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主催：中津川市・恵那市雇用対策協議会・中津川商工会議所・中津川北商工会・恵那商工会議所・恵那市恵南商工会
　　　ハローワーク中津川・ハローワーク恵那・ハローワーク木曽福島
お問合せ：ハローワーク中津川　TEL.0573-66-1337 ／ハローワーク恵那　TEL.0573-26-1341

中津川・恵那の
優良企業が多数参加！

8月3日（土）
13:00～16:00（12:30から受付開始）

東美濃ふれあいセンター（多目的アリーナ）

QRコード

シニアの方、子育てママさんも　ぜひご来場ください！

入場無料
入退場自由
事前予約不要
履歴書不要

参加企業

89 社
《86ブース》
詳細は裏面を
ご覧ください
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参加企業89社（86ブース）
併設コーナー・・・・・・・・・
●ハローワーク職業相談コーナー
●中津川市ワーカーサポートセンター
●恵那くらしビジネスサポートセンター
●自衛隊紹介コーナー 

●雇用保険受給中の方は受給資格者証をお持ちください。
●当日は「受付カード」をご用意しますので、会場にてご記入ください。 尚、履歴書は必要ありません。
お問合せ・・・ハローワーク中津川 TEL0573-66-1337 FAX0573-66-8048 ／ ハローワーク恵那 TEL0573-26-1341 FAX0573-26-2076

ブース
番 号 事業所名 企業 PR ブース

番 号 事業所名 企業 PR

1 株式会社 愛工機器製作所 多様化するプリント配線板ニー
ズを追求しています 43 ダイキャスト東和産業 株式会社 創業93年　車産業に必要不可欠

なダイガストメーカー

44 株式会社 大成 紙づくり60年の技術を地球環
境に生かしています

45 DAISEN 株式会社 “はばたく中小企業・小規模事
業者300社”を授賞

46 有限会社 大矢コンサルタント 土地に関する調査・測量からプ
ランニング・設計まで

47 高木建設 株式会社 リニア駅が地元の工務店で共に
未来を築きましょう！

48 中央紙運輸 株式会社 資源の安定供給で地域に愛され
る企業を目指してます

49 中菱テクニカ 株式会社 明るく安全で安心して働ける儲
かる会社を目指して！

51 東栄製紙工業 株式会社 環境にやさしい製品づくりを、
第一に考えています

53 株式会社 トーノーデリカ 安心・安全な食品を食卓へお届
けいたします

54 株式会社 トキワ 自分が携わった製品が世界中の
誰かを幸せにする喜び

55 トスレック 株式会社 中津川工場 モノづくりが好きな方にピッタ
リの企業です

56 特別養護老人ホーム 延暦寺 広済寮 ピカピカの新しい広済寮へみん
な集まれー!

57 トヨタケ工業 株式会社 国内外の自動車シートカバーを
製造。女性活躍中！

58 株式会社 トライ 地理情報システムを活用した測
量技術にトライします

59 株式会社 中島工務店 加子母から全国でものづくりに
取り組む工務店です

60 名古屋国税局 中津川税務署 税のスペシャリストとして、一
緒に歩みましょう！

61 中津スバル販売 株式会社 スバル車の販売を通し車に乗る
楽しさを伝えています

62 南海食品 株式会社 大豆のうまみが豊富な油揚げ製
造販売会社です

63 日本郵政 株式会社 かんぽの宿 恵那 景勝地「恵那峡」を眼下に望む
絶景の温泉ホテル

64 株式会社 バローホールディングス 当社にとって現場の1人ひとり
が大切な人材です

65 有限会社 東野 農地を再生し、地域も元気！栽
培から販売まで！

66 社会福祉法人 ひがし福祉会 若手職員が多く活躍！各種休
暇・手当も充実！

67 東美濃農業協同組合（JAひがしみの） 農業と地元と人を愛せる仕事が
ここにある

68 檜創建 株式会社 伝統技術と素材を活かす檜浴
槽・浴室総合プランナー

69 フォーティーンヒルズカントリークラブ＆ホテルウインザー アットホームな職場！チャレン
ジングな企業！

70 株式会社 富士薬品 未経験OK！健康をサポートする
業界№1配置薬の営業

71 本多金属工業 株式会社 恵那工場 アルミ形材を一貫生産で多業種
に提供します

72 株式会社 ホンダプリモ中津川 地域にとって【なくてはならな
い】存在へ

74 三和建設 株式会社 常に開拓者、開発者でありた
い。これが私たちの使命

75 美濃工業 株式会社 世界レベルの超薄肉化技術で自
動車軽量化に貢献！

76 宮島建設 株式会社 自然と建築の美しい調和創りに
貢献します

78 ミリオン電工 株式会社 でんき・くうちょう・すいどう
ミリオン電工株式会社

79 明光化成工業 株式会社 自動車のアシストグリップ生産
数世界№1

80 株式会社 メルコエアテック 三菱電機グループで福利厚生充
実の働き易い職場

81 株式会社 山本製作所 恵那工場 ファインブランキング加工では
国内№1です

82 株式会社UACJ 金属加工 恵那工場 野球金属バット、自動車部品他
アルミ製品の一貫生産

83 株式会社 ヨコヤマ精工 経験不問　万全の教育体制で一
人前に育てます

84 株式会社 吉川工務店 人や地域との繋がりを大切にす
る温かみある会社です

85 ワイ・ケー・ピー工業 株式会社 製造工程に自社開発のＩｏTシ
ステム導入し改善中

86 社会福祉法人和敬会倶楽部　ふくろうの杜 ぎふいきいき介護事業所の認定
を受けた事業所です

77 医療法人みらい　介護老人保健施設中津川ナーシングピア 「利用者様本位のサービス」を
行う介護事業所です

73 三菱電機エンジニアリング 株式会社 中津川事業所 開発・設計を専門に行う三菱電
機のグループ会社

50 千代田電子工業 株式会社 地元にいてもメジャーに挑戦

2 愛中理化工業 株式会社 相談でき働きやすい環境　長期
連休有り、休みも充実

3 株式会社 青山製作所 製造本部 福利厚生やイベントが充実し活
気にあふれた会社です

4 明知ガイシ 株式会社 日本ガイシのグループ会社でガ
イシのトップメーカー

5 有限会社 アドバンス 東濃エリアで地域密着型の美容
室を経営しています

6 株式会社 アパックス 明日のグリーン物流を考え、循
環型社会に貢献します

7 株式会社 アミックスコム 恵那密着ケーブルテレビで一緒
に働きませんか？

10 イハラサイエンス 株式会社 岐阜事業所 おもしろい、もうからないのは
仕事じゃない！

11 岩村三協 株式会社 プラスチック製造業のノウハウ
を、すべて伝えます

12 恵那眼鏡工業 株式会社 有名ブランドの眼鏡フレームを
多数生産しています！

13 恵那機器 株式会社 設立以来、航空宇宙機器部品製
造に特化しています

14 株式会社 恵那金属製作所 生産能力世界トップレベルの切
削加工メーカーです

16 恵那東海理化 株式会社 世界初となる市販車向け電子ミ
ラーを生産しています

17 株式会社NSP KS 自社製品「基礎鋼製型枠」全国
シェア70％の企業です

18 株式会社 エヌケイスチール 実績信任・請負万全・精巧技術
～施工するのは絆～

19 株式会社 オークワ 東海事業所 商業を通じて地域社会に貢献し
よう

20 株式会社 オーセンテック 水処理のエキスパートを育て、
成長する会社です

22 株式会社 大坪通信設備 中津川を中心に電気・通信工事
を行う元気な会社です

23 株式会社 岡山工務店 地域に愛され、今年で創業49年
転勤なしの本社勤務

25 株式会社 加藤工務店 技術と信頼で、21世紀の社会
環境を創造する

26 岐阜王子紙業 株式会社 製紙業界国内最大手である王子
グループの一員です！

27 株式会社 協信 小さくても“キラリ”と光る会
社を目指しています

29 共和木材工業 株式会社 やる気があるかたお待ちしてい
ます

30 株式会社 銀の森コーポレーション 豊かな自然環境のもと、食文化
の発展に貢献します

31 Ｃare Bank 株式会社 音楽療法のある利用者様に寄り
添える施設です

33 社会福祉法人 恵峰会 ゆったりと流れる穏やかな日常
を大切にしています

35 社会福祉法人 恵和会 一緒に恵和会で「あなたらし
く」働いてみませんか

36 株式会社 広和木材 「広がる空間、家族の和」を合
言葉に感動する家造り

37 社会福祉法人 五常会 アッタカーイ心で日々の生活を
お手伝いしませんか？

38 株式会社 サンシャインライフ 中津川に誕生！最新のテクノロ
ジーを導入した施設！

39 CS中津川 株式会社 世界に飛躍する製造メーカー
福利厚生も充実

40 志津建設 株式会社 総合建設業として地域と共に歩
んでいきます

42 セコム 株式会社 中部本部 安心安全な社会を創る、それが
セコムの使命です

41 株式会社 スーパーチェン主婦の店中津川店（スマイル） みなさまの食文化や暮らしを豊
かにします

34 社会福祉法人恵雄会　特別養護老人ホームこころの丘 利用者様が常に「安心・安全・
快適に暮らせる」施設

32 社会福祉法人敬愛会　特別養護老人ホームシクラメン 地域に愛され地域と共に、福祉
事業で地元を支えます

28-1 協和ダンボール 株式会社 地域社会を感動させ、地域№1
企業になります

28-2 株式会社 協和 SP 段ボール加工が得意
和気藹々とし活気のある企業

28-3 株式会社 ウェル協和 皆で助け合い、障がい者の方の
就労支援を行います

24 株式会社 カナエジオマチックス 岐阜支店 地理空間情報技術で自治体、企
業にイノベーションを

21 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ 株式会社 南木曽町にてお風呂自慢の温泉
ホテルを営業中です

15-1 恵那市恵南商工会 商工会は経営支援を通じて事業
者の未来に貢献する

15-2 中津川北商工会 地元の事業所の未来に貢献します

9 株式会社 EGH 恵那峡グランドホテル 49年の歴史がある、天然温泉
絶景の宿です

8 株式会社 アメリカンネットサービス
メダリオン・ベルグラビアリゾート

ゴルフ場とホテルを併せ持った
リゾート施設です

8月3日（土）13:00～16:00（12:30から受付開始）東美濃ふれあいセンター（多目的アリーナ）

52 東清 株式会社 生活環境を守る老舗企業！公私
ともに充実できます！

全 89 社（86 ブース）きっと大切な出会いがあるはず！
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