
春日井商工会議所　市内人材活用　求人企業一覧 掲載申込順

№ 事業所名 所在地 営業内容 雇用形態 募集職種

1 神田印刷工業㈱ 名古屋市千種区松軒 印刷業 正社員 印刷物製造

2 ㈱イマヨシ 高森台 仏具卸業 正社員 位牌字彫オペレーター

3 竹内紙器工業㈱ 明知町 段ボール製造・販売 正社員 オペレーター

4 ㈲ジュボウ事務機 如意申町 事務機器販売・保守 正社員・パート 事務員・配送、サービスマン

5 川畑工業㈱ 西高山町 製缶、金属焼付塗装 正社員
塗装作業員、プレス作業員、溶接作業
員

6 愛知亜鉛鍍金㈱ 松河戸町 溶融亜鉛めっき加工 正社員 工場作業

7 三共包装㈱春日井工場 六軒屋町西 段ボール製造・加工 正社員・パート 現場作業

8 (資）前並米穀店 前並町 米穀販売、製麺灯油
短期アルバイト・正
社員

営業・配送、冬灯油配送

9 トータルマネジメント 勝川町 社会保険労務士、行政書士 正社員 一般事務

10 ㈱アローエム 上田楽町 ダクト製造・施工 短期アルバイト 工場内軽作業・清掃、現場作業員

11 ㈱山田製作所 松河戸町
ガス器具、住宅関連、デジタル
部品製造

正社員・業務委託 出荷業務、製造スタッフ→ＭＣ技術者

12 大協建設㈱ 下条町 土木建設工事業 正社員 現場作業員

13 ㈱幸建 上田楽町 建設業 正社員 現場施工管理スタッフ、現場スタッフ

14 ㈱丸菱製作所 大手町
エレベータ部品、工作機械部品
の製造

正社員 機械加工

15 木野瀬印刷㈱ 西本町 印刷に係る業務 短期アルバイト 年賀状印刷、名刺印刷に係る補助業

16 ㈱愛工機器製作所 愛知町 プリント配線板製造 正社員 製造マシンオペレーター

17 東海モールド㈱ 牛山町
プラスチック射出成型金型設
計・製造・アッセンブリ

正社員・その他（パートタ
イマー（部品組付け経験者
優先））

プラスチック射出成型金型設計・製造技術
者・アッセンブリ作業者

18 愛和基礎工業㈱ 西山町 各種杭、打抜工事一式 正社員 建設現場作業員

19 ㈱昌和警備保障 篠木町 警備業 正社員 警備員、列車見張員

20
社会福祉法人春生会　特別
養護老人ホームあさひが丘
／しょうなあさひが丘

神屋町 高齢者介護施設 正社員・パート
（正・パ）介護職　（パ）運転手
（パ）営繕

21 ㈱ウカイ設備 篠木町
給排水衛生設備工事・空調設備
工事・各種配管工事

正社員 施工管理スタッフ

22 ㈱ダイカネ技建 不二ガ丘
建築・塗装・とび・土木・解
体・防水・板金・内装仕上

正社員 施工管理技士（2級以上）

23 名阪急配㈱ 東山町 物流会社 正社員
仕分け作業・ドライバー・整備士・リ
フトマン

24 ㈱ヤマダ精工 明知町 プラスチック金型設計製作 正社員 機械加工（金型工職人）

25 新明和ディーゼル㈱ 御幸町 建設機械の修理・販売 正社員 建設機械　整備士

26 ㈱エコート技研 森山田町 防水・塗装 正社員 施工管理

27 ㈱テレサス 東野町西 工事業 正社員・業務委託 工事業（電気通信・設備）

28 中京パイプ工業㈱ 追進町 ガス機器用銅管加工 正社員・パート 銅パイプの加工作業及び検査

29 ㈱システム電機 明知町 電気設計、電気工事 正社員 電気工事士

30 ㈱松浦組 鳥居松町
公共・民間土木工事の施工管
理、現場作業

正社員 施工管理者（現場監督）、現場作業者

31 ㈲光クリーン工業 南花長町
貯水槽・排水管清掃、浄化槽保
守

正社員・出向・業務
委託・パート

作業員、作業助手、事務員

32 トーヨーテクノ㈱ 美濃町
エレベータ・エスカレータの設
置及び改修工事業

正社員
エレベータ・エスカレータの設置及び
改修工事業

33 兼工業㈱ 小牧市大草 水道用バルブ製造・販売 正社員 営業職、技術職、営業事務

34 ㈱井澤鉄工所 東野町 設備工事業 正社員 現場監督

35 ㈱池内 稲口町 油圧ホース販売 正社員 営業
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36 社会福祉法人養楽福祉会 廻間町 障害者福祉事業 正社員 生活支援員

37 ㈱成和器機 桃山町 自動車部品電気部品製造 正社員・パート

38 ㈱日紹 新開町 精密樹脂部品の製造 正社員 現場管理（生産、品質、金型）

39 ヨシノ工業㈱ 篠木町 建築、土木、防水、塗装他 正社員・業務委託

40 ㈲Ａ．Ｄ．Ｋ 細木町 木工家具製作及び取付作業 正社員 家具職人・取付作業員

41 ㈱平和堂春日井宮町店 宮町 スーパーマーケット（小売業） パート レジ、商品補充、惣菜加工

42 マルハシ工業㈱ 坂下町 建設業 無期契約社員 土木作業員

43
㈱シンナゴヤトレード
問屋スーパーサント

東野新町 業務業食品スーパー 正社員 食品加工・販売

44 春日井甲羅本店 東野町 飲食店
短期アルバイト・正
社員

調理スタッフ・接客スタッフ

45 テック㈱ 十三塚町 建設機械修理 正社員 建設機械修理、整備

46 ㈱渡辺工務店 惣中町 建設業 正社員 土木職員、土工

47 ㈱ほていや 柏井町他 呉服の販売 正社員 販売営業

48 春日井燃料㈱ 高蔵寺町
燃料油の販売、ガス器具販売、
ワインの輸入販売、太陽光発電
事業

正社員・パート
（正）ガソリンスタンドサービススタッフ
（パ）燃料油の配送ドライバー

49 ㈱ライブオール 如意申町 食品パッケージの製造販売 正社員 印刷オペレーター

50
東邦ガスLIVENAS・ENEDO
㈱井藤

八光町
東邦ガス㈱委託業務　ガス機
器、住宅設備機器販売施工・修
理

正社員・パート
（正）東邦ガス委託業務　営業・修理・小物取
付
（パ）店頭受付・TEL受付対応、営業事務

51 担々麵 錦城　㈱TANTAN 大和通 ラーメン業態 正社員 店舗運営マネージャー、店長

52 ㈱リード 八幡町 シートカバー、リネンサプライ 正社員
工場でのクリーニングに関する業務。
ルート配送

53 ㈱協和コーポレーション 大和通
建築工事、宅地建物取引・不動
産賃貸業

正社員 建築施工管理、営業

54 トーヨーマテラン㈱ 明知町
鋳造材料の製造・建築材料の製造
販売、景観事業製品の製造販売及
び施工

正社員
構内保全・設備保全業務（高圧変電所含
む）、ＲＣユニットトイレ製造工程管理業
務

55 ㈱服部塗料工業所 明知町 有機溶剤シンナーブレンド製造業 正社員 法人向け営業

56 ㈲小川 白山町
呉服、和装品小売、レンタル、ス
タジオ撮影

短期アルバイト 接客・販売・事務等

57 オリエンタル紙業㈱ 追進町 紙加工品製造・販売 正社員・パート 紙加工品製造

58
あいおいニッセイ同和損害
保険㈱

損害保険 研修生社員 営業職（主に法人営業）

59
アクサ生命保険㈱春日井営
業所

鳥居松町
商工会議所会員に対する生命保険
による従業員福利厚生制度のコン
サルティング他

正社員
商工会議所共済、福祉制度推進スタッ
フ
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