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事 業 所 情 報  

主な業種 建設業 インターンシップの有無 ○ 

事業所名 ㈱麻布 

所在地 

〒 486-0852  
 

春日井市下市場町 4-17-3 

電話番号 0568-87-7211 

自社 HP http://www.azabu-co.com/ 

〔学生へのメッセージ〕 

街をきれいにする仕事です。地域密着の塗装店 

 

 

 

主な業種 製造業 インターンシップの有無  

事業所名 栄和産業㈱ 

所在地 

〒 485-0061  
 

小牧市藤島町向江 15 

電話番号 0568-73 1101 

自社 HP https://eiwa-shinryog.com/ 

〔学生へのメッセージ〕 

様々なプラスチック部品を開発から製造まで実施している会社です。きっと

あなたに合った仕事が見つかります。 

http://www.azabu-co.com/
https://eiwa-shinryog.com/
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事 業 所 情 報  

主な業種 卸・小売業 インターンシップの有無 ○ 

事業所名 ㈱オフィスアサイ（中部事務機再販） 

所在地 

〒 485-0046  
 

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/ 

〔学生へのメッセージ〕 

弊社は小牧市で中古オフィス家具の買取・販売を行っておりまして SDG‘ｓ

の取り組みなど微力ながら社会に貢献しております。 

 

 

 

主な業種 製造業 インターンシップの有無  

事業所名 倉敷レーザー㈱ 

所在地 

〒 486-0802  
 

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/ 

〔学生へのメッセージ〕 

倉敷レーザーは最新のレーザー加工機を備え、ハイレベルな生産技術と、シ

ステマティックに構築された生産管理体制で品質とスピードを追求してい

ます。作成する製品は幅広く、時には身近で意外なモノを製作しており、と

てもやりがいを感じられます。 

https://usedoa.jp/
https://www.k-lasergroup.com/
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事 業 所 情 報  

主な業種 建設業 インターンシップの有無 ○ 

事業所名 ㈱幸建 

所在地 

〒 486-0801  
 

春日井市上田楽町 2738-3 

電話番号 0568-37-3881 

自社 HP https://www.e-kouken.jp 

〔学生へのメッセージ〕 

お客様に喜んで頂くため、質の高い仕事を行い、多くのお客様に愛される企

業。平均年齢 30歳の活気ある職場で一緒に成長を目指しましょう。 

 

 

 

主な業種 製造業 インターンシップの有無  

事業所名 ㈱コモ 

所在地 

〒 485-0082  
 

小牧市村中 505-1 

電話番号 0568-73-7050 

自社 HP https://www.como.co.jp/ 

〔学生へのメッセージ〕 

パネトーネ種の長時間熟成発酵により生み出される独特の風味とくちどけ

の良さは、世代・性別を問わず多くの方からご支持をいただいています。最

近は非常時の備蓄食として、またフードロスに貢献できる食品としても注目

度が高まり、テレビや新聞等多くのメディアから取材を受けています。 

https://www.e-kouken.jp/
https://www.como.co.jp/
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事 業 所 情 報  

主な業種 製造業 インターンシップの有無 ○ 

事業所名 三友工業㈱ 

所在地 

〒 485-8531  
 

小牧市舟津 1360 

電話番号 0568-72-3169 

自社 HP http://www.sanyu-group.com/industry/ 

〔学生へのメッセージ〕 

『自分にあった会社の見つけ方』教えます。 

①業界№1のシェアを誇る『営業力』『技術力』を持っている 

②『機電一体』の社内体制で他社に追随を許さない 

③『離職率が低い』2021年度 3.05％’（製造業：離職率 10％） 

 

 

 

主な業種 卸・小売業 インターンシップの有無 ○ 

事業所名 ㈱清水屋 春日井店 

所在地 

〒 486-8577  
 

春日井市瑞穂通５－３３ 

電話番号 0568-85-1115 

自社 HP https://www.shimizuya.co.jp/ 

〔学生へのメッセージ〕 

清水屋の魅力は幅広い事業展開です。小売店として地域社会に密着した長年

続く事業、新しい事業、どちらも行っています。新しい事業として、現在は

フォトスタジオ事業の充実に力を入れています。 

http://www.sanyu-group.com/industry/
https://www.shimizuya.co.jp/
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事 業 所 情 報  

主な業種 卸・小売業 インターンシップの有無 ○ 

事業所名 ㈱タイセイ 

所在地 

〒 461-0001  
 

名古屋市東区泉 2-1-19 

電話番号 052-931-9553 

自社 HP http://www.taisei-net.co.jp/ 

〔学生へのメッセージ〕 

営業・製造技術職問わず活躍できるメーカー兼商社です。「やりたいことを、

まずやってみる」若い人材が国内外で活躍する当社で、あなたのスキルを活

かしてみませんか？ 

 

 

 

主な業種 建設業 インターンシップの有無 ○ 

事業所名 ㈱高柳組 

所在地 

〒 486-0844  
 

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/ 

〔学生へのメッセージ〕 

高柳組の理念は「一本の釘にも誠意をこめて」。理念に沿って、愛知県の春日

井・小牧エリアを中心に永く使用できる建物を提供してきました。1962年の

設立以来、地域を支える公共施設や商業施設、医療・福祉施設、工場、倉庫、

事務所など、大規模施設の建設に元請けとして携わっています。 

http://www.taisei-net.co.jp/
http://www.takayanagi.co.jp/
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事 業 所 情 報  

主な業種 製造業 インターンシップの有無 ○ 

事業所名 ㈱富窪精機 

所在地 

〒 486-0901  
 

春日井市牛山町 1238番地 

電話番号 0568-31-2520 

自社 HP https://www.tomikuboseiki.co.jp 

〔学生へのメッセージ〕 

当社の主力事業は、精密ゴムや樹脂ホースの金型設計・製作。自動車の金属

部品の支持、衝撃や振動の吸収、タンクからエンジンに燃料を供給したりす

る自動車に不可欠なゴム・ホース部品を生み出す重要な製品です。現在では、

展示会への出展や生産設備投資を積極的に行うことにより、新規顧客・新規

依頼が舞い込んでいます。 

 

 

 

主な業種 製造業 インターンシップの有無 ○ 

事業所名 日本プラスチックス・テクノロジーズ㈱ 

所在地 

〒 485-0077  
 

小牧市西之島 1818 

電話番号 0568-74-6572 

自社 HP www.jptech.co.jp 

〔学生へのメッセージ〕 

小牧市で自動車内装部品を製造販売している会社で、約 60 年の歴史のある

会社です。新たな技術獲得に向けて技術開発部門の人材採用・育成を強化し

ております。その為若い人のフレッシュな意見も取り入れたく、新卒採用も

積極的に行っております。中部大学のOB も在籍していますので気軽に立ち

寄ってください。 

https://www.tomikuboseiki.co.jp/
http://www.jptech.co.jp/
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事 業 所 情 報  

主な業種 サービス業 インターンシップの有無 ○ 

事業所名 フルハシ EPO㈱ 

所在地 

〒 460-0022  
 

名古屋市中区金山 1丁目 14番 18号 

電話番号 052-324-9088 

自社 HP https://www.fuluhashi.co.jp/ 

〔学生へのメッセージ〕 

私たちフルハシ EPO は愛知に本社を構える創業 75 年の木材リサイクルの

会社です。 

社会的にニーズの高い事業内容のため企業の成長性には自信があり、それだ

けでなく GW・夏季・年末年始の長期休暇、残業が少ない業務形態などワー

クライフバランスを重視しています。成長と安定のリサイクル会社をぜひ覗

いてみてください。 
 

 

 

主な業種 製造業 インターンシップの有無 ○ 

事業所名 前田鐵鋼㈱ 

所在地 

〒 486-0817  
 

春日井市東野町 5-25-1 

電話番号 0568-84-8420 

自社 HP http://maeda-steel.co.jp/ 

〔学生へのメッセージ〕 

私どもは春日井市にある前田鐵鋼株式会社です。昔から鐵はものづくりの根

本を担い、あらゆる産業の根幹を支えています。私たち社員はこの価値ある

素材である鐵の流通業としてお客様のあらゆる鋼材ニーズにお応えするこ

とに誇りをもっております。会社見学随時受付中です。興味を持たれた方は

気軽に見学に来てみてください。 

 

https://www.fuluhashi.co.jp/
http://maeda-steel.co.jp/

