
4年生対象　学内会社説明会

参加日時 企業名(正式名称) 大業種 中業種 本社所在地 事業内容 採用(募集)職種 会場

マスダ 商社 商社（素材関連） 名古屋市中区

繊維製品の製造機能を持つ商事会社です。ファッションアパレルのみ

ならず、機械・化学メーカー、建設など200業種の多岐にわたる得意

先に合成繊維を中心とした生地の販売および二次製品（アパレル）製

品の製造販売を行っています。

法人営業職 翼館401（1）

アドバンスト・ロジスティックス・ ソリューションズ 運輸・倉庫 倉庫 高浜市

物流センターの管理運営/企画・設計/物流情報の収集・分析/改善業務３PL（物流請負

い）サービスの提供を行っています。倉庫内の管理運営だけにとどまらず、物流セン

ターの企画・設計、トヨタ式の改善手法を用いて付加価値をつけた物流運営ができる

点で他社と差別化をはかっています。受発注から配送の仕組み、人員配置までの見直

しなど、SC全体の効率的な物流の運用方法をお客様に対して、企画・提案・実践しま

す。

庫内マネジメント職（総合職） 翼館401（2）

トヨタモビリティ東名古屋 （キリックスグループ） 商社 商社（自動車・輸送用機器） 名古屋市中区

自動車販売・整備【トヨタ・レクサス・フォルクスワーゲン】”完全店舗販売

システム”でショールームを舞台にお客様の安心・安全なカーライフをチーム

でサポート。「お客様中心の価値づくり」を経営理念にかかげ、押売りではな

く買って頂ける価値で勝負しています！その結果、多くのお客様にご愛顧いた

だき、中でも”レクサス星が丘”は全国トップクラスの評価をいただいておりま

す。

総合職（営業・企画・人事など） 翼館401（３）

日本システム開発 IT・情報処理 情報処理・ソフトウエア 名古屋市中村区 ソフトウェア開発　自社製品開発 プログラマ、システムエンジニア 翼館402（1）

河村電器産業 メーカー 電子・電機 瀬戸市

カワムラは創業より１００年以上、「電気の安心・安全」を守り、電力インフラの基

盤を支えているメーカーです。例えば、ご自宅に必ず設置されているブレーカー、工

場からビルまで幅広い場所で必要とされている高圧受電盤など弊社の製品は世の中の

いたるところで電気の安全を守っています。現在は未来を見据えて、電気自動車用の

充電器やエネルギー監視システム、宅配ボックスなど新しい分野にも事業を拡大して

います。

営業、生産部門、生産技術、研究開発 翼館402（2）

東陽 商社 商社（自動車・輸送用機器） 刈谷市

機械・工具の販売、マーキングシステムの輸入販売＊トヨタ系の自動車部品

メーカーへ機械、工具の販売を行い、業界ではトップの地位を確立しておりま

す。世界数カ国に営業事務拠点を構え、海外進出している日本の製造業を機

械、工具の商社としてサポートしています。

営業職 クラインホール（1）

福玉ロジスティクス 運輸・倉庫 倉庫 丹羽郡大口町

私たちは、「もの」と「ひと」を結ぶ物流のプロ集団です。時代の変

化に応える物流システムを可能にし、トータル物流サービスを提供し

ています。大手企業を中心としたお客様から、物流センターの運営を

任されています。

総合職（物流管理） クラインホール（2）

三弘ホールディングス 商社 その他商社 名古屋市昭和区

自然災害の発生や予測、公害などの測定を行う計測器の販売・設置・メンテナ

ンスを行っています。例えば、1．雨量・水位・風向風速等の計測機器、工場

の排水・排ガス等の計測機器があり、生活の根幹を担う地域の安全を守ってい

る2．先端技術を開発・実用化するための実験装置など、技術の進歩にも携わ

れるなど、社会貢献の高い仕事です。

営業職技術職（設置・メンテナンス） クラインホール（3）

イトモル メーカー 自動車・輸送用機器 豊川市

主に自動車分野で活用される工業用小物精密プラスチック複合部品の設計・製

作【小型樹脂製品を得意分野にしています】「髪の毛以下サイズの穴」を切削

加工せずに樹脂成形のみで実現した部品や、ミクロン単位の精度の製品を「金

型だけ」で生み出すコストのかからない部品など、樹脂成形の限界を切り開

き、その全てを量産対応しています。

技術営業、品質管理、生産管理、調達、経営企画など クラインホール（4）

7月19日（火）



4年生対象　学内会社説明会

参加日時 企業名(正式名称) 大業種 中業種 本社所在地 事業内容 採用(募集)職種 会場

名給 商社 商社（水産・食品） 名古屋市熱田区

業務用食品卸売業。学校給食、産業給食をはじめ、外食・総菜分野、病院食・

介護食分野等にいたるまであらゆる「食」の市場に業務用食材を提案・販売し

ている食品総合商社です。主に冷凍食品（調理加工品、農産水産畜産品）、チ

ルド品、常温品など現代の消費ニーズに合わせた多様な商品を幅広く取扱って

います。

営業職 翼館401（1）

中立電機 メーカー 電子・電機 名古屋市中区

我が国の豊かな生活や様々な産業に欠かすことのできないエネルギー「電

気」。私たち中立電機は、あらゆる建物の中で電気を安定・安全に供給するた

めの電気設備をオーダーメイドで作っている独立系のメーカーです。私たちが

作っている電気設備は、決して目立つことのない製品ばかりですが、世の中に

欠かすことのできない大変重要な設備になります。

営業職、工場管理職 翼館401（2）

キムラユニティー 運輸・倉庫 倉庫 名古屋市中区

総合物流サービス ・・・ 倉庫内作業（ 入庫・検品・梱包包装・出荷等 ）、

　　　　　　　　　　　  住宅組付、格納器具製品製造販売　他

総合自動車サービス ・・ 車両（ リース・整備・販売 ）、保険代理店　他

情報サービス ・・・・・ システム開発、運用、保守　他

営業職（物流、リース）、物流センター運営職、

システムエンジニア職他
翼館401（3）

渡辺パイプ 商社 その他商社 東京都中央区

人が生きていく上で欠かせない上下水道や電気、住宅設備の【商社】として、また農

業資機材の【メーカー】として豊かで快適な生活を支えており、どちらも業界トップ

クラスの売り上げ・シェアを誇っています！　商社部門では約7万社のお客様と3千社

のメーカー様を繋ぐ管材や住宅設備の商社として人々の生活を支えています。メー

カー部門では、当社にしかできないイノベーションを活かし、国内外の農業を担って

います。

営業職 翼館402（1）

岡設計 専門・技術サービス業 専門・技術サービス業 知立市

世界中の工場で使用する生産設備・治具等を構想から設計する機械設計製作業

の会社です。・機械の設計・製作・販売業務・正社員技術者の派遣業務（労働

者派遣事業許可番号：派-23-301466、有料職業紹介業許可番号：23-ユ-

301321）自動車産業を中心に、機械設計業・技術サービス業の分野におい

て、2DCAD・3DCADを使用し幅広い業務を行っています。

機械技術技能系 翼館402（2）

システムリサーチ IT・情報処理 情報処理・ソフトウエア 名古屋市中村区
企業向け各種ITサービスの開発・提供（SIサービス、プロダクト開発・販

売、Web関連サービス、AIソリューションサービス　等）
ITエンジニア職（システム開発等に関わる技術職です） クラインホール（1）

ハート メーカー 印刷・パッケージ 大阪市中央区

封筒・名刺等の様々な紙製品の企画・製造・販売を行っております。創業87

年、業界シェアトップクラスの安定企業です。北は札幌から南は福岡まで全国

23支店、グループ会社にて大阪・茨城に2工場を展開しており、グループ合計

で1,000余名の社員が在籍しております。

営業職 クラインホール（2）

ジャパンエレベーターサービス ホールディングス 専門・技術サービス業 専門・技術サービス業 東京都中央区
エレベーター・エスカレーターなど昇降機全般の保守点検およびリ

ニューアル事業
【エリア別/職種別採用】メンテナンスエンジニア、営業職ほか クラインホール（3）

エスラインギフ 運輸・倉庫 運輸 羽島郡岐南町

荷物を全国へお運びする輸送サービスをはじめとし、荷物を保管し物

流加工を行なう物流サービス、輸送に+αのサービスを提供するホー

ムサービスの3つの事業を中心に展開しています。

・総合職（全国）・総合職（エリア限定）

・システム開発職・ドライバー職
クラインホール（4）

7月20日（水）



4年生対象　学内会社説明会

参加日時 企業名(正式名称) 大業種 中業種 本社所在地 事業内容 採用(募集)職種 会場

カリツー 運輸・倉庫 運輸 安城市

自動車部品メインの輸送・保管、国際物流、一般貨物輸送など。【輸送】全国のカリ

ツー拠点や協力会社のネットワークを活かし、多彩な輸送方法で顧客の目的・用途に

合わせます。【保管・代行納入】顧客の製品をカリツーの倉庫でお預かりし、直接

メーカー様へ納入。【国際物流】2019年6月に通関業許可取得。海外事業部を新設。

【一般貨物】2020年6月に家具家電、食品など自動車部品以外を対応する部署を新

設。

職員（総合職） 翼館401（1）

槌屋ヤック メーカー 自動車・輸送用機器 岡崎市 カー用品の企画・製造・販売 商品開発職 翼館401（2）

エイエイエスティ IT・情報処理 情報処理・ソフトウエア 名古屋市中区
ソフトウェア開発（業務系/制御系）・

運用保守・コンサルテーション
システムエンジニア・プログラマー 翼館401（3）

兼工業 メーカー 鉄鋼・非鉄・金属製品 小牧市 水用自動制御弁の開発・製造・販売 ルート営業（東京、愛知、大阪）海外営業（本社） 翼館402（1）

ナビオコンピュータ IT・情報処理 情報処理・ソフトウエア 大阪市中央区

■ビジネスアプリケーション・システム設計・開発・保守ソフトウェア開発とシステ

ム構築を通じ、お客様の課題解決のお手伝いをサービスとして提供■ITインフラ構築

お客様企業内のニーズに適したネットワーク・サーバー・セキュリティの構築■シス

テム運用／管理官公庁や金融といった社会を支えるシステムが安定稼働するよう維持

■ＩＴサポートサービスヘルプデスク、システム導入支援など幅広いIT業務のサポー

ト

システムエンジニア・ネットワークエンジニア・

システム運用エンジニア・ＩＴサポートエンジニア
翼館402（2）

宝和化学 メーカー 自動車・輸送用機器 名古屋市熱田区 自動車内装品製造・ 住生活関連・寝具縫製品の製造

品質管理…不具合発生時の対応、品質の維持向上に関する業務

業務(製造・営業）…生産計画の作成、材料の調達、客先訪

問、

　　　　　　　　　 納期調整、見積書作成など

クラインホール（1）

辰巳屋興業 商社 商社（自動車・輸送用機器） 名古屋市昭和区 自動車補修部品、特殊鋼、産業機械部品の国内卸売および海外輸出 国内ルート営業職(総合職) クラインホール（2）

丸杉 商社 商社（鉄鋼・非鉄・金属製品） 岐阜市 鋼材の販売・加工・製造・配送鉄骨工事・土木工事の施工
総合職(営業職/技術職(施工管理)/

管理事務)一般職(営業事務/経理事務)
クラインホール（3）

日本トラフィックサービス 運輸・倉庫 倉庫 大阪府泉南市 航空貨物取り扱い カーゴハンドリング業務・貿易実務業務 クラインホール（4）

7月21日（木）



4年生対象　学内会社説明会

参加日時 企業名(正式名称) 大業種 中業種 本社所在地 事業内容 採用(募集)職種 会場

ピコ・ナレッジ IT・情報処理 情報処理・ソフトウエア 名古屋市中村区

当社はシステム開発はもちろん、サーバ・ネットワークの設計・構築、運用保

守までトータルに提供する総合ＩＴ企業です。業務系システムから制御系シス

テムまで様々なシステムを手掛けており、お客様も金融、製造、通信、販売、

物流、公共など業種も多岐にわたっております。

システムエンジニア・プログラマ・運用保守エンジニア 翼館401（1）

日本貨物検数協会名古屋支部 サービス その他サービス 東京都中央区
輸出入貨物の検数・検量・検査及び証明（運輸に附帯するサービス

業）
検数員（総合職） 翼館401（2）

IEC 商社 商社（自動車・輸送用機器） 名古屋市名東区

大手自動車メーカーを中心に設備の販売やアフターフォローを中心に活動していま

す。（１）塗装機械・塗装設備の販売・工場内で使用するタンク、ポンプ、配管、ス

プレーガンといった機器を販売します・担当するのは長年お取引いただいている自動

車メーカーです（２）受注した機器や設備を設置するための工事管理・工事手配やス

ケジュール管理を行ないます・工事期間中は工事監督として先輩と一緒に現場をまと

めます

営業職 翼館401（3）

前田運送 運輸・倉庫 倉庫 三重郡川越町

私達は皆さんの生活に欠かせない【食品】の保管と配送を行っている【食品インフ

ラ】企業です。「前田運送」という社名から「荷物を運ぶ運送業」をイメージされる

かもしれませんが、●荷物をお預かりする「倉庫業」●荷物をお届けする「一般貨物

自動車輸送事業」2つの事業を展開し、それぞれの事業が売り上げの約半分を占めてい

ます。前田運送は「物流」で東海エリアの「食」を支えています。

◆総合職◆倉庫管理職（専門職） 翼館402（1）

東産業 メーカー 建設・住宅・不動産 四日市市

"◆下水道管路施設維持管理業◆水処理施設および浄化槽の設計・施工、維持管理業◆

水処理エンジニアリング事業◆土木一式及び管工事業◆一般及び産業廃棄物収集運搬

業◆住宅事業"

総合職（現場系総合職） 翼館402（2）

オクムラ メーカー 精密機器・医療用機器 松阪市 自動車用・産業用樹脂ホース製造業、医療機器製造業 総合職 クラインホール（1）

ギルドデザイン メーカー 鉄鋼・非鉄・金属製品 亀山市
アルミ製品の開発、試作、CAD、CAM、プレス加工、溶接、削り加

工
エンジニア クラインホール（2）

光機械製作所 メーカー 鉄鋼・非鉄・金属製品 津市
"専用工作機械(研削盤)の設計・販売、工作機械のレトロフィット切削工具

（超硬インサート・ドリル・ツーリング）の加工超微細レーザー加工"
営業 クラインホール（3）

7月22日（金）


