
オンライン合同企業説明会　参加企業情報（開催日・業種別50音順） ※都合により、セントラルコンベヤー㈱様は欠席になりました。

参加日　 企業名 業種 主な事業内容 採用職種
採用対象

新卒
採用対象

中途
エントリーフォームＵＲＬ

事前公開
資料

学生・求職者の皆さんへメッセージ

㈱オーケーエス メーカー 治具などの設計・製作 技術系総合職 ○ ○ https://ok-navi.com/2021/company/view/402 なし モノづくりの楽しさを仕事にしてみませんか。こんな会社はほかにありません。

大和化成工業㈱ メーカー
自動車用プラスチック部
品の設計から製造

設計、設備開発、営業、品質保証、生産準備、一般事務 ○ - https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp224669/outline.html なし
一つの領域にこだわらずあらゆる観点から アイディアを展開し、
未来のクルマが必要とする製品や設備の創造に期待しています。
柔軟は発想で実現させる新しいものづくりにチャレンジして下さい！

中野MONOテクノロジー㈱ メーカー
検具、治具、品質保証に
関するシステムプログラ
ムの作成。

技術スタッフ ○ - https://ok-navi.com/2021/company/entry/48 なし
CAD設計・NC加工から仕上げまでの一貫工程を担当し、日々色々な事にチャレンジできます。教
育期間も充実していて、先輩のサポートもあり、活気のある会社です。物作りに興味があれば楽
しく働く事ができる環境が整っています。

前田グループ
（㈱前田シェルサービス/㈱前田技研）

メーカー はん用機械器具製造 営業職、技術職、営業事務職 ○ - https://ok-navi.com/2021/company/view/60 あり 食品・医薬化粧品・自動車など、普段の生活に安心安全を提供する製品を造っています。

㈱カーザミカワ 流通・小売
主に地域の工務店さんへ
の建材の卸売り

営業 ○ - https://job.mynavi.jp/21/pc/optDrNtUA/info.html?corpId=223570 なし

皆さん、こんにちは。株式会社カーザミカワです。
弊社は、床や扉などの、家を建てる時の材料となる「建材」と呼ばれる商品を取り扱っています。
「自分たちが主役」になって会社の未来をつくろうという意欲のある方
是非、カーザミカワで一緒に働きませんか？

㈱Ｇ－７スーパーマート 流通・小売
食品スーパー【業務スー
パー】を全国にＦＣ展開

店舗スタッフ（店長候補） ○ ○ https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp86791/outline.html あり
弊社は北海道から九州まで全国１４９店舗の「業務スーパー」を展開しており、ＦＣ加盟法人で店
舗数Ｎｏ.１！　岡崎市内では「２店舗」運営しております。身近な食品スーパーの魅力をぜひ体験
してください。

(社福)おかざき福祉会 サービス
特別養護老人ホーム・
ショートステイ等での介護
サービスの提供

介護士 ○ ○ http://recruit.okafuku.com/ なし

「長く安心して働ける職場づくり」でみなさまをお待ちしています！
介護業界トップクラスの休日と給与。年間休日120日＋有給休暇と給与に自信を持っています。
最高のサービスを目指すには、身体的、精神的なゆとりが必要。おかざき福祉会には豊富な施
設が揃っているので、自分に合った施設、働き方がきっとみつかります！

レンテック大敬㈱ サービス
建設機械を中心とした総
合レンタル企業です。

営業・技術・事務 ○ ○ https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp93448/outline.html なし

・建設機械、仮設資材、イベント用品等様々な取扱商品による総合サービス
・愛知、岐阜、静岡で３０近い拠点展開と高い技術力による安心のサービスを提供

『地元の街造りをサポートする会社』として地域に密着・貢献できるお仕事です。

㈱アイホウテクノ メーカー

㈱浅井製作所 メーカー
トヨタグループ、ホンダ、マ
ツダ等の車の部品製造

総合職(営業、営業事務、品質、技術） ○ ○ http://asai-ss.net/contact.php あり
トヨタ車を中心とした車の鉄部品（ﾊﾟｰﾂ）を製造しています。他にもﾎﾝﾀﾞ、ﾏﾂﾀﾞ、ｽｽﾞｷにも部品提
供をしています。今回の募集として営業、営業助手（事務）や品質管理（事務）などを担当してくれ
る学生さんを募集しています。将来の幹部候補を募集しています。

㈱南山園 メーカー
抹茶・碾茶の製造販売、
各種日本茶の販売、茶園
運営管理

営業職（本社・関東）、製造・生産関連職、販売職、事務職 ○ - あり
地域ブランド「西尾の抹茶」製造元です。「お客様満足の追求」と「抹茶の新たな価値創造」の為
に、社員一人一人が成長していくことを目指しています。日本を代表する文化である「抹茶」の可
能性に、一緒に挑戦しましょう！

㈱メタルヒート メーカー
各種金属製品に対する真
空熱処理事業

総合職（技術系）、総合職（事務系） ○ ○ https://ok-navi.com/2021/company/view/314 なし 弊社は自動車・半導体・エネルギーなど幅広い産業において、欠かす事の出来ない「金属熱処
理」を行っております。ものづくりに興味ある方、お待ちしております。

小原建設㈱ 建設・建築
建築・土木施工管理業
務、建築・土木設計監理
業務

技術（建築施工管理職・土木施工管理職） ○ ○ https://www.obara-group.com/recruit/ なし

【創業114年の総合建設会社で街づくりをしませんか？】
“誠実”が当社の行動全ての根幹を成す企業理念です。創業110年を越え、長年培った技術力と
お客様からの信頼、そして社員一人一人の「ヒトとしての価値」が当社の強みです。
ご興味がある方は是非ご応募ください！

岡崎製材㈱ 流通・小売 建築資材販売卸 営業職、技術職 ○ - https://ok-navi.com/2021/posts/event/106 あり
三河エリア(岡崎・西尾・豊田）の営業拠点があり、地元貢献したい！自分の力を試したい！住宅
や暮らしに関わっていたい！など様々な思いがあります。先輩たちは建築知識ゼロからのスター
トをしています。一緒に住まいや暮らしに取り組んでいきませんか？

愛知自動車㈱ サービス 自動車の整備と販売 自動車整備士・営業 ○ ○ https://ok-navi.com/2021/company/entry/322 あり クルマが好き、人が好き。そんな貴方の力を発揮できる場所です。資格が取れる！ツナギ貸与で
体験もできます。ぜひどうぞ。

岡崎商工会議所 サービス 地域総合経済団体 総合職 ○ ○ https://ok-navi.com/2021/company/view/284 なし

岡崎商工会議所は、地元企業の成長と地域の発展を支援する地域総合経済団体です。小さい組
織だからこそ、様々なチャレンジをする機会があり、活躍できる職場であると考えています。”岡崎
の企業を、地域を、もっと盛りあげたい！元気にしたい！”そんな熱い想いをもつ方をお待ちして
おります。

㈱葵商店 メーカー
主に自動車用鋼板を加
工・販売する製造業

製造技能職 ○ - https://ok-navi.com/2021 あり
技能職は製品・機械の状態、人の動き、安全のルールなど気を付けることが沢山あります。入社
してからは取り組みやすい作業からスタートします。今後の葵商店を私たちとともに創り上げてい
きましょう！

㈱岡田鉄工所 メーカー
工作機械部品、鍛圧機械
部品の加工

技術営業、生産技術、工場管理 ○ - http://www.okada-tekko.co.jp なし
「感謝の心で最善を尽くす。」複雑な形状の大型鋳物を1/1000㎜精度で加工しています。常に新
たな発想で、新たな設備を導入し、新たな技術を追求しています。一緒に新しい世界を創造しま
せんか？

㈱三龍社 メーカー
燃焼装置事業/モータ事
業/デベロッパー事業　他

設計/営業/生産管理 ○ -

E-mail（saiyou@sanryusha.co.jp）にて。
会社説明会に参加ご希望の方は、
メールにて「氏名」、「学校名」、「学年・学部」、「連絡先」をお知らせください。
折り返しご連絡いたします。

あり

【創業１２３年の老舗企業】　【岡崎市/転勤なし】
人々の豊かな生活に欠かせない、都市向けの大型ごみ焼却装置や発電にも使用するボイラ用の
燃焼装置の設計/製造をしています。その他にも住宅設備やスマートフォンなど身近なものに繋
がる仕事をしています。
開発/設計から部品製作/組立までの一貫生産ができるのが強みです。
ものづくりで、人々を笑顔にする会社。それが三龍社です。

㈱ヤマコ メーカー 業務用海苔の加工、販売 生産管理、品質管理、営業、総務 ○ ○ http://www.yamako.net/ なし 明るく、元気のある学生からの応募をお待ちしております。

ワルツ㈱ 流通・小売
コーヒー製造メーカー、食
品の卸売・小売販売、カ
フェ事業

営業、販売、事務、外食 ○ - http://www.waltz.co.jp あり 企業理念は「大きい会社よりいい会社」です。規模の大きさだけを追求せず働く喜びとやりがいの
ある職場環境作りに努力し、もっといい会社になるために全員が共に考えています。

ミカワリコピー販売㈱ 流通・小売
OA機器の販売・保守等、
オフィス環境整備につい
てのコンサルティング

総合職（営業・技術・販売・事務） ○ ○ https://ok-navi.com/2021/posts/view/130 なし

年間休日１２４日！！ミカワリコピー販売は、トータルオフィスプランナーとして地域のお客様の”
働きやすい”をカタチにするお手伝いをしています！取扱商品の幅が広く、地元のさまざまな業種
の会社と取引があり、知らない世界やいろいろな人とかかわる(出会う)チャンスがたくさんありま
す。

(一社)岡崎市医師会 サービス
人間ドック事業、健康診断
事業など

事務職（営業、事務、受付）、システムエンジニア、医療職 ○ - https://ok-navi.com/2021/company/entry/324 あり
地域の皆様の保健、医療、福祉に貢献するやりがいある仕事です。教育制度や福利厚生も充実
しており、職場環境の整った働きやすく、明るい職場です。地域住民の方の健康を一緒にサポー
トしてみませんか。

㈱ナンブ サービス
在宅医療機器・福祉用具
レンタル、各種介護サー
ビス

営業職、介護職 ○ ○ https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp102718/outline.html なし

ナンブの仕事は、医療・福祉・福祉の分野で困っている人を助ける仕事です。
私たちは、在宅医療機器・福祉用具を必要としている方がにお届けし、患者さま・利用者さまの生
活の質の向上に貢献します。また介護サービスでは利用者さまやそのご家族が笑顔になれる
サービスを目指しています。

５月２７日（水）

５月２９日（金）

後日公開！

５月２８日（木）
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