事 業 所 情 報
出展時間帯 〔第 1 部〕13：00～14：30
事業所名

主な業種 金融業・保険業

あいおいニッセイ同和損害保険㈱
〒 461-0004

所在地

名古屋市東区葵３－１５－３１
千種ニュータワービル２０階

電話番号

052-930-5636

自社 HP

https://www.aioinissaydowa.co.jp

〔求職者へのメッセージ〕
社会性・公共性があり、人のお役に立てるやりがいのある仕事です。サイバーセキュ
リティーやコロナ対応の保険など新しいリスクに対応した保険も登場しています。
日々進化する保険業界で新たなチャレンジをしてみませんか。

出展時間帯 〔第 1 部〕13：00～14：30
事業所名

主な業種

金融業・保険業

アクサ生命保険㈱
〒 486-0844

所在地

春日井市鳥居松町 5-45 春日井商工会議所 5 階

電話番号

0568-83-6903

自社 HP

https://www.axa.co.jp/

〔求職者へのメッセージ〕
自分らしい働き方が出来る会社です。

事 業 所 情 報
出展時間帯 〔第 1 部〕13：00～14：30
事業所名

主な業種 製造業

㈱アスト
〒 486-0817

所在地

春日井市東野町 5 丁目 19 番地の 5

電話番号

0568-84-5726

自社 HP

https://www.ast-cc.com/

〔求職者へのメッセージ〕
ホームセンターやドラッグストアを中心に日用品を製造販売しているメーカーです。
自社の開発技術による製品を製造販売しています。
★２０代～６０代までの男女スタッフ活躍中！！スタッフの年代も幅広く、働きやす
く明るい職場です！

出展時間帯 〔第 1 部〕13：00～14：30
事業所名

主な業種

医療・福祉

㈱エデュケーションＮＥＴ
〒 486-0825

所在地

春日井市中央通２丁目 119 の１にじいろアカデミー

電話番号

0568-41-8025

自社 HP

https://www.nijiiro-plus.jp/

〔求職者へのメッセージ〕
障がい者福祉を通じて地域社会をかえる。障がいを持つ子どもたちは環境次第で輝き
ます。子どもたちの通所のためのお力添えをお願いいたします。

事 業 所 情 報
出展時間帯 〔第 1 部〕13：00～14：30
事業所名

主な業種 卸・小売業

㈱桶庄
〒 487-0011

所在地

春日井市中央台 5-5-6

電話番号

080-6973-0832

自社 HP

https://okesho-group.jp/recruit

〔求職者へのメッセージ〕
将来的に「社長の右腕」としてご活躍いただける方を探しています！社長と社員と共
に、200 年企業に向けてのパワー注入をお願いいたします！

出展時間帯 〔第 1 部〕13：00～14：30
事業所名

主な業種

卸・小売業

㈱オフィスアサイ
〒 485-0046

所在地

小牧市堀の内 5 丁目 136 番地

電話番号

0568-41-2100

自社 HP

https://usedoa.jp/

〔求職者へのメッセージ〕
入社して最初は社内業務から。その後先輩社員に同行して徐々に営業を覚えてもらい
ます。先輩が丁寧に指導しますから安心してご応募ください。

事 業 所 情 報
出展時間帯 〔第 1 部〕13：00～14：30
事業所名

主な業種 医療・福祉

社会福祉法人恩賜財団愛知県同胞援護会
〒 487-0031

所在地

春日井市廻間町 703-1

電話番号

0568-88-8302

自社 HP

https://recruit.douen.or.jp/

〔求職者へのメッセージ〕
法人正規職員の離職率は5.5%(2021 年度実績) 職員が長く働き続けることができる
環境作りを推進中です。無資格の方や介護未経験の方でも大丈夫です。職員がしっか
りサポート致します。

出展時間帯 〔第 1 部〕13：00～14：30
事業所名

主な業種

建設業

㈱協和コーポレーション
〒 486-0944

所在地

春日井市大和通 2-41-1

電話番号

0568-34-0077

自社 HP

https://www.kyowa.net/

〔求職者へのメッセージ〕
春日井市で創業 42 年。分譲・注文住宅・ログハウス、資産運用ビルの施工販売、耐
震工事などの公共工事、福祉事業にも強い会社です。SDGｓで「社会貢献で未来をつ
くる」をスローガンに「知を愛す県」に生まれた企業として、お互いの存在を確認し
あえる、安心で楽しい街づくりに今後も貢献してまいります。

事 業 所 情 報
出展時間帯 〔第 1 部〕13：00～14：30
事業所名

主な業種 製造業

倉敷レーザー㈱
〒 486-0802

所在地

春日井市桃山町 3 丁目 166 番地 1

電話番号

0568-86-2373

自社 HP

https://www.k-lasergroup.com/

〔求職者へのメッセージ〕
ステンレス・アルミ・鉄等の板を用途に合わせて「切断」
「曲げ」
「溶接」を行うこと。
それらを通してモノづくりを手がけるお客さまのニーズを実現させている会社です。
モノづくりへの興味・関心がある意欲的な皆さんとお会いできることを楽しみにして
います。

出展時間帯 〔第 1 部〕13：00～14：30
事業所名

主な業種

製造業

㈱ジーシーデンタルプロダクツ
〒 486-0844

所在地

春日井市鳥居松町 2-285

電話番号

0568-81-7171

自社 HP

http://gcdp.dental/index.html

〔求職者へのメッセージ〕
歯科医療の総合メーカーとして安定した実績のあるグループ企業ですので､長期で安
定した勤務が可能です！
冷暖房完備のきれいな職場で高品質の製品を製造しており、未経験者の方でもすぐに
作業を覚えていただけます。

事 業 所 情 報
出展時間帯 〔第 1 部〕13：00～14：30
事業所名

主な業種 製造業

㈱昭和電機製作所
〒 486-0908

所在地

春日井市西屋町字中新田 84 番地

電話番号

0568-31-2531

自社 HP

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

〔求職者へのメッセージ〕
弊社は鋼板、紙、フィルム、ゴム製品等の多種多様な素材の加工技術を活かした電気
制御の開発設計から製造・販売までを手掛けています。多彩なライン制御に適した独
自の高精度・高機能パッケージプログラムを開発し、柔軟かつ低コストなシステムを
お客様に提供しています。

出展時間帯 〔第 1 部〕13：00～14：30
事業所名

主な業種

サービス業

㈱シンセン（オレンジママ高蔵寺店）
〒 487-0011

所在地

春日井市中央台 2-1-14

電話番号

0568-37-1100

自社 HP

http://orangemama.jp

〔求職者へのメッセージ〕
一般住宅のハウスクリーニング・家事代行サービスをしています。未経験の方でも大
丈夫、働きながらお掃除のスキルも身につきます。仕事と子育ての両立も可能。お客
様から「ありがとう」と感謝されやりがいのある仕事です。

事 業 所 情 報
出展時間帯 〔第 1 部〕13：00～14：30
事業所名

主な業種 建設業

大協建設㈱
〒 486-0923

所在地

電話番号

春日井市下条町 741 番地
0568-81-4456

自社 HP
〔求職者へのメッセージ〕
社業は建設業に捉われず、生活基盤を安定させ、集中して社業を全うできる環境を整
えることから始め、社員個々から拡大してくことで、社会貢献につながる建設会社を
目指しています。

出展時間帯 〔第 1 部〕13：00～14：30
事業所名

主な業種

建設業

㈱大塗
〒 486-0915

所在地

春日井市八幡町 77-4

電話番号

0568-29-8631

自社 HP

http://k-daito.net

〔求職者へのメッセージ〕
事業内容：ビル・マンションの外壁塗装や、防水などのリニューアル事業
PR：新築の減少も問題視されている中でマンションやビルの外壁塗装や防水などの
建物リニューアルは今、注目の業界です。今後も仕事が増え続ける安定成長が約束さ
れています。

事 業 所 情 報
出展時間帯 〔第 1 部〕13：00～14：30
事業所名

主な業種 飲食業

㈱ディ・エー・アイ
〒 486-0923

所在地

春日井市下条町 1147 番地 4

電話番号

0568-89-3334

自社 HP

http://www.umaya.co.jp/

〔求職者へのメッセージ〕
創業 24 年、地元春日井市発祥の「豚旨うま屋ラーメン」は東海地方を中心に直営 11
店舗、FC22 店舗を展開している地元安定企業です。2018 年には冷凍チャーハンの自
社工場も設立。お客様には「美味しさ」を、従業員には「長く働ける環境」を提供出
来るよう日々新しい取り組みにチャレンジしております。

出展時間帯 〔第 1 部〕13：00～14：30
事業所名

主な業種

製造業

トーヨーマテラン㈱
〒 480-0303

所在地

春日井市明知町 1512 番地

電話番号

0568-88-0777

自社 HP

https://matelan.co.jp/

〔求職者へのメッセージ〕
「マテリアル事業」
「ランドスケープ事業」の 2 つを柱として事業展開。マテリアル
製品は、建築・土木・住宅設備資材など大手企業から、ホームセンター経由で一般家
庭に至るまで、幅広く利用されております。
ランドスケープ製品は、公園の構想企画から屋外造形物の製造を通じて、全国各地の
公園作りをお手伝いしています。

事 業 所 情 報
出展時間帯 〔第 1 部〕13：00～14：30
事業所名

主な業種 サービス業

マジオドライバーズスクール春日井校
〒 480-0303

所在地

春日井市明知町字西尾口 230 番地 1

電話番号

0568-88-5577

自社 HP

https://www.magionet.co.jp/kasugai/

〔求職者へのメッセージ〕
◆自動車学校での教習指導◆（国家資格も取れて、人の役に立てる、やりがい溢れる
仕事です）
未経験歓迎！いろいろな事に挑戦したい、自分を成長させたい方一緒に働いてみませ
んか？

出展時間帯 〔第 1 部〕13：00～14：30
事業所名

主な業種

医療・福祉

社会福祉法人養楽福祉会
〒 487-0031

所在地

春日井市廻間町字神屋洞 703 番 1

電話番号

0568-93-9080

自社 HP

https://youwasou.jp/

〔求職者へのメッセージ〕
【未経験歓迎】
【研修制度あり】
【年間休日 120 日以上】
【残業平均月 2 時間】
【副業
可】◎ぜひ施設見学にお越しください◎知的に障害のある方の生活支援・相談支援な
ど日常生活全般や、就労・地域生活に向けての支援をお願いします。年齢や性別を問
わず、活躍出来る法人です。来春新卒者（学部学科不問）も積極採用中！

事 業 所 情 報
出展時間帯 〔第 2 部〕15：00～16：30
事業所名

主な業種 製造業

旭産業㈱
〒 486-0906

所在地

春日井市下屋敷町字下屋敷 145

電話番号

0568-33-0511

自社 HP

https://www.asahi-sangyo.co.jp/

〔求職者へのメッセージ〕
大手電機メーカーとの取引が 9 割以上、また大手メーカーの下請企業として安定した
基盤があります。当社の平均有休取得率は 70％以上でワークライフバランスが実現
しやすい環境です。

出展時間帯 〔第 2 部〕15：00～16：30
事業所名

主な業種

飲食業

㈱あみやき亭
〒 486-0918

所在地

春日井市如意申町 5 丁目 12－8

電話番号

0568-32-8800

自社 HP

http://www.amiyakitei.co.jp

〔求職者へのメッセージ〕
●新鮮な国産牛をお値打ちに提供。中部地区に焼肉「あみやき亭」
・焼鳥と釜めし「美
濃路」を中心に、関東・グループ会社含め 262 店舗を展開中。
「店はお客様のためにある」ご来店頂いたお客様一人一人に満足して頂きたい一心で
頑張る会社です。
今後も関東・中部地区の出店に力を入れていく予定です。※全国転勤なし

事 業 所 情 報
出展時間帯 〔第 2 部〕15：00～16：30
事業所名

主な業種 医療・福祉

特別養護老人ホーム春日井樹の里
〒 486-0909

所在地

春日井市四ツ家町字四ツ家 221-1

電話番号

0568-33-3222

自社 HP

http://www.kinosato-seto.com/

〔求職者へのメッセージ〕
高齢者福祉施設と子育て支援施設が一体となったさまざまな多世帯が集まる施設で
す。
入居者様に対する介護業務(食事・入浴・排泄などの介助、居室掃除、レク活動等) を
行い入居者様の豊かな暮らしをサポートします。

出展時間帯 〔第 2 部〕15：00～16：30
事業所名

主な業種

運輸業・郵便業

亀甲通運㈱
〒 486-0923

所在地

春日井市下条町 1005 番地

電話番号

0568-81-3326

自社 HP

https://www.kikkou.co.jp/

〔求職者へのメッセージ〕
王子製紙のグループ会社として製紙原料輸送、紙製造ライン業務、工場緑地管理など
王子製紙春日井工場で半世紀以上の実績を誇る会社です。

事 業 所 情 報
出展時間帯 〔第 2 部〕15：00～16：30
事業所名

主な業種 製造業

㈱コンテック
〒 486-0917

所在地

春日井市美濃町２－９

電話番号

0568-31-4044

自社 HP
〔求職者へのメッセージ〕
コンテックは 90 年以上にわたって溶接をしている会社です。コンテックビジョンの
１つに「圧倒的に優れた溶接技術集団になる」を掲げて、
「どこよりも信頼感のある、
どこよりもうつくしい溶接を！」
、
「人にしか出来ない溶接技術をどこまでも高め
る！」を目指しています。

出展時間帯 〔第 2 部〕15：00～16：30
事業所名

主な業種

サービス業

㈱サクラ鈑金自動車
〒 486-0937

所在地

春日井市細木町１－１６－４

電話番号

090-7316-4737

自社 HP
〔求職者へのメッセージ〕
昭和 58 年創業の軽自動車、乗用車、トラック等の鈑金・塗装をメインとする会社で、
ディーラーや業者を主な取引先とし、プロの仕事をしています。
車の入出庫管理から担当部署の仕事、最終チェック迄トータルにサポートしてもらい
ます。
8 名程のアットホームな会社で、スキルアップしてもらえればと思います。

事 業 所 情 報
出展時間帯 〔第 2 部〕15：00～16：30
事業所名

主な業種 サービス業

㈱昌和警備保障
〒 486-0851

所在地

春日井市篠木町 5 丁目 1311 番地 244

電話番号

0568-81-7330

自社 HP

https://shouwakeibi-recruit.com/

〔求職者へのメッセージ〕
弊社は地元春日井市で創業、以来３４年の老舗警備会社です。多くのお客様のニーズ
に応えるべく交通誘導スタッフ、列車見張り員を積極的に募集しています。交通誘導
はお馴染みのお仕事ですが列車見張りとはどんな仕事なの？と興味を持たれました
ら気軽にブースまでお越しください。仕事内容・待遇などご案内します。

出展時間帯 〔第 2 部〕15：00～16：30
事業所名

主な業種

医療・福祉

特定医療法人晴和会
〒 480-0304

所在地

春日井市神屋町 1295-31

電話番号

0568-88-0284

自社 HP

https://www.mc-seiwa.com/

〔求職者へのメッセージ〕
仕事と私生活を両立できる環境が整っています。ワークライフバランスを充実させた
い方は是非ご検討ください。

事 業 所 情 報
出展時間帯 〔第 2 部〕15：00～16：30
事業所名

主な業種 建設業

㈱高柳組
〒 486-0844

所在地

春日井市鳥居松町 5-75

電話番号

0568-83-6111

自社 HP

http://www.takayanagi.co.jp/

〔求職者へのメッセージ〕
常にお客様と同じ視点にたって、細部まで、目配り、気配り、思いやりをもって、施
工を行い、信用・信頼と人脈をもとに、今後も創業経営理念を忘れることなく社員一
丸となって、地域に誇れる建築物を提供しています。

出展時間帯 〔第 2 部〕15：00～16：30
事業所名

主な業種

製造業

東海理化販売㈱
〒 486-0953

所在地

春日井市御幸町 2−6−18

電話番号

0568-31-4468

自社 HP

http://www.rika.co.jp

〔求職者へのメッセージ〕
当社は、主に畜舎（牛舎・豚舎・鶏舎）に無くてはならない畜舎用カーテンを製造、
販売を全国各地のお客様へお届けをしています。未経験の方も丁寧に教えさせて頂き
ますので是非ご応募お待ちしております。

事 業 所 情 報
出展時間帯 〔第 2 部〕15：00～16：30
事業所名

主な業種 製造業

パナソニックエコシステムズ㈱
〒 486-8522

所在地

春日井市鷹来町字下仲田 4017 番

電話番号

0568-81-0312

自社 HP

https://panasonic.co.jp/hvac/pes/

〔求職者へのメッセージ〕
パナソニックエコシステムズグループ会社であるパナソニックエコシステムズベン
テック株式会社の人事総務責任者を 1 名求人募集中です。
換気・空調機器用の部材の製造、販売を担う、空質部材のソリューションカンパニー
です。

出展時間帯 〔第 2 部〕15：00～16：30
事業所名

主な業種

卸・小売業

㈱不二屋
〒 486-0842

所在地

春日井市六軒屋町５－２９(ナフコ春日井店２階)

電話番号

0568-81-1016

自社 HP

http://www.nafuco-fujiya.co.jp/

〔求職者へのメッセージ〕
「街の冷蔵庫」をキャッチフレーズにしている地元に根付いたスーパーマーケットで
す。正社員、パート共に募集していますので、あなたの可能性を当社で試してみてく
ださい。

事 業 所 情 報
出展時間帯 〔第 2 部〕15：00～16：30
事業所名

主な業種 サービス業

フルハシ EPO㈱
〒 460-0022

所在地

名古屋市中区中山 1 丁目 14-18

電話番号

052-324-9088

自社 HP

https://www.fuluhashi.co.jp/

〔求職者へのメッセージ〕
フルハシ EPO は愛知に本社を構える創業 75 年のリサイクルの会社です。不要な木
材をチップにすることでリサイクルし、紙の原料や発電の燃料として販売していま
す。ニーズの高い事業内容だけでなくワークライフバランスを重視しており、愛知ブ
ランド企業に認定いただくなど企業としても働き方としても安定しています。

出展時間帯 〔第 2 部〕15：00～16：30
事業所名

主な業種

サービス業

㈱ホテルプラザ勝川
〒 486-0931

所在地

春日井市松新町 1-5

電話番号

0568-36-2441

自社 HP

https://www.theplaza.co.jp/

〔求職者へのメッセージ〕
春日井市の西の玄関口、勝川のランドマークとして、ホテルプラザ勝川は 1999 年 9
月に誕生しました。地元の皆様や県外、国外からの多くのお客様に支えられ、信頼を
培ってきました。お客様に喜んでいただきたい、お役に立ちたい。そんなサービスマ
インドを持った方、あなたの可能性を発揮できるステージがここにあります。

事 業 所 情 報
出展時間帯 〔第 2 部〕15：00～16：30
事業所名

主な業種 建設業

㈱松浦組
〒 486-0844

所在地

電話番号

春日井市鳥居松町四丁目 32 番地
090-3251-5113

自社 HP
〔求職者へのメッセージ〕
松浦組は、設立以来、道路から橋梁、河川、公園、下水道工事等の土木工事を通して、
春日井市を始めとする地域社会がより暮らしやすい生活環境、安全な環境になる様に
日々励んで参りました。土木工事は地域貢献できる非常にやりがいの有る仕事です。
私達と共に、
「いい仕事」
「かっこいい仕事」をしましょう！

出展時間帯 〔第 2 部〕15：00～16：30
事業所名

主な業種

運輸業・郵便業

名阪急配㈱
〒 486-0817

所在地

春日井市東野町 9 丁目 7-1

電話番号

0568-85-8124

自社 HP

https://www.meihankyuhai.co.jp/

〔求職者へのメッセージ〕
弊社は愛知県春日井市に本社を構え、岐阜・三重・滋賀・兵庫に点在しております。
コロナ禍でも物量・業務量に変動はなく、むしろエッセンシャルワーカーとして需要
が高まっております。様々な種・雇用形態がありますので、ご希望に沿った勤務条件
を見つけていただくことが可能です。

事 業 所 情 報
出展時間帯 〔第 2 部〕15：00～16：30
事業所名

主な業種 建設業

矢留工業㈱
〒 486-0801

所在地

春日井市上田楽町 291 番地

電話番号

0568-31-8152

自社 HP

http://www.yatome.co.jp

〔求職者へのメッセージ〕
令和元年に本社工場を新築移転しました。
新しくスタートした環境で会社と共に社員が成長していくために、適切な教育・訓練
を実施しています。また、様々なアイデアを発信できる提案制度があります。そして、
「人の和」を社是とし、社員同士の様々なコミュニケーション活動と充実した福利厚
生を整えています。

出展時間帯 〔第 2 部〕15：00～16：30
事業所名

主な業種

製造業

㈱ワールドメタル 東海営業所
〒 486-0945

所在地

春日井市勝川町 2-15-2

電話番号

0568-33-5600

自社 HP

http://www.worldmetal.co.jp

〔求職者へのメッセージ〕
当社はモノづくりに欠かせない、めっき処理関連薬品メーカーです。研究・開発から
製造・販売まで一貫して手掛けており、京セラ式アメーバ経営を実践しています。法
人営業職を募集しておりますが、文系理系を問わず、幅広く様々な業界で活躍されて
いる求職者を求めております。来たれ！将来の営業幹部。

