗浄など(トライアル併用) 一宮市 パート

１５１ ４２ 大成株式会社 ホテルの客室清掃 名古屋市中区 パート

１５３ ４３ 株式会社エスワイフード 清掃全般・軽作業・メンテナンス 名古屋市中区 パート

１５５ ４４ 東建コーポレーション株式会社 事務職 名古屋市中区 パート

３７

※2社とも「岩田食品」の関係会社のため、１つの企業ブースです。2社とも面接希望する場合は、１つの面接時間に２社同時に面接することになります。

株式会社フロンティアの介護
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目　次 （第２回 12/10 刈谷）

ページ 企業番号 企業名（順不同） 職種 就業場所 雇用形態

１５７ 工場内物流オペレーター 大府市 パート

１５９ シート部品製造、組付 大府市 パート

１６１ 一般事務職 岡崎市 正社員

１６３ 技能職 岡崎市 正社員

１６５ 技能職 名古屋市瑞穂区 契約社員

１６７ 技能職 名古屋市中村区 契約社員

１６９ 技能職 長久手市 契約社員

１７１ 技能職 名古屋市東区 契約社員

１７３ ４ 株式会社グリーンテック 検査・選別スタッフ 愛知県内の希望の拠点 準社員

１７５ ５ シンテックホズミ株式会社 総合職 みよし市 正社員

１７７ 一般事務 豊川市 契約社員

１７９ 一般工 豊川市 契約社員

１８１ 事務職 岡崎市・碧南市・刈谷市 パート

１８３ 倉庫内作業 岡崎市・碧南市・刈谷市 パート

１８５ ８ 株式会社キャナリイ・ロウ 清掃・食器類の片付 豊川市 パート

１８７ ９ 愛知県経済農業協同組合連合会 品質管理・軽量包装 安城市 パート

１８９ パン工場製造スタッフ 大府市 パート

１９１ パン工場清掃スタッフ 大府市 パート

１９３ １１ エイセブプラス株式会社　豊田事業所 一般事務 豊田市 準社員

１９５ １２ 株式会社魚国総本社　名古屋本部 調理補助 刈谷市・豊田市・みよし市 パート

１９７ 調理補助 みよし市 パート

１９９ 調理補助 安城市 パート

２０１ １４ 西尾信用金庫 用務職員 西尾市 嘱託社員

株式会社若鯱屋

株式会社オールハーツ・カンパニー

千代田工業株式会社

大和化成工業株式会社

日本空調システム株式会社

日本トレクス株式会社

株式会社東陽

１

２

３

６

７

１０

１３
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株式会社シンテックホズミ



目　次 （第２回 12/10 刈谷）

ページ 企業番号 企業名（順不同） 職種 就業場所 雇用形態

２０３ 事務員(トライアル併用) みよし市 パート

２０５ プラスチック部品(単品)検査 みよし市 パート

２０７ 電子部品検査 名古屋市天白区 パート

２０９ 一般事務 刈谷市・安城市・岡崎市・豊田市・みよし市・半田市・大府市・田原市 パート

２１１ 倉庫作業 刈谷市・安城市・岡崎市・豊田市・みよし市・半田市・大府市・田原市 パート

２１３ 一般事務業務 刈谷市 期間員

２１５ 工作機械のアフターサポート・取扱説明書作成業務 刈谷市 期間員

２１７ 工作機械の設計業務 刈谷市 期間員

２１９ 工作機械の製造業務 刈谷市 期間員

２２１ 技能職 高浜市 正社員

２２３ 自動車部品の製造・工場内清掃 高浜市 パート

２２５ 自動車部品の製造・工場内清掃 高浜市 期間員

２２７ 事務総合職 名古屋市中区 有期社員

２２９ 技術総合職(土木) 名古屋市中区 有期社員

株式会社ジェイテクト　刈谷工場

中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社

株式会社NAITO

大興運輸株式会社

１８

１５

１６

１７
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