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グループ 番号 事業所名

1 イハラサイエンス　株式会社 p 1

2 恵那ダンボール　株式会社 p 1

3 恵那東海理化NExT　株式会社 p 2

4 株式会社　ソーワテクニカ p 2

5 株式会社　ダイドー電子 p 3

6 株式会社　高峰楽器製作所 p 3

7 株式会社　デンソーテン　中津川製作所 p 4

8 株式会社　トキワ p 4

9 三菱電機　株式会社　中津川製作所 p 5

10 株式会社　恵那川上屋 p 5

11 株式会社　銀の森コーポレーション p 6

12 株式会社　サラダコスモ p 6

13 板垣建設　株式会社 p 7

14 株式会社　中島工務店 p 7

15 ミリオン電工　株式会社 p 8

16 株式会社　吉川工務店 p 8

17 サン太陽ホーム中津川 p 9

18 医療法人　みらい p 9

19 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 p 10

20 株式会社　オークワ　東海事業所 p 10

21 有限会社　トマト p 11

22 恵那市役所 p 11

23 中津川市役所 p 12

24 東美濃農業協同組合（JAひがしみの） p 12

【製造】

Aグループ　（ p１～p12 ）

A

ページ

【製造（食品）】

【小売・サービス】

【公務・金融】

【建設・建築・電気工事】

【福祉・介護】



グループ 番号 事業所名

25 株式会社　愛工機器製作所 p 13

26 株式会社　青山製作所 p 13

27 明智セラミックス　株式会社 p 14

28 株式会社　恵那金属製作所 p 14

29 大健工業　株式会社 p 15

30 株式会社　大同キャスティングス p 15

31 中菱テクニカ　株式会社 p 16

32 本多金属工業　株式会社 p 16

33 美濃工業　株式会社 p 17

34 明光化成工業　株式会社 p 17

35 株式会社　山本製作所　恵那工場 p 18

36 株式会社　新杵堂 p 18

37 株式会社　トーノーデリカ p 19

38 石原電機工業　株式会社 p 19

39 株式会社　加藤工務店 p 20

40 株式会社　広和木材 p 20

41 社会福祉法人　敬愛会　シクラメン p 21

42 医療法人　恵雄会 p 21

43 社会福祉法人　恵和会 p 22

44 国民健康保険　上矢作病院 p 22

45 中津川市民病院 p 23

46 恵那市消防本部 p 23

47 岐阜県警察 p 24

48 中津川税務署 p 24

B

ページ

Bグループ　（ p13～p24 ）

【製造（食品）】

【公務】

【医療】

【建設・建築・電気工事】

【福祉・介護】

【製造】



グループ 番号 事業所名

49 明知ガイシ　株式会社 p 25

50 株式会社　エナ p 25

51 恵那機器　株式会社 p 26

52 株式会社　協信 p 26

53 協和ダンボール　株式会社 p 27

54 トヨタケ工業　株式会社　岩村工場 p 27

55 名古屋技研工業　株式会社 p 28

56 日東工業　株式会社 p 28

57 株式会社　瑞穂鉄工所 p 29

58 株式会社　ミツトヨ　中津川工場 p 29

59 ユニオン電装　株式会社 p 30

60 株式会社　岡山工務店 p 30

61 セントラルグループ p 31

62 美濃建設　株式会社 p 31

63 株式会社　山岡ハウジング p 32

64 ダイシンコンサルタント　株式会社 p 32

65 有限会社　大矢コンサルタント p 33

66 恵南森林組合 p 33

67 社会福祉法人　五常会 p 34

68 社会福祉法人　ひがし福祉会　飛翔の里　生活の家 p 34

69 医療法人社団　岐友会　中部クリニック／有限会社　中部GPF p 35

70 セコム　株式会社 p 36

71 ヤマモトエナジー販売　株式会社 p 36

72 山本石油　株式会社 p 37

Cグループ　（ p25～p36 ）

C

ページ

【小売・サービス】

【建設・建築・設備工事】

【測量・設計・建設コンサルタント】

【林業】

【医療】

【福祉・介護】

【製造】



グループ 番号 事業所名

73 明知・大成化工　株式会社 p 37

74 株式会社　加藤製作所 p 38

75 株式会社　クマガイ p 38

76 白鳥恵那愛知電機　株式会社　恵那工場 p 39

77 株式会社　曽我木材工業 p 39

78 ダイキャスト東和産業　株式会社 p 40

79 千代田電子工業　株式会社　いわむら工場 p 40

80 東濃コアー　株式会社 p 41

81 株式会社　パロマ　恵那工場 p 41

82 メークス　株式会社 p 42

83 ＲＩＴＡエレクトロニクス　株式会社 p 42

84 ワイ・ケー・ピー工業　株式会社 p 43

85 株式会社　アイギハウジング p 43

86 五十嵐工業　株式会社 p 44

87 株式会社　加地工務店 p 44

88 付知土建　株式会社 p 45

89 株式会社　地域コンサルタント p 45

90 社会福祉法人　恵北福祉会 p 46

91 有限会社　ナチュラルケア中津川 p 46

92 自衛隊　岐阜地方協力本部　恵那地域事務所 p 47

93 中央紙運輸　株式会社 p 47

94 マクドナルドフランチャイジー　有限会社　ユナイテッド・エス p 48

95 マルヤマグループ p 48

【その他】

D

Dグループ　（ p37～p48 ）

【製造】

【運送・飲食サービス】

【公務】

【建設・建築・設備工事】

【測量・設計・建設コンサルタント】

【福祉・介護】

ページ



所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 154 人 平均年齢 42 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 130 人 平均年齢 40 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

当社は、本社工場のある岐阜県恵那市、大垣工場のある岐阜県養老郡、松本工場のある長野県松本市で、
ダンボール設計、ダンボールシート製造、ダンボール箱の印刷、仕上げ、配送までの一貫生産を行っています。
岐阜県・愛知県・長野県を主な配送エリアとして、日々、お客様の製品を守る為の適正梱包に取り組んでいます。

機械の種類にもよりますが、当社では２～１０名で１台の機械を担当します。
自分の担当する機械に興味を持ち知識を積み上げていって欲しいと思っています。
チームワークを重視しつつ、自分の技術向上を楽しめる方を求めています。
社員旅行は５年に１回実施しています。行先は、毎回違いますがグアム、上海、沖縄などです。

私たちは、お客様に“発見”と“感動”をお届けするために、継手やバルブや配管を造っています。
私たちのコア・コンピタンスは、“3喜の顔を想いてSHSを4望で”です。
“3喜の顔”とは、お客様の喜んでいる顔、仲間の喜んでいる顔、自分の喜んでいる顔です。
“SHS”とは、 適な配管システムです。“4望で”とは、お客様の望んでいる“時”に、望んでいる“モノを”、
望んでいる“形”と望んでいる“価格”でお届けすることです。
その実現のために社員が本気で挑戦し続ける“夢・主体・一体”のチームがわが社です。
“世界一すごい配管屋”と言ってもらえるように！

付知の地に会社はありますが、従業員は北海道から九州までの出身者がいます。
チャンスと実力があれば海外でも活躍が出来ます。

２　恵那ダンボール　株式会社

恵那市長島町中野７９１－１

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-２５-３１０５

http://www.enadan.co.jp

製造業（ダンボール製造）

１　イハラサイエンス　株式会社

中津川市付知町10424

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-８２-４１２５

http://www.ihara-sc.co.jp

製造業（金属加工）

-  1  -



所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 781 人 平均年齢 36 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 225 人 平均年齢 42 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

●三菱電機100％出資の子会社で健康保険など福利厚生は三菱電機と同様となっています。
●完全週休2日制で21年度の年間休日は129日（ＧＷ7日間、夏季8日間、年末年始7日間）です。
●休暇については有給休暇の他に、家族の看護や介護、地域活動などに使用できる特別休暇も導入しています。
●業務を覚えていただくまでは先輩社員が丁寧に指導しますので未経験者の方でも安心です。
●資格取得や技能取得、能力向上などの支援もしています。

当社は自社ブランド製品の設計、製造、販売、品質管理を行い、「良い製品を安く、安全に、心をこめて」を
お客様にお届けするよう社員一丸となって生産活動を行っています。
入社後は新社会人としての研修をグループ会社の新入社員が集まって6ケ月程度学び、
配属後は先輩社員が丁寧に指導していきます。
物づくりが好きな方、興味がある方は是非当社で、風にのせてお客様に笑顔を届けませんか。

・年間休日 ： １１７日（2021年度長期連休：ＧＷ休暇１０日間、夏季休暇９日間、冬季休暇８日間）
・食堂有り ： 昼食は日替わり手作りランチやカレー､麺類等､会社からの補助によって安価な料金で利用できます
・売店有り ： 弁当やお菓子、飲み物、アイスクリーム等、会社の補助によって安価な料金で購入ができます
・リゾートホテル会員権を保有しており、社員は会員価格で利用が可能です
・中津川・恵那地域勤労者福祉サービスセンターに加入しており、ディズニーリゾートチケットや各種コンサート、
   映画・野球観戦等、割引価格で購入することができます

・「考える力」「気づく力」を持った、目標に向かって自らの能力を発揮することができる力を秘めた人を求めています。
・会社生活に対して不安がたくさんあると思いますが、分からない事は先輩社員が優しくアドバイスしてくれるので
  安心して下さい。
・車が好きで、ものづくりに興味がある、元気な子をお待ちしています！

岐阜県中津川市茄子川中垣外1646-45

0573-78-0325

http://www.sowanet.co.jp

製造業

４　株式会社　ソーワテクニカ

３　東海理化NExT　株式会社

岐阜県恵那市武並町新竹折22番地

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３ー２８ー３０００

https://www.trnext.co.jp/

製造業（自動車部品）

-  2  -



所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 277 人 平均年齢 38 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 72 人 平均年齢 45 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

弊社は創業から一貫してアコースティックギターの製造にこだわりを持ち、
世界約50カ国へ輸出販売はもとより国内販売にも力を入れ、
唯一無二のブランドとしてジャパンクオリティに誇りを持ち多くのユーザー様に支持を頂いています。

この岐阜県中津川市坂下から世界中のプレーヤーに喜んでもらえる楽器を作り続けることへの
大きな充実感を感じながら、さらなるものづくりへの進化に参加できるやりがいがある職場です。
ぜひその未来へ一緒に進んでいきましょう！

６　株式会社　高峰楽器製作所

１．オンリーワン技術
　　世界で市場が拡大するハイブリッド車や、電気自動車、自動運転に欠かせないモータや
　　センサに使用される工業用の「磁石」を製造、販売しています。
２．改善活動が評価される
　　個人やチームの改善活動を奨励。優秀な改善テーマには、社長表彰を実施しています。

職場の先輩から、わからない事は丁寧に教えてもらえるので、とても働きやすい職場だと思います。
希土類磁石は今後も成長産業に欠かせないものです。
自分たちの作った製品がクルマや身の回りのものに使われていると実感できた時、とてもやりがいを感じます。
工場見学を随時受け付けていますので、ぜひお問合せください。

中津川市坂下３３７０-１

０５７３－７５－４１８５

https://www.takamineguitars.co.jp/

製造業（アコースティックギター）

５　株式会社　ダイドー電子

岐阜県中津川市茄子川1642-144

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-68-6177

http://www.daido-electronics.co.jp/

製造業　(希土類磁石）

ホームページは

こちら ↑

-  3  -



所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 515 人 平均年齢 42 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 837 人 平均年齢 46 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

７　株式会社　デンソーテン　中津川製作所

化粧品はとても身近で欠かせない存在です。
当社は、高い技術力を生かし国内主要メーカーはもとより、
海外グローバルブランドメーカー向けに化粧品を開発・製造しています。

初めは誰でも初心者です。分からない事、困った事は経験豊かな先輩社員のサポートがあります。
メディア等を通して自分自身の仕事の成果を体感することができる「やりがい」のある仕事をしてみませんか？

８　株式会社　トキワ

当製作所はデンソーテンの主要国内生産拠点として、グローバルグループ内で圧倒的なものづくりを実現すべく、
製造・生産技術・生産管理・品質管理の各機能が日々腕前を磨いています。
今、自動車業界は100年に一度の変革期と言われていますが、この荒波を生き抜く・勝ち残るためには、
「人」の成長が欠かせないと考えます。どのような職種であっても、我々は成長の機会を提供します。

当製作所では主に自動車用の制御コンピュータを製造しており、製品の特性上、製作所内はとてもクリーンで
冷暖も完備されています。また福利厚生も充実しており、とても働きやすいです。
「うちのイチ押し！ポイント」にも記載したように様々な職種があり、工業系の方だけではなく、
専門知識がない方も多く活躍されています。
まずは当社のことをより多くの方に知っていただきたいと思いますので、是非説明を聞きに来てください！

岐阜県中津川市桃山町3番20号 

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-66-1015

https://www.tokiwa-corp.com

化粧品のOEM製造・研究開発

中津川市苗木2110番地

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-66-5121

https://www.denso-ten.com/jp/

製造業（自動車用電子部品）

-  4  -



所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 約８００ 人 平均年齢 40 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 285 人 平均年齢 33.8 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

９　三菱電機　株式会社　中津川製作所

栗の栽培から、加工、和菓子・洋菓子の製造・販売までを一貫して行っております。
栗きんとんなどの主力商品に地域ブランドの「超特選恵那栗」を使用し、
全国のお客様に高い評価をいただいています。
「環喜・貫喜・大歓喜」を企業理念とし、恵那川上屋の環りのお客様・生産者・従業員その全ての喜びを繋いで
大きな喜びにしたい！「農家の自信」と「地域の自慢」づくりの為お菓子を武器に、さまざまなチャレンジを進めています！

インターンシップや会社見学はいつでも受け付けています！気軽にご連絡ください！
お菓子が好きな方、ものづくりに興味がある方、チャレンジしたい方、
まずは説明だけでも聞いてみませんか(^^)/？

10　株式会社　恵那川上屋

当事業所は、総合電機メーカー三菱電機の中津川市に所在する事業所であり、主に「換気扇」の製造を担っています。
新型コロナウイルスの感染拡大により「換気」・「空気清浄」の重要性が再認識され、換気扇事業に対する
注目度が高まっている状況の中、社会的に関心度の高い事業に携われることができます！
また、会社規模を活かした豊富な福利厚生制度により、従業員の私生活に対するサポートが充実している点も
魅力の一つです。

高卒求人については、十分な研修期間を設定しており、ご入社の段階で必須となる知識・技能等はございません。
「人々の生活環境における快適性向上に貢献したい」、「安定した処遇制度・福利厚生制度を有する会社で働きたい」と
お考えの皆様は、是非当社ブースへ足をお運びください！

恵那市大井町2632番地の１０５

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３－２５－９６１０

https://enakawakamiya.ne.jp

菓子製造・販売

岐阜県中津川市駒場町1番3号

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-６６-２１１１

https://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/gai
yo/network/randd/detail/#P000000013

製造業（主に換気扇）
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 220 人 平均年齢 43 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 792 人 平均年齢 37 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

サラダコスモは、「安全・安心・食べて健康」をテーマに農薬や化学肥料を基本的に使用しない
発芽野菜の製造・販売を中心に、自給率向上・雇用創出・地域活性等に挑戦する食品メーカーです。
新鮮な発芽野菜を 先端植物工場で栽培し、全国に販売。日本初の生鮮食品での機能性表示食品の届出受理、
国内野菜工場初の有機JAS認定など、前例のない数々の取り組みに真っ先に挑戦しています。

高卒・短大卒・大卒・院卒・中途入社、様々なバックグラウンドをもつ社員が活躍しています。
入社後は、工場での製造管理業務を通じ当社のビジネスの基本をシッカリと身に付けていただきます。
若手社員のうちから様々なことにチャレンジできます！

12　株式会社　サラダコスモ

私たちは、業務用冷凍食材の製造を開始し、和食だけにとどまらない、色々な商品を開発、製造、販売しています。　
これまでに培った加工、冷凍技術により製造する主力商品のお節料理は大手百貨店をはじめ
多くのお客様から好評を得ております。
平成23年にオープンした食と癒しの複合施設《恵那銀の森》では森や川を含む広大な敷地内に6つのショップ、
和食店、料亭が点在し食事と買い物を自然の中で楽しんでいただけます。
来年春には森との共生を目指した新工場の完成を予定します。

おいしいものでお客様を幸せにする仕事をしませんか。
今掲げているテーマは《寝ても醒めても新たな試み》です。
このテーマを意識しながら、あたらしい道を一緒に進んでいきましょう。

中津川市千旦林1－15

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573－66－5111

https://www.saladcosmo.co.jp/

農業、食品製造業

11　株式会社　銀の森コーポレーション

恵那市大井町2711-2

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-２５-２０９５

http://www．ginnomori.jp

製造業（冷凍食品）及びお菓子類の小売販売
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 57 人 平均年齢 49 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 270 人 平均年齢 48 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

創業以来「郷土をつくる　中島工務店」を合言葉としている会社です。
「東濃ひのき」をはじめ国産材に拘り、一般住宅、寺社仏閣、その他建築物等の建築を行っています。
また治山、治水、道路工事等の土木工事も永い年月に耐えられるよう、
丁寧な仕事で高品質な構造物の建設に取り組んでいます。
ふるさとの自然を愛し、大切に守り、自らが育った地域のために社員一丸となって働いています。

まずは、当社の取り組みをご覧になってください。
若手社員からベテラン社員まで全員で協力し合い、ものづくりを行っています。
会社見学やインターンシップはいつでも受け付けていますので、お気軽にお問い合せください。

14　株式会社　中島工務店

人々の安心・安全の為はもちろん、建設業に従事する自分自身が安心・安全に働く為、
家族に安心して仕事に送り出してもらうためにも、最新の技術を取り入れた建設機械の使用や
ドローン測量を取り入れて働いています。様々な技術を活用することで安全かつ効率的に工事を進め、
労働時間の削減にも積極的に取り組んでいます。
年間休日105日（ＧＷ・夏季・冬季休暇）地元出身の社員が多く、とてもアットホームな雰囲気です。

専門知識が無くても各種研修があり、入社してからひとつひとつ覚えていけば良いので安心してください！
本人の希望と適正で公共工事や商業施設の建築、戸建て住宅からリフォーム工事まで活躍の場は多彩です！
建設業においてもIT化が進み、様々な技術を駆使して施工管理を行っています。
お客様や地域住民の方々、社内や協力業者の方々等たくさんの人とふれあいながら、
人々の生活の安心・安全を守るモノづくりをしてみませんか？

中津川市加子母1005番地

０５７３-７９-３１３１

http://www.npsg.co.jp/

総合建設業

13　板垣建設　株式会社

恵那市山岡町原789-3

0573-56-3338

https://www.itagaki-kk.co.jp/

総合建設業
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 40 人 平均年齢 42 歳

うちのイチ押し！ポイント

先輩からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 127 人 平均年齢 51 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

当社は中津川駅の北側に本社のある総合建設業です。
創業85年目の老舗として学校・病院・工場・住宅・道路・砂防など多くの物件に携わってきました 。
当社が携わる建物や道路などは長い間形が残り、地図にも載るとてもやりがいを感じる仕事です。
完全週休二日制で仕事を頑張りつつ、プライベートの時間も大切にすることができます。

当社は若いうちからやりがいのある仕事を任され、相談し助け合いながら成長してくことができます。
人との繋がり、地域との繋がりを大切にする温かみのある社風です。資格取得を応援する制度を利用し、
スキルアップすることができます。ものづくりが好きな方、建設業に興味がある方は男女を問わず大歓迎です！

学校や家に照明を付けたり、エアコンを付けたりして、皆さんの生活環境が便利で快適になるお手伝いをしています。
工事した後に喜んで頂けるのが励みになります。アットホームな雰囲気でペアサポート制度を採用しており、
わからないこともじっくり教えてもらえます。
2年に1度の社員旅行はみんなの意見で行き先を決めます。前回は九州で、軍艦島にも上陸しました！
仕事に必要な資格はたくさんありますが、取得のための講習や受験費用は全額会社負担です。

毎日同じ場所で同じ作業をするのではなく、日々違う現場で違う作業をするので
覚えることがいっぱいあるけれど楽しいです。
電気科ではなかったけれど入って一年目で第二種電気工事士の資格を取得できました。
先輩のアドバイスと受験準備講習を受けさせてもらえたおかげです。

16　株式会社　吉川工務店

中津川市小川2-8

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-66-1171

www.yoshi-beaver.co.jp

総合建設業

15　ミリオン電工　株式会社

中津川市手賀野647-6

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-66-5245

http://million-electric.weblike.jp

電気工事を中心とした設備工事全般
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 32 人 平均年齢 45 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 132 人 平均年齢 44 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

創立20年を越える施設になります。在宅復帰を目指す利用者様に寄り添い、リハビリに力を入れている施設になります。
研修を受けてスキルアップできる制度や年に２回の慰労会や社員旅行と福利厚生についてもお勧めです。
休日についても夏休み、冬休みが５日間あり年間休日も約１２１日あり
ワークライフバランスも取れる施設を目指しています。

人の為になる仕事をしたいと思い介護職になりました。初めの頃は不安も多く、わからない事も多々ありましたが、
先輩達の親身になって教えて下さる指導のおかげで、今では楽しく仕事ができています。
利用者様の「ありがとう」の感謝の言葉をいただくとホントにこの仕事を選んで良かったと実感します。

快適な暮らしが出来るようお客様に寄り添い、おもてなしの心で、笑顔あふれる優しい介護を目指しています。
スタッフ一人一が考え行動し、やりがいをもって働ける職場です。経験豊富な職員も沢山おり、
看護師も充実しています。わからない事は丁寧に教えてもらえます。
これから介護の仕事を始められる方には、安心して働ける職場です。

介護の仕事は、ケアやコミュニケーションの難しさに悩むこともありますが、
難題を乗り越えた時の喜びや達成感を実感できる仕事です。
入居者様の笑顔に寄り添いながら、一緒に福祉の仕事をしてみませんか？

18　医療法人　みらい

中津川市茄子川中垣外1683-1247

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-68-7881

http://www.nursingpia.com/

介護サービス業

17　サン太陽ホーム中津川

中津川市中津川1234ー26

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-67-8266

http://www.santaiyou.com

介護業務
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19　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

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 49 人 平均年齢 50.5 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 15750 人 平均年齢 45 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

オークワの経営の目的はどこまでも、お客様の利益や便利さにあり、
その利益や便利さが必ずお客様の幸せに通ずるものではなくてはならないと考えております。
私達は、地域に密着したオンリーワン企業としてこれまで以上に地域社会のお役にたてるよう、
時代のニーズそしてお客様のニーズに即した便利さと、お買い物の楽しさを提供する
「驚きと感動」のある店舗作りを行っております。

「食」を通じてお客様を満足させたい方！
人と人との「ご縁」！明るい声と笑顔！「感謝」の心と「誠実」さ！いずれかに興味のある方！
売場づくり、商品づくりに興味がある方、まずは説明だけでも聞いてみませんか(^^)/？

雄大な自然に囲まれた、ゴルフ場・ホテル・テニスコート・ドッグランを併せ持ったゴルフリゾート施設です。
ホテル併設の強みを活かして、国外代理店との提携・学生ゴルフ部やテニスサークルの合宿の誘致、
ディナーショーの開催、プロゴルファーを招いたコンペイベントなどにも力を入れています。
来場されるすべての方に楽しく過ごしていただけるよう、年齢・社歴に関係なくみんなで意見やアイデアを出し合って
様々な事に挑戦中です。

昨年来のコロナ禍の中で、ゴルフは感染リスクの少ない屋外スポーツとして注目を集めています。
また、若手プロ選手が海外の大きな大会に優勝しテレビやネットのニュースなどでもゴルフの話題が取り上げらているの
を、
皆様も目にしたことがあるかと思います。そんな中、少しでもゴルフに興味を持った方は是非、話を聞きに来て下さい。
もちろん、ゴルフには興味がなくても、サービス業に関心がある方も大歓迎です。

20　株式会社　オークワ　東海事業所

愛知県名古屋市中村区剣町24番地

052-411-1400

http://www.okuwa.net

小売業(スーパーマーケット)

恵那市串原3915

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-52-2212

http://www.medallion-resort.com

サービス業（ゴルフ場及びホテルの運営）

ホームページは

こちら ↑
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 43 人 平均年齢 36 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 641 人 平均年齢 43 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

皆さんは恵那市役所にどんなイメージをお持ちでしょうか？
市役所の仕事は、法律等のルールに沿った定型的な仕事をするだけではありません。
恵那市を魅力ある住みよいまちにしていくために職員がクリエイティブな発想による企画をし、
まちづくりをプロデュースしていくという魅力的な仕事がたくさんあります。
皆さんの若い力をお待ちしています(^o^)！

魅力あるまちづくりに取り組むことはとてもやりがいがあります。
また、幅広い業務を通して様々な知識や経験も身につけられることも市職員の魅力の一つです。
一緒に魅力ある恵那市にしていきましょう！

私たちの美容師という仕事は人をきれいにする、幸せにするという魅力ある仕事です。
しっかりとした教育カリキュラムで、自分のペースで成長することができます。
教育担当制【お姉さん制度】で安心して、学べます。

【先輩からのメッセージ】
私は不器用で、美容師に向いていないと思っていましたが、社長が「不器用でもいい美容師になれるよ」、
「ほとんどの美容師さんは不器用なんだよ」とおっしゃっていて、美容師になりたいと決めました。
お客様にシャンプーを褒められると、とてもうれしくて、やっていてよかったと感じます。
頑張って早く売れっ子の美容師さんになりたいです。

岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-２６-2111

https://www.city.ena.lg.jp/

公務・サービス業

22　恵那市役所

21　有限会社　トマト

岐阜県恵那市長島町中野1-2-1

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-26-5337

http://beauty-tomato.com/

美容業
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 1297 人 平均年齢 41.3 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 360 人 平均年齢 37 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

ＪＡひがしみのは中津川市、恵那市を活動エリアとする農業協同組合です。
それぞれの地域に支店等の活動拠点があるので皆さんもご存じかもしれませんが、
ＪＡは農業を支える基盤としての役割の他、地域金融機関として大きな役割を担っています。
皆さんの大事な資産をお預かりしたり、必要な資金を貸し出したり、又地域の方々生活を支える
「ひと、いえ、くるま」についての共済（保険）もしっかりとフォローしています。
この地域で生活をされている方々の為に毎日活動をしているのがＪＡです。

ＪＡに就職して何年も経ちますが、最初はいろんな仕事をしてこんなことも、あんなこともと
びっくりしていた時期もありましたが、そんな仕事も全て組合員（地元の方々）のためになっているんだと
気づきました。決して派手ではない仕事ですが、どの部署においても地道に信頼を得ながら仕事をすると
大きな感謝の言葉や笑顔が返ってきます。そんな地元に根付く大切なＪＡが好きです。

中津川市のまちづくりに参加できることがイチ押しポイントです。中津川市は古くから中山道などの交通の要衝として
栄え、今後はリニア中央新幹線の岐阜県駅が坂本地区に設置されることなどから、新たな時代の交通の要衝、産業拠点
としての期待が膨らんでいます。大幅な移動時間の短縮により都市圏と直結する利点を活かし、交流人口の増加と
それによる観光や産業等の振興、暮らしの利便性の向上や移住・定住の促進等、地域活性化に取り組んでいます。
職員として中津川市の活性化や、抱える課題などを解決していくことはとても大きなやりがいを感じられます。
中津川市が好き！地元が好き！という方は、ぜひ中津川市役所も視野に入れ、ご検討ください。

事務職である一般行政職は、まちづくりの他、税・福祉・教育など、市民生活全般に関わる業務も行っています。
窓口での相談の際に、市民目線に立って考え一緒に悩み、解決したことが市民満足につながっていると実感した際に
やりがいと充実を感じます。生まれ育ったこのまちで働きたいという気持ちがある方にはぴったりな職場です。

中津川市茄子川1646-19

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-78-0123

https://www.ja-higashimino.or.jp

信用（ＪＡバンク）・共済（ＪＡ共済）・営農・経済事業他

24　東美濃農業協同組合（ＪＡひがしみの）

23　中津川市役所

中津川市かやの木町2番1号

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-66-1111（内線344）

https://www.city.nakatsugawa.lg.jp

一般行政全般（教育、消防、病院含む）
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 184 人 平均年齢 38.6 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 4,955 人 平均年齢 39.7 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

私たちは、物と物を締結するボルト・ナットなどの“ファスナー製品”を手がけています。
当社では、自動車用のファスナー製品を中心に月間12億個を生産。
日本国内、そして世界各国に拠点を置き、シェアは国内No.1！世界シェアもトップクラスです。
国内各メーカーの車種に使用されており、中でもトヨタ車には全車種に使用されています。
海外においても、新興国に進出する北米・欧州の自動車メーカーとの取引も増加しています。

中津川に工場があり、毎年周辺の高校から入社される方が沢山いらっしゃいます！
工業系の高校だけでなく、商業など幅広い学科出身の方が活躍されています。
入社後はしっかりねじについてお教えしますので、ねじのことがわからなくても安心してご入社いただけます！

当社は、中津川の中核工業団地にて創業33年。本社は愛知県春日井市にあり、
自動車やパソコン、スマートフォン、産業用ロボットなどあらゆる電子機器に使用されるプリント基板を製造しています。
もし世の中からプリント基板がなくなってしまったら、社会全体がストップしてしまいます。
プリント基板は社会を支える重要な製品のなのです　「プリント基板＝社会の基盤」です。
皆さん、一緒に社会の基盤を創りませんか？

地元出身の人が多く安心感があります。社内の年齢層は幅広く、皆さんに近い高校卒業して間もない人や、
50代の人まで多くの人が働いており、若い方も多いです。
仕事で疑問・不安に感じた事は職場のリーダーや同僚などに気軽に相談が出来ます。
同じ職場には、年上の人や同年代の人もいますが、あまり年齢差を感じることなく、
同じチームのメンバーという感覚でチーム一丸となって仕事をしています。社員同士の距離が近いので、
仕事以外での交流も多く、とても雰囲気の良い会社だと思いますよ。

26　株式会社　青山製作所

愛知県丹羽郡大口町高橋一丁目8番地

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0587-95-3134

https://www.asj-fasteners.co.jp/

製造業（自動車部品）

25　株式会社　愛工機器製作所

中津川市茄子川1646-38

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-78-3033

https://www.aikokiki.co.jp

製造業(各種プリント配線板製造・販売)
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 270 人 平均年齢 40 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 135 人 平均年齢 36 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

・当社は削ることの難しい金属の加工を得意としており「業界トップレベル」の技術力があります。
　主な製品であるターボ部品は海外の高級車にも搭載されており世界に誇れる仕事です。
・年齢・学歴・性別による区別がない為、だれでも昇進・昇格のチャンスがあります。
・有給休暇の取得率も高く、仕事とプライベートを両立できることもポイントです。

はじめは分からない事ばかりですが、先輩方が親切・丁寧に教えてくれる環境があります。
改善や自身のスキルアップに必要な提案をする機会もあり、いろんなことにチャレンジすることも可能です。
社内の雰囲気は若い社員が多いことからとても活気があり、馴染みやすいと思います。

鉄鋼・非鉄金属業界等の基幹産業向け高級耐火製品で固有技術をもっており国内で高いシェアを誇ります。
現在新規分野が大急成長中。強固な財務体質も自慢。

専門知識がない方でも、一から丁寧に仕事を教えるので安心してください！
職場の雰囲気が良いため、困ったこと、不明な点は周りの人に聞きやすい職場環境です。
ものづくりに興味のある方！まずは、説明だけでも聞いてみませんか？

28　株式会社　恵那金属製作所

中津川市小川町２番１８号

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-62-0002

www.enakin.com

製造業（自動車部品）

27　明智セラミックス　株式会社

恵那市明智町1614

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-54-2105

なし

製造業（セラミックス）
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 45 人 平均年齢 42 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 550 人 平均年齢 42 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

名古屋工場ではOnly1製品であるマンガンレール他大物品（小ロット）、
中津川工場では自動車部品(大ロット)と幅広い製品を取り扱っています。

技術職(スタッフ)として、現場の方と一緒に、ゼロからのモノづくりを体感できる職場環境となっています。
充実した福利厚生をベースに、働きやすい職場を目指すとともに、従業員個々の成長を応援していきます。

当社は、幅広い分野で使用される「ターボチャージャー部品」や「産業機器部品」を製造。
街で見かける多くのトラックや有名メーカーの車種に、当社の製品が使われています。
また当社は、年間休日が124日。毎週土日休みで、ＧＷ、お盆、年末年始には
それぞれ９日間の大型連休がありますので、趣味や旅行にプライベートも充実させられると思います。
日々やるべきことをやり、休む時は思いっきり休みます。
また、社長が34歳と若く、親睦行事も家族的ですし、楽しいです。

工業系の子はもちろん、専門知識がない子でも、一から丁寧に仕事を教えるので安心してください！
同じように高校を卒業してから入社した先輩も未経験からひとつひとつ覚え、現在活躍しています。
会社見学は、随時行っております、年齢の近い先輩との交流もできますので気軽に見に来てほしいです！
車が好きな子、ものづくりに興味がある子、まずは説明だけでも聞いてみませんか(^^)/？

30　株式会社　大同キャスティングス

中津川市茄子川1642-144

0573-68-6105

http://www.d-cast.jp

製造業（鋳鋼品メーカー）　*中津川工場：自動車用ダーボチャージャー部品　他

29　大健工業　株式会社

岐阜県中津川市茄子川字鯉ヶ平1143番地

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-68-2861

http://www.taikennet.com

製造業（自動車ターボチャージャー部品）
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 385 人 平均年齢 43 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 256 人 平均年齢 42 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

アルミニウム押出専業メーカーとして、日本トップのシェアを持ち、自動車用部品や精密機器部品など、
大手企業とも取引しています。
ＧＷ、夏季、年末年始などの長期休暇のほか、誕生日休暇もあり、毎年３月には、工場全体で社員旅行をするなど、
社内のコミュニケーションも充実しています。

本多金属工業は、若い人たちの活躍の場が多く、頑張って知識をつければどんどんステップアップができます。
初は誰でも初心者。入社から時間をかけて丁寧に教育していきますので、学科を問わず、

ものづくりに興味がある方は、是非当社ブースにお越しください。
また、随時工場見学も受け入れていますので、是非工場見学におこしください。

三菱電機グループ会社として、35年以上に渡り様々な業務で三菱電機グループと地域の産業をサポートしています。
従業員が安心して働ける会社を目指し、安全や職場環境、福利厚生面にも力を入れています。
福利厚生として、有給休暇取得率70％以上、作業服・安全靴貸与、工場給食補助、ジョイセブン加入、
自己啓発資格取得支援等。また、三菱電機グループの保養所、各種保険制度、社販等の利用ができます。
業務のための資格取得・研修受講費用は全額会社補助で受講できます。

1.三菱電機グループ会社だから安心して働けます。
2.休日が多く（年間約127日）、福利厚生もしっかりしています。（工場給食、三菱電機の施設利用等）
3.製造業をはじめ様々な仕事があるので、自分のやりたいことが見つかります。（職場によっては海外出張のチャンスも）
4.資格を積極的に取得し、色々な技能を習得することができます。（国家技能検定取得者約100名）

32　本多金属工業　株式会社

恵那市大井町横平2710

0573-25-5204

http://www.hondalex.co.jp

製造業（アルミニウム形材）

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

31　中菱（ちゅうりょう）テクニカ　株式会社

中津川市手賀野3番地の1

0573-66-8256

http://www.churyotechnica.co.jp/

製造業（換気扇部品）、オリジナル自動機製作　等
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 823 人 平均年齢 38.5 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 256 人 平均年齢 38 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

自動車の内装プラスチック部品をつくっています。
自動車に乗った時に、目に触れ、手で触れる部品をつくっており、やりがいのある仕事です！
仕事は手順に沿って行いますが、分からないことがあっても、丁寧に教えてもらえます。
土日休み、春、夏、年末年始に長期連休があります。また、記念日休暇、リフレッシュ休暇の制度があり、
有給も取りやすい環境です。休日は各種割引などを利用して家族や友人と楽しむことが出来ます。
何より食事は全て会社が負担してくれることがいいと思います。

自動車に乗ったことがあれば、一度は見たことのある製品ばかりです。
この部品はこんな風につくっているんだといった驚きと発見があります。
インターンシップや会社見学はいつでも受け付けています！気軽に見に来てください。
車が好きでなくても、ものづくりに興味があるひと、まずは説明だけでも聞いてみませんか？

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

製造業にとって極めて重要なインフラストラクチャーであるダイカスト業界のメーカーとして
半世紀にわたる経験・事業ノウハウと時代の要請する技術革新を続け、現在も力強い成長を続けている企業です。
また、『人材』こそが企業の成長と収益力を決定すると考えており、美濃工業では、農業における「土つくり」と同じように、
人材は「企業の宝」として大切にする経営風土づくりを目指している企業です。
仕事だけでなくプライベートも充実してもらえるよう同好会活動や福利厚生等も充実しています！！

当社では、「あいさつ」をとても重要視しています。挨拶をすることで「明日も来たくなる職場づくり」をモットーに
すれ違う人、全員が「おはようございます」「お疲れ様です」と挨拶を交わしています。
私がこの会社に入ろうと思ったのも説明会で会社を訪れた際、皆さんが笑顔で挨拶して下さったからです。
そんな会社の雰囲気は、来てもらわないと分からないと思うので、説明を聞いていただき、ぜひ見学にお越しください★

34　明光化成工業　株式会社

恵那市明智町大久手1001-228

０５７３-５４-２６２６

http://www.kojima-tns.co.jp/meikou/

製造業（自動車部品）

33　美濃工業　株式会社

岐阜県中津川市中津川964-103

0573-66-1025

http://www.mino-in.co.jp/

製造業（主に自動車部品）
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 230 人 平均年齢 38 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 100 人 平均年齢 36 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

『お菓子で人々を幸せにしたい』をモットーに自分たちの心を癒して幸せにしてくれるお菓子作りをしています！
商品企画→開発→商品化→物流→受発注→衛生管理→商品管理

近ではSNSでの広報活動にも力を入れています！
土日休み、有給も取りやすいので、プライベートとの両立もバッチリです！

職員の雰囲気も良く、皆さんとても暖かい方ばかりです(*^-^*)
お菓子の甘い香りに包まれながらお仕事ができます！
未経験者の方でも大歓迎♪ ぜひ一度説明会に参加してみてくださいね♪

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

クラッチプレートやブレーキパッドなどの自動車部品を作っています。
自動車の中でもとても大切な役割の部品だから、責任がある分、やりがいのある仕事です！
先輩・後輩の仲が良く、分からないことがあっても、丁寧に教えてもらえます。
土日休み、年3回の長期休暇あり、有休も取りやすいので、プライベートとの両立もバッチリです！

工業系の子はもちろん、専門知識がない子でも、一から丁寧に仕事を教えるので安心してください！
インターンシップや会社見学はいつでも受け付けています！気軽に見に来てほしいです！
車が好きな子、ものづくりに興味がある子、まずは説明だけでも聞いてみませんか？

36　株式会社　新杵堂

岐阜県中津川市千旦林1-15

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-65-2809

https://www.shinkinedo.com/

栗菓子・創作スイーツを中心とした製造販売および関連事業

35　株式会社　山本製作所　恵那工場

恵那市武並町新竹折88

0573-28-0125

http://www.fb-yamamoto.co.jp/

製造業（自動車部品）

-  18  -



所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 77 人 平均年齢 48 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 42 人 平均年齢 40 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

石原電機工業は創業五十年の節目を迎えました。
私たちは大切なライフラインである「電気」の有る生活を支える事に誇りをもっています。
また、仕事を通じて人材育成にも積極的に取り組んでおり、資格取得には会社が全面支援をしております。
社員旅行や食事会など皆が楽しめる行事を毎年行っています。
土日休みを採用していますので家族や友人と過ごす時間が増えています。

先輩からのメッセージを紹介します。
・会社は社員旅行や食事会などのイベントが多く、そこで先輩と話したり出来てとても楽しいです。
　責任ある仕事は大変ですが、達成感があり、とてもやりがいを感じています。　（２０才　中津川工業高校卒）
・電気の事はまったく知りませんでした。
　上司や先輩は分からない事を丁寧に指導してくれてとても働きやすい職場です。　（２１才　中京高校卒）

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

鶏の飼育から処理、加工、販売、商品としてお客様にご提供をする始まりから終わりまでの一連の流れができている会社は
岐阜県内で弊社のみとなっていて魅力ある会社です。また、会社を立ち上げ50周年を迎え坂本に新工場を設立しました。
ブランド商品「恵那どり」の愛称で地元の方々に親しまれスーパーさんにも看板が掲げられております。
安心・安全をスローガンに食肉事業の中でサラダチキン等の加熱加工品を含めた製品が
今後大きく飛躍する事が見込まれ、より製品の味、品質に優れた商品の開発に努めています。

どこの部署へ配属になっても周りには年齢の近い先輩方がいらっしゃって入社当時の気持ちとなって気にかけてくれ何度も
教えてくれました。仕事をする時と休憩する時の区別はしっかりしていますが基本的にアットホームな職場だと思います。
また、自分の本来持っている力を配属になった部署で大いに発揮できるように育ててくれ、社会に出た時の常識なども
仕事を通して教えてくれます。部署によってはセミナー等にも参加させて頂き、自分自身の力にする事ができました。

38　石原電機工業　株式会社

岐阜県中津川市千旦林１１８－８４

０５７３－６８－５５７７

http://ishix.co.jp

電気工事業

社員旅行（２０１９年宮古島）

37　株式会社　トーノーデリカ

中津川市かやの木町4番30号

0573-66-2810

https://tonodelica.com

食肉加工卸し
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 34 人 平均年齢 48 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 41 人 平均年齢 39 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

木造の注文住宅の設計･施工･リフォーム等の事業をおこなっています。
「広がる空間、家族の和」を合言葉に、お客様・社員・職人さんなど関わるみんなが親身になり、
和気あいあいとした関係を保って家づくりに取り組むことを大事にしています。
登山クラブの活動が有り、参加者を募ってハイキング程度の山歩きから、本格的な山登りまで楽しんでいます。
育休・産休制度を利用して女子社員も長く働いています。今年は男子社員も育休を利用しました。

広和木材の魅力は「関わる皆が笑顔で楽しく造り上げた家が地域も幸せにする」そんな会社です。
社員が一丸となって協力し合い、時には厳しく、と本当に環境の良い仕事場と感じています！
インターンシップや会社見学も受け付けていますよ！
家づくりに興味があったら、まずは説明を聞いてみてね(^-^)

創業より公共工事を主体に、砂防・道路・橋梁など一般土木工事を施工しています。
若い社員も現場を任せられ活躍しています。
社員一人一人が高い目標を持ち、仲間とともに成長しあえる職場です。
年間休日は105日あり、残業時間は少なく、福利厚生、イベントも充実しています。

工事現場で作業する方々の先頭に立ち、一人一人に役割を与え、一つのものを全員で作り上げていき、
将来自分の子供にも自慢のできる未来へ繋がるとてもやりがいのある仕事です。
わからないことを先輩に聞きやすく、親切に指導してもらえます。
イベントでは家族ぐるみのバーベキューがありアットホームな雰囲気です。

40　株式会社　広和木材

中津川市千旦林446

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-68-5050

httpｓ://kowamokuzai.com

建設業

39　株式会社　加藤工務店

岐阜県中津川市千旦林1585番地の１９

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-68-8886

https//www.katokom.co.jp

建設業
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 153 人 平均年齢 46 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 105 人 平均年齢 42 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

恵雄会には、入所系、通所系、訪問系とさまざまな介護サービスがあり、自分にあった場所で活躍することができます。
入職当初は資格がなくても、働きながら資格を取ることもできます。
資格取得のための奨学金制度や、ステップアップのための助成金制度もあります。
福利厚生も充実、リフレッシュ休暇やアニバーサリー休暇制度、コミュニケーション費等の利用ができます。
有給休暇も取りやすく、残業も少ないです。

介護の仕事は、介護保険に支えられる安定産業、これからますます必要とされる成長産業です。
ご利用者様の〝その人らしく生きる〟ことを支えるやりがいのある仕事です。是非説明を聞きにきてください。

特養の他にも様々な事業所を併設しているため、多職種連携により業務を行っています。
様々な職種の方から意見を聞くことができるので知識を得る機会が多くあります。
職員同士の交流も多く、ソフトバレーチームなどの活動も行っています！

中津川市阿木を拠点に様々な福祉サービスを展開し、住み慣れた地域で暮らせるようにサポートしています。
介護の仕事は大変なこともありますが、日々の生活の中にやりがいや、楽しさ、充実感が溢れています。
施設の様子や働き方など、気になる方はぜひご連絡ください！
感染症対策もあり、一部、施設内の立ち入り制限はありますが相談は随時受け付けています。

42　医療法人　恵雄会

恵那市大井町1064-1

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-25-0996

http://www.keiyu-kai.coｍ

社会福祉

41　社会福祉法人　敬愛会　シクラメン

中津川市阿木2811番地の1

0573-63-3232

http://www.cyclamen.or.jp/

介護老人福祉施設
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 200 人 平均年齢 46.8 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 78 人 平均年齢 49 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

恵那市上矢作町に在る病院です。
過疎地域にありながら入院をも完備しており、地域にとって必要不可欠な病院として役割を担っています。
また、自宅等への訪問看護も行っており、地域の方が安心して医療を受けることができます。
公立病院ということで、職員は地方公務員の身分となります。
先輩、後輩の仲が良く、分からないことがあっても、丁寧に教えてもらえます。
夜勤もありますが、残業も少なく、有給も取りやすいので、プライベートとの両立も可能です。

これから看護師資格を取得しようとしている方へ、市内にもいろいろな医療機関はありますが、
ぜひ地域医療の充実に担ってください。あなたの力を必要としています。
院内見学はいつでも受け付けています！気軽に見に来てほしいです！まずは説明だけでも聞いてみませんか？

恵那市内に１１事業所を構え、特養ホーム・デイサービス・グループホーム・ケアプランセンターなどのサービスを展開し、
高齢者の方の生活を援助するとともに、ご家族や地域の方にも安心して生活をしていただけるよう取り組んでおります。
また「あなたらしく」を理念としており、職員も「十人十色」でその人らしく、いきいきと仕事もプライベートも充実したものに出
来るよう取り組んでおります。

職員同士とても仲が良く、プライベートでもソフトボールチームを作ったり、釣りやゴルフなど良い関係が作れています。
仕事は大変な時もありますが、相談でき、支えてくれる同僚や上司もいます。
人事考課制度あり　年間公休数：112日平均有給取得日数割合81％（前年度実績）　賞与：4.3ヶ月（前年度実績）
職員専用トレーニングジムあり（無料）　職員旅行　海外視察研修　研修参加費・資格取得費支給　他

44　国民健康保険　上矢作病院

恵那市上矢作町３１１１番地２

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-４７－２２１１

http://www.kamiyahagi-hosp.jp

一般病院

43　社会福祉法人　恵和会

恵那市長島町永田382-38

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-26-5271

http://www.keiwakai.or.jp/recruit

高齢者福祉事業
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 565 人 平均年齢 43 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 79 人 平均年齢 40.95 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

消防という仕事はまさに「人の命を守る」仕事です。
119番通報によって私たちが出動する現場は、1分・1秒を争う緊張感の中での活動となります。
どんな災害現場でも迅速に対応するため、日々訓練に励み、「すべては住民のために」を使命として業務を行っています。
命を守る仕事は大変です。大変ですが、現場で日頃の訓練を生かすことができたときの喜びや、
市民から掛けてもらえる「ありがとう」の言葉。小さい子供からの「がんばってね」の励ましの言葉を聞くと、
何にも代え難い達成感を感じます。
消防は人の役に立てる仕事です。恵那市の安全・安心のため、共に働きましょう！

消防の仕事は、「火災・救急・救助」出場の他にも様々な業務があります。
消防職に採用されてから岐阜県消防学校で基本となる教育を身に付けます。
また、男性の仕事と思われがちですが、近年では女性消防士も活躍をしています。
「人の役に立ちたい」「やりがいのある仕事に就きたい」という志を持っている人、
消防の仕事に興味がある人は是非採用試験にチャレンジしてみてください。

公立病院として地域医療の中核を担っています。
診療科23科、病床数360床　東農地域で県立多治見病院についで2番目に大きな規模の病院です。
薬剤師、看護師をめざす学生には修学資金貸付（返還免除規定あり）を行っています。

中津川市民病院では、医師、助産師、看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、
理学療法士など多職種が連携して働いています。
これらの国家資格を取得し、地域のために働いてみませんか。

46　恵那市消防本部

恵那市長島町正家１０１５－２

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-２６-０１１９

https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/shobohombu/2650.html

火災・救急・救助・消防事務全般

45　中津川市民病院

中津川市駒場1522番地の1

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-66-1251

http://nakatsugawa-hp.jp/

病院
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 約3900 人 平均年齢 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 34 人 平均年齢 40.2 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

47　岐阜県警察

岐阜市薮田南二丁目1番1号

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５８－２７１－２４２４

http://www.ppref.gifu.lg.jp/site/police

社会の安全や治安の維持

税務署は、国の財政基盤を支える国税の賦課・徴収を行う執行機関で、
納税者の窓口として第一線で事務を担っています。
勤務時間は１日　７時間４５分、週休２日制で祝日及び年末年始は休みです。
休暇には、年２０日の年次休暇のほか、病気休暇、特別休暇等があります。
また、育児休業をはじめ、仕事と育児の両立を支援する様々な制度があります。

全国に５２４の税務署があり、約５５,０００人の税務職員が働いています。
税務署の仕事は、適正な申告が行われたかどうかの調査や、
定められた期限までに納付されない税金の督促や滞納処分を行うなど、とてもやりがいのある仕事です。
採用後は、税務職員としての必要な知識を身に付ける研修を受けた後、各国税局管内の税務署に配属されます。

特別な資格は必要ありません。
「やりがいのある仕事がしたい」「岐阜県のために働きたい」「人の役に立ちたい」
そんな気持ちがあれば、誰でも岐阜県警察職員として活躍できます！

犯罪の予防、捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、その他公共の安全と秩序の維持といった
社会の安全や治安を維持するための活動を行っています。
ワークライフバランスを取入れた定時退庁、夏季休暇、
女性はもちろん男性の育児休業制度や育児短時間勤務制度などが利用できます。

48　中津川税務署

中津川市かやの木町４－３　（中津川合同庁舎）

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-６６-１２０２

http://www.nta.go.jp/

官公庁
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 245 人 平均年齢 41.5 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 36 人 平均年齢 45 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

49　明知ガイシ　株式会社

恵那市明智町１００１－２００

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-５４－２１２１

http://www.akechi-gaishi.co.jp/

製造業（ガイシと耐酸機器の製造）

よき仲間がよき組織へと成長させる。当社は、お客様の求める商品やサービスを提案し、
お客様のニーズにマッチした形をご提供していくことで実績と信頼を得てきました。
培ってきた実績と信頼は、他ならないスタッフ一人ひとりの力の賜物（たまもの）です。
また、スタッフを全面的にバックアップすることで、働きやすくスキルアップできる環境づくりに力を注いでいます。
スタッフ一人ひとりが活躍でき、存分に力を発揮できることは組織の発展に必要不可欠です。
安心して長く活躍できる環境で、やりがいのある業務が待っている会社です。

新入社員の方も安心して働いていただけるように内定者研修から新入社員研修を行うので1から教育を行います。
コミュニケーションを大事にしていて、先輩社員とも話しやすい環境で働くことが出来ます！
設計や開発をメインに応募していますのでそういった分野に
興味がある学生さんは是非ご応募ください(*'▽')

うちの会社は『ガイシ』という電線を電柱に固定する物を作っています。ガイシが無いと電気は送れません。
電気はみなさんの暮らしに絶対必要な物で、ガイシは皆さんの暮らしを影で支えています。
コンビニに例えるなら商品を並べる「棚」の様な物！
電柱に取り付けるガイシでは国内の約７０％が明知ガイシで作ったものです。
国内・海外のエネルギーを支えるガイシ生産に関われる事、それが私たちの誇りです！

当社は日本ガイシのグループ会社で、業績は安定しており、将来的にも安心して働ける会社です。
(コロナの影響もありません)
職場の雰囲気はとても明るく、写真は本社の創立１００周年を記念して、パーティーを開催した時の写真です。
社員食堂のメニューも充実しており大人気です。　休日日数等、福利厚生も充実し女性にも優しい会社です。
工業系の方はもちろん、専門知識がない方でも、一から丁寧に仕事を教えるので安心して働けます。

50　株式会社　エナ

岐阜県恵那市大井町2695番地733

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-26-3831

https://www.kk-ena.co.jp/

製造業（医療機器、紙搬送装置）
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 75 人 平均年齢 43 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 205 人 平均年齢 39 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

51　恵那機器　株式会社

恵那市岩村町字矢坪2453-22

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-４３-００２５

http://www.enakiki.co.jp/

製造業（航空機部品の切削加工）

”小さくてもキラリと光る会社”を目指し、社員が「協力・信頼」しながら社員と共に成長しています。
管理職の多くが30代で就任しており、若手が活躍できる会社であるとともに、
組立職場では全ライン女性がリーダーを務めている・育児休業の取得実績も豊富など、女性も活躍できる会社です。
年間休日も120日と比較的多く、夜勤や交代制が無いといった点も是非参考にしてください！

当社は、三菱電機㈱中津川製作所の協力工場として、換気扇や送風機を一貫生産で製造している会社です。
新卒採用も毎年実績があり、年の近い先輩もたくさんいます！
会社見学などはいつでも可能ですので、是非一度気軽にお越しください。

大空を飛ぶ航空宇宙関連の部品加工専門の会社で、
航空機や人工衛星部品に求められる高いハードルを越える技術力があります。
工場内は、年間を通して25℃を保つよう温度管理がされています。冬場でも半袖で仕事ができます。
有給休暇も比較的取得しやすい環境（社内全体で約70%の取得率）にあります。

多品種におよぶモノづくり、覚える事も多く大変だけど毎日に変化があり単調な作業より面白いと思います。
自分の作った製品が航空機になり多くの人を乗せて空を飛ぶことに夢があり達成感も生まれます。
同じ職場で働く仲間になりませんか！

52　株式会社　協信

中津川市手賀野339-2

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-66-6157

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

製造業（換気送風機製造）
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 104 人 平均年齢 37 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 28 人 平均年齢 44 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

～高い縫製技術～
私たちは自動車用のシートカバーを作っている会社です。
自動車部品の製造は自動化が進んでいますが、シートカバーはその複雑な構造から1点1点ミシンで作られています。
多いものだと400パーツを超える部品を手作業で縫い合わせていく、
工業品としての要求と職人技の融合した特徴ある製品です。
街で自分たちが作ったシートが搭載されている車を見ると誇らしい気持ちになりますよ！

当社は1964年に創業し、今年で57年目を迎えました。
本社は自動車産業が盛んな愛知県豊田市にあり、その他岩村工場含め3拠点の工場・事業所があります。
製造業というと「男性ばかりの職場なのでは？」と思っている方が少なくないのかもしれません。
私たちは性別・年代を問わず働きやすい、働く人の人生に寄り添う職場を目指しています。
弊社の製造部門の女性比率は5割を超えています。職場の雰囲気は求人票からは感じ取れないことが多いです。
今日のイベントのように採用担当者と直接話せる機会を活用し、どんな会社で働きたいのかイメージを描いてください。

段ボールの製造・販売を通して、地域・社会に貢献することを目的として活動しています。
所定休日の他、社内制度でさらに年5日間は計画的に有休を取得できます。
2年に1回社員旅行を開催し、毎回新しい発想の旅行が楽しめます！夜勤はありません！月2回は定時退社！
現在部活動は野球部、歩山部、陸上部、ゴルフ部がありますが、他に立ち上げたい部活があれば大歓迎♪
常に新しい挑戦を行う将来性のある会社で是非一緒に働きませんか。地元愛溢れる企業です！

若い社員が多く、先輩、後輩共に協力し合いながら仕事ができる職場です。
初は失敗することも沢山ありますが、当社の行動指針でもある、「果敢に挑戦する」ことに寛容な会社です。

若い皆さんには、次の世代に繋がる新しい発想や力を存分に発揮してもらえる環境を用意していますので、
安心して入社してください！

54　トヨタケ工業　株式会社　岩村工場

恵那市岩村町７３０−３

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

052-753-3225（採用窓口）

http://www.toyotake-kogyo.co.jp/index.html

製造業（自動車部品）

53　協和ダンボール　株式会社

恵那市長島町中野1269-2

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-２８-２１１１

https://www.kyowa-d.co.jp

製造業（段ボール製品）
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 173 人 平均年齢 36 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 126 人 平均年齢 38.8 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

毎日の暮らしに欠かせない「電気」。電力会社が発電所で作った電気は、いくつもの変電所を経由しながら
次第に電圧を下げ、遠く離れた街へと運ばれていきます。
そして、多くの電気を使用する工場やビルには高電圧で、住宅や小規模の建物にはさらに電圧を下げて、
24時間365日、休みなく送り届けられます。
もちろん電気をただ送っただけでは、機械を動かし、照明を灯すことはできません。
電気を利用できるカタチに変えるためには？
実は、私たちのとても身近なところで日東工業の製品が活躍しています。

弊社では「企業は人なり」の理念のもと、「自分を磨き、人を育てる」を基本とした人材育成に取り組んでいます。
個々の能力に応じた階層別教育をはじめ、各種専門教育とOJTによる技能教育を推進。
また、自己啓発の支援制度の充実にも力を注いでいます。休暇制度も充実しており、
有給休暇3日を週末に繋げて5連休以上の休暇を年に1回取得するフリーバカンス制度を全社で推奨しています。
その他、満年齢40歳、50歳に到達した勤続10年以上の社員が心身のリフレッシュを図るために
連続2週間の休暇を取得することができます。

自動車のブレーキやトランスミッションに使用される部品を４８年にわたり開発・製造している会社です。
国内主要メーカーはもちろん、ＢＭＷやフォルクスワーゲンなど海外メーカーでも使用されています。
「教育はすべてに優先する」の社訓のもと社員のスキルアップを目指し、社員教育に力を入れています。
年間休日１１９日・年３回長期休暇があり、プライベートも仕事も充実させることができます。

世界中の人々の命を預かる重要な部品を取り扱う、とてもやりがいのある仕事です！
フレンドリーで気さくな社員が多く、アットホームな雰囲気で仕事に取り組めます。
仕事は先輩が基本から丁寧に教えるので、専門知識がなくても大丈夫！ぜひ一緒にがんばりましょう！

56　日東工業　株式会社

中津川市茄子川1683番地の1951

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-68-6811

http://www.nito.co.jp/

製造業（電気機械器具製造業及び販売）

55　名古屋技研工業　株式会社

中津川市茄子川1688番地

0573-68-5555

http://www.nagoyagiken.co.jp/

金属製品製造業（自動車部品）
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 14 人 平均年齢 40 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 210 人 平均年齢 39 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

【精密測定で社会に貢献する】
ミツトヨは、業界で も多い5,500種類以上を有する精密測定機器の総合メーカーであり、
精密測定業界におけるリーディングカンパニーです。
その中で中津川工場はダイヤルゲージの専門工場として、世界一の生産数を誇ります。
あなたが作った製品を世界中の人たちが待っています。

良い環境の中で、仕事に取り組むことが出来ます。（就業時間8：00-16：30、土日祝日休み）
業績が好調の為、残業はありますが少なめです。（毎週１回ノー残業デーがあります）
教育制度（通信教育、技能検定）で、働きながらスキルアップすることが出来ます。
技能検定は先輩達が合格に向けてサポートしてくれます。
ミツトヨの全ての拠点の中でも１位、２位を争うほどの、美味しい食堂もあります。

創業５０年の自動車部品製造業です。自動車の電動化にともない、業績も伸びています。
車が好きな人、もの造りが好きな人、大募集です。
NC自動旋盤や冷間鍛造機で部品を加工します。誰でも初めは初心者です。先輩が丁寧に仕事を教えます。

本社は愛知県にありますが、転勤はありませんので、地元での生活をエンジョイできます。
長期休暇（GW、お盆休み、正月休み　各９～１１日間）、土日休み（月１回程度の土曜出勤有）。
有給取得率５０％以上。仕事とプライベートが両立できるように、前月には勤務シフトが分かる仕組みです。

58　株式会社　ミツトヨ　中津川工場

中津川市茄子川1688-189

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-68-8201

https;//www.mitutoyo.co.jp

製造業（精密測定機器）

57　株式会社　瑞穂鉄工所　恵那工場

中津川市下野４３８－１００

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-７２-３７８７

https://en-gage.net/mizuho-tk_saiyo/

製造業（自動車部品）
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 155 人 平均年齢 48.3 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 49 人 平均年齢 46.2 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

59　ユニオン電装　株式会社

当社はプレス加工→溶接加工→塗装→組立加工→出荷という『鉄板』から『完成品』を作ることが出来る工場で、
いろんな設備や機械を揃えています。モノづくりが好きな方大歓迎です。
又、大量生産ではなく国内需要に合わせた多品種小ロット生産を行っているのも特徴です。
コロナ禍で昨年は実施できませんでしたが、夏には『納涼祭』、冬には『忘年会』など
親睦を深める行事も実施しております。

いろんな設備や機械がありますが、専門知識がなくても、一から丁寧に仕事を教えていますので安心してください。
「鉄板」が「製品」になるまでの製造を行っていますので、モノづくりに興味がある方は
インターンシップや会社見学を利用して是非ご来社ください。
いつでも受け付けています！連絡お待ちしております。

中津川市坂下212番地1

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-75-2397

https://uniondenso.co.jp/

製造業

年1回の社員旅行は、会社の一大イベントとして、みんなとても楽しみにしております‼
国内旅行や海外では「中国・香港」や「サイパン」、「タイ・バンコク」などに行き、
初の海外旅行を経験した社員もおりました。
また毎年9月に行われる「中津川ソーラー武道館」のステージ等の設営を当社が行っております。
そのため当日スタッフとして、ソーラー武道館に参加できることもイチ押しのポイントです。

だれとでも話しやすいアットホームな環境づくりを行っています。
初は先輩社員に同行しながら、仕事を覚えていただきます。

わからないところは丁寧に教えますので、安心してなんでも聞いてください‼
ぎふ建設人材育成リーディング企業において『ゴールドランク』の認定を受けています。
私たちと岡山工務店で一緒に働きましょう！！

60　株式会社　岡山工務店

中津川市福岡６８５番地１

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３－７２－２１００

http://www.kk-okayama.jp/

総合建設業
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 145 人 平均年齢 50 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 10 人 平均年齢 48 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

61　セントラルグループ

幅広い仕事内容と和気あいあいとした労働環境が自慢です。
「自分の希望と仕事内容がミスマッチする」「職場の環境が合わないかも」良くきいたことありませんか？
弊社はグループ採用させていただくことにより、幅広い雇用窓口を設けています。
気軽に相談できる先輩社員も多数おります。
「地元で長く働きたい」「地域社会に貢献したい」人にはぜひ一度話を聞いてもらえればと思います！！

入社3年目、私は建設現場で働いています。
仕事内容としては恵那市内を中心に道路の舗装や敷地内整地等をしています。
先輩たちから技術を教えてもらい、徐々に任される仕事も多くなってきました。
手掛けたものが目に見えて、地域の方々が利用していただける形に残る仕事なのでとてもやりがいを感じています。
また一つの仕事を多くの仲間たちと協力することで、とても楽しく仕事ができます。

恵那市大井町1202-4

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-26-4114

http://www.central1961.com

建設業他多数

創業44年、永年培ってきた技術力・知識をもとに、中津川市恵那市を中心に、
地域密着でお客様が笑顔で暮らし続けることができる住まいづくりや、
土木工事は公共工事を中心にまちづくりに貢献しています。
社員のスキルアップのための資格取得支援を行っており、働きながら資格を取得でき、本人のやる気を応援します。
GW・お盆・年末年始の長期休暇を利用して趣味を楽しんでいる社員が多いです。
社員同士、気軽に話し合える雰囲気の職場です。

高校卒業後、高校新卒で入社しました。専門的な知識はもちろん、社会人としてのマナーも何一つわかりませんでした。
社会人としての基本的なことも学びながら、専門的なことも教えてもらい、
わからないことがあれば職場の方々がやさしく教えてくださいます。

62　美濃建設　株式会社

中津川市中一色町2-20

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-６６-１４２３

https://www.minokensetu.co.jp

総合建設業
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 6 人 平均年齢 53 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 20 人 平均年齢 50 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

63　株式会社　山岡ハウジング

国土交通省、岐阜県、県内各市町村等の測量・設計・調査等の業務を行うことにより、社会への貢献を目指しています。
技術職であるため、資格取得を目指していただき、会社としてその為のバックアップをしてゆきます。
有給休暇も積極的に取得を推進しています。

業務上必要な資格を取る事により昇給につながります。
高齢になっても、気力・体力があれば仕事は継続可能です。

私たちの仕事は「水まわりの救急隊」。
キッチンの水もれ、シャワーの故障などで困っている人たちのもとに駆けつけて、修理して問題を解決する仕事です。
DIYで使う工具が人並みに使えれば素質充分！気さくな先輩たちがしっかり育てていきます！
ゆくゆくは、一生役に立つ国家資格取得も可能！

水があるかぎり、なくならない仕事です！
実は、水まわりのSOSや仕事は恵那市内で毎日発生しています。
困ってる人の元へ駆けつけ、修理や工事を行ない、笑顔をいただく仕事です。

初は、どんな道具やどんな工事があるかを知ってもらうところからスタート。
そして、この仕事の経験や資格があると、これから働き口に困ることはありません。
恵那の町で「ありがとう！」の笑顔をもらう仕事はいかがですか？

64　ダイシンコンサルタント　株式会社

中津川市中津川3168番地の1

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-６５－２４６８

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｄａｉｓｈｉｎ－ｃｏｎ.ｂｉｚ/

測量・設計・調査

恵那市山岡町上手向１２１９

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-５６-２４１９

https://www.yamaoka-h.com/

水道設備工事
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 19 人 平均年齢 43.2 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 30 人 平均年齢 48 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

豊かな自然の中での仕事です。
環境問題や温暖化防止のため森林を育てるとともに、木材生産により資源の有効活用に貢献する仕事です。
研修制度あり。必要な資格は組合負担で取得していただきます。
チェンソー、ヘルメット、防護ズボンは貸与します。

インターンシップや会社見学は都合がつけば随時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください！

65　有限会社　大矢コンサルタント

我が社は、公園、宅地、道路、橋、河川堤防、上下水道･･･私たちの暮らす街、環境を創る会社です。
「測量」や「設計」なんて聞くと難しそう・・・と思われるでしょうが、みんなゼロからのスタート！
どんな事でも全部教えます！どんどん聞いてください！
仕事は学校じゃなくて実践で学び身に着ける。それが大矢コンサルタントです。

仕事の話から雑談まで、とにかく賑やかで明るい職場です。従業員の半分近くが業界未経験者でしたが、
先輩がしっかり指導・サポートするので、未経験でも安心して業務に望むことができます。
「百聞は一見に如かず」、どんな仕事しているの？どんな人が働いているの？職場の雰囲気は？など
気になる事がちょっとでもあれば、いつでも見学に来てください。インターンシップも可能です！お待ちしてます。

66　恵南森林組合

恵那市上矢作町1824番地の2

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-４７-２８１１

http://www.k-nan.jp

林業

恵那市長島町正家後田1067-266

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-25-4187

http://d-consul.co.jp

測量、設計 、建設コンサルタント
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 236 人 平均年齢 43.8 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 154 人 平均年齢 49 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

”　誰かのとなりで 共に笑い、共に泣き、共に生きること　”
あなたの仕事にしてみませんか？
飛翔の里生活の家では障害のある方の生活全般のサポートをしています。
先輩職員が一から教えてくれるので着実に仕事を覚えていくことができます。
利用者さんの笑顔や喜びにつながり、人から必要とされ役に立つことのできる仕事です。
長く安心して働くための相談窓口や休暇制度も備えています。

・R3年度より誕生日休暇が取れるようになりました！働く環境の改善に力を入れています。
・支援職員として働きながら介護福祉士の資格を取得することが出来ます。受験料の支給制度あり！
☆「障害者支援ってよく分からない」「なんだか大変そう？」そんなイメージをお持ちの方、
　ぜひ実際に見学に来てみてください♪オンラインによる見学や説明も可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
☆働く環境や職員の様子を求人サイトやインスタグラムで公開中！法人HPからもご覧いただけます。

地域福祉の拠点として事業を展開しています。安心して資格取得などスキルアップに取り組めるよう支援します。
育児休業取得100％子育てにも優しい職場です。新卒者など未経験者には時間をかけ研修を行い、
一人ひとりのペースで介護の基礎知識を習得していただきますので、全く心配はいりません。
「岐阜県介護人材育成事業者認定制度GRADE２認定事業所」「新はつらつ職場づくり宣言事業所」等、
働きやすい職場づくりに取組み、長く安心して働ける職場です。
「笑顔」と「ありがとう」、「気づき」と「優しさ」に溢れたアッタカ～イ職場です。

福祉の仕事はチームワークが大切なので、協調性のある人。
そして利用者様により良いサービスを提供するためには何が必要なのかを共に考えられる人。
福祉の仕事、そして自分の職場に誇りをもってほしいので使命感に溢れ、人には優しく笑顔で接することが出来る人。
そんなあなたと一緒に働きたいです。福祉職の素晴らしさを体験し、あなたの夢を叶えてみませんか？
福祉のプロとしての成長はもちろんですが、どこでも通用する社会人として、
そして人間性豊かな人に成長するまで全力であなたを応援します。

中津川市千旦林字西林1655番地39

0573-68-6262

https://www.higashi-f.com/

社会福祉事業（障害者支援事業）

68　社会福祉法人　ひがし福祉会　飛翔の里　生活の家

67　社会福祉法人　五常会

中津川市瀬戸１３８７番地の８

０５７３-６５-３１４１

http://www.gojoukai.co.jp

高齢者福祉事業（特養施設等の運営）
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 21 人 平均年齢 57 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 37 人 平均年齢 57 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

笑顔あふれる職場で、真剣に働いてみませんか？少しでもご興味があれば、ぜひ一度、ご応募ください！
部署によって業務内容は様々ですが、患者様とのつながりと施設の利用者様とのかかわりにて学ことも多く、
やりがいを感じられると思います。
年齢差に関係なく話し合い、相談し分かり合える笑顔の絶えない職場です。
知識多様なスタッフが多いため、様々な知識を広げながら助け合って仕事ができます。

地域の皆さまと心の通い合うコミュニケーションを大切にし、人々の健康を考えて地域社会に貢献できる、
とてもやりがいのある仕事です。高齢者が１人でも暮らしていける町を目指して、医療と連携しながら健康的に暮らせるよう
に、 様々な介護サービスを提供しています。あなたの「人を思う心」がより良いサービスに繋がります。
施設の見学はいつでも受け付けています！お気軽にご相談下さい。
医療・介護に興味のある方や、やりがいのある仕事に興味がある方は、説明だけでも聞いてみませんか？＾＾

笑顔あふれる当院で、真剣に働いてみませんか？少しでもご興味があれば、ぜひ一度、ご応募ください！
部署によって業務内容は様々ですが、患者様とのつながりと施設の利用者様とのかかわりにて学ぶことも多く、
やりがいを感じられると思います。
年齢差に関係なく話し合い、相談し分かり合える笑顔の絶えない職場です。
知識多様なスタッフが多いため、様々な知識を広げながら助け合って仕事ができます。

地域の皆さまと心の通い合うコミュニケーションを大切にし、人々の健康を考えて地域社会に貢献できる、
とてもやりがいのある仕事です。
またベテランスタッフも多数在籍していますので、若い方にその技術を継承して頂けたらと思います。
施設の見学はいつでも受け付けています！お気軽にご相談下さい。
医療・介護に興味のある方や、やりがいのある仕事に興味がある方は、説明だけでも聞いてみませんか？＾＾

69-2　有限会社　中部GPF

恵那市長島町中野1216-8

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-25-1213

https://chubu-gpf.or.jp/gpf/

介護支援事業

69-1　医療法人社団　岐友会　中部クリニック

岐阜県恵那市長島町中野1214-41

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-26-3001

https://chubu-gpf.or.jp/clinic/

医療業
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 16,153 人 平均年齢 43 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 34 人 平均年齢 46 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

ヤマモトグループは創業１００年を超える老舗グループで、地域に密着し社会貢献をしてきました。
災害に強く熱量の高いLPガスを主に取り扱っており、その利便性から多くのお客様に選ばれています。
直接お客様とやりとりをする仕事なので直接「ありがとう」と言っていただけるやりがいのある仕事です。
仕事を通して多くの知識や技術が身につくので、成長を実感してもらうことができると思います。
その知識や技術は将来家を建てる時にかなり役に立つと思いますよ。また、多くの人と関わる仕事なのでそこも魅力だと感じます。
人と話すことで得られる知識と情報はかけがえのない物になると思います。

若くフレッシュな力で一緒に会社を盛り上げていきましょう٩(ˊᗜˋ*)و

仕事柄お客様のお宅に行くことが多いので、お客様とお話をすることが多く、お困りごとを解決した際には
「ありがとう」と言っていただけるのでとてもやりがいのある仕事だと思います。
新入社員歓迎会や忘年会もあり先輩方とは気兼ねなく話ができます。
また、恵那市の事業所対抗ソフトボール大会にも毎年出場しており、練習や大会後の食事会などもあるので
仕事以外の楽しみもある会社です。家族手当、住宅手当、通勤手当等の福利厚生も充実しています。
また、資格取得補助や役職手当や当番手当もあります。さらに、ヤマモトグループで使える特典もあります。
人間関係は先輩後輩のコミュニケーションもよく、仕事のことはもちろんプライベートな事も相談できます。
多くの知識と技術が身につく地域密着型の仕事です。ぜひ一緒に仕事をしましょう！！

社会の「安全と安心」を提供するセキュリティスタッフからスタートし
将来は適性、能力に応じて営業や事務やその他のフィールドでの活躍など様々な可能性があります。
★未経験・異業種からの転職大歓迎：教育制度・研修制度が自慢です！！
　 しっかり丁寧に教育していきますので、未経験でも安心して働くことが出来ます。
★充実の福利厚生：毎年、長期休暇が取得できます。しっかりリフレッシュしてプライベートも充実出来ます。

「セコム」と聞いてまず何を思い浮かべますか？？セコム＝警備会社！！実はそれだけではないんです！！
いつでもどこでも当たり前の安全・安心を創造し続けるために「現状打破」の精神でセコムは日々成長し続けています。
時代はどんどん進化しています。しかし不安や悲しみはまだなくなりません・・・
「絶対に安心な社会」はまだ誰も実現したことがありません。
だから私たちは挑み続けます!!世界を変える安心に私たちと一緒に挑みましょう！！

71　ヤマモトエナジー販売　株式会社

恵那市大井町１２１３－１

０５７３－２６－２１５１

https://www.yama-recruit.com/

LPガス卸・小売業

70　セコム　株式会社

東京都渋谷区神宮前1丁目５番１号

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

03-5775-8300

https://www.secom.co.jp/

セキュリティ事業
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 106 人 平均年齢 48 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 110 人 平均年齢 39 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

・コロナ禍でも安定した業績です。
・冷暖房が完備された【非常にきれいでクリーンな職場環境】です。
・世の中になくてはならない、皆さんが使ったことのある、飲んだことのある、
　【お薬の容器】をプラスチックを使用して作っています。
・年間休日１２２日、土日曜日が休みでプライベートな時間も充実

・大手製薬会社・化粧品会社を得意先とし、コロナ禍でも安定した業績で、堅実な会社です。
　自分の製造したお薬の容器が、薬局やドラッグストアで売られているのを見ると、
　仕事に対するやりがいを感じますよ。
　是非、一緒に仕事をしましょう！
・岐阜県可児市に関連会社、岐阜・大成化工（株）があります。

ヤマモトグループは今年で『創業110周年』となりました。
「エネルギー総合サービスカンパニー」として、更なる発展と継続をしていく為に、基本を忠実に、
そして今までの歴史を理解・尊重する事に力を入れています。
また、資格取得にはより力を入れており、教育研修への参加はもちろん、出光興産の研修センターで行われる
研修や実習にも随時参加するなど、近年の自動車の進化にも対応出来る社員教育を取り入れています。

従業員全員で『助け合い・気配り』を意識している為、従業員としての絆の深まる会社です。
業務上必要な資格取得に向けた指導や教育を先輩や上司にしてもらえる仲間意識が強い会社です。
仕事以外では、恵那市が開催するソフトボール大会に出場したり、出場前の練習や大会後の懇親会、
ヤマモトグループ全体での忘年会など、先輩や後輩、同僚従業員との懇親の場もたくさんあります。
人と話す事が好き、車が好き・興味がある、など少しでも興味があれば話を聞きに来て下さい（＾0＾）

73　明知・大成化工　株式会社

恵那市明智町９８９－２８１

０５７３－５４－３５９１

http://www.taisei-g.co.jp

製造業

72　山本石油　株式会社

恵那市大井町２７１番地の５

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-２６-１２２１

http://www.yama-moto.jp

卸・小売業（石油製品販売業）
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 106 人 平均年齢 39 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 45 人 平均年齢 40.5 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

74　株式会社　加藤製作所

75　株式会社クマガイ

中津川市駒場447番地の5

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３－６５－４１７５

http://www.katog.co.jp

製造業（家電、航空関連、環境関連製品の部品製造）

主に自動車のボディー骨格になる、ピラー、パネルカウルサイドなどの部品を量産するための、プレス金型を作っています。
自動車の安全性につながる強度を保ちながら、軽く燃費良く、環境に優しい技術を求められる仕事です！
入社5、6年目の先輩が、丁寧に技術指導します。社内技能検定、短期海外出張など、スキルアップのチャンスがあります。
年間休日108日、毎週水曜日ノー残業デー、有給取得実績平均10日以上、社員の57.5%が30代以下と活気ある会社です。
会社の年間実績により、福利厚生施設として、エクシブ、ベイコート倶楽部を年1回利用可、ご家族、友人と楽しめます。

・非接触3次元測定器、CAE解析、ネットワークツールなどデジタルトランスフォーメーションを活用した、
　 先端の金型づくりに興味のある方は、是非、声をかけてください。
・技術をもって、海外出張など、世界を股にかけて仕事をしてみたい方、 新の3次元CADを使った金型設計、
　CAEを使った新たな技術開発に興味のある方、待ってます。

【経営ビジョン】　日本のモノ作りの礎となる　　【経営理念】　喜びから喜びを
生活の中にあるたくさんのモノ　換気扇、航空機、自動車、郵便ポスト、高速道路の遮音壁、新幹線、本棚、学習机、
電気温水器、太陽光パネル、などなどに使われている部品を1枚の鉄板から作ってしまう、モノ造りの会社です。
創業133年という老舗ながら、 新の技術と設備で時代の変化にチャレンジし続ける会社です。

モノ造りは面白いです。そして誰かの役に立っています。
インターンシップや会社見学はいつでも受け付けているので、現場の景色を見に来ませんか？
働きやすく、雰囲気も良い会社です。

岐阜県中津川市駒場1666-2917

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-66-1759

https://www.kumas.co.jp

製造業（自動車部品）
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76　白鳥恵那愛知電機　株式会社　恵那工場

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 156 人 平均年齢 42 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 29 人 平均年齢 51 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

大手ハウスメーカー向けのサッシ枠、ドア枠、巾木などの洋室用内部造作材の製造、加工、販売や木材の輸入、納材を行っている
総合造作材メーカーです。原材料の調達から生産まで全て自社工場で行い高品質・短納期・低コストを実現するべく
社員一丸となり、良い製品を提供できるよう日々取り組んでおります。
年間休日は120日で、会社のゴルフクラブでは会社からの補助もあり和気あいあいとした雰囲気です。
忘年会をはじめ、花見、猛暑の夏には慰労会、土用の丑の日には丸々一尾のうなぎ弁当を配給といったイベントも盛りだくさん。
当社は誰もが評価され、一人一人がレベルアップできる会社を目指しております。スキルアップしたい方、
やりがいのある仕事を希望されている方、モノ造りが好きな方、機械やパソコンが得意な方、是非ぜひお待ちいたしております。

社員の皆さんが働きやすい環境づくりを目指して日々取り組んでおります。
一日の勤務時間の中で、お昼休憩の他に午前・午後の中間にも休憩時間が設けられており、集中力を欠くことなく効率よく働けます。
また、会社指定のお弁当なら190円/食で食べることもでき、仕事着は貸与、安全靴は上限2,500円までの半額補助もあります。
年間休日には、年末年始休暇やゴールデンウィーク、お盆休みといった大型連休もあり、プライベートも充実できます。
令和3年6月から社員の退職後の生活も安心できるようにと確定拠出年金制度を導入して福利厚生もますます充実しております。
キャリアアップや昇給、賞与で頑張った成果を感じることができ、やりがいのある社会生活を送ることができます。
是非皆さんと働けることを楽しみにしております。

77　株式会社　曽我木材工業

専門知識がなくても、1から丁寧に仕事を教えるので安心してください！
明るく元気な人、ものづくりに興味がある人、まだこの会社知らないという人も、
まずは説明だけでも聞いてみて下さい(^^)/

恵那市長島町永田175-3

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-２５-５８５５

https://sogamoku.com

製造業（洋室内装造作部材）

「家から通える安定企業」
近くにキャンプ場もある自然豊かな環境ですが、名証一部上場の愛知電機(株)のグループ会社で
堅調に実績を伸ばしています。
田舎ならではの人柄の良い先輩達と一緒にものづくりをしてみませんか？

恵那市飯地町1780番

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-22-3311

（準備中）

製造業（モータ組立、モータ応用機器生産、樹脂成形）
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 372 人 平均年齢 40 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

79　千代田電子工業　株式会社　いわむら工場

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 60 人 平均年齢 42.3 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

78　ダイキャスト東和産業　株式会社

当社はエレクトロニクスの基盤を支えるワイヤーハーネス製品の設計・製造・販売をしている”ものづくり”の会社です。
ワイヤーハーネスは、さまざまな機械装置に組み込まれ、電源供給と電気信号を伝達する重要な役割を担います。
その役割に求められる多様なニーズに、創業以来、確かな技術と提案力で応えてきました。

弊社は愛知県豊川市に本社を置き国内3事業所と海外は香港・中国に3法人を運営し大手Topﾒｰｶｰ様に
ワイヤーハーネスを供給する中核企業です。
入社1年以上で株主と成れるばかりでなく経営に参画出来る非世襲企業です。
自らの夢と力を信じ人生をかけてみませんか？

◆創業94年の老舗ダイカストメーカーです。
　 アルミダイカストを用いて主に自動車のＡＴ(ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ)やエンジンに使われる重要部品を製造しています。
　 業界では、社歴・品質・技術・規模共にリーディングカンパニーとして発展しています。
◆会社スローガンは、「人財こそかけがえのない も大切な資産』です。社員が会社の大切な財産という意味です。
　 皆が活き活きと働きやすい職場環境をつくり、各自が役割を果たすことで会社に貢献することを目指しています。

一昨年より完全週休2日制を確立し、年間休日は120日(計画有休3日間含む)であります。
有給休暇取得率は約70％であり、働き方改革を率先垂範している会社であります。
更には、希望の職種に異動が可能な『チャレナジ公募精度」、入社時から2年間の『キャリア・プラン』や
『メンター制度』等、魅力的な人事制度を実施しています。
仕事に対する"働き甲斐"を持ち、自己実現を達成できる会社であると考えています。
是非！弊社を見学頂き、ご自分の五感にて体感して頂ければ幸いです。

恵那市岩村町矢坪2453-21

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-43-3888

https://www.chiyoda-denshi.co.jp/

製造業（ワイヤーハーネス設計・製造・販売）

恵那市武並町新竹折80番地 恵那テクノパーク内

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-２8-0072

http://www.dc-towa..com

製造業（自動車部品）
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 58 人 平均年齢 40 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 139 人 平均年齢 37 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

恵那工場では、『食』に関わる厨房機器であるガステーブルコンロを製造しています。
先ずは先輩について順番に仕事を覚えて頂きますので、安心して下さい。
人々に『温もり』を一緒に届けましょう。社内の中でも『温もり』を感じることができる環境です。
『ものづくり』に興味のある方、お待ちしております！

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

パロマグループは、国内８工場、海外１７工場、営業所は国内に８４ヶ所を有し、総資本金７７５億円、
総売り上げ４，７８７億円、従業員数１３，０００人を超える世界 大規模のガス器具メーカーです。
繁栄期以外での残業はほとんどなく、定時時間できっちり終了となる為プライベートを充実する事が出来ます！
Ｗｉ－Ｆｉも完備されています。
又、産休・育休取得率が９割を超え短時間勤務制度もあるため、働きやすい職場だと思います。

全国的にも数少ない、段ボールを積層したり、ハニカムパネルなどで紙を立体化し、
構造用中芯材・包装用緩衝材・フィルターや猫の爪とぎなど製造販売しております。
転勤、夜勤が無く、完全週休２日制の年間休日120日と、プライベートの時間も十分確保できる為、
身体や気持ちに負担がかからないのが当社の強み。
成果主義制度を導入しているので、気力、やる気を持って仕事に取り組めば、どんどん評価され給料に反映されます。
また、企業年金は【確定拠出年金】を取り入れている為、個人で年金の運用が出来ます。
将来の姿を想像してみて下さい。当社で働けば、腰を据え地元に根付き、末永く安定した生活が送れるでしょう。

ものづくりに興味がある人、素材が金属やプラスチックとは違う温か味のある【紙】で、
再生紙を利用し製品にし販売してます。使用後は再生紙として再び再生出来る循環型の素材【紙】に共感持てる人、
【紙】が好きな人、ＳＤGsや環境問題に興味がある人は胸を張り当社で働けるでしょう。
社内行事としては、親睦会があり、約2年に1回の社員旅行や、忘年会、花見やフルーツ狩り、ボーリング大会など、
毎年、色々な企画がありワイワイしながらコミュニケーションをとり、社員同士の絆を深めております。

81　株式会社　パロマ　恵那工場

恵那市大井町字大林2602-1

0573-25-6108

http://www.paloma.co.jp/

製造業（ガス器具製造）

80　東濃コアー　株式会社

恵那市武並町竹折1695-1

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-28-2618

http://www.tonocore.co.jp

紙加工業(ﾍﾟｰﾊﾟｰﾊﾆｶﾑﾊﾟﾈﾙ・積層段ボール等)
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 18 人 平均年齢 35.7 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 205 人 平均年齢 42 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

プリント配線板とは、電子機器の根底となる主要部品の１つです。
なかなか日常では目に触れる事はありませんが、生活のあらゆる所に存在しており、欠かせない物となっています。
私達はそんなプリント配線板の開発から設計、製造、販売まで３０年以上続け、
２０１４年４月に新たな総合メーカーとして発足しました。
社名のＲＩＴＡとは「お客様のために洗練された技術とサービスを総合的に提供する」という意味を込め、
社内公募で決定しました。私達と一緒に、若い会社を強くして行きましょう！

プリント配線板は日常の中であまり目に触れる事はありませんが、生活には欠かせない商品を私達は製造しています。
入社前の専門知識は不要です。学部・学科にこだわらず広い分野の人材を募集しております。
少しでもプリント配線板に興味がある方、またものづくりに興味がある方、まずは説明だけでも聞いてみませんか？

83　RITAエレクトロニクス　株式会社

岐阜県恵那市山岡町馬場山田1465-2

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-56-2151

https://www.ritael.co.jp

製造業（プリント配線板の開発から設計、製造、販売）

家の土台である住宅用基礎鉄筋を作っています。
１本の長い鉄筋を、切って、曲げて、つなげて、組み合わせて、ひとつの形にして行く仕事です！
多くの大手ハウスメーカーから受け入れられ、成長、拡大している企業です。
茨城工場をメインに全国に５工場、その中で売上２番目が中部工場です。
社員同士仲が良く、分からないことがあっても、親切丁寧に教えてもらえます。

入社するほとんどが専門知識がなく入っています。大事なのは一緒にモノ作りをする真面目な気持ち！
一から丁寧に仕事を教えるので安心して来てください！
会社見学はいつでも受け付けています！まずは工場を、仕事を見て感じて欲しいです！
会社と共に成長したい子、ものづくりに興味がある子、メークスで夢を実現できる仲間に入ってみませんか(^^)/？
Youtube、会社HPで紹介動画を配信しています、是非ご覧ください！

82　メークス　株式会社　中部工場

恵那市武並町藤２２７０‐2

０５７３-２８-５０６５

http://www.i-makes.coｍ

製造業（住宅用基礎鉄筋製造加工）
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 111 人 平均年齢 38 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 20 人 平均年齢 42 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

アイギハウジングには家づくりが大好きで、個性豊かな人間が集まっています。
私たちは、長所も短所もある人間の個性を愛し、他者を尊重し、それぞれの個性があるからこそ「チーム」の価値があると
信じます。そんな「チーム」で、伝統技術と現代技術を取り入れた家づくりをお客様と一緒にしています。
休日出勤の場合の代休は必ず取得してもらい、有給休暇も取りやすい環境にあります。
会社の推奨する資格（建築士・宅建士など）については資格手当も支給しています。
職場はアットホームで穏やかな雰囲気です。コロナの影響を受けて今年は行いませんでしたが、
春には700～800名ほどを集客する「住宅祭」、夏には全社でのBBQ大会などのイベントも行っています。

今アイギハウジングは変革の時期にあります。
今まで築き上げてきた技術と信頼をベテラン社員から若手社員が習得し、伝統を守るとともに、
若手のアイデアを尊重し、形にすることを積極的に行っています。
また、私たちは、県産木材が持つ特徴を活かし、地産地消の考えのもと、森が育つ環境を維持することを念頭に置き、
家づくりを行っていきます。

85　株式会社　アイギハウジング

恵那市大井町１１３４－８２

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３－２６－１５６７

https://www.aigihousing.co.jp/

建築工事業・宅地建物取引業・建物建築設計

モノづくりの重要な部分である「金型」の設計・製作から、プラスチックの部品を造る「射出成形」、
部品製作後の「塗装」「蒸着」および「組立加工」と一貫生産ができる会社です。

近は、『自社開発のIoT（機械とパソコンをつなぎデータ収集と分析などを実施）』で
多方面から注目を浴びている会社です。

  工業系の方はもちろん、専門知識がない方でも、一から丁寧に仕事を教えるので安心してください！
インターンシップや会社見学はいつでも受け付けています！気軽に見に来てほしいです！
車が好きな方、ものづくりに興味がある方、まずは説明だけでも聞いてみませんか(^^)

84　ワイ・ケー・ピー工業　株式会社

中津川市千旦林６５１-１５

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-７８-０１７１

https://www.ykp-k.co.jp

プラスチック製品製造業（主に自動車部品）
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 35 人 平均年齢 40 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 44 人 平均年齢 51 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

87　株式会社　加地工務店

何かと労働条件が厳しいと思われがちな建設業界ですが、
当社は保養施設やゴルフの練習場など福利厚生等も充実してきており、
休日や有給の取得状況など年々改善しておりますし、資格取得制度も充実していますので
仕事をしながら安心して勉強に取り組んでいただけます。
わからないことは先輩が教えてくれますので安心して働けます。一緒に頑張りましょう。

暮らしの安全安心のお手伝いと、より良い生活環境を実現するため、ドローン・3Dキャド等の
先端技術を導入しICTなどの技術を高めながらお客様に満足していただける構築物の建設に日々取り組んでいます。

又、新入社員のサポートを充実して各種研修や資格等の取得に力を注いでいます。
●ぎふ建設人材リーディング企業に認定/社員旅行・ツーリング倶楽部・ゴルフ倶楽部・各種保養施設あり

中津川市付知町6054

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-82-4131

http://www.kachiko.co.jp/

総合建設業

我が社は生活に一生必要となる水を供給する仕事です。給排水衛生工事・空調工事・水道施設工事を
得意分野とし、近代建築史研究の第一人者、藤森照信氏の設計物件を施工した事もあります。
自社で設計から施工、アフターフォローまで行っている為、入社後も仕事を覚えて行く中で
経験のある先輩がしっかりとフォローしてくれますから安心して働けます。
また資格取得を支援する制度が有り、受験費、交通費の会社負担や、
取得後には 大100万円の報奨金の支給があったりします。

新卒は誰もが初心者だと思います。専門知識がない子でも、一から丁寧に仕事を教えるので安心してください！
初め、給排水衛生設備って何って思うかもしれませんが、生活のすごく身近なところにある仕事で人々の生活を
支える大切な仕事でやりがいのある仕事だと思っています。
わからないことは先輩が教えてくれるので安心して仕事に望めます。

86　五十嵐工業　株式会社

(本社)中津川市茄子川2077-8　(営業所）多治見営業所

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-68-2161

https://www.igarashi-ec.jp/

建設業(管工事)
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 37 人 平均年齢 49 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 28 人 平均年齢 48 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

89　株式会社　地域コンサルタント

完全週休2日制（土日祝）で年間休日122日！
残業も少なく、有給も取りやすいので、プライベートとの両立もバッチリです！
20～60代の幅広い年代が活躍中！アットホームな雰囲気が自慢の会社です！
手に職が付けるよう…未経験者から技術や資格が身に付きます。

恵那市長島町正家1067-250

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-26-3220

https://www.chiiki-e.co.jp/

建設コンサルタント・補償コンサルタント・測量業

1980年創業。調査、測量業務、設計、補償業務、コンサルティング等を行っています。
官公庁からの受注が約9割。国土交通省や岐阜県、岐阜県内市町村の案件を数多く手掛け、
交通インフラや上水道、区画整理を含む街づくりを支えています。
弊社は東証マザーズ・名証セントレックス上場　(株)メイホーホールディングスのグループ会社です。

88　付知土建　株式会社

道路や橋梁、山林の治山工事など、地域の人々が安心して暮らせる基盤づくりの仕事です。
初は先輩社員とペアを組み補助作業をしながら各種工事の基本を学び、

その後、測量、写真撮影、データ管理など監督員としての仕事を習得していきます。
作業は安全優先で行い、仕事が不慣れな若手には細心の注意を払います。
週休2日のため、しっかり働きしっかり休むメリハリある働き方ができます。
自分の力で50年後にも「カタチとして残る仕事」にチャレンジしませんか！

ポジティブで前向きならもう言うことはありません！
弊社では、従業員に寄り添った仕組みづくりに取り組んでいるので、新しい意見をどんどん聞かせていただきたいです。
皆さんの意見を聞いて色々なことに取り組むので、皆さんが中心人物になれます！
積極的に取り組んで、みんなで会社をより良いものにしていきましょう。

岐阜県中津川市付知町５０６８－３

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３－８２－４１１１

https://tcc-tsukechi.com/

建設業、森林整備
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 182 人 平均年齢 52 歳

うちのイチ押し！ポイント

先輩からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 53 人 平均年齢 39 歳

うちのイチ押し！ポイント

先輩からの一言

スタッフは「尊厳あるその人らしい穏やかな生活」を理念に笑顔あふれるケアを毎日提供しています。
入居者様と一緒に料理を作ったり、レクレーションや季節ごとの外出や行事を計画し、
入居者様と一緒に楽しんでいます。お仕事の研修期間は約2ヵ月間設け、担当者が丁寧に指導をします。
研修終了後も不安や心配事があればサポートしていくのでご安心ください。
やむをえない家族の都合や自身の体調不良等、その時の生活環境や体調に合わせて、あまり無理のない様、
永くお仕事をして頂けるよう勤務形態の相談にものっています。
介護記録システム（ATIsysⓇ）のグループ開発など、新しいことにチャレンジしていく会社です。

有給休暇も気軽に取ることができ、プライベートを充実させることができるので、仕事もより一層がんばっています！
仕事内容に食事作りがあるので、自然に料理を覚える事ができて楽しいです♪
資格を取るための支援もあり、実務者研修を修了し、現在は介護福祉士取得に向けて頑張ってます。

91　有限会社　ナチュラルケア中津川

中津川市中津川950-25

0573-66-1517

http://www.keijyu-nc.com

介護（高齢者）

職員の平均年齢52歳というのは高校新卒の19歳から、上は78歳まで
幅広い年代の職員が一緒に働いているということです。
安定した経営のもと、介護未経験でも働きながら介護の技術・知識が身につけられ、
超低床ベッドや入浴リフトなどの介護補助機器を活用することで、職員の負担を減らせるよう取り組んでいます。
ふたつの施設の基本理念「”あなたに会えてよかった”と思ってもらえる」「もうひとつの我が家」を目指し、
職員を大切にしながら、超高齢社会に無くてはならない仕事に取り組んでいます。

・女性が多い職場と思われていますが、若い男性職員も多く、趣味の合う仲間が出来ました。
・自分と同じ坂下高校卒業生が15名入社し、一緒に働いています。
　福祉系の高校卒でなくても、３年の実務経験と必要研修を受講すれば介護福祉士国家試験を受験できます。
　あいさつや言葉遣いが元気で気持ちよく、利用者さんに対して優しく敬意を持って接することが出来る人と、
　一緒に楽しく働きたいと思います。

90　社会福祉法人　恵北福祉会

中津川市付知町4575-1

0573-82-4718

http://www.keisyoen.jp

社会福祉事業
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所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 ２４万 人 平均年齢 36 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 93 人 平均年齢 46 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

1964年誕生の当社は今年で設立57年になります。
その歴史の中で、不況などのいくつもの経営危機を乗り越えてきた、安定経営基盤が当社の自慢です！
他部署でも関連した業務が多いため常に社内コミュニケーションを取り合い、社内の風通しもとても良好です！

当社はながい歴史の中で新しい業務へ挑戦をし続けてまいりました。
そのため、社内にはチャレンジングな雰囲気があります。
入社した際には、重要な仕事に挑戦してもらいたいと考えております。
ぜひ、一緒に働いてみませんか？

93　中央紙運輸　株式会社

中津川市224-1

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0573-68-3131

http://www.westp.co.jp/

運送業

92　自衛隊　岐阜地方協力本部　恵那地域事務所

・終身雇用、任期制（２～８年程度）、大学校・医科大学校コース、パイロットコース、
　予備自衛官補（普段は会社員、いざという時は自衛官 コース）、などの多様な就職形態があります。
・特別国家公務員で、収入は安定しているうえに、衣食住基本無料です。
　また、大学校の学生も、学生手当は支給されます。
・任期制のコースを終える際には、自衛隊が再就職を支援し、隊員向けの合同企業説明会の開催や
　資格取得のための教育も支援しています。

近テレビ番組で色々と取り上げられることもあるので、
何となく訓練の様子などはイメージを持っている人もいるかもしれませんが、
テレビでは伝えきれない、更に多種多様な職域があります。
詳しくは、私たち自衛隊地方協力本部までお問い合わせください。

恵那市長島町正家1-3-12 恵那合同庁舎３階

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３-２６-４３１０

https://www.mod.go.jp/pco/gifu/index.hmtl

国家防衛、民生の安定、国際貢献
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94　マクドナルドフランチャイジー　有限会社　ユナイテッド・エス

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 14 人 平均年齢 37 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

所在地

電話番号

ホームページ

どんな会社？
業務内容

従業員数 280 人 平均年齢 歳

うちのイチ押し！ポイント

担当者からの一言

マルヤマグループは、地域に密着した総合企業です。丸山木材工業（株）では、徹底した工程管理のもと、
新築工事・リフォーム工事を行いお客様に満足していただける家づくりをしています。
東海道路（株）は、道路標示区画線、道路標識等の設置を行い道路の安全と安心をつくっています。
（株）イワビシでは岩村、付知、苗木、子野、パネルの５工場を擁しモーター関連部品、エレクトロニクス製品、
熱交換型換気装置用部品等の製造生産を行っています。当グループは多岐に渡る企業体として進化し続けています。

初は分からないことがたくさんあり、戸惑うことがあるかもしれません。分からないことはすぐに聞くということが重要です。
先輩が丁寧に教えます。分からないままにしておくと、後々大きなミスにつながってしまいます。
是非マルヤマグループで一緒に働き地元を盛り上げていきませんか。

95　マルヤマグループ

中津川市苗木４５８６番地の５０

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

０５７３－７７－１９１６

http://www.maruyama-g.co.jp/

住宅建設、電気機械器具製造、道路交通安全施設業外

マクドナルドのお仕事は人と人との繋がりを残しつつも、デジタルに対応したシステムを取り入れ、
常に従業員の教育プログラムにとても力を入れています。
ただハンバーガーを作る・売るという仕事ではなく、人材育成を基盤としたお仕事になるため、
毎日成長を感じられながら楽しく働くことが出来ます。
飲食店では取得しにくい有給休暇はもちろんのこと、連休や繁忙期のお休みなども取り入れており、
シフト制でもあるため、ご家族、ご友人などとのコミュニケーションも非常に取りやすい環境になっています。

マクドナルドは「アルバイトの職場」というイメージが強いと思いますが、これから社会に出て行く方には、
実は必ずしもそうではないという事をお伝えしたいです。
社員で働くということはどんな事なのか？皆さんにとって馴染みのあるマクドナルドですが、
その概要に興味がある方は是非説明だけでも聞いてみませんか？(^^)/?

多治見市光丘町1-21-1

写真

※仕事風景、若手社員の集合写真など
入社後のイメージが湧くようなもの

※印刷は白黒になります

0572-23-6478

http://www.mcdonalds.co.jp/

飲食業（ハンバーガーレストラン）
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