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岐阜大学地域交流協力会とは

　岐阜大学地域交流協力会は、地域における産業・教育・文化の振興、産業技術の高度化

と地場産業の活性化および快適な社会環境を築くため、産官学連携のもと、これに必要な

事業を実施するとともに、岐阜大学 研究推進 ･ 社会連携機構が行う各種活動を支援し、

もって地域社会の発展に寄与することを目的として平成 13 年 5 月より様々な事業を展開

しています。主な事業内容として以下の 3 テーマで取り組んでいます

◇産官学による交流の場 

　産学交流会の開催 

　岐阜大学技術交流研究会の活動支援 

◇研究・技術シーズの最新情報の提供 

　技術等の相談分野や共同研究希望テーマなどを収録した冊子「さんかんがく」など提供 

　産業界等に向け出前セミナーの実施 

　岐阜大学産官学連携フェアやラボツアーなどの支援　等 

◇講演会等 

　記念講演会、協力会フォーラム、特別講演会

　岐阜大学地域交流協力会は、岐阜県内及び一部愛知県を中心とした企業・団体や個人に

よる会員で組織されています。2019 年 5 月末時点で正会員：189 会員（内企業会員：170 社）、

賛助会員43会員の合計232会員です。機械金属をはじめ幅広い業種の方が参加しています。

　岐阜大学地域交流協力会の会員企業は技術相談や共同研究、各種イベントへの参加等で、

岐阜大学との繋がりが深く、それぞれが独自の技術やユニークな特徴を持つ企業です。岐

阜大学の学生の皆さんが卒業後も岐阜大学と関わりを持つことができる優れた地元企業

が、岐阜大学地域交流協力会の会員企業です。

　本冊子は、岐阜大学地域交流協力会の会員企業約 170 社の中で掲載を希望した 68 社に

ついて各企業を岐阜大学の学生の皆さんに紹介するために作成しました。岐阜大学の学生

の皆さんが地域の企業情報を収集する時にご活用頂ければ幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 2 年 1 月

　　　　　　岐阜大学地域交流協力会事務局
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企業名 所在地 業種
㈱秋田屋本店 岐阜市 飲料等製造販売

001 アピ㈱ 岐阜市 食品・医薬品製造業 6
002 ㈱安部日鋼工業 岐阜市 建設業 7

㈱市川会計 岐阜市 税理士業
003 ㈱市川工務店 岐阜市 建設業 8

㈱インフォファーム 岐阜市 ＯＡ機器・通信機器販売・修理、 
ソフトウェア開発

宇部エクシモ㈱中央研究所 岐阜市 樹脂加工
カスガイ㈱ 岐阜市 印刷業
カネ井青果㈱ 岐阜市 青果卸売
カワボウ繊維㈱ 岐阜市 繊維製造業

004 ㈱ギフ加藤製作所 岐阜市 輸送用機械器具製造業 9
岐阜信用金庫 岐阜市 金融業
㈱岐阜セラツク製造所 岐阜市 製造業
㈱岐阜多田精機 岐阜市 金型製造業

岐阜ドローイング㈱ 岐阜市 産業機械・設備の企画・開発設計及び
造形モデリング

岐阜乗合自動車㈱ 岐阜市 乗合運輸業
005 岐阜プラスチック工業㈱ 岐阜市 プラスチック製品の製造販売 10

㈱黒田製作所 羽島郡岐南町 金型の設計・製作
006 ㈱コームラ 岐阜市 情報・印刷業 11
007 ㈱興栄コンサルタント 岐阜市 サービス業（建設コンサルタント） 12
008 ジーエフシー㈱ 羽島郡笠松町 食品卸売業 13
009 ㈱十六銀行 岐阜市 金融業 14

十六コンピュータサービス㈱ 岐阜市 情報サービス
㈱十六総合研究所 岐阜市 シンクタンク
㈱商工組合中央金庫岐阜支店 岐阜市 金融業
昭和コンクリート工業㈱ 岐阜市 建設業
杉山建設㈱ 本巣市 建設業

010 西濃印刷㈱ 岐阜市 印刷業 15
011 大同コンサルタンツ㈱ 岐阜市 建設コンサルタント 16

大日コンサルタント㈱ 岐阜市 建設コンサルタント
大日本土木㈱ 岐阜市 総合建設業

012 ㈱タナック 岐阜市 製造業 17
中部電力㈱岐阜支店 岐阜市 電気事業

013 ㈱テイコク 岐阜市 建設コンサルタント 18

㈱テイコク・テクノ 岐阜市 建設コンサルタント、測量調査、空間
情報サービス

014 ㈱電算システム 岐阜市 情報サービス業、収納代行サービス業 19
015 ㈱トーカイ 岐阜市 サービス業 20
016 ㈱ナベヤ 岐阜市 作業工具製造業 21

野村證券㈱岐阜支店 岐阜市 証券業

㈱ハイビックス 瑞穂市 製造業（介護医療用エアマット、 
産業用エアバッグ）

ハヤックス㈱ 岐阜市 建築物環境衛生総合管理業
㈱光製作所 羽島郡笠松町 輸送用機械器具製造

017 特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所 岐阜市 弁理士事務所 22
福寿工業㈱ 羽島市 自動車部品製造
富士ゼロックス岐阜㈱ 岐阜市 情報関連機器卸・小売サービス業

会員企業一覧
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企業名 所在地 業種
㈱プロスパー 羽島市 プラスチック加工

018 マイクロアルジェコーポレーション㈱ 岐阜市 食品・化粧品の製造・販売 23
019 丸栄コンクリート工業㈱ 羽島市 コンクリート製造 24

㈱美山金型 山県市 製造業
Meiji Seika ファルマ㈱ 岐阜工場 本巣郡北方町 医薬品製造
㈱メイホーエンジニアリング 岐阜市 建設コンサルタント
森松工業㈱ 本巣市 製缶業

020 ㈱ユニオン 岐阜市 建設コンサルタント 25
レシップホールディングス㈱ 本巣市 電気機械器具製造業

021 アーボ㈱ 揖斐郡揖斐川町 箱形パイプ、台付管の製造及び販売 26
朝日興業㈱ 大垣市 電気機械器具製造業

022 揖斐川工業㈱ 大垣市 製造業、農業 27
イビデン㈱ 大垣市 電機

023 イビデンエンジニアリング㈱ 大垣市 建設業（設備・保守）・分析業 28
イビデン樹脂㈱ 揖斐郡池田町 硬質プラスチック製造業

024 ㈱伊藤精密製作所 海津市平田町 自動車部品等の製造ならびに省力化 
装置の製造 29

025 上田石灰製造㈱ 大垣市 石灰製造業 30
026 ㈱エヌテック 養老郡養老町 生産用自動機械製造業 31
027 ㈱エヌビーシー 大垣市 輸送用機器 32

㈱ OKB 総研 大垣市 調査研究
028 ㈱大垣共立銀行 大垣市 金融業 33
029 大垣西濃信用金庫 大垣市 金融業 34
030 大垣精工㈱ 大垣市 プレス金型＆精密部品製造業 35
031 河合石灰工業㈱ 大垣市 石灰製造業 36

㈲カワダ精工 揖斐郡大野町 プラスチック加工
032 岐建㈱ 大垣市 総合建設業 37
033 コーテック㈱ 大垣市 整理染色加工 38

コダマ樹脂工業㈱ 安八郡神戸町 合成樹脂成形品の製造・販売
㈱三進 大垣市 建設コンサルタント

034 サンメッセ㈱ 大垣市 総合印刷業 39
新興機械㈱ 安八郡神戸町 一般産業機械製造業
㈱セイノー情報サービス 大垣市 情報サービス

035 セイノーホールディングス㈱ 大垣市 運輸業 40
036 西濃建設㈱ 揖斐郡揖斐川町 建設業 41

㈱関ケ原製作所 不破郡関ケ原町 一般機械器具製造業
太平洋工業㈱ 大垣市 輸送用機械器具製造業
太平洋精工㈱ 大垣市 電気機械

037 ㈱デリカスイト 大垣市 惣菜製造・小売 42
038 日電精密工業㈱ 大垣市 電子部品・半導体部品製造 43
039 平井精密工業㈱ 大垣市 電子機器製造業 44
040 ㈱丸順 大垣市 輸送用機械器具製造業 45

未来工業㈱ 安八郡輪之内町 製造業
名岐エンジニアリング㈱ 養老郡養老町 建設業

041
矢橋工業㈱

大垣市
石灰製造業

46
矢橋林業㈱ 建築・建設業、木材・鋼材販売

042 アサヒフォージ㈱ 美濃市 自動車部品等の鍛造、熱処理、機械加工 47
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企業名 所在地 業種

アルプス薬品工業㈱ 飛騨市 医薬品原薬、食品添加物、健康食品素
材等の製造

生駒鍍金工業㈱ 関市 表面処理
イハラサイエンス㈱ 岐阜事業所 中津川市 金属製品製造業

043 ㈱岩田製作所 関市 製造業（金属加工） 48
044 ㈱エイエムディ自動機 各務原市 製造業 49

㈱エクシール 美濃市 製造メーカー
㈱オルパック 美濃市 プラスチック製品製造業

045 ㈱オンダ製作所 関市 給排水栓バルブと管継手類の製造販売 50
カイインダストリーズ㈱ 関市 金属製品製造業

046 岐阜車体工業㈱ 各務原市 輸送用機械器具部品製造業 51
047 ㈱ＫＶＫ 加茂郡 製造業 52

㈱宏栄精機工業 加茂郡 特殊圧造精密部品及びネジ部品
048 ㈱後藤孵卵場 各務原市 孵卵・食品 53

佐藤精密㈱ 関市 ダイカスト金型
049 ＳＡＮＥＩ㈱ 各務原市 金属製品製造業 54

シーエムシー技術開発㈱ 各務原市 製造業
050 ㈱篠田製作所 関事業所 関市 金属製品製造 55

㈱シルヴァンブリーズ 可児市 学習塾
生活協同組合 コープぎふ 各務原市 小売業
㈱セントラルファインツール 恵那市 製造業
DAISEN ㈱ 中津川市 製造業
タイムオートマシン㈱ 関市 一般機械器具製造業

051 高橋建設㈱ 高山市 建設業 56
高山信用金庫 高山市 金融業
㈱ＴＹＫ 多治見市 窯業

052 天龍コンポジット㈱ 加茂郡 FRP 等の複合素材製品の製造販売 57
053 東濃信用金庫 多治見市 金融機関 58

㈱東濃スーパー・ジェネレーション 多治見市 残土処理業、太陽光発電事業
054 ㈱ナガセインテグレックス 関市 工作機械の製造・販売 59
055 鍋屋バイテック会社 関市 機械部品製造・販売 60

日鉄鋼線㈱ 関市 製造業（伸線加工業）
㈱ハイテム 各務原市 機械／エッグファームオートメーション
㈱樋口製作所 各務原市 製造業

056 飛騨信用組合 高山市 金融業 61
マクセル情映テック㈱ 美濃加茂市 電気機械器具製造業
㈱フジミインコーポレーテッド 各務原市 製造業　窯業

057 ㈱藤本組 多治見市 建設業 62
前畑㈱ 多治見市 和洋食器の企画制作・卸売小売
㈱マツバラ 関市 銑鉄鋳物製造業
丸ス産業㈱ 加茂郡白川町 土木建設業
㈱丸富精工 関市 金属加工業

058 美濃工業㈱ 中津川市 製造業（アルミダイカスト製品の製造） 63
ムトー精工㈱ 各務原市 プラスチック部品製造業

059 メイラ㈱ 関市 部品製造業 64
ヤングビーナス薬品工業㈱ 加茂郡坂祝町 医薬部外品・化粧品製造販売業
ライン生コン㈱ 加茂郡川辺町 生コン製造・販売
ワイ・ケー・ピー工業㈱ 中津川市 プラスチック部品製造業
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企業名 所在地 業種
060 旭サナック㈱ 尾張旭市 製造業 65

㈱アマダマシンツール 神奈川県伊勢原市 プレス機械・工作機械・切削機械製造
販売

アワーズ㈱ 名古屋市 IT・ソフトウエア開発、石材事業など
大正谷測量設計事務所 奈良県天理市 測量設計業（土木建築サービス業）
川崎地質㈱中部支社 名古屋市 地質調査
河村電器産業㈱ 瀬戸市 配電盤メーカー
㈱コーワ あま市 製造業

小高精密㈱ 北名古屋市 CFRP・CFRTP 製品の製造・加工・ 
販売及び精密金型の製造

三光合成㈱ 富山県南砺市 プラスチック製品製造
サン電子㈱ 江南市 電気機械器具製造業

061 ㈱サンレック 丹羽郡大口町 製造業（樹脂コンクリート） 66
062 三和興産㈱ 一宮市 建設業 67

㈱ジェイテクト 奈良県橿原市 軸受・工作機械・自動車部品製造業
㈱新栄重機 小牧市 建設業、産業廃棄物処分業

063 ㈱榛葉鉄工所 掛川市本所 650 製造業 68
064 ㈱泰成工業 豊田市 製造業 69

大豊工業㈱ 豊田市 機械部品製造業
㈲辰巳機工 名古屋市 鉄工業

065 中部美化企業㈱ あま市 土木資材設計開発・販売 70
066 ㈱槌屋 名古屋市 化成品製造販売 71

㈱名古屋精密金型 知多郡東浦町 プラスチック金型設計・製作
067 名古屋特殊鋼㈱ 犬山市 金型製造及び特殊鋼販売 72
068 日本街路灯製造㈱ 名古屋市 電気機械器具製造業 73

富士精工㈱ 豊田市 切削工具製造業
㈱松田電機工業所 小牧市 自動車部品製造業

ムツミ工業㈱ 名古屋市 機械器具製造業（プレス金型・ 
専用機の設計・製作）

メディア㈱ 東京都文京区
歯科業界に特化したコンピュータ・ 
ソフトウェアの企画・開発・販売 
ならびに輸出入等

㈱山口化成 一宮市 プラスチック成形
㈱リンレイ 東京都中央区 ワックス、洗剤等化学製品製造・販売

広告掲載企業
平井精密工業㈱ 74
㈱オンダ製作所 75
三和興産㈱ 76
㈱榛葉鉄工所 77
㈱泰成工業 78
㈱安部日鋼工業 79
西濃印刷㈱ 79
㈱ナベヤ 80
特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所 80
岐建㈱ 81
矢橋ホールディングス㈱ 81
㈱ナガセインテグレックス 82
日本街路灯製造㈱ 82
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■ 会社概要
創　業 1907年

設　立 1972年

代表者 代表取締役社長　野々垣 孝彦

資本金 4,800万円

売上高 359億7,400万円（2019年8月期）

社員数 1,257名（2019年8月期）

事業内容
●ハチミツ・ローヤルゼリー等蜂産品、
　健康補助食品、医薬品の製造販売
●養蜂指導と養蜂器具の販売
●健康補助食品に関する研究

事業所 岐阜市、本巣市、池田町、揖斐川町、
東京都他

■ 待遇と勤務

初任給 短大卒：173,500円、大卒：200,100円、
院卒：207,300円

諸手当 通勤、家族、食事手当他

昇　給 年1回（9月）

賞　与 年2回（7月、12月）

勤務時間 8：30～17：30、9：00～18：00（東京支店）

休日・休暇 土日祝、年末年始、夏季休暇等　
※年間休日123日

福利厚生 退職年金制度、給食制度、慰安旅行、
会員制リゾートホテル施設の利用等

勤務地 岐阜県、東京都

■ 採用計画

採用職種 総合職（提案営業、研究開発、技術開発、
品質管理、生産技術、経営管理）

採用人数 未定

採用学部 全学部全学科

採用活動
リクナビ2021にてエントリーをお願いし
ます。採用に関する情報は随時リクナビ
よりお知らせいたします。

選考方法 筆記試験、適性検査、面接等

■ 連絡先
住　所 岐阜市加納桜田町1-1

担当部署 総務部人事課

担当者 柴田　崇志

TEL・FAX TEL：058-271-3883
FAX：058-271-7038

E-Mail recruit@api3838.co.jp

■ アクセス
https://www.api3838.co.jp/outline/factory/
headoffice.html

http://www.api3838.co.jp
豊かな健康生活を創造する健康食品・医薬品メーカー

人々の健康のために、常に挑戦する会社です
 養蜂

　100年以上の歴史を持つ当社におい
て、養蜂は原点ともいうべき事業です。
　私たちが育てるミツバチは、そのほ
とんどが施設園芸農家さんの作物受粉
を目的としており、ミツバチを通じて
日本の食の安定に貢献をしたいと日々
取り組んでいます。

 健康食品（OEM/ODM）

　健康食品のOEMメーカーとして、
お客様のニーズの更に先を行く商品提
案をし、品質のよい製品をお届けしよ
うと日々努力を続けています。研究開
発で得られる膨大なデータ、新規製造
技術の構築と設計開発、あらゆる製品
形状の製造を可能とする加工技術、徹
底した品質管理など、総合力が当社の
強み。まだ世の中にない商品を提案し、お客様と共に商品を生み、育てていきます。他社
ブランドのため具体的な商品名は明かせませんが、テレビCMやドラッグストアで目に
する商品も数多くあります。

 医薬品（CMO/CDMO）

　2005年、新たに池田医薬品工場を
立ち上げ、医薬品事業へと本格的に参
入しました。セファロスポリン系・カ
ルバペネム系抗生剤の受託専用工場と
して、様々な医薬品メーカーの抗生剤
を受託製造しています。また、2017年
1月には㈱UNIGENをグループ会社化
し、インフルエンザワクチンの原薬を

製造。2018年7月には米国向けに初出荷し、健康食品に次ぐ柱として、世界中の保健衛
生に貢献できる新事業として期待されています。

アピ株式会社001
製造業（食品・医薬品）
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■ 会社概要
創　業 1949年（昭和24年）

設　立 1949年（昭和24年）

代表者 代表取締役社長　井手口 哲朗

資本金 3億円

売上高 269億円（2019年6月実績）

社員数 515名（2019年6月30日）

事業内容
プレストレストコンクリート橋梁、水道タ
ンクの設計施工 
プレストレストコンクリートまくらぎ、二
次製品の製造販売

事業所
本社：岐阜、東京 
支店：東北、東京、中部、大阪、九州 
工場：須賀川、岐阜（2工場）、滋賀、大牟田

■ 待遇と勤務
初任給 225,000円（大卒、2019年4月実績）

諸手当 地域、住宅、家族、資格、通勤　他

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（6月、12月）

勤務時間 8時より17時まで（現場勤務者の場合）

休日・休暇 119日（2019年度）

福利厚生
健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 
退職金・財形貯蓄・社員寮 
その他旅行等に使用できる会員サービス
加入

勤務地 全国（本拠地制度により、出身地に最も近
い事業所に配属）

■ 採用計画
採用職種 施工管理、設計、製造管理

採用人数 20名程度

採用学部 工学部

採用活動 履歴書、卒業見込証明書、成績証明書を 
人事課までお送りください。

選考方法 書類選考、筆記試験、面接

■ 連絡先
住　所 岐阜県岐阜市六条大溝3-13-3

担当部署 管理本部総務部人事課

担当者 青山 和也

TEL・FAX TEL：058-271-3391　
FAX：058-273-3796

E-Mail k.aoyama@abe-nikko.co.jp

　1949年（昭和24年）創業。橋梁、水道タンク、鉄道まくらぎ及び建築物の施工と製造
を手掛ける会社です。2019年2月、創立70周年を迎えました。
　プレストレストコンクリート（PC）の技術により、橋梁、上下水道施設の建設分野にお
いて実績と高い評価を得ております。また、PCまくらぎの先駆者として長年我が国の鉄
道産業を支えてまいりました。

 高い技術力の橋梁
　工事成績評定点232社中2位の技術力（中部地方整備局2019年発表）。

 日本一の水道タンク
　日本初のPCタンク施工。水道タンク設置の実績日本一。

 信頼を受ける鉄道まくらぎ
　PCによる鉄道まくらぎの製造に、昭和25年（日本最初期）より参画。JRはじめ、全国
の鉄道会社各社に納入。

 災害に強いPC
　2019年5月に津波対応型燃料タンクを日本初の工法により施工。当社の高いPC技術
で、災害に強い国土づくりに貢献します。

 社員一人ひとりに配慮した人員配置
　当社は日本中いたるところで工事現場を展開しています。しかし、当社は社員が出身
地に一番近い事業所（本社または支店）で働けるよう、配慮しています。岐阜大学卒業生
16名の内14名（87％）が岐阜本社、または中部支店で働いています。社員の暮らしに配
慮する文化が、当社にはあります。

　各分野の明確な強みを活かし、今後も社是である「自分の仕事を通じて国家に貢献する」
ことをひたむきに目指してまいります。

株式会社 安部日鋼工業002
建設業

新工法による津波対応型タンク（宮城県気仙沼市）

岐大OB/OG
当社で

活躍する

◆ �当社では多くの岐大卒業生が、様々な部門で社会イン
フラの建設に貢献しています。

　現在は水道施設のPCタンクなど容器構造物の設計や解析な
どを担当しています。これまでには現場の施工管理にも従事し、
その経験は今の設計業務に非常に役に立っています。当社はPC
タンクのパイオニアであり、日本での施工実績NO.1と大きな強
みを持った会社です。これまでに先輩方が築き上げた技術力や
ノウハウを習得できるなど、非常に恵まれている環境だと思い
ます。後世まで残り、多くの人々の暮らしに役立つPC構造物を、
私たちと一緒に造っていきませんか？ものづくりが好きな方、
多くの人々の役に立つ仕事がしたい方にぴったりだと思います。河野 雅弘

（工学部社会基盤工学科 平成26年3月卒）
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■ 会社概要
創　業 1892（明治25）年
設　立 1950（昭和25）年
代表者 代表取締役社長　小川 健
資本金 2億370万円
売上高 166億8300万円（2019年3月期）
社員数 347名（2019年10月1日現在）

事業内容 総合建設業（土木工事、建築工事）

事業所 本社：岐阜市鹿島町6丁目27番地 
支社支店：名古屋、大阪、東濃、高山

■ 待遇と勤務

初任給 大学院：231,000円  
大卒：225,000円 

諸手当
資格手当、資格取得奨励金、家族手当、
転勤手当、特殊勤務手当、職務手当、
生計手当、通勤手当、時間外手当

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（6月、12月） 
＋決算賞与（3月）※業績に応じ

勤務時間 8：00～17：00（休憩60分）

休日・休暇 完全週休2日制（土曜日、日曜日）、GW、
夏季、年末年始

福利厚生

各種保険（健康、厚生年金、雇用、労災）、 
定期健康診断、人間ドック（40、50、60歳時） 
配偶者健康診断費用助成、慶弔見舞金、 
インフルエンザ予防接種費用全額補助、 
福利厚生倶楽部、退職金制度、親睦会、 
表彰制度（業績貢献、永年勤続）、 
独身寮（ワンルームマンション）、 
保有メンバーズホテル（ホテルレシーア南
知多、ホテルアソシア高山リゾート）

■ 採用計画

採用職種
①土木技術者（施工管理）
②建築技術者（施工管理）
③土木技術者（調査・設計）
④総合職（営業、事務）

採用人数 合計で10名程度

採用学部 ①③土木系学科　②建築系学科　
④学部学科不問

採用活動 マイナビ2021よりエントリー
選考方法 筆記試験、面接

■ 連絡先
住　所 岐阜市鹿島町6丁目27番地

担当部署 総務部総務課
担当者 堀

TEL・FAX TEL：058-251-2242
FAX：058-253-6370

E-Mail recruit@ic-group.co.jp

■ アクセス

〒500-8518　岐阜市鹿島町6丁目27番地　TEL：（058）251-2242
Web：https://www.ic-group.co.jp/

　高い技術力をベースに土木・建築の幅広い分野で事業を展開。
　市川工務店は、道路や河川、トンネル工事、公共施設のほかリフォーム工事まで手がけ
る総合建設業です。1950年の設立以来、岐阜県内を中心に官庁・民間を問わず多数の施
工実績を誇っています。

　当社の特徴は、その高い技術力にあります。
　かつて、道路の舗装率が低かった時代には、ガスの精製時にできるコールタールを活
用したタール舗装を業界に先駆けて岐阜市内で施工し、全国の建設会社に技術指導した
こともあります。また、通常、専門工事会社しか保有していない水中などに橋脚などの
構造物を作る特殊工法（ニューマチックケーソン工法）の施工設備を自社で保有してい
ます。
　一方、建築分野では、公共施設、ビル、工場、店舗など多様な建物を手がけるとともに、
近年はリフォーム需要の拡大に対応して専門部署を立ち上げたほか、設計部門による自
社設計から施工までの一貫体制の強化にも努めています。

　当社の社員の行動規範となっているのが「汗
出せ　知恵出せ　まじめに働け」という社訓
です。このシンプルな言葉には、自分のでき
ることにまじめに取り組むことが社員の成長
と会社の発展につながるというメッセージが
込められています。また、「まじめに働け」は、
コンプライアンス意識をもって社会に貢献す
るという当社の姿勢を表しています。

お客様を大切にするのはもちろんのこと、社員や社員を支える家庭も大切にしています。
社員の「働きやすさ」の向上に取り組んでおり、国、県、市から様々な認定を受けています。

　岐阜大学ＯＢは、現在10名在籍しています。
　土木工事現場の施工管理、土木構造物の調査・設計など様々な分野で活躍しています。

株式会社市川工務店003
建設業

厚生労働省
子育てサポート企業

岐阜県
ワーク・ライフ・バランス推進

エクセレント企業

岐阜市
男女共同参画

優良事業者表彰受賞

日本健康会議
健康経営優良法人2019
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■ 会社概要
創　業 1944年3月

設　立 1972年6月

代表者 加藤 真一

資本金 3,000万円

売上高 286億円（2018年11月）

社員数 1516人

事業内容 自動車用機能部品の製造、
自動制御機器部品の製造

事業所 岐阜市、瑞穂市、本巣市、関市

■ 待遇と勤務
初任給 198,175円

諸手当 研修、通勤、残業、技能・資格、家族、食事、
職能手当等

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（7月、12月）

勤務時間 8：00～17：00（実働8時間）

休日・休暇 115日
（※当社規定の会社カレンダーによる）

福利厚生

社会・労災・雇用保険、退職金制度、
団体保険、財形貯蓄、昼食代補助、
制服無償貸与、制服クリーニング、
マイカー通勤可能、無料駐車場完備、
記念日休暇、リフレッシュ休暇等

勤務地 岐阜市、瑞穂市、本巣市、関市

■ 採用計画
採用職種 技術職

採用人数 6～10名

採用学部 不問

採用活動 随時募集

選考方法 筆記試験、面接試験

■ 連絡先
住　所 岐阜市鏡島中2丁目1番45号

担当部署 総務部

担当者 余語 健太郎

TEL・FAX TEL：058-252-1411
FAX：058-252-2030

E-Mail recruit@kgk-mobile.jp

　弊社は大手自動車部品メーカーの協力工場としてAT（自動変速機）やブレーキなどの
構成部品を製造しています。国内に2700台を超える各種生産設備を保有しており、そ
の豊富な加工バリエーションと技術力が大きな強みです。

株式会社 ギフ加藤製作所004
製造業

岐大OB/OG
当社で

活躍する

森 祐介さん（機械システム工学科）
高野 裕光さん（大学院 工学研究科）
中野 亮平さん（土木工学科）
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〈会社紹介〉
　「リスのプラスチック」をグループのトータルブランドとし、プラスチックの総合メー
カーとして幅広い分野でパイオニア的役割を担って参りました。創業以来今日まで、
生活の向上・物流の合理化・リサイクル・食の安心安全など、時代の求めるプラスチッ
クの可能性に挑み続けています。
　近年は、世界初の連続成形技術を用いて“高強度・超軽量”を実現するハニカムコア
材「TECCELL」の開発や、日本一の食品バイオ容器企業として植物由来材料の積極採
用を行うなど、環境保護を考慮した新たな価値と可能性の創造に取り組んでいます。

■ 取扱品目
・食品包装容器・物流産業資材・TECCELL
・家庭用品・工業部品・医療関連品
・建築土木資材・スポーツ資材　等
■ グループ会社
・ リスパック㈱・リス㈱・リスジョイントプロ

ダクツ㈱・リス興業㈱・東栄管機㈱
・大岐阜ビル㈱ 

〈採用に関する情報〉
　採用情報についてはＱＲコードよりエントリーを
お願いいたします。
インターンシップ
・夏期　8月～
・冬期　12月～2月下旬

岐阜プラスチック工業株式会社（リスのプラスチックグループ）005
プラスチックの製造販売

岐阜大学卒業生45人在籍！～頑張っている岐大ＯＢ／ＯＧ紹介～

2014年　工学部　機能材料工学科卒

　新事業「TECCELL」の技術開発に携わり、お客様のニー
ズを製品に落とし込むための役割を担っています。ルー
ティンの業務は、ほとんどなく、毎日が挑戦の連続で、
日々自分の成長を感じています。
　また、自分の携わった製品を日常生活の中で見るこ
とが多く、技術や製品を通して社会に貢献しているこ
とを強く実感できます。
　今後も、幅広い分野で一からモノづくりをしている
当社であれば、興味を持って進んでいけると確信して
います。

Eco の輪を、技術と製品で広げる

■ 会社概要
創　立 昭和28年4月16日
代表者 代表取締役社長　大松 栄太
資本金 22億1,000万円（グループ合計）
売上高 971億円（グループ合計）
社員数 2,199名（男性；1,844名、女性：355名）

事業内容
プラスチック製品の製造販売

（食品包装容器、物流産業資材、TECCELL、
家庭日用品、建築土木資材、工業部品、
医療関連品、スポーツ資材 等）

事業所
本社／岐阜市神田町9-27　大岐阜ビル
支店営業所／全国16ヵ所
工場／全国12か所
海外拠点／上海（中国）

■ 待遇と勤務

初任給 学部卒／200,000円
修士卒／210,500円

諸手当
営業手当／23,000円
その他 通勤手当、 都市手当・住宅手当・
家族手当 等

昇　給 年1回
賞　与 年2回（直近実績4.9ヶ月／年）

勤務時間 営業・開発／9：00～18：00
工場／8：00～17：00

休日・休暇 週休2日制、ＧＷ、夏季、冬季、年次有給休
暇、育児休業、介護休業、慶弔休暇 等

福利厚生
各種社会保険、財形貯蓄、法定外補償、
諸施設 企業年金 持ち株制度 
資格バックアップ 等

勤務地

技術系／生産本部（岐阜県各務原市・
愛知県犬山市）、テクセル事業所（岐阜県揖
斐郡大野町）
営業系／本社、支店、営業所
デザイン系／本社、生産本部、東京支店
スタッフ系／本社、生産本部

■ 採用計画
採用職種 技術系、営業系、デザイン系、スタッフ系

採用人数 技術系：15名、営業系：10名、
その他：若干名

採用学部
不問
※技術系は理工系学科中心
※デザイン系はデザイン専攻者対象

採用活動 マイナビ2021にてインターン・エントリー
受付中

選考方法 書類審査・適性検査・筆記試験・面接

■ 連絡先

住　所 岐阜県岐阜市神田町9丁目27番地　
大岐阜ビル12階

担当部署 総務部人材開発チーム
担当者 古田・伊藤・竹中

TEL・FAX TEL：058-265-2232
FAX：058-265-2479

E-Mail jinji@risu.co.jp

■ アクセス

本社（大岐阜ビル）

マイナビ2021

インターン・採用情報は
ココから！
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■ 会社概要
創　業 1937年3月10日
設　立 1985年9月
代表者 鴻村 健司
資本金 5,000万円
売上高 13億6,500万円
社員数 79

事業内容 印刷事業、WEB・システム事業、
学会サポートサービス事業

事業所 事業本部（岐阜）、東京支店、
つくば営業所業本部

■ 待遇と勤務

初任給

【勤務地：岐阜】
大卒　営業：204,500円
　　　学会：194,500円　
　　　事務・生産：186,100円
短大・専門卒：170,400円

【勤務地：東京】
大卒　営業：229,500円
　　　ＳＥ：219,500円
短大・専門卒　営業：209,600円
　　　　　　 ＳＥ：199,600円

諸手当 食事、通勤、家族、営業手当、資格手当、
時間外勤務手当

昇　給 年1回（11月）
賞　与 年2回（7月・12月）

勤務時間 8：45～17：30（休憩65分）

休日・休暇 年間休日：120日（日曜、祝日、土曜、
年末年始、夏季、慶弔、年次有給休暇）

福利厚生

退職金、各種スポーツ大会、社員旅行、
資格取得補助、選抜経営塾　
※「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エ
クセレント企業」認定・「新はつらつ職場づ
くり宣言」登録

勤務地 岐阜・東京

■ 採用計画

採用職種
営業、事務、学会サポート、
制作オペレーター、製本オペレーター、
システムエンジニア（東京支店勤務）

採用人数 10名
採用学部 全学部全学科

採用活動 エントリーは「リクナビ2021」からお願
いします。

選考方法 筆記試験、適性検査、面接（1次・2次・役員）

■ 連絡先
住　所 岐阜市三輪ぷりんとぴあ3

担当部署 人財開発室＆広報部
担当者 光村（ミツムラ）

TEL・FAX TEL：（058）229-7110
FAX：（058）229-6001

E-Mail recruit@kohmura.co.jp

■ アクセス

 全国の大学教授に頼りにされる岐阜の企画屋です

　コームラは、創業80年の歴史を持つ、ICS（Information＝情報・Communication＝
伝達・Services＝支援）カンパニーです。印刷、WEB＆システム、学会サポートサービス
といった3つの事業を中心に展開。大学や官公庁から案件の獲得を行っています。私た
ちは創業80年という歴史ある企業ですが、今後も時代の変化に合わせた新しいビジネ
スにチャレンジし続けます。まずは創業100年。そしてその次の100年をめざすべく、
若い皆さんの底力に期待したいと思います。

株式会社コームラ006
情報サービス（印刷／WEB制作／学会サポート）

先輩社員からのメッセージ

コンベンション事業部　高濱 利彰
2019年4月入社

　私がコームラに入社を決めた理由は2つあります。1
つ目は地元である岐阜で働くことができる点です。2
つ目は学会サポートサービスを通じて学問の発展に貢
献できると思ったからです。そして私は今現在、会場
設営の業務を任されています。責任のある仕事ですが、
昨日できなかったことが今日はできるようになる、といっ
た成長とやりがいを日々実感しています。また、気軽に
先輩に相談できる環境も、当社の魅力の一つです。
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■ 会社概要
創　業 1966年11月5日

代表者 小野 慶太

資本金 3000万円

売上高 約10億円

社員数 93名

事業内容 建設コンサルタント、測量
補償コンサルタント、建築

事業所 岐阜市（本社）、高山市、恵那市など
17支店営業所

■ 待遇と勤務

初任給 大学院修了：22.5万円
大学卒業：21.5万円

諸手当 資格手当、通勤手当、残業手当、
休日出勤手当 等

昇　給 年1回

賞　与 年3回

勤務時間 8：30～17：30

休日休暇 【年間休日120日以上】
完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始

福利厚生 オリジナルな福利厚生多数

勤務地 岐阜市、高山市、恵那市

■ 採用計画
採用職種 技術職

採用人数 3名

採用学部 全学部

採用活動 3月より会社説明会開始

選考方法 筆記試験、面接試験

■ 連絡先
住　所 岐阜県岐阜市中鶉4-11

担当部署 経営管理部

担当者 畑佐 陽祐（はたさ ようすけ）

　当社は「健康で楽しく、人びとの幸せをめざし、社会に貢献する」を経営理念に掲げる、
岐阜県を中心とした総合建設コンサルタントです。

 特徴　「県内大手」です

　当社は県内大手の建設コンサルタントです。小規模な会社でもなく、国内大手レベル
の会社でもない当社には、県内大手だからこそできる仕事内容・働き方があります。
■地元に密着した仕事ができます
　当社では、岐阜に根を張り、地域の安全と環境を守る、そんな仕事ができます。例えば、
自分達が計画した道路を、自分達で予備設計・詳細設計を行い、施工後の点検や、環境が
変わった際の改良設計を行う事もあります。地域に密着し、自分の設計した物をずっと
見守っていく。そんな仕事のできる環境です。
■いろいろな仕事ができます
　当社では、専門を限定せず、いろいろな種類の仕事ができます。例えば、「橋梁の仕事」
と一口に言っても実際には様々な専門分野に分かれます。大手では専門別に分業するよ
うな仕事でも、当社では1つのグループで行います。専門特化型の技術者ではなく、幅広
い知識と得意分野を併せ持つ、ジェネラリストを目指せる環境です。
■楽しい職場です
　1日8時間を過ごす会社が、楽しい雰囲気かどうかはとても重要なことだと考えています。
当社は社員数90名程度の会社です。いくつかの支店・営業所に分かれていますが、普段
からの交流はもちろん、年に1度は社員みんなで旅行に出かけます。全員の顔が分かり、
気軽に相談もできます。時には若手社員の懇親会に社員の家族が参加することもあるほ
ど仲の良い社風です。年が近い20代の先輩もたくさんいますので、仕事もプライベート
もなんでも相談してください。

 特徴　風通しの良い風土

　当社は「健康で楽しく」を経営理念としています。そのため、より良い会社を創るため
の提案を大事に考えています。これにより、とても風通しの良い風土が醸成されていま
す。例えば、月に1度のチームミーティングでは、会社の改善点についての話し合いも行
われ、そこで出た提案に対しては、すぐに改善が進められます。これまでにも、育児のた
めの短縮勤務の対象者拡大（法定の約倍）、時差出勤制度、社内の服装自由化、在宅勤務制
度など、色々な提案を受け、これを実現することで、より良い会社作りを進めています。
皆さんも是非よりよい会社を作るために協力してください。岐阜大学の先輩も5名が活
躍しています。

株式会社興栄コンサルタント007
サービス業（建設コンサルタント）

本社社屋

家族と一緒に懇親会 ご連絡お待ちしてます！

採用担当も岐大出身です！

私服勤務OK

スタンディングデスクOK

在宅勤務OK

当社HP
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■ 会社概要
創　業

設　立 1972年8月31日

代表者 代表取締役社長　西村 公一

資本金 23億4,402万円

売上高 252億8700万円（2019年3月）

社員数 229名（男 191名、女 38名）
（2019年3月末）

事業内容

業務用加工食材の卸売
和食で使われるものを中心に取り扱い、日
本全国の委託加工メーカー様より商品を
仕入れ、一次卸として日本全国の二次問屋
様へ販売しています。

事業所 本　社：岐阜
営業所：仙台、東京、大阪、福岡

■ 待遇と勤務

初任給 大卒：205,300円 
（固定残業手当14,000円含む）

諸手当 通勤、家族、資格、都市（エリアによる）

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（6月、12月）　※5ヵ月分程度
（新規学卒者は、初年度3ヶ月分程度）

勤務時間 8：30～17：45（休憩75分）　8時間勤務

休日・休暇

年間休日109日（2019年度）
日曜、祝祭日、夏季、年末年始、誕生日休暇、
有給休暇を利用した7連続休暇制度あり

（年1回）
※月に1回程度土曜日出勤あり

福利厚生 食事補助、社会保険、退職金制度、
従業員持株会制度、ボウリング大会他

勤務地 宮城県、東京都、岐阜県、大阪府、福岡県

■ 採用計画

採用職種 総合職（国内営業職、海外営業職、
商品開発職、社内SE職、品質管理職）

採用人数 15名程度

採用学部 学部学科不問

採用活動

リクナビ、マイナビにてエントリー受付中
です。
採用に関する情報は、担当者へご連絡いた
だくか、ナビサイトよりご確認お願い致し
ます。

選考方法 書類選考、面接（2～3回）、適性検査

■ 連絡先
住　所 岐阜県羽島郡笠松町田代978-1

担当部署 総務部人事課

担当者 松岡 史朗・市川 瞳

TEL・FAX TEL：（058）387-8181
FAX：（058）388-9201

E-Mail ichikawa-577@gfc-c.co.jp

 会社紹介

ＧＦＣって何をしているの？
　私たちＧＦＣは、「業務用加工
食材の卸売」を行なっている会社
です。設立当初から続くビジネス
モデルを今も変わらず継承し、和
食のシーンを中心に、国内外の外
食産業を支えています。
　自社で企画開発した商品を、全
国約1,000社の委託加工メーカー
様へ製造依頼し、約2,000社の取
引先様へ販売しております。ＧＦ
Ｃ商品は、取引先様を通じて観光

ホテル、旅館、日本料理店、結婚式場、行楽施設等へ届けられ、調理場の方々とともに食
事シーンの創造をしています。

全社員が商品企画提案ができる会社
　ＧＦＣでは、自社商品の企画開発を、開発部門のメンバーだけでなく、社員から企画提
案を募り、全社員で自社商品を企画しています。実際に商品化するまで、社内で何度も
試作を重ねるため、完成には1年以上かかるものもあります。また、自社で工場を持って
いないため、製造には全国にある委託加工メーカー
様の力が不可欠です。このように、社内外の方々と
の繋がりを大切に、商品企画をしています。
　私たちは、仲間が考案した商品・自分が考案した商
品を扱うことで、自信を持ってお客様へ提案、提供す
ることができます。

ジーエフシー株式会社008
商社（食品）

岐大OB/OG
当社で

活躍する

●2004年農学部卒Ｈさん
　国内営業職を10年程経験したのち、現在は、子会社のあるシンガポールで勤務、世界へ向け
て「日本食の素晴らしさ」を伝える活動をしていただいています。

●2019年応用生物科学部卒Ｙさん
　仕入部門で食材メーカー様、資材メーカー様より安心・安全な商品を仕入れ、社内での在庫
管理を行なっています。入社半年で70社近くのメーカー様、3,000を超えるアイテムを担当
しています。

社屋（岐阜本社） マラソン同好会
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■ 会社概要
創　業 明治10年10月

代表者 取締役頭取　村瀬 幸雄

資本金 368億円

預金残高 5兆5,798億円（平成31年3月末）

貸出金
残高 4兆3,327億円（平成31年3月末）

社員数 2,987名（平成31年3月末）

事業内容 普通銀行業務

営業拠点
国内／岐阜106、愛知53、三重1、東京1、
大阪1　計162店舗　
海外／上海、バンコク、シンガポール、
ハノイ

十六銀行
グループ

十六ビジネスサービス㈱、
㈱十六総合研究所、㈱十六カード、
十六リース㈱、十六コンピュータサービス㈱、
十六信用保証㈱、十六TT証券㈱

■ 待遇と勤務

初任給 大卒：205,000円
短大卒：162,600円（平成31年4月実績）

諸手当 通勤手当他

昇　給 年1回

賞　与 年2回

勤務時間 8：30～17：15

休日・休暇
休日／土・日曜日、祝日、年末年始の銀行
休業日※休日営業店舗有り　
休暇／有給休暇（10日～20日）、半日年次
休暇、連続休暇、短期連続休暇他

福利厚生 制度／各種社会保険、企業年金基金他　
施設／寮、社宅他

勤務地 岐阜、愛知、三重、東京、大阪、海外

■ 採用実績
採用職種 銀行業務全般

採用人数 大卒・大学院卒　64名（令和2年4月予定）

採用学部 全学部全学科

採用活動

採用に関する情報は十六銀行マイページ
で随時お知らせいたします。まずはマイ
ページへのエントリーをお願いします。 
※当行採用ホームページよりマイページ
エントリー受付中！

■ 連絡先
住　所 岐阜市神田町8丁目26番地

担当部署 経営管理部　人事グループ

TEL・FAX
（058）266-2501（人事グループ直通） 
（03）3242-1716（東京事務所） 
（06）6264-1600（大阪支店）

お客さまから必要とされ、 
お客さまとともに成長する金融グループ

 「エンゲージメント1st」の取組みを一層強化し、お客さま本位の良質なサー
ビスの提供によって地域経済の成長・発展に貢献します。

　十六銀行は、明治10年の創業以来、140年
を超える伝統と「徹底したお客さま志向」を
受け継ぎ、堅実かつベンチャー精神を持った
積極的な経営により、東海地区のリーディン
グバンクとして地域経済の発展に貢献して
います。
　地域経済は人口減少や少子高齢化の進展
という構造的な課題を抱えており、私たちに
はこれまで以上に地域に対して積極的な役
割を果たすことが求められています。その
ため、私たちはお客さまと双方向の強固な信
頼関係を築く「エンゲージメント1st」を行
動基軸とし、将来にわたりお客さまから真に
頼りにしていただける銀行であり続け、お客
さまとともに成長する金融グループを目指
しています。

 ～All For Your Smile　こころにひびくサービスを～

　十六銀行は、地域のお客さま自身の手によってつくられた銀行であり、創業当時から
地元のための銀行として親しまれてきました。だからこそ、常にお客さまの幸せや笑顔
を最優先に考え、活力ある地位経済があってこそ十六銀行の成長につながるとの考えの
もと、真摯にお客さまと向き合い、一人ひとりの想いに沿ったサービスを提供しています。
　地域のお客さまとのつながりを生み出す「サプライヤー探索サービス（逆見本市商談会）」

や、新たな挑戦を応援する創業支援・ベ
ンチャー支援などに加え、M&A業務、
事業承継支援、海外進出支援など、多様
化するお客さまの課題解決策を一緒に
生み出すことにより、お客さまが真に
必要とするサービスを提供しています。
　こうした積極的かつ独創的な取組み
によってお客さまとともに地域経済を
盛り上げ、お客さまの夢の実現や発展
に貢献しています。

株式会社十六銀行009
金融業



15

■ 会社概要
設　立 明治30年5月17日
代表者 代表取締役　河野 俊一郎
資本金 1,350万円
社員数 82名（男55名・女27名）

事業内容

・紙媒体の印刷・製本
・ 販促物、WEBサイトの企画・編集・デザ

イン
・ 販促企画、アクセス解析等によるマーケ

ティングのサポート
・記念誌、自費出版の企画・編集

事業所 本社／岐阜市、営業所／名古屋市

■ 待遇と勤務
初任給 大卒 営業職：185,000円

諸手当 家族手当、通勤手当、精勤手当、資格手当、
営業手当

昇　給 年1回（4月）
賞　与 年2回（7月、12月）他に決算賞与有

勤務時間 8：30～17：30

休日・休暇 日曜日、祝祭日、年末年始、夏期休暇、
年次有給休暇、慶弔休暇、週休2日

福利厚生 各種社会保険、年金基金、財形貯蓄、
退職金制度、リゾート施設保有

勤務地 岐阜、名古屋

■ 採用計画
配属部門 営業、デザイン、編集
採用人数 若干名
採用学部 全学部全学科

採用活動
会社説明会と筆記試験を同日に開催予定。
詳細は弊社ホームページにて公開いたし
ます。エントリーは「マイナビ2021」にて
受付いたします。

■ 連絡先
住　所 岐阜市七軒町15
担当者 北瀬

TEL・FAX TEL：（058）263-4101　
FAX：（058）263-4104

E-Mail seinou@seinou.co.jp

■ アクセス

〒500-8074　岐阜市七軒町15　TEL：（058）263-4101
Web：http://www.seinou.co.jp

“西濃印刷に頼んで良かった”
この一言が私たちの目標です。

 西濃印刷が目指すのは「印刷以上」。

　過去120年以上に渡る企業活動では、印
刷技術をもとに地域の発展に貢献してきま
した。現在は紙媒体の印刷だけにとどまら
ず、「印刷以上」の仕事にチャレンジしてい
ます。いままで培った企業力をさらに発展
させ、ともにこれからの歴史を創造してい
く仲間を求めています。

 先輩社員からのメッセージ

お客様と共に作り上げることにやりがいを感じます。
　私たち印刷会社の仕事は単に紙に印刷することだけに
とどまりません。お客様の「もっとたくさん人を呼びたい」

「もっとたくさんの人に情報を伝えたい」といった多様な
課題に対し、企画段階から提案し、撮影やデザインも行い
ます。そうして完成した印刷物はたくさんの人の手へと渡
り、お客様の課題解決へとつながります。印刷物は全てが
オーダーメイドです。そのお客様の要望に合った印刷物を、
文字通り白紙の状態から作り上げ、喜んでもらうことにや
りがいを感じます。

本社営業部 2018年入社

西濃印刷株式会社010
印刷

で読めます！が
岐阜まちなか再発見フリーマガジン

フリーマガジン
「　　　 」を好評発行中！

“aun もっと”で検索

西濃印刷
本社

N

市役所
岐阜新聞社

ぎふメディアコスモス

市民会館

岐阜駅

金
華
橋
通
り

長
良
橋
通
り

鶯谷トンネル

JR東海道本線

名鉄岐阜駅

若宮町通り

徹明町通り
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■ 会社概要
創　業 昭和40年（1965年）

設　立 昭和40年（1965年）

代表者 代表取締役　浅野 芳宏

資本金 4,500万円

売上高 15億2,600万円（2017年度実績）

社員数 102名

事業内容 建設コンサルタント、補償コンサルタント 
測量業、地質調査業、一級建設事務所

事業所

本　社：岐阜市中鶉2-11 
支　店：名古屋、高山　
営業所：東濃、西濃、中濃、可茂、羽島、
各務原、本巣、郡上、中津川、下呂、飛騨、
三重、飯田、静岡

■ 待遇と勤務
初任給 大卒：215,000円

諸手当 資格手当、通勤手当、家族手当、役職手当等

昇　給 年1回（4月）

賞　与
年2回（7月・12月）
※年2回の賞与のほか、業績により決算賞
与（5月）あり

勤務時間 8：30～17：30

休日・休暇
休日：土日祝休、年末年始 
創立記念日（8月31日） 
休暇：夏季休暇（7～9月の間で4日）

福利厚生 各種社会保険、退職金、定期健康診断、
優秀社員表彰制度、社員旅行、住宅補助等

勤務地 岐阜市（本社）、高山市（高山支店）

■ 採用計画
採用職種 土木設計、地質調査、測量、補償調査、営業

採用人数 6～10名

採用学部 学部学科不問

採用活動 リクナビよりエントリー

選考方法 会社説明会（3月）一次試験（4月中旬）→
二次試験（4月下旬）

■ 連絡先
住　所 岐阜市中鶉2-11

担当部署 品質管理部

担当者 山田 亨

TEL・FAX TEL：058-273-7141
FAX：058-273-7145

E-Mail a-yamada@daidou-cons.co.jp

■ アクセス

〒500-8288　岐阜市中鶉2丁目11番地　TEL：058-273-7141
　　　Web：http://daidocc.com

 【1965年創業　地域に密着した総合建設コンサルタント】　　

　1965年の創業以来、岐阜県内の地域に密着した、建設コンサルタント業務・測量業務・
補償コンサルタント業務・地質調査業務を行う、総合建設コンサルタントです。
　事業は、河川・道路・橋梁・公園等、公共施設の建設・維持修繕のための調査・設計を行っ
ています。

 【地域の安全・安心に貢献】　　

　建設コンサルタント業界では、近年頻発する自然災害への対応や、社会資本の老朽化・
維持・更新への対応、交通事故の低減への対応が喫緊の課題となっています。
　当社では、昨年7月に岐阜県下で発生した豪雨災害において、災害復旧のための調査・

設計を迅速に実施し、地域住民の安全・
安心な暮らしの確保に貢献しました。
　また、橋梁点検業務を行い、道路利用
者の安全・安心の確保のための老朽化対
策等の提案を実施しました。そして、岐
阜県下初となる「ラウンドアバウト交差
点設計」により交通事故低減に寄与しま
した。これら、喫緊の課題を解決するこ
とで、地域の安全・安心に貢献していま
す。当社は、「地域の安全・安心に貢献し
たい」会社です。

 【社員とその家族を大切にする会社】　　

　当社独自の福利厚生の一環として、「夏の家」と「配偶者健康診断」を実施しています。
夏の家は、夏の一定期間、ホテルや旅館の宿泊施設を借りて、社員とその家族に利用して
頂く企画です。昨年も、社員とその家族、また社員どうしで約170名の利用がありました。
宿泊施設は、毎年変えて利用者が飽きることがないよう配慮しています。配偶者健康診
断は、社員の健康を支えて下さる配偶者の方も健康でいて頂きたいとの思いから、年1
回の健康診断を会社負担で受診して頂いています。当社は、社員とその家族を大切にす
る会社です。

 【リクルート情報】　　

http://daidocc.com
2月開催インターンシップ受付中！
ＱＲコードからアクセス⇒

大同コンサルタンツ株式会社011
総合建設コンサルタント

岐阜県下初　安八町ラウンドアバウト
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■ 会社概要
創　業 平成8年11月1日（1996）

設　立 平成8年11月1日（1996）

代表者 代表取締役　棚橋 一成

資本金 3,000万円

売上高 11億7,000万円（平成30年度）

社員数 46名

事業内容
・クリスタルゲル･タフシロンゲル･メディ
ピュールゲルの加工及びその加工品の販売。 
・シリコーンの加工およびシリコーン加工
品の販売。

事業所 本社：岐阜市
テクノロジーセンター（工場）：岐阜県各務原市

■ 待遇と勤務

初任給 大学卒：210,000円、大学院：225,000円
（2020年卒）

諸手当 通勤・扶養・時間外・役職手当

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（6・12月）

勤務時間 8：30～17：30（テクノロジーセンター）

休日・休暇 完全週休2日制、土日祝、夏季・冬季 
124日（2018年度実績）

福利厚生
社員旅行（年1回 国内または、海外）、 
リゾートクラブ会員、ナゴヤドームシーズ
ンシート

勤務地 テクノロジーセンター（工場）：岐阜県各務
原市

■ 採用計画
採用職種 技術職

採用人数 1～2名

採用学部 工学部

採用活動 弊社HP 採用情報ページからエントリー
してください

選考方法 筆記試験・（一次・二次）面接

■ 連絡先
住　所 岐阜市元町4丁目24番地

担当部署 総務部

担当者 杉山 順司

TEL・FAX TEL：058-263-6381
FAX：058-263-6382 

E-Mail j-sugiyama@k-tanac.co.jp

　株式会社タナックは、超柔
軟ゲル素材で様々な分野に貢
献するメーカーです。2016
年7月に各務原テクノプラザ
に新工場を新設。柔らかさに
こだわったシリコーン・ウレ
タン・エラストマー他のオリ
ジナル素材を用いたモノづく
りで、医療機器評価用シミュ
レータから、航空宇宙・ロボッ
ト・ヘルスケア等の分野に貢
献しています。2017年には

医療機器産業の品質管理に関する国際規格ISO13485を取得、品質保証のための測定機
器も多数整備し、高い安全性の求められる医療機器部品の生産体制を整備しました。

 「中小企業ならではの機動力を活かしたスピードで勝負」

　製造・技術・営業のミーティングを定期的に開催、皆が納得いくまで、膝をすり合わせ
て議論をします。「できなければ、どうする？」を合言葉に皆で知恵を絞り、即実行、まず
やってみて、検証→実行…このサイクルをぐるぐる回しています。回しているうちに光
が見えてくるのです。

 「すべての人がNo.1の専門家、全員活躍の会社」

　従業員一人一人が、〇〇の専門家、NO.1の領域を決めてそこを深堀りします。もちろ
んそれ以外の業務もありますが、「この問題は、○○さんに聞けば、何とかなる。どうに
かしてくれる。」すべての人がまずは、社内のNo.1をその次は、業界No.1を目指して励
んでいます。役割を分担してしっかり果たしてゆく。狭い範囲でも一流をめざす人材集
団です。

得意分野を伸ばし、苦手分野は皆で助け合う。
わからないことは上司、先輩誰でも気軽に聞くこと
ができるので、リラックスして仕事に取り組んでい
ただけます。明るい職場で、働く人それぞれの得意
分野を伸ばし、苦手分野は皆で助け合う
そんな社風の会社です。

株式会社 タナック
〒500-8185　岐阜市元町4丁目24番地
TEL：058-263-6381　
http://www.k-tanac.co.jp

株式会社 タナック012
製造業
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■ 会社概要
創　業 昭和29年3月

設　立 昭和29年3月

代表者 代表取締役社長　中嶋 徹

資本金 7,000万円

売上高 43億4,000万円（令和元年7月実績）

社員数 260名（令和元年7月）

事業内容
建設コンサルタント、建築設計、
測量・空間情報、GISソフト開発、地質調査、
補償調査、環境調査、環境エネルギー

事業所 芥見ビル（岐阜市芥見）、名古屋支社、
東京支社、高山支店、東濃支店（多治見市）等

■ 待遇と勤務

初任給
高専卒：205,000円 
大学卒：221,000円 
大学院卒：231,000円

諸手当 通勤、資格、家賃、こども、健康

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（7月、12月）

勤務時間 フレックスタイム制（標準労働時間8時間）

休日・休暇 完全週休2日制（土・日） 
年次有給休暇、慶弔

福利厚生 各種社会保険、慶弔見舞金、資格取得支援、
社内旅行、時短勤務制度

勤務地 本社（岐阜市橋本町）、
芥見ビル（岐阜市芥見南山）

■ 採用計画
採用職種 総合職

採用人数 10名程度

採用学部 土木・建築系学科歓迎

採用活動 リクナビで公開中

選考方法 リクナビで公開中

■ 連絡先

住　所 岐阜市橋本町2-8　濃飛ニッセイビル　
4F、5F、6F

担当部署 総務部

担当者 高橋

TEL・FAX TEL：058-214-3463
FAX：058-252-2533

E-Mail atakahashi@teikoku-eng.co.jp

　テイコク（写真右が本社）は道路や橋梁、河川砂防などのインフラ整備や都市計画・ま
ちづくり、建築、防災、環境、情報まで多岐にわたる事業を展開している総合建設コンサ
ルタントです。「岐阜駅北口広場整備計画」（写真左）、「コミュニティバス再編のコンサル
ティング」など実績も豊富です。1954年に岐阜市で産声を挙げた私たちは今では関東、
関西へ事業エリアを拡大しています。それに伴い、更に事業の幅も広がり再開発プロジェ
クトの提案、地域活性化プロジェクトの立案など幅広い取り組みをしています。
　当社の魅力は測量から調査→計画→設計→施工監理→維持管理・補修にわたり、川上
から川下まで一貫してできることです。また、理系・文系を問わず様々な知識や技術・興
味を持っていることを活かせる場があり、社員が「これをやりたい！」と言えば、それを
実現するチャンスがありますし、実務経験を積み「違う分野に挑戦したい！」と思えば、
その分野で活躍することも可能です。

　先輩たちはフレックスタイム制を仕事に
も余暇にも有効に活用しています。何を隠
そう、卒業生の占める割合が最も多いのが
岐阜大学なんです。

株式会社テイコク013
土木建築サービス業



19

■ 会社概要
創　業

設　立 昭和42年（1967年）3月14日

代表者 代表取締役会長執行役員CEO　宮地 正直
代表取締役社長執行役員COO　田中 靖哲

資本金
12億2,921万円
※［上場取引所］
　　東京証券取引所市場第一部
　　名古屋証券取引所市場第一部

売上高 365億7600万円（2018年12月実績）

社員数 連結：799人　単体：597人　
（2019年6月現在）

事業内容
情報サービス（情報処理、SI）、
収納代行サービス（コンビニ収納、
決済、国際送金）、クラウドサービス

（GoogleCloud、IDC）

事業所
岐阜本社、東京本社（中央区八丁堀）、
テクノセンター（大垣）、名古屋支社、
大阪支社

■ 待遇と勤務

初任給 院　卒：223,000円～（2019年度）
学部卒：207,500円～（2019年度）

諸手当 時間外、地域、住宅、家族、役職、通勤、精勤、
資格

昇　給 年1回

賞　与 年2回

勤務時間 8：50～17：50

休日・休暇 土日、祝祭日、年末年始（年間休日121日）

福利厚生 各種社会保険加入、従業員持株会、
財形貯蓄、401K、クラブ活動支援

勤務地 岐阜、東京、名古屋、大阪

■ 採用計画
採用職種 システムエンジニア、営業

採用人数 30名程度

採用学部 全学部全学科

採用活動
企業合同就職説明会への参加（3月～）
説明会へのエントリーは「マイナビ2021」
または「リクナビ2021」よりお申し込み
ください。

選考方法 書類選考、適性検査、人事面接、役員面接

■ 連絡先

住　所 名古屋市中区錦3丁目1番1号　
十六銀行名古屋ビル

担当部署 人事部　人事課

担当者 田代

TEL・FAX TEL：052-961-3630　
FAX：052-961-3631

E-Mail recruit@densan-s.co.jp

ITの力で世の中をもっと便利に

 独立系IT企業

多彩な事業展開でお客様へ
ワンストップサービスを提供。

 文系出身者も多数活躍中

SEに占める文系比率：約45％。
各事業部での技術研修と、入社後3年間の集
合研修により、教育制度が充実しています。

 ワークライフバランスの両立

年間休日約120日、有給取得数年間平均11
日、残業時間平均8時間、育休取得率100％、
部活動等あり。
風通しが良く自由な社風の会社です。

　CREATE NEW VALUE
　　　CHALLENGE INNOVATION SPEED

株式会社 電算システム014
情報サービス

岐大OB/OG
当社で

活躍する

白木 勇佑さん
2013年入社／SE兼PG

岐阜大学院　工学研究科卒

◆入社の動機
　これからの日本経済を支える分野であるIT企業の中でも、新しい価
値を作り出すことに意欲的な会社だと感じたから。

◆ 現在のお仕事は？
　コミュニケーションロボットやモバイルアプリなどを主とした、シ
ステム開発全般に携わっています。ご要望を受けてのご提案・お見積、
ご要件の確認、システムの設計、プログラミング、各テスト、稼働対応
までを行っています。

◆ 仕事のやりがい
　お客様が満足して、笑顔で喜んでいただけること。それが自分が考え、
設計、開発したシステムによるものであればなおさらです。また、自分
が開発したシステムが現場で動いている所を見ると、感慨深いものが
あります。

◆ これからの目標は？
　IT分野では、次々に新しい技術が生まれます。AI、AR、IoT、スマー
トスピーカーなど新しい技術を積極的に取り入れ、お客様が感動する
システムをご提案・開発すること、そして会社を支える技術を開拓す
ることです。
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■ 会社概要
創　業 1955年
設　立 1955年
代表者 代表取締役社長　小野木 孝二
資本金 81億800万円
売上高 462億2,800万円（単体）（2019年3月末時点） 
社員数 3,327名（単体）（2019年3月末時点） 

事業内容

■シルバー事業：介護用ベッドや車椅子など福
祉用具のレンタル・販売および住宅改修
■病院関連事業：寝具・白衣・手術着などリネン
の供給、各種病院内業務の支援などのトータル
サービス
■リースキン事業：オフィスなどの商業施設や
家庭にモップ・玄関マットなど環境美化用品を
レンタル・販売
■寝具・リネンサプライ事業：ホテルや宿泊施
設に寝具・浴衣・タオルなどをリース・販売
■アクアクララ事業：ミネラルウォーター「ア
クアクララ」の製造と宅配　

事業所

本社：岐阜市若宮町9-16
本部：羽島市正木町須賀赤松2627
支店：東京、千葉、埼玉、神奈川、長野、静岡、愛知、
三重、大阪、福岡
営業所：東京、千葉、埼玉、神奈川、富山、静岡、
岐阜、愛知、三重、滋賀、大阪、京都、兵庫、岡山、
香川、愛媛、徳島、高知、福岡、熊本
配送センター・物流所：埼玉
工場：神奈川、長野、岐阜、三重
メンテナンスセンター：埼玉、千葉、神奈川、 
岐阜、京都、香川

■ 待遇と勤務

初任給

【院　卒】営業・技術：￥223,600～￥247,300
　　　　事務等：￥216,600～￥240,300

【四大卒】営業・技術：￥208,000～￥231,000 
　　　　事務等：￥201,000～￥224,000 

【短大・専門卒】
　　　　営業・技術：￥184,000～￥204,800 
　　　　事務等：￥177,000～￥197,800 
※勤務地により給与が異なります

諸手当 役職手当・家族手当・業務手当・保育手当・
地域手当・通勤手当・コース勤務手当　他

昇　給 年1回（4月）
賞　与 年2回（6月・12月）

勤務時間 9：00～17：30　※実働7.5時間（休憩60分）
ただし、配属先によりシフト変動有

休日・休暇
完全週休2日制（土曜・日曜※業務の都合上、 
振替出勤の場合あり）
年末年休暇・有給休暇（初年度10日）・ 
慶弔休暇・誕生日休暇　他

福利厚生

社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）、
従業員持株会、退職金（確定拠出年金制度）、
育児休業制度（くるみんマーク平成17年から
認定）、介護休業制度、独身寮、社宅、福利厚生
倶楽部 

勤務地
ナショナル職（総合職）：全国転勤有
エリア職（総合職）：エリア内での転勤有

（関東エリア、中部エリア、近畿エリア、
東四国エリア、西四国エリア、九州エリア）

■ 採用計画
採用職種 ①営業職 ②営業事務職 ③事務職 ④技術職
採用人数 50名
採用学部 全学部・全学科

採用活動 マイナビ2021、リクナビ2021、トーカイ新卒
ホームページにてエントリー受付中です。

選考方法 会社説明会参加（必須）、適性検査、
グループディスカッション、面接

■ 連絡先
住　所 岐阜市若宮町9-16

担当部署 人事本部 人財開発部 人財採用課
担当者 近藤、竹腰、近藤、安藤

TEL・FAX TEL：058-263-5112
FAX：058-263-5188

E-Mail recruit@tokai-corp.com

■ アクセス

「清潔」と「健康」のプロフェッショナル
～縁あるすべての人々の幸せを実現するために～

目に見えないものを大切にするのは、むずかしい。
そう思うことはありませんか。

私たちが事業のテーマに掲げる「清潔」と健康もそうかもしれません。
病気にかかってはじめて、健康の大切さを実感するのと同じように。

だからこそ、わたしたちがいます。

1955年の創業以来、60年以上にわたって病院や介護施設を清潔に、
オフィスを快適に保つお手伝いをしてきたトーカイ。

全国に約70の拠点を持ち、いつもどんなときでも安全な商品で
安心していただけるような体制を整えています。

しかし、まだまだこれからです。

超高齢化にともなう私たちの使命は、ますます大きくなっています。
その使命をともに果たし、

日本に暮らす一人ひとりの幸せに寄与していく仕事を
私たちと一緒にしませんか。

株式会社トーカイ015
医療・福祉・健康をテーマにした商社

岐阜大学 地域科学部卒業　入社8年目社員よりメッセージ
◆入社のきっかけ
① 会社の将来性…医療・福祉の分野で多岐にわたる事業展開
② トーカイ社員の人柄…採用担当者や先輩社員の人柄に惹かれ

ました。

◆ 仕事内容（シルバー事業部�企画事務）
　介護用品のレンタル申請業務等を担当しました。正確かつ迅
速に対応し、ご利用者や営業担当から「ありがとう！」と感謝の
言葉をいただくと「ご利用者の安心・安全な生活に役立ってい
る！」とやりがいを感じていました。

◆ 福利厚生
　現在は、育児短時間勤務制度を活用しながら、仕事と家事・育
児の両立を目指しています。同じ部署に仕事と家事・育児を両
立しながら活躍されている先輩が複数名いるため、相談しやすく、
上司や職場の仲間に支えていただき、働きやすい職場環境に感
謝の日々です。

アクアクララ事業 リースキン事業

シルバー事業

病院関連事業
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■ 会社概要
創　業 1560年（永禄3年）

設　立 1923年（大正12年）6月

代表者 岡本 知彦

資本金 1億9,600万円

売上高 83億4,700万円（2019年8月期）

社員数 354人（男311人、女43人）

事業内容 精密治具・バイス、
精密測定用定盤等の製造・販売

事業所 工場：岐阜市、本巣市
営業所：東京、大阪　他

■ 待遇と勤務
初任給 大卒：195,400円　高卒：165,000円

諸手当 通勤、家族、技能、食事、職種　他

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（4月、10月）

勤務時間 8：00～17：15

休日・休暇 土日祝・GW・夏季・年末年始
年間118日

福利厚生 各種社会保険、退職金、社宅、慰安行事、
海外旅行（5年に1回）

勤務地
職種①各営業所へ転勤の可能性あり
職種②・④本社（岐阜市）
職種③本社（岐阜市）もしくは糸貫工場（本
巣市）

■ 採用計画

採用職種 ①営業、②生産管理、③機械加工・検査、
④設計・開発

採用人数 10名程度

採用学部 ①～③学部・学科不問、④原則理系学部

採用活動 マイナビ2021にてエントリー受付

選考方法 筆記試験、面接（個人面接2回程度）

■ 連絡先
住　所 岐阜市若杉町25番地

担当部署 総務部

担当者 小林

TEL・FAX TEL：（058）271-6301、
FAX：（058）278-6102

E-Mail mkobayashi@ons.co.jp

■ アクセス

伝統技能と最新技術の融合
 会社紹介

　1560年の創業以来、老舗鋳造
メーカーとして日本の産業を支
え続けています。自動車・パソコ
ン・家電製品等を生み出すために
欠かせない、精密治具、精密マシ
ンバイス、精密測定用定盤等の「治
具・工具」を製造・販売しています。 
素材から設計・加工・組立・検査ま
でを行う一貫生産体制を確立し、
自社ブランド「ERON」は世界的
知名度を誇り、海外展開も積極的
に行っています。

 当社製品

株式会社ナベヤ（岡本・ナベヤグループ）016
製造業（鉄鋼・金属・工業）

梵鐘・釣鐘薪ストーブ

上下水道用異形管精密治具及び治工具

鉄蓋

岐大OB/OG
当社で

活躍する

電気電子工学専攻卒
設計開発部2014年入社

◆入社理由
　設計・開発材料、加工、販売までの、製品に関わる自社
内に持つ技術力の高さを魅力に感じました。また、入社
の際に設計職でも図面を描くだけでなく、現場の方と
コミュニケーションをとりながら製品に寄り添えると
聞いたことも決め手の一つです。

◆ 仕事のやりがい
　学んだ知識や経験を存分に活かすことができている
ことや、自社内一貫生産の当社だからこそ、机上だけで
はなく、常に現場主義で取り組めることがやりがいに
つながっています。
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■ 会社概要
創　業 昭和54年6月

設　立 平成19年4月

代表者 弁理士　廣江 武典

資本金 950万円

売上高 3億7790万円

社員数 30名

事業内容 国内及び外国への特許・意匠・商標出願

事業所 岐阜市宇佐三丁目4番3号

■ 待遇と勤務
初任給 214,000円

諸手当 通勤手当・資格手当

昇　給 年1回6月

賞　与 年2回6月12月

勤務時間 8：30～17：00

休日・休暇 土日祝祭日・年末年始・有給休暇

福利厚生 会員制宿泊施設有

勤務地 岐阜市宇佐三丁目4番3号

■ 採用計画
採用職種 特許技術者

採用人数 1名

採用学部 不問

採用活動

選考方法 書類選考／適正検査（SPI）／面接

■ 連絡先
住　所 岐阜市宇佐三丁目4番3号

担当部署 広江アソシエイツ株式会社

担当者 早川

TEL・FAX TEL：058-276-2122
FAX：058-276-7011

E-Mail hayakawa@hiroe.co.jp

特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所017
弁理士
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■ 会社概要
創　業 平成5年8月5日

設　立 平成5年8月5日

代表者 竹中 裕行

資本金 5000万円

売上高 2億2600万円

社員数 15名

事業内容 微細藻類研究及び応用商品の販売

事業所 岐阜市曙町4-15

■ 待遇と勤務
初任給 220,000円

諸手当 家族手当、通勤手当

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（7月、12月）

勤務時間 9：00～17：00

休日・休暇 日曜、土曜、祝日、年末年始、夏季

福利厚生 社員旅行

勤務地 岐阜市曙町4-15

■ 採用計画
採用職種 未定

採用人数 未定

採用学部 未定

採用活動

選考方法

■ 連絡先
住　所 岐阜市曙町4-15

担当部署 総務部

担当者 三島 英利

TEL・FAX TEL：058-248-1822　
FAX：058-248-1820

E-Mail misima@mac-bio.co.jp

■ アクセス

〒500-8148　岐阜市曙町4-15　TEL.058-248-1822 FAX.058-248-1820 
WEB： http://www.mac-bio.co.jp/

　およそ24億年前、光合成によって
酸素を生み出し、現在の地球環境の基
礎をつくった立役者。そして私たち
人類を育む食物連鎖の起点にある生
物―それがマイクロアルジェ（Micro 
Algae）、日本語で微細藻類です。植物
プランクトンと言った方がなじみ深い
かもしれません。当社ではそのマイク
ロアルジェの有効利用について研究、
開発、商品化を行っています。
　マイクロアルジェには様々な有用物
質が含まれていますが、分かっている
だけで5万種以上あるマイクロアルジェ
のうち、実用化されているものは20種
ほどに過ぎません。当社ではそのうち
の11種類を扱っています。未開発のマ
イクロアルジェはまだまだ数多くあり、
その可能性を引き出すのが、私たちの
仕事です。

 当社で商品化されたマイクロアルジェの一部

マイクロアルジェコーポレーション株式会社018
卸小売業

マイクロアルジェは可能性の宝箱です。私たちはその 
宝物を解放する冒険者たりたいと考えています。

岐大OB/OG

山口裕司（MAC総合研究所所属 主任研究員）
2016年学位取得（岐阜大学工学研究科物質工学専攻）

商品開発ならびにマイクロアルジェの培養技術開発担当

　大学卒業後20年以上を経てから、会社の業務をしな
がら、社会人博士課程でマイクロアルジェの有用物質
の研究を行いました。他にも他大学の修士課程や博士
課程で学んだ社員もいます。当社は積極的に研究した
い社員をサポートしてくれます。

当社で

活躍する
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■ 会社概要
創　業 大正14年10月1日

設　立 昭和24年4月27日

代表者 棚橋 肇

資本金 69,640,300円

売上高 276億円

社員数 682名（グループ合計740名）

事業内容 コンクリート二次製品の設計･製造･販売

事業所 岐阜（本社）他全国各事業所

■ 待遇と勤務
初任給 218,800円

諸手当 家族･住宅･食事･超勤手当　通勤費

昇　給 4月（年1回）

賞　与 6月、12月（年2回）

勤務時間 8：30～17：30

休日・休暇 120日
（土日祝･夏期･年末年始･慶弔休暇）

福利厚生 社宅･独身寮･各種社会保険制度･
慰安旅行

勤務地 本社他・全国各事業所

■ 採用計画
採用職種 営業職･技術職

採用人数 総合職10名程度

採用学部 全学部全学科

採用活動 リクナビ･マイナビにて募集

選考方法 エントリーシート･履歴書･適正検査・
面接

■ 連絡先
住　所 岐阜県羽島市福寿町間島1518

担当部署 人事グループ

担当者 高島･棚橋

TEL・FAX 058-393-0213

E-Mail hr-tanahashi@maruei-con.co.jp

明日の国土づくりに貢献する、 
その誇りとともに100年企業へ。

　当社は、道路・河川・港湾・下水道など、社会基盤の整備に使われるコンクリート二次製
品の設計・製造・販売を手掛けています。創業の大正14年より確実に進歩し、全国に30
拠点以上の事業所を有する業界トップ企業に成長しました。現在では90年の実績を積み、
1,800種類以上のオリジナル製品を保有し、数多くの特許も取得しています。当社の製
品はあまりなじみがないかもしれませんが、実は日頃皆さんが目にする身近なところに
関わっています。言わば、『縁の下の力持ち』となる存在です。これからの日本の未来を
創造する企業であるとともに、創業100年という大きな節目を迎えられるよう、日々新
たな挑戦を続けています。

 ともに成長するのが私たちの願いです。

　人材こそ最大の財産と考え、当社では、人材育成に力をいれております。2ヶ月におよ
ぶ新入社員研修では、ビジネスマナーを始め基礎的な内容から技術者として必要なコン
クリートの知識まで幅広くサポート。配
属後も年の近い先輩社員によるOJTや
フォローアップ研修により相談しやす
い環境です。
　通信教育や資格取得補助などの制度
も充実しており、入社後もともに成長で
きる環境が整っています。

丸栄コンクリート工業株式会社019
製造業

岐大OB/OG

2017年卒　伏屋 尚輝

　工学部社会基盤工学科を卒業し、大学で学んだ土木
の知識を活かして設計の業務に携わっています。
　よく町中で見かけるコンクリート製品を自分で設計
し、施工の段階まで携わることができることが当社の
強みです。
　年齢の近い先輩も多数働いており、若手が働きやす
い環境が整っている職場です。

当社で

活躍する
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■ 会社概要
創　業 1970年4月1日

設　立 1971年5月8日

代表者 代表取締役　村橋 塁

資本金 4500万円

売上高 14億9000万円（平成30年度実績）

社員数 92名　※平均37.8年齢歳

事業内容
建設コンサルタント、VEコンサルタント
測量、補償コンサルタント、文化財調査
地質調査、一級建築士事務所

事業所

本社：岐阜市西河渡2丁目57番地
支店：名古屋支店
営業所：恵那、高山、郡上、大垣、中濃、
各務原、羽島、下呂、飛騨、瑞穂、関、掛川、
福井、三重、飯田、関東
関連会社：㈱ユニオン技術センター

■ 待遇と勤務

初任給
技術職
大学院卒　215,000円
大卒　　　210,000円
一般職　　170,000円

諸手当
通勤（上限4万円／月）
残業、資格、役職、等級、子ども、赴任、
出張

昇　給 年1回

賞　与 年2回（4ヵ月分）、業績により期末賞与あり

勤務時間 8：30～17：30

休日・休暇 土日祝
有給休暇、夏季、年末年始、慶弔休暇　他

福利厚生
誕生日祝金・生花
寮・社宅
社員旅行（海外も含む）
ベネフィット・ワン加入

勤務地 本社、恵那、高山、郡上

■ 採用計画

採用職種 技術職（設計、測量、調査）
一般職

採用人数 予定1～5名

採用学部 工学部、応用生物科学部、大学院

採用活動

選考方法 作文、面接、適性検査

■ 連絡先
住　所 岐阜県岐阜市西河渡2-57

担当部署 総務部

担当者 曽我、棚橋

TEL・FAX TEL：058-253-3111
FAX：058-253-3644

E-Mail info@theunion.co.jp

■ アクセス
http://www.theunion.co.jp/company/access/

 『No.2の理』が生み出す、チャレンジ精神

　創業以来大切にしている経営理念、「ユニオンNO.2の理」。NO.1になって次を考える
のではなく、その前に次に挑戦していく気持ちを持ち続けようという意思が込められて
います。それによって生まれるのは「チャレンジ精神」と「スピード感」。何事にも勇気を持っ
て取り組むこと、他社に先駆けて行うことを創業から今まで変わらずに実践しています。
2003年には、岐阜県でいち早くVE（バリューエンジニアリング）を導入しました。

 VE（バリューエンジニアリング）を活かした社会貢献

　VEとは製品やサービスの「機能」をユーザーの視点で分析することで、既存の概念に
とらわれず、新たな発想で「価値」を高めようとする考え方。私たちの仕事に当てはめると、

「機能」＝「公共施設の使いやすさ」、「価値」＝「コスト（税金）を抑える」と言い換えられます。
地域の皆さんが支払う税金をいかに活かして価値のあるものを作れるか、それは私たち
のVE（バリューエンジニアリング）に基づいた発想力にかかっています。

　設計や測量、調査（補償調査、文化財調査）に興味がある方、地域の社会資本整備に携わ
りたいと考えている方、経営理念である『ユニオンNo.2の理』に共感いただきVE（バリュー
エンジニアリング）に興味を持って下さった方を歓迎します。私たちはこれからも、従来
のものに満足することなく、新たなアイデアで満足度アップを目指します。ぜひ一緒に、
新しい価値を創造しましょう！

株式会社ユニオン020
建設コンサルタント

岐大OB/OG
当社で

活躍する

　主に、道路設計や橋梁等の構造物設計を担当しています。誰もが目にする身近な社会インフ
ラを設計できるので、とてもやりがいを感じて仕事をしています。また、自分の暮らす街の社
会インフラを設計できる楽しみは、何ものにも代え難いものです。
　近年、社会インフラの維持管理や災害対応の重要性が高まっています。そのため、地域に根
付いた、迅速にきめ細やかな設計ができる、地場に根付いて活動するコンサルタントの活躍フィー
ルドが広がっております。スーパーコンサルタントと呼ばれる大手企業では専門性に特化し
なければならない反面、地場コンサルタントは多岐の専門性も求められ、より総合的なコンサ
ルティング技術が必要である分、活躍の場は無限に広がっています。

川原 直樹
設計部第一グループ課長、岐阜大学工学部卒、平成15年入社
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■ 会社概要
創　業 昭和48年5月22日

設　立 昭和48年5月22日

代表者 杉村 和敬（スギムラ カズノリ）

資本金 9,000万円

売上高 10億円

社員数 46人

事業内容 道路用側溝箱形パイプ、
雨水排水管台付管の製造販売

事業所 本社・大垣営業所・関東営業所・
大阪営業所・静岡営業所

■ 待遇と勤務
初任給 大卒：201,000円

諸手当 皆勤手当、家族手当、資格手当

昇　給 年1回

賞　与 4.5ヶ月

勤務時間 8：00～17：00

休日・休暇 年間休日日数119日（2019年実績）

福利厚生
退職金積立 

（中退共、バックアップ生命保険） 
リゾートトラスト会員 

（全国の施設利用可能）

勤務地 本社谷汲工場

■ 採用計画
採用職種 営業、技術、設計、生産管理、工場設備

採用人数

採用学部 工学部

採用活動

選考方法 面接、小テスト

■ 連絡先
住　所 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲名礼459

担当部署 総務部

担当者 岡崎 晃浩

TEL・FAX 0585-55-2216

E-Mail okazaki@ahbo.jp

アーボ株式会社021
コンクリート2次製品製造販売業
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■ 会社概要
創　業 1945年

設　立 1945/3/15

代表者 井上 豊秋

資本金 4億9,800万円

売上高 120億8,400万円（2019年7月度実績）

社員数 287名

事業内容

高層ビルや道路建設に欠かすことのでき
ない骨材（砂利・砂）やコンクリート二次製
品の製造・販売が主な事業です。またその
他にも、水稲用・園芸用培土やセル成型苗
を販売するアグリ・バイオ部、高効率大型
植物工場を設計・施工するアグリシステム
部などがあります。グループ会社全体と
しては、「大垣フォーラムホテル」の経営
の他、運輸業、自動車整備業など10社から
成り立っています。

事業所 岐阜県、愛知県、長野県、大阪府

■ 待遇と勤務

初任給 四大卒総合職:220,000円　
四大卒一般職:195,200円

諸手当 資格手当、家族手当、
401K手当（退職金前払制度）

昇　給 年1回（5月）

賞　与 年2回（6月、12月）＋業績連動型賞与

勤務時間 8：30～17：30

休日・休暇 完全週休2日制、祝日、年末年始等

福利厚生 マイカー融資、確定拠出年金、親睦会、
部活動（ソフトボール、ブラスバンド）

勤務地 岐阜県（大垣、関、池田、神戸、各務原）、
愛知県（名古屋）、長野県（富士見）

■ 採用計画

採用職種 営業、生産管理、品質管理、施工管理、開発、
総務、経理、ホテルスタッフ

採用人数 20名程度

採用学部 全学部対象

採用活動

選考方法 書類審査、筆記試験、面接、作文等

■ 連絡先
住　所 岐阜県大垣市万石2丁目31番地

担当部署 総務部

担当者 河合 尭明

TEL・FAX TEL：0584-81-6172
FAX：0584-81-2486

E-Mail takaaki@ibiko.co.jp

〒503-8552　岐阜県大垣市万石2丁目31番地
電話　0584-81-6172

創立74年。多業種複合グループ会社です。
　高層ビルや道路建設に欠かすことのできない骨材（砂利・
砂）やコンクリート二次製品の製造・販売が主な事業です。
またその他にも、水稲用・園芸用培土やセル成型苗を販売
するアグリ・バイオ部、高効率大型植物工場を設計・施工
するアグリシステム部などがあります。グループ会社全
体としては、「大垣フォーラムホテル」の経営の他、運輸業、
自動車整備業など10社から成り立っています。

Company information

●設　　立／1945年（昭和20）年3月 ●資 本 金／4億9,800万円

●代 表 者／井上　豊秋 ●売 上 高／120億8,418万円（2019年7月実績）

●従業員数／287人（男 197人、女 90人）2019年9月現在

●事 業 所／本社、名古屋支店、大阪営業所、他事業所14か所

●給　　与／総合職大卒220,000円（2019年度実績）

●休　　日／週休2日制、祝日、年末年始、年間休日120日

●採用対象／大学院卒、大卒、短大・専門卒、高専・高卒

●採用実績／2017年度=10人、2018年度=11人、2019年度=14人（院卒・大卒）

 ひとことメッセージ

　コーラス、ボウリング大会、企業みこし、芸能大会など年間を通してイベントが多く、
そのひとつひとつに全員が真剣に取り組む姿が揖斐川工業の魅力です。イベントを通し
て社員間の親睦を深めることが出来、リフレッシュ出来るイベントが盛り沢山です。

揖斐川工業株式会社022
製造業、その他

岐大OB/OG
当社で

活躍する
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 求める人物像

● プラントエンジニア・メンテナンスエンジニア：エネルギーや環境関連のプラント設
備に興味があり、スケールの大きい仕事にチャレンジしたい方

● アナリティカルエンジニア：環境測定や化学分析に興味があり、チームワークを大切
にする方

● メカトロニクスエンジニア：FA設備や自動車排ガスフィルター金型開発に興味があり、 
私たちと共にチャレンジングな取組みができる方

 会社紹介

イビデンエンジニアリング株式会社023
建設（プラントエンジニアリング）

岐大OB/OG
当社で

活躍する

技術職　三輪 祐輔
2012年入社

◆ �ひとつの目標に向かい、スペシャリスト達が連
携して取り組むことができる会社

　水処理の技術職を担当しており、①水処理場の原価
改善、②生産効率の向上、③現場作業の負荷低減のため
のプロセス変更、④新規廃液の受入検討や提案、⑤新規
処理技術の開発といった、幅広い専門知識が必要な仕
事に取り組んでいます。

■ 会社概要
創　業 昭和48年3月

設　立 昭和48年3月

代表者 代表取締役社長　西田 剛

資本金 3,000万円

売上高 116億円3,700万円（2019年3月期）

社員数 295名 （男 244名、女 51名）

事業内容

1）プラントエンジニアリング事業：非常用・
再生可能エネルギー発電設備や工場ユー
ティリティの設計・施工・保守 
2）メカトロニクス事業：電子関連の自動
化設備の設計・製作 
3）計量証明事業：環境分析及び応用分析

事業所 本社（大垣市）、中部支店（高浜市）、
東京事務所

■ 待遇と勤務

初任給
大学院卒：223,000円 
大卒：203,000円 
高専卒：179,000円

諸手当 通勤手当、家族手当、住宅手当、都市手当　他

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（6月、12月）

勤務時間 本社　8：15～16：55、
他事業場　8：00～16：40

休日・休暇 休日／年間120日

福利厚生 各種社会保険、確定拠出年金、独身寮　他

勤務地 本社、イビデン（株）事業場

■ 採用計画

採用職種
技術職：プラントエンジニア、
メカトロニクスエンジニア、分析エンジニア
事務職：財務経理・経営企画

採用人数 若干名

採用学部 理工系学部　歓迎

採用活動 リクナビ2021よりエントリーしてくださ
い。

選考方法 一次選考（面接、適正検査、筆記試験）→ 
最終選考

■ 連絡先
住　所 岐阜県大垣市木戸町1122番地

担当部署 管理本部　人事・総務グループ

担当者 東松、岩崎、森

TEL・FAX TEL：（0584）75-2301
FAX：（0584）81-6639

E-Mail saiyou.iec@ibiden.com

■ アクセス
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〒503-0321　岐阜県海津市平田町今尾1663-1　　TEL：0584-66-2633
URL：http://www.smiling.co.jp　　　　E-mail：info-is＠smiling.co.jp

 様々な素材を、きわめて高精度で安定的に量産！
　1959年に創業、1967年に設立し、現在52年
を迎えています。
　他社にはない様々な素材を加工・量産する技術
を活かし、自動車・通信機器・住宅設備の精密部品
を主に生産しています。世界で当社にだけ任さ
れているトヨタ車のブレーキ部品もあり、日々高
くなる顧客からの品質レベル要求に対する信頼

を得るだけでなく、生産現場から生まれた自社開発の無人稼動装置を全国に販売するなど、
独自製品でも技術を活かし取り組んでいます。若手のみなさんには積極的にチャレンジ
し、やりがいを持って楽しく働いてほしいと思っています。

 すぐれたモノづくりのためなら装置も自前で開発！

【ミクロン加工の実現】
・ 工場内室温を±1℃以内で管理するとともに長

年培った切削のノウハウによりNC旋盤で安
定したミクロン加工を実現！

・ 製品に合わせた刃具設計と徹底した刃具管理
により厳しい面粗度を維持し研磨工程を削減！

・ 加工後の製品は自社開発の「ダコンアンシン」
により自動で搬送、整列！

　また、「ダコンアンシン」は商品として日本国内のみなら
ず海外のお客様にも使用いただいています！

【自動化の推進】
・ 自動供給蓄積システムロボットと自社設計によるストッ

カーシステムにより完全無人化を実現！
・24時間無人稼動が可能！

【開発技術】
・ 省人化を実現するシステム構築力とFA装置の研究と開

発を積極的に行いスピード開発！
・ 安全面を視野に入れた自動化の推進！自動化により効率

的なものづくりと品質を保証！
・ チームワークとコミュニケーションで築きあげた信頼の

技術力！

株式会社 伊藤精密製作所024
製造業

岐大OB/OG
当社で

活躍する

◆入社のきっかけ
　在籍していた学部の分野とは違いましたが、社員のみなさんと接する中で機械に携わる仕事を
したいと感じるようになり入社を決めました。

◆ 当社の魅力
　メインは部品加工なのですが、機械メーカーとしても事業部を持っており、打合せから製作、納
品まで様々な業務に携わることができます。
　私の部署では直接お客様とお会いし、お客様の反応をすぐに体感できることがやりがいであり、
そこが魅力だと感じています。

南保 篤希さん
岐阜大学　工学部　入社5年目　所属：開発設計課

■ 会社概要
創　業 1959年4月
設　立 1967年
代表者 代表取締役　伊藤 康裕
資本金 1,600万円　
売上高 12億5千万円

従業員数 102名　　

事業内容

部品製造（切削および鋳造）
1）自動車部品
2）ガス機器部品　　
3）水栓部品　
4）通信機器部品　　
5）電子機器用コネクタ　　　　
6）エアコン部品　
7）自動調節弁　

ＦＡ装置の開発・設計・製造・販売
1）製品蓄積整列装置
　（商品名：ダコンアンシン）
2）1）に関連するシステムのコンサルティ
ング

■ 待遇と勤務
初任給 200,000円
諸手当 通勤手当、営業手当他
昇　給 年1回（4月）
賞　与 年2回（7月、12月）

勤務時間 8：00～17：00

休日・休暇
週休2日制（土日／土曜出勤年に数回）、
GW、夏季、年末年始、誕生日休暇、
年間休日数113日

福利厚生 確定拠出年金、生命保険（団体）、定期健康
診断、慶弔見舞金制度、各種表彰制度など

勤務地 本社工場／岐阜県海津市

■ 採用計画

採用職種 【1】開発・設計　【2】生産技術
【3】品質管理　【4】営業　【5】生産管理

採用人数 5名程度　
採用学部 全学部
採用活動 リクナビ2021にてエントリー受付中
選考方法 筆記試験、面接（1次、役員）

■ 連絡先
担当者 総務部　野村

電話番号 0584-66-2633
メール nomura-s@smiling.co.jp

■ アクセス
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 会社紹介

　1890年の創業以来、石灰メーカーとして日本の産業を支え続けています。
　製鉄に欠かせない「生石灰」をはじめ、主力事業の石灰製品の製造・販売以外にも近年
は環境事業としてフロンガスの破壊処理や産業廃棄物のリサイクル事業も展開してい
ます。

■ 会社概要
創　業 1890年

設　立 1949年

代表者 上田 和男

資本金 1億円

売上高 64億円

社員数 119名

事業内容 石灰類の製造販売

事業所 工場：昼飯工場、市橋工場、久瀬工場  
研究・分析：商品開発部および品質保証部

■ 待遇と勤務

初任給 20万円（学部卒）  
21.5万円（修士了） 

諸手当 通勤手当、家族手当、作業手当等

昇　給 年1回（4月）

賞　与
1年目のみ　7月支給：1ヵ月分
　　　　　 12月支給：1.5ヵ月
2年目以降　組合員平均　年間4.5ヵ月程度

勤務時間 工場：8：00～17：00  
商品開発・品質保証：8：30～17：30 

休日・休暇 年間休日110日　その他：慶弔休暇等

福利厚生 木曽駒山荘（ロッジ）、独身寮、
世帯向け社宅

勤務地 大垣市昼飯町、大垣市赤坂町

■ 採用計画
採用職種 生産技術職、研究開発職

採用人数 各1名

採用学部 理工学系学部／学科

採用活動 マイナビ2021、
合同会社説明会等の出展など

選考方法 適正検査、一次面接、役員面接

■ 連絡先
住　所 岐阜県大垣市赤坂町3751番地

担当部署 総務部

担当者 左高 伸一（さたかしんいち）

TEL・FAX TEL：0584-71-1133
FAX：0584-71-5161

E-Mail uedahon@uedalime.co.jp

上田石灰製造株式会社025
その他製造業（石灰製造業）

若手社員
当社で

活躍する

生産技術職採用
製造グループ製造一課

渋谷 大夢さん
2018年入社／中部大学卒

　地元での就活を展開。
　知り合いがいて身近な企業だったこと、会社見学で
社員の方が楽しそうに仕事されているなと感じたこと
が決め手となり入社を決意しました。
　現在は工場で製品の品質管理やトラブル対応を担当
していますが、正直まだまだ覚えることがいっぱい。気
さくで楽しい先輩方にご指導いただきながら、日々精
進している状態です。

当社の石灰焼成炉 メイン商品「生石灰」
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■ 会社概要
創　業 1988年9月

設　立 1988年9月

代表者 代表取締役社長　小林 裕幸

資本金 6,500万円

売上高 38.5億円（2018年12月）

社員数 169名

事業内容
飲料・容器・食品・医薬業界のメーカー向け
に、自動生産ライン設備を開発・設計・製造
しています。

事業所 岐阜県本社、東京支店、関東CSセンター

■ 待遇と勤務
初任給 院卒：215,000円　大卒：205,000円

諸手当 通勤、役職、こども 他

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（6月、12月）

勤務時間 8：00～17：00

休日・休暇 完全週休2日制・GW・夏季・年末年始 
年間110日

福利厚生 各種社会保険、社員寮借り上げ制度、
社員旅行、がん保険加入 他

勤務地 岐阜県本社

■ 採用計画

採用職種 機械設計技術者、電気制御技術者、
画像処理プログラム開発技術者、営業

採用人数 各職種若干名

採用学部 全学部全学科
（自動設備機械にご興味のある方）

採用活動 見学等のお申込みは担当者までお申込み
下さい。随時受付しています。

選考方法 会社見学※必須→筆記試験、面接（1次・役
員）

■ 連絡先
住　所 岐阜県養老郡養老町豊字川原134番地

担当部署 企画室

担当者 近藤

TEL・FAX TEL：0584-33-2171
FAX：0584-33-2168

E-Mail saiyou@ntech.co.jp

■ アクセス

飲料・容器・食品・医薬メーカーの 
　　　　　生産ラインで活躍する機械を手がけています。
　当社の機械・検査装置は飲料メーカーや容器メーカーをはじめとした幅広い業界に納
入され、製造・検査・梱包の各工程で使われています。その技術力と独創性は高く評価さ
れており、大手飲料メーカーのほとんどに当社の機械が納入されています。海外工場に
納入されるケースも増え、フィールドが世界へと広がっています。

自分が携わった機械が動いたときの『感動』！！

エヌテックを創る「5つの技術」を組み合わせた機械を 
　　　　　　　　　　　　　提案できるのが当社の強み！

『設計技術』『制御技術』『画像処理技術』『ＡＩ及びＩｏＴ技術』『ハンドリング技術』

　「容器の動きを科学する」をテーマとし、エヌテックを創る「5つの技術」をコアにお客
様のご要望にお応えする機械をオーダーメイドで開発・設計・製作しています。納品後の
メンテナンスもサポートしており、お客様から「対応がいい」「全てまかせられる」との声
を多く頂いています。

エヌテックは、「モノづくりがしたい。」「好きだ。」
 という情熱をお持ちの方を最大限バックアップします！

株式会社エヌテック026
生産用機械器具製造業

岐大OB/OG
当社で

活躍する

◆ 岐阜大学ＯＢ・ＯＧは17名在籍。社長も岐阜大学出身です。
　役員をはじめ機械設計・電気制御設計・画像処理プログラム開発の重要ポストで活躍してい
ます。

◆ 仕事内容
　モノづくりの好きな人には最高の「チャレンジ」できる環境が揃っています。プロフェッショ
ナル同士が切磋琢磨しながら、各部署の担当者が一丸となり、お客様に喜んでいただける機械
を完成させます。

◆ 求める人物像
　入社前に、エヌテックを自分の目で見て「おもしろそうだ」と感じてエヌテック社員になっ
ている人がほとんどです。仕事に必要な技術や知識は入社後の「基礎技術教育プログラム」で
身に付けることができます。大切なのは「モノづくりをしたい。好きだ。」という気持ちです。
そんな情熱をお持ちの方を歓迎します。

基礎技術教育プログラム（3ヶ年プログラム）
社外： 設計製図教室、ロボット及びシーケンストレーニング

スクール、各種展示会参加、AI及びIoT教育他
社内： ロボット教育、検査装置教育、空圧機器・センサー・モー

ター教育他
資格：フォークリフト、玉掛け・クレーン他

　入社後3ヶ月～1年間は、工場での機械組立研修を実施し
ます。その後、基本的には希望部署に配属となり、OJTや基
礎技術教育プログラムを通じて約3年で一人前の技術者にな
れるように育成します。
　業務に必要な資格取得も含め、様々な面で会社がバックアッ
プを行っていきます。

◆工場内空調完備
◆社員旅行
　（2018年：ハワイ、北海道）
◆人間ドッグ
　（年齢に応じて）
◆インフルエンザ予防接種
◆がん保険加入制度
◆男性の育児休暇
　取得実績あり
◆退職金制度
　＋確定拠出年金制度



32

■ 会社概要
創　業 1930年8月10日

設　立 1944年6月6日

代表者 代表取締役社長　日比 利雄

資本金 5,000万円

売上高 199億円

社員数 472人

事業内容 プリント基板・ワイヤーハーネスの製造及
び電子部品の製造

事業所 大垣市・輪之内町

■ 待遇と勤務
初任給 202,000円

諸手当 営業・役職・通勤・家族・精勤手当他

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（7月、12月）

勤務時間 8：30～17：30

休日・休暇 土日・GW・お盆・年末年始　年間116日

福利厚生 各種社会保険・財形貯蓄・退職金共済他

勤務地 本社（大垣市）・輪之内工場

■ 採用計画
採用職種 技術職・営業職・総合職

採用人数 若干名

採用学部 全学部全学科

採用活動 会社説明会・合同企業説明会参加

選考方法 筆記試験・適性検査・面接

■ 連絡先
住　所 大垣市世安町4-31

担当部署 総務課

担当者 佐藤・松原

TEL・FAX TEL：0584-81-3366
FAX：0584-73-2325

E-Mail soumu@nbc-corp.co.jp

■ アクセス

 会社紹介

自動車の電子部品に特化したハイテクノロジー
　エヌビーシーはプリント基板のスペシャリストとして、自動車を主体にエレクトロニ
クス技術に貢献するハイテクノロジー企業です。
　エヌビーシーのプリント基板の特色はいくつもあります。第一は、車載用が95％を占
めていること。自動車に特化することで、他社にない専門性と安定性を獲得しています。
　第二は、技術面できわめて高い品質を追求していること。特にコーティング技術は業
界でも高い評価を受けています。
　また、プリント基板に電子部品を搭載するアッセンブル技術も当社の誇り。自動車の
モジュール化が進む中で、他社との差別化を図る大きな力となっています。
　ワイヤーハーネスと呼ばれる組配線は、製品の高機能化・多機能化に対応して生まれ
た技術。電線メーカーとして創業以来、蓄積してきた技術を生かした独自の製品です。

株式会社エヌビーシー027
電子部品製造業

岐大OB/OG
当社で

活躍する

　私が所属するアッシー事業部では、プリント基板に電子部品を搭載し、はんだ付けを行い、
主に車載部品を作っております。そこで私は、新規設備の評価から導入、治工具の設計から手配・
改造、設備保全まで手広く行っております。
　製品にあった設備の構築や改善、設備故障による修理と様々な場面がありますが、上司や課
員、メーカーなどに相談しながら対応をし、目標としていた効果が得られた時は達成感があり、
やりがいのある仕事に従事しております。

生産技術課　Ｉさん
2007年入社
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■ 会社概要
創　業 -

設　立 明治29年3月9日

代表者 取締役頭取　境 敏幸

資本金 467億円

預金残高 5兆374億円

社員数 2,900名

事業内容 普通銀行業

事業所 岐阜、愛知、三重、滋賀、東京、大阪、海外

■ 待遇と勤務
初任給 大卒・大学院卒　205,000円

諸手当 家族、役職、地域、通勤　等

昇　給 年1回

賞　与 年2回

勤務時間 8：45～17：15

休日・休暇
【休日】週休2日制、祝日、年末年始（ただし
一部店舗にて変形労働時間制）

【休暇】連続休暇、計画休暇、ハートフル休
暇、子育て休暇、育児休業、介護休業　他

福利厚生
住宅融資、財形貯蓄、持株会、
健康保険組合、独身寮、社宅、
契約リゾートヴィラ多数

勤務地 岐阜、愛知、三重、滋賀、東京、大阪、海外

■ 採用計画
採用職種 総合職　ほか

採用人数 未定

採用学部 全学部全学科（理系学生大歓迎）

採用活動 マイナビ2021にてエントリー受付

選考方法 エントリーシート、SPI、面接複数回

■ 連絡先
住　所 岐阜県大垣市郭町三丁目98番地

担当部署 人事部人事企画課

担当者 採用担当

TEL・FAX 0584-74-2522

E-Mail saiyo@okb.co.jp

サービス業への挑戦！ －脱・銀行－
 会社紹介

　OKB大垣共立銀行が掲げるテー
マは“脱・銀行”。
　「サービス業」として銀行の常識
にとらわれることなく、お客さま
目線でサービスを追求し続ける地
方銀行です。
　ATMの365日年中無休稼働や年
中無休で窓口営業する店舗「エブ
リデープラザ」、キャッシュカード

や通帳がなくても“手のひら”だけで取引できる「手のひ
ら認証ATM“ピピット”」など、全国の金融機関に先駆け
た様々なサービスを展開しています。
　こうした取り組みが評価され、2018年6月には全国の
事業者を対象に優れたサービスを表彰する日本サービス
大賞において、全国金融機関初となる「地方創生大臣賞」
を受賞しました。OKBはこれからも「サービス業」とし
て“脱・銀行”に挑戦していきます。

 人材育成 ～異業種研修制度～

　OKBは「サービス業への挑戦」に向け、サービスの本質を見つめ直す場とするため、異
業種の仕事を経験する研修を取り入れています。
　現在、テレビ局やIT関連企業、メーカーなど、様々な業種で1年以上に亘る長期間の研
修を行なっています。異業種での研修を通じて銀行という枠にとらわれない人材を育成し、
常にお客さまの目線に立ったサービスの追求へとつなげています。一人ひとりが自由闊
達に行動し積極的に発言できる風土が新たなサービスを生み、OKBが金融業から「サー
ビス業」へ進化する原動力となっています。

株式会社大垣共立銀行028
金融業
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■ 会社概要� （2019年3月時点）

創　業 大正13年12月23日

設　立

代表者 理事長　栗田 順公

出資金 31億円

預金残高 7,459億円

社員数 550名

事業内容 金融業全般

事業所
本部：大垣本部　
営業店（出張所含む）：岐阜県内39ヵ店、
愛知県内2ヵ店

■ 待遇と勤務
初任給 大卒：200,000円

諸手当 通勤費、家族、資格、職責、渉外ほか

昇　給 年1回

賞　与 年2回

勤務時間 8：40～17：30　
（但し部署により変形労働時間制）

休日・休暇 土日祝、完全週休2日制、夏季、年末年始、
連続休暇など

福利厚生 各種社会保険、信金年金、グループ保険、
確定給付企業年金など

勤務地 当金庫本支店

■ 採用計画
採用職種 総合職

採用人数 30名

採用学部 全学部全学科

採用活動 会社説明会

選考方法 面接、適性検査

■ 連絡先
住　所 岐阜県大垣市恵比寿町1丁目1番地

担当部署 人事部

担当者 伊藤

TEL・FAX TEL：0584-75-6130
FAX：0584-75-5220

E-Mail oskjinji@mist.ocn.ne.jp

■ アクセス

大垣西濃信用金庫029
金融業

岐大OB/OG
当社で

活躍する

教育学部卒　40代　男性　営業店勤務
工学部卒　　30代　男性　本部勤務
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 科学技術が進歩発展しても人の心の技が中心

　科学技術の発達により物質文明が発展しても、基本的に
その主役はいつの時代でも「人」そのものです。我々の金型
産業における超精密な金型や機械部品なども、最後には個
性と感情豊かな「人」の手を通して生まれてきます。
　これは「人」には機械やロボットでは絶対にまねのできない、
豊かでしなやかな個性と優美な感性を持っているからに他
なりません。
　当社は、最新鋭の機械を積極的に導入するとともに、世界
的視野を持ったエンジニアを魅力ある職場から生み出す事
を会社の哲学としています。他では真似のできない様な工夫をこらして、思わず働きた
くなるような職場環境を作ること、その知恵比べの時代が到来したと確信しています

■ 会社概要
創　業 1968年

設　立 1968年

代表者 上田 勝弘

資本金 5,000万円

売上高 43億8,000万円（2018年8月実績）

社員数 242名（2019年8月）

事業内容 精密プレス金型、精密プレス製品製造

事業所 岐阜県・長崎県・沖縄県

■ 待遇と勤務
初任給 220,000円

諸手当 残業、通勤、家族、住宅手当　他

昇　給 5,000円～10,000円

賞　与 年3回（4.5ケ月）

勤務時間 8：15～17：10

休日・休暇 年間休日106日　結婚、忌引休暇有

福利厚生 各種社会保険、退職金、財形他

勤務地 大垣市、輪之内町

■ 採用計画
採用職種 開発・設計

採用人数 2名

採用学部 工学部

採用活動 学校推薦、インターンシップ実績有

選考方法 書類選考・面接

■ 連絡先
住　所 岐阜県大垣市浅西3丁目92-1

担当部署 総務部

担当者 岡部 正義

TEL・FAX 0584-89-5811 

E-Mail osk@ogakiseiko.co.jp

■ アクセス

世界最高水準の技術力を支えるのは、 
　　　　　　　 働きやすい職場から生まれる人財力

大垣精工株式会社030
製造業

◆HDD（ハードディスク）の読み取り磁気ヘッドを0.01
ミクロン間隔で保持するための重要機能精密部品。
　高度な金型加工技術、プレス加工技術が必要で世界
で3社のみ製造される。
　HDDはビッグデータ時代到来で大容量が進みデー
タセンター・サーバー用で需要が伸びている。

本社・ＦＰＳ工場 沖縄工場 長崎工場 輪之内第1工場 輪之内第2工場 西工場

HV・EV用
安全装置部品

大垣から世界へ

世界
シェア
40％

自動車や工業生産から発
生する有害なガスを無害
にする触媒（ハニカム）用
金型を製作できる世界で
も数少ないメーカーです。

代表取締役会長　上田 勝弘

岐大OB/OG
当社で

活躍する

大杉 正秀
品質保証部

部長（S60年卒）
工学部

電気電子工学科

日比 庸之
技術部

課長（H21年卒）
工学部

機械システム工学科

大東 修
品質保証部

係長（H20年卒）
工学部

機械システム工学科

白井 寿幸
ハニカム事業部
係長（H20年卒）

工学部
機械システム工学科

福田 陽平
金型事業部

（H22年院卒）
工学研究科

電気電子工学
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■ 会社概要
創　業 明治18年1月（1885年）

設　立 昭和22年6月（1947年）

代表者 代表取締役社長　河合 伸泰

資本金 1億円

売上高 165億9,000万円（令和元年5月実績）

社員数 230名（平成31年4月）

事業内容 石灰及びその加工品の製造・販売。
高機能性材料の製造・販売

事業所 岐阜県大垣市、大阪営業所、和歌山工場、
鹿島事業所

■ 待遇と勤務

初任給 大学院卒：223,000円、
大卒：189,000円～208,500円

諸手当 通勤手当、資格手当、家族手当、営業手当 等

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（7月、12月）

勤務時間 8：00～17：00

休日・休暇 週休2日（年間休日114日）

福利厚生 各種社会保険、退職金、独身寮、慰安旅行 等

勤務地 岐阜県大垣市

■ 採用計画（令和元年度の計画を記載）

採用職種 ①営業、②生産技術（設備系）、③研究開発、
④事務

採用人数 ①2名、②1名、③2名、④1名

採用学部 工学部、地域科学部、教育学部、
応用生物科学部

採用活動
リクナビよりエントリーをして下さい。
説明会等の採用に関する情報は、下記の連
絡先、またはリクナビよりご連絡ください。

選考方法 筆記試験、適性検査、作文、面接（1次・役員）

■ 連絡先
住　所 岐阜県大垣市赤坂町2093番地

担当部署 総務部　総務課

担当者 水谷

TEL・FAX TEL：（0584）71-1121
FAX：（0584）71-1361

E-Mail kawai-kr@mail.kawai-lime.co.jp

■ アクセス

「 誠実 と 奉仕 」
をモットーに・・・・

創業135年の歴史と安定性が自慢
　創業135年の歴史をもとに、これからも地域と共
に歩み安定した経営に努めてまいります。
　社内研修を通じて、石灰の基礎から専門的知識ま
で様々な修得ができ、また社内資格制度により各種
資格取得を推進しています。
　慰安旅行、親和会イベント等、福利厚生の充実にも
努めています。

 幅広いフィールドで産業をサポート（石灰）

・ 国内で唯一自給自足可能な天然鉱物
・ 製鉄・建材・化学・土質など様々な分野で活躍、

生活・産業・環境を支える基礎資材
・ 活用フィールドもどんどん拡大中！

 明るい未来づくりに貢献（高機能性材料）

・ 純度の高いベーマイト（アルミナ水和物）の工
業化に成功！！

・ 石灰製造技術をベーマイト開発に技術展開し、
様々な形状・大きさに制御が可能！

・ 複数の技術を活用して次なる新材料の開発へ

～製鉄、建材、化学、食品等あらゆる産業で必要とされている石灰。
 日本の産業を支える石灰の製造・販売に携わってみませんか～

　各社員が協力し、安全と品質を常に意識しながら安心して働ける職場作りを目指して
います。若い社員の主体性を大事にし、新たな知識や考えも取り入れています。
　135年の実績、経験、信頼で培われた“安定性・可能性・やりがい”のもと、私たちと一緒
に会社の発展を目指しましょう！

河合石灰工業株式会社031
製造職

業界トップクラスの生産量！

自動車産業

製鉄分野

生石灰

ベーマイト

電子基板産業

電子機器産業

岐大OB/OG
当社で

活躍する

　岐阜大学を卒業・修了した社員が15名ほど在籍しており、主に研究開発や品質保証の部門
で活躍しています。他にも営業や製造といった部門でも活躍しています。
　石灰事業もベーマイト事業も”無機化学”の分野となりますが、学生時には“有機化学”といっ
た、無機化学以外の研究をしていた社員も多く、学生時に培った知識を活用して各社員が業務
を行っています。
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■ 会社概要
創　業 明治36年（1903年）3月
設　立 昭和21年（1946年）3月
代表者 代表取締役社長　木村 志朗
資本金 5億円
売上高 401億7,500万円（2019年6月実績）
社員数 497人（2019年6月末現在）

事業内容 建築・土木・舗装工事の請負施工、
アスファルト合材の製造・販売　他 

事業所

〔本社・本店〕岐阜県大垣市
〔支店〕名古屋、滋賀、大阪、東京
〔営業所〕岐阜、東濃、春日井、大府、豊田、
栗東、静岡、浜松、福井、敦賀

〔工場〕大垣、滋賀、敦賀、大府、丹南

■ 待遇と勤務

初任給
大学院卒：258,000円
大学卒：238,000円

（2019年4月実績　※基本給・手当込）

諸手当 その他通勤手当、免許手当、割増手当、 
家族手当 等　各種手当あり

昇　給 年1回（4月）
賞　与 年2回（6月、12月）

勤務時間 8：00～17：00（休憩12：00～13：00）

休日・休暇 完全週休2日制　
年間122日：土日祝日、年末年始

福利厚生
各種社会保険（健保・厚生・雇用・労災）、
退職金制度、財形貯蓄、産休育休制度、
介護看護休暇制度、社員旅行、社員寮、
その他の制度あり

勤務地 本社（岐阜県大垣市）、
各支店（名古屋、滋賀、大阪）

■ 採用計画

採用職種
①施工管理職（土木・建築・建築設備）
②アスファルトプラントの維持管理職
③総務・経理等の事務職（総合職）

採用人数 ①15名　②2名　③3名
採用学部 ①②工学部　③学部不問

採用活動
マイナビ2020又は当社HPよりエントリー
受付中（マイナビからのエントリーがスムー
ズです）

選考方法 筆記試験（一般、専門）、作文、面接

■ 連絡先
住　所 岐阜県大垣市西崎町2丁目46番地

担当部署 総務部人事課
担当者 安福、手塚、松田、二上

TEL・FAX TEL：0584-81-2121
FAX：0584-78-2205

E-Mail saiyo@giken-kk.co.jp

■ アクセス

岐建株式会社032
総合建設業

“超”現場主義だから面白い
考えて成長できる場所がある

　現場監督員として、現場で測量や出来
形管理をしています。
　まだまだ半人前なので、初めて見聞き
するものがたくさんありますが、多くの
先輩や職人さんとコミュニケーションを
取る中で、少しずつ分かることや出来る
ことが増えました。
　今では自分は何が出来るか、どうすれ
ば作業が円滑に進むのかを考えるように
なりました。
　考えることが面白く、やりがいに繋がっ
ています。それも早くから現場に出てい
るからこそ、できる経験だと思っています。

想いに気づき、つながりを築け、岐建。
新しい建物や新しい道を作る。
時代は変わり、街は新しくなり、景色は変わっていく。

私達は、背伸びをせずに、常に等身大でやってきたからこそ続いてきた。
地域を、地元を大切にして築いてきた信頼、実績、安心。
街が変わっても、変わらないものがある。それが岐建。

120年のその先へ。
信頼を築き、未来を築け、岐建。

土木施工管理職 
2019年入社 

矢野 義知
工学研究科 環境社会基盤工学専攻

MAKE  A  CITY
SINCE  1903

街
と
、
人
と
、

ツ
ク
ル
、
ギ
フ
ト
。
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■ 会社概要
創　業

設　立 1952年 8月

代表者 代表取締役社長　朝田 貴久美

資本金 8,000万円

売上高 25億6,000万円

社員数 164名

事業内容
コーティング技術や染色整理などといっ
た特殊技術を用い、「防炎」「遮光」などカー
テンや自動車内装資材などの「生地」に付
加価値を加える加工を行っています。

事業所

■ 待遇と勤務
初任給 大卒：200,000円、院卒：210,000円

諸手当 通勤手当、扶養手当、役職手当、資格手当

昇　給 年1回

賞　与 年2回

勤務時間 9：00～17：30

休日・休暇 年間112日（当社カレンダーによる）

福利厚生 各種社会保険、確定給付企業年金制度、
財形貯蓄等

勤務地 本社（転勤なし）

■ 採用計画

採用職種
技術開発職（品質管理、新製品開発業務）、
情報処理職（生産管理システムの開発、運
用管理）

採用人数 2名

採用学部 全学部全学科

採用活動 会社訪問随時受付

選考方法 面接、適性検査、筆記試験（一般常識）

■ 連絡先
住　所 大垣市米野町3-30

担当部署 管理部　総務課

担当者 岡田 理一

TEL・FAX TEL：（0584）89-1611
FAX：（0584）89-1606

E-Mail ma-okada@kotec-ltd.co.jp

独自の加工技術で
繊維に新たな機能をプラスし、
豊かな未来を創造します！

　当社は昭和27年、毛麻芯地の整理加工専門企業としてスタートして以来、常に最新鋭
機の導入など積極的な技術革新を図るとともに、技術課題にも果敢に挑戦してきました。

　その結果、紳士服、婦人服、シャツなどの芯地加工において全国トップクラスの技術を
保持するとともに、ロールスクリーンやカーテン等のインテリア、自動車等の産業資材
など非常に幅広い分野で、コーティング、ボンディング等の加工技術に、防炎、遮光、撥水、
断熱、制電、防滑などの現代社会が求める特殊機能
を付与させ、その加工技術が高く評価されています。

　当社では、これまでに蓄積された技術をさまざま
な素材に応用して新分野への展開を目指し、コーティ
ング技術を主体とした技術で個性化、差別化を図り、
新しい製品の探求と創造を行い続けます。

ＯＢは2名です。技術開発部で活躍しています！

コーテック株式会社033
繊維工業
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■ 会社概要
創　業 1935年5月（昭和10年）

設　立 1946年8月（昭和21年）

代表者 代表取締役社長　田中 尚一郎

資本金 12億3,611万円

売上高 143億24百万円（2019年3月実績）

社員数 男性520人（74.5%）　
女性178人（25.5%）　計698人

事業内容 総合印刷、出版、デザイン、マルチメディ
ア関連事業、各種イベントの企画・運営

事業所
大垣（本社、工場）、東京（2カ所）、大阪、
京都、名古屋、岡崎、一宮、岐阜、四日市、
滋賀、静岡

■ 待遇と勤務

初任給 大学卒・総合職：205,900円 
大学卒・事務技術職：199,900円

諸手当 勤務地手当、通勤手当、技能手当、
時間外勤務手当等

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（6月、12月）

勤務時間 8：00～17：00（工場勤務） 
8：30～17：30（本社営業）

休日・休暇 日・祝日、土曜日、交替休日　
年間休日数 119日（2019年度実績）

福利厚生
各種社会保険、退職金制度、従業員持株会
制度、各種表彰制度、研修センター、独身寮、
野球場、リゾートホテル法人会員、各種ク
ラブ（野球、ゴルフ、山友会など）ほか

勤務地 大垣、岐阜、名古屋、東京、大阪、京都、岡崎、
一宮、四日市、彦根、静岡

■ 採用計画

採用職種
営業、営業企画、生産管理、技術、システム
開発、ウェブデザイナー、グラフィックデ
ザイナー、フォトグラファー、各種イベン
トの企画・運営 ほか

採用人数 10名程度

採用学部 全学部・全学科

採用活動 マイナビよりエントリー

選考方法 面接・適性検査・筆記試験

■ 連絡先
住　所 岐阜県大垣市久瀬川町7-5-1

担当部署 人事課

担当者 近藤、清水

TEL・FAX 0584-81-9111

E-Mail recruit_1935@sunmesse.co.jp

■ アクセス

私たちは「印刷」を核に人に
感動を与える会社です
　私たちの仕事は、お客さまの課題を解決するための最適な手段を導き出し、かたちに
することです。決して簡単なことではありませんが、課題を達成した瞬間は誰もが大き
な充実感に溢れます。失敗を恐れず常に新しいことにチャレンジでき、最後まであきら
めず、粘り強い実行力を持っている人。
　そんな新しい仲間を、私たちは待っています。

サンメッセ株式会社034
印刷業

岐大OB/OG
当社で

活躍する

◆ 営業マンに大切なのは�face�to�face
　岐阜市で育ち、地域科学部で学びました。当社の志望動機は、地元に対する貢献度が高く、
学んだ知識も生かせると思ったためです。入社半年後に営業部へ配属されました。
　営業は、お客さまや社内のいろいろな人と接する機会が多くありますが、私は人見知りな性
格のため、当初は不安でいっぱいでした。張り切って予定を詰めすぎ、全体に支障をきたして
しまった経験もありますが、同じ失敗を繰り返さないよう、予定などをしっかり記録するメモ
魔になりました。また、良い製品を提供するためにはface to faceでお話しすることが大切
だと学び、いつも心がけています。製品を納品してお客さまから「ありがとう」と言っていた
だけると、頑張ってよかったなと励みになります。お客さまとの信頼関係を築き、どのような
案件でも安心して任せていただける一人前の営業マンになることが今の目標です。

営業部　Oさん
2015年4月入社
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■ 会社概要
創　業 1930年2月11日

設　立 1946年11月1日

代表者 神谷 正博

資本金 1億円

売上高 2829億1700万円（19年3月度）

社員数 13,824（19年3月度）

事業内容 一般貨物自動車運送事業、
ロジスティクス事業、など

事業所 130拠点

■ 待遇と勤務
初任給 総合事務職：217,250円（学士）

諸手当 家族手当・住宅手当・通勤手当など

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（7月、12月）

勤務時間 8：00～17：15（休憩75分）　
※時差出勤あり

休日・休暇 年間休日115日（2019年度実績）

福利厚生 独身寮・社宅、社内預金制度、
育児・介護休業制度等

勤務地 支店・営業所、支社、本社

■ 採用計画
採用職種 総合事務職

採用人数 50名予定

採用学部 文系・理系問わず

採用活動 リクナビ・マイナビがらエントリーをお願
いします。

選考方法 説明会→ES・動画選考→個人面接→役員
面接

■ 連絡先
住　所 岐阜県大垣市田口町1番地

担当部署 人事部人事課

担当者 採用担当

TEL・FAX 0584-82-5091

E-Mail saiyo@seino.co.jp

■ アクセス
https://goo.gl/maps/FjYumpSMMRMSqceP6

カンガルーのセイノーでお馴染みの西濃運輸

日本の物流ビジネスに新しい道を作ります！
皆さんは物流に対してどんなイメージがありますか？

物流がなくなったらどんなことが起こると思いますか？
「スーパーやコンビニ、百貨店、飲食店に物がある」

そんな当たり前を支えるのが物流業界です。
当社は物流業界の中でもＢtoＢ物流においては、

業界を牽引する企業まで成長しております。
これからの物流はお客様に多くの付加価値の提供と

共に【気持ち】をお届けする西濃運輸として、
新しいことに“挑戦”をし続けます。

西濃運輸株式会社035
運輸業

734
Network

13384
Employee

岐大OB/OG
当社で

活躍する

　「大きい会社で、色んな仕事をしてみたい！」と思い、入社を決意しました。
　入社後、大阪支店にて現場研修（1年）、経理部、財務部とジョブローテーションをしました。
仕事が変わることに抵抗がある人もいるかと思いますが、広く会社の知識を得ることは、管理
職になった時、自分の強みになるはず。
　オールマイティな管理職を目指したい人に向いている会社です。
　岐大の卒業生も、活躍しています！

財務部　馬渕あけみ
2012年卒　
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■ 会社概要
創　業 1933年4月（昭和8年）

設　立 1946年12月（昭和21年）

代表者 代表取締役社長　笹田 哲夫

資本金 1億円

売上高 142億3,700万円（2019年6月決算）

社員数 195名

事業内容 建築・土木・舗装工事の請負施工、
住宅の設計施工、太陽光発電設置販売

事業所 支店：岐阜・大垣・名古屋

■ 待遇と勤務
初任給 大卒：基本給　220,000円（2019年実績）

諸手当 現場手当、通勤手当、家族手当、住宅手当、
時間外手当他

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回+決算賞与あり（6月、12月）

勤務時間 8：00～17：00（休憩60分）

休日・休暇
土・日・祝（週休2日制）　
ＧＷ、夏季休暇、年末年始休暇、
リフレッシュ休暇、慶弔休暇他

福利厚生 各種社会保険、寮、社員旅行、
契約リゾートホテル、社有車・作業服貸与

勤務地 本社及び各建設現場

■ 採用計画
採用職種 土木施工管理

採用人数 5名

採用学部 工学部：社会基盤工学科、
大学院：工学研究科

採用活動 マイナビ、ホームページ他

選考方法 ＳＰＩ・面接

■ 連絡先
住　所 岐阜県揖斐郡揖斐川町上ミ野128

担当部署 管理課

担当者 高橋・安田

TEL・FAX TEL：0585-22-1222　
FAX：0585-22-3425

E-Mail kanri-saiyo@seinokensetsu.co.jp

東海地方で活躍する総合建設会社 
～人と地域をつなぐ～

　当社は設立74年を迎え、岐阜県を中心に東海三県で土木・建築・舗装工事を行い、73年
の歴史の中で信頼と実績を積み重ねた県内屈指の総合建設業です。本業はもちろん太陽
光発電やディベロッパー事業で安定した経営基盤を構築し、社員に利益を還元していま
す。転勤がなく、福利厚生も充実している為、離職率も低く長く安心して働ける環境が整っ
ています。

西濃建設株式会社036
総合建設業

岐大OB/OG
当社で

活躍する

　最近は土木施工技術や測量技術が進歩していますので、土木の業務もイメージも改
善されています。この業界の仕事は、マニュアルには収まらない膨大な知識が必要と
されます。
　2つとして同じ工事がなく学ぶ日常ですが、建築物が完成した時の達成感は大きい
です。若い力で一緒に活躍してくれる元気な方をお待ちしています。

安藤 賢樹　
平成8年卒

創立70年を迎え建替えた新社屋（2015年6月）

当社が施工した岐阜大学構内にあるインフラ盛土モデル（2018年8月）
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■ 会社概要
創　業 1961年

設　立 1972年

代表者 代表取締役社長　堀 富則

資本金 3800万円

売上高 66億3000万円（2019年3月）

社員数 100名、他パートアルバイト1300名

事業内容 お惣菜の製造・販売、お惣菜カフェ等の運営

事業所 岐阜・愛知・三重・神奈川・大阪

■ 待遇と勤務
初任給 四大卒：203,600円（2019年実績）

諸手当 通勤手当、時間外手当、家族手当、
資格手当他

昇　給 年1回（6月）

賞　与 年2回（7月、12月）

勤務時間 実働8時間　シフト制

休日・休暇 年間休日105日

福利厚生 社会保険、労災保険、がん保険、奨学金返
済支援制度

勤務地 営業店舗および本社・工場

■ 採用計画
採用職種 店舗運営、営業企画、商品開発、生産管理

採用人数 10名

採用学部 全学部全学科

採用活動 マイナビ2021よりエントリー受付中★

選考方法 個人面接・筆記試験

■ 連絡先
住　所 岐阜県大垣市加賀野4-1-20

担当部署 総務部

担当者 加納 愛

TEL・FAX TEL：0584-77-1811
FAX：0584-78-0877

E-Mail jinji@delicasuito.co.jp

■ アクセス

お客様のそばでお惣菜をつくり、販売する

でも、私たちは食品メーカーではありません

お客様に美味しく召し上がっていただくこと、
お客様の食生活に寄り添うこと、

ワクワクするお買い物を提供することが仕事。

小売・フードサービスの会社です

株式会社デリカスイト037
料理品小売業

「あんたんとこ美味しいもんで
� また来てまったわ」

岐大OB/OG
当社で

活躍する

2009年入社
応用生物科学部卒

　食品に関わる仕事がしたいと思った大学時代。最初
はメーカーばかりみていました。でも私は直接お客様
が見える仕事がいい！それに広い視野でいろんなこと
に挑戦したい！とデリカスイトに入社。
　いつの間にか早10年あまりがたちました。今は食品
そのものに携わる仕事ではありませんが、何がお客様・
従業員・学生さんにとって必要なのか考え、日々奮闘中
です！
　実は採用担当です。お気軽にご相談くださいね♪
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■ 会社概要
創　業 昭和24年10月

設　立 昭和36年10月

代表者 代表取締役社長　吉田 昌弘

資本金 8,880万円

売上高 70億円（グループ計90億円）

社員数 264名（グループ計355名）

事業内容
ICリードフレームならびに精密部品など
の製造、プレス用精密金型の製造、自動化
装置の設計・組立・販売

事業所 本社工場、神戸工場、安八工場

■ 待遇と勤務

初任給 大学院卒：200,000円　
大学卒：196,000円

諸手当 役職手当、家族手当、通勤手当　他

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（6月、12月）

勤務時間 8：00～16：45

休日・休暇
完全週休2日制、年末年始、夏季休暇、
GW（年間休日117日）、年次有給、
特別有休

福利厚生 各種社会保険、確定拠出年金、駐車場・食
堂・冷暖房完備

勤務地 岐阜県大垣市、岐阜県安八郡

■ 採用計画

採用職種
総合職（設計・生産技術・品質管理・営業な
ど入社後に本人希望・適正を考慮して配属
先決定）

採用人数 若干名

採用学部 全学部全学科

採用活動 マイナビ2021にてエントリー受付

選考方法 面接、筆記試験（応募人数による）

■ 連絡先
住　所 大垣市三塚町336-1

担当部署 総務部総務課

担当者 坂・葛山

TEL・FAX TEL：0584-81-6321
FAX：0584-81-6340

E-Mail jinji@nsk-cp.co.jp

■ アクセス

岐阜県大垣市の精密部品製造・加工／自動化装置開発・設計

　日電精密工業株式会社は、今年で創業70周年
を迎えるものづくりメーカーです。当社は昭和
24年に金型製作から出発し、その後コンピュー
タ産業の発展に伴って半導体リードフレーム分
野に進出しました。精密金型の製作及び精密部
品加工に取り組み、“世界最高レベル”の超精密
リードフレーム等を製作しています。また、自社
の生産ラインにおいて各種自動化装置を内製し、
複合製品を一貫製作するメーカーとしてお客様
に魅力ある製品を提供してまいりました。

　主な製品は自動車、半導体、医療、美容などさ
まざまな分野に使われる精密部品です。高い技
術力と品質で幅広い産業のお客様にご満足いた
だいています。普段みなさんの目に触れること
はありませんが、タブレット端末・LED照明、家
電など身の回りのものに使われています。

　これからも、経営理念である「いきいき人で魅
力ある会社づくり」のもとに、日 “々一歩前進”す
ることを心がけ、常に成長を続けていきます。

自分にしかできないものを作ろう。

日電精密工業株式会社038
電気通信機部品製造

岐大OB/OG
当社で

活躍する

石田 剛宏さん
岐阜大学 工学部

電気電子工学科 卒

　私の仕事は、周辺装置に装着する設備の機械設計を
することです。父が機械関係の仕事をしていたことか
ら、元々電気やメカに興味を持っていましたが、この会
社を選んだ一番の理由は働きやすい環境にありました。
初めて見学をしたときに、先輩方の人当たりの良さや
整った設備に好感を持ち、ここで頑張りたいと思った
んです。
　不具合などから思い通りに進まないこともありますが、
試行錯誤の中で設計したものが形になったときの喜び
はひとしおです。この喜びを糧に、これからもより良い
製品を生み出していきたいと思います。
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■ 会社概要
創　業 1967年10月

設　立 1967年10月

代表者 代表取締役社長　平井 孔明

資本金 1億5000万円

売上高 77億6300万円

社員数 420名

事業内容 エッチング加工による自動車・電機・
電子部品製造メーカー

事業所 岐阜県大垣市・大阪府大阪市・
熊本県荒尾市

■ 待遇と勤務
初任給 月20万円程度

諸手当 超過勤務手当・家族手当・
通勤交通費全額支給

昇　給 年1回（1月）

賞　与 年2回（7月・12月）

勤務時間 8：30～17：00

休日・休暇 完全週休2日制、年間117日（その他、年次
有給休暇の計画的付与5日有り）

福利厚生 社員旅行・忘年会（全額会社負担）、
退職金制度

勤務地 岐阜県大垣工場

■ 採用計画
採用職種 製造、技術、管理、営業

採用人数 2～3人

採用学部 学部学科不問　
ものづくりに興味のある方

採用活動 リクナビにて受付

選考方法 SPIによる筆記試験、面接

■ 連絡先
住　所 岐阜県大垣市横曽根5-145

担当部署 総務課

担当者 宗岡 成紀

TEL・FAX TEL：0584-89-2394
FAX：0584-87-0114

E-Mail muneoka@hirai.co.jp

■ アクセス

 短納期・高品質・高付加価値！

　平井精密工業㈱は様々な精密部品を製造する総合金属加工メーカーです。業界トップ
レベルのフォトエッチング加工を中心に、レーザー、切削等の機械加工や表面処理加工
など様々な加工技術を保有しています。近年はポリイミドの加工やセラミック多層基板
という非金属の分野にも進み、当社はこれらの多彩な技術を駆使し、あらゆる加工をお
引き受けできる、「加工技術のデパート」を目指しています。薬品を多く取り扱う業種の為、
化学に興味のある人は大歓迎ですが、もちろんどんな学科の方でもゼロから学べる新人
研修があるから大丈夫です。
　平井精密工業㈱は、「常に挑戦。明日に飛躍。」を合言葉にものづくりが好きな人・明るく、
ねばり強く取り組める人を求めています！！

 働きやすさ

　10代から60代という幅広い年齢層
が活躍しています。わからないことが
あれば何でも先輩たちに聞いてほしい
です。産休・育休から復帰したスタッフ
もおり、時短勤務も可能なため、男女問
わず腰を据えて働いていける環境が整っ
ています。

 精密・微細な加工技術は、近年一層高く評価されています。

　日本を代表する産業の基軸をなす、半導
体関連部品から製造装置、通信機器、自動
車、医療機器といった、幅広い分野で必要
とされる様々な精密機械部品。私たちは、
それらの金属加工技術の専門会社です。主
力のフォトエッチングは、複雑微細な形状
を化学薬品で溶解成形する技術。お取引先
は国内外1000社を超え、今まで以上に私
たちの高い技術力は、稀少なものとして、
評価されています。

平井精密工業㈱大垣工場039
製造業

岐大OB/OG
当社で

活躍する

大垣営業　千種
平成21年3月　地域科学部　地域科学科卒業
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■ 会社概要
創　業 1952年7月1日

設　立 1960年1月4日

代表者 代表取締役社長　齊藤 浩

資本金 19億5,086万円

売上高 501億6,800万円

社員数 311名

事業内容
自動車用車体プレス部品の製造 
自動車用精密プレス部品の製造 
各種金型の設計・製作

事業所
【事業所】岐阜県大垣市 3工場、
三重県鈴鹿市 1工場、
栃木県宇都宮市 1事務所 

【海外子会社】タイ1拠点、中国2拠点

■ 待遇と勤務

初任給
院卒：217,000円 
大卒：200,000円 
短大卒：185,000円

諸手当 役職、資格、扶養、通勤、食事 他

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（7月、12月）

勤務時間 8：05～17：05

休日・休暇 年間休日 119日 基本土日休み 
GW、お盆、お正月長期連休有り

福利厚生 各種社保、退職金、拡販制度、持株会制度 
療養休暇、遠方者家賃補助

勤務地 岐阜県 大垣市

■ 採用計画
採用職種 技術職　開発・設計・生技

採用人数 3名

採用学部 理系

採用活動 マイナビ2020にてエントリー受付中

選考方法 筆記試験、適性検査、面接

■ 連絡先
住　所 岐阜県大垣市上石津町乙坂130-1

担当部署 総務人事部

担当者 金子、梅村

TEL・FAX TEL：0584-46-3191
FAX：0584-46-3192

E-Mail saiyo@marujun.co.jp

■ アクセス

株式会社 丸順040
輸送用機械器具製造業

当社は、開発から設計、金型・治具・検具の製作、そして量産まで、
全てのものづくり工程を一貫して対応することができる強みを持っています。
この一貫体制と、徹底した品質管理で、お客様のご要望にタイムリー且つ
フレキシブルにお応えすることが可能です。

岐大OB/OG
当社で

活躍する

片山 明日香さん

◆ 仕事の内容
　新作金型の設計等の業務を行ってます。金型設計は、
3次元CADソフトを駆使し、金型を3Dモデリングし
て部品配置の確認などを行ってます。

◆ 仕事のやりがい
　自分が設計した金型で製品が成型された時、この仕
事へのやりがいが湧いてきます。限られた条件の中で、
様々な要因を満たすための作図作業が自分自身の成長
になり、次の金型設計への糧となります。

金型 骨格部品

Marujunオリジナル
技術の構築
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人を知る。人間を探求する。「人間探求」
　矢橋ホールディングスの経営理念は「人間探求」。社員ひとりひとりが自ら才能を発掘し、
開発し、充実した人生を追求しなければならないと考えています。矢橋グループは大垣
市赤坂町を拠点とする国内9社・海外6社からなる「人間探求企業」です。
　独自の技術による資源の完全利用を目指し、木材・金属・石灰を中心に事業展開。日本
国内、ベトナム、ミャンマー、韓国、シンガポールを舞台に幅広い事業を行なっています。

 中核企業としての矢橋ホールディングス

　矢橋林業、三星砿業、矢橋工業など15社を率いている矢橋ホールディングス株式会社。
　アジアを舞台に幅広い仕事を行なっている矢橋グループの主事業は、木材事業・金属
事業・石灰事業の3本柱です。事業はすべて、社会の役に立つことを第一としており、社
員はもとより社会に必要とされる仕事をしたいという思いで取り組んでいます。事業の
中にやりたい仕事を見つけ、自分の力を生かして挑戦できる人は、たくさんのチャンス
を掴むことができます。

■ 会社概要
創　業 1961年6月

設　立 1961年6月

代表者 代表取締役社長　矢橋 龍宜

資本金 4,068万円

売上高 209 億円

社員数 527人

事業内容

木材事業
（住宅設計・施工・販売と建材加工・販売他）
金属事業

（金属加工・販売・オーダー機械他）
石灰事業

（石灰石の採掘・焼成・付加価値加工・販売他）

事業所 岐阜県大垣市・垂井町・愛知県東海市・
奈良県五條市

■ 待遇と勤務

初任給 学部卒：200,000円～
院卒：209,500万円～

諸手当 通勤手当（距離により定額支給）、家族手当、
勤務地手当、資格手当

昇　給 年1回

賞　与 年2回（7月、12月）

勤務時間 8：00～17：00

休日・休暇 日祝祭日、土曜日（月2回以上）、GW、
夏季・年末年始休暇

福利厚生
各種保険加入、企業年金制度、
育児介護休暇制度、寮・社宅完備、
社内旅行、リゾート施設（国内3ヵ所）、
リゾートクラブ会員

勤務地 大垣市、不破郡垂井町、愛知県東海市、
奈良県五條市

■ 採用計画
採用職種 製造技術・生産管理・総務・経理・広報

採用人数 3名

採用学部 全学部全学科

採用活動

選考方法 面接、一般常識筆記試験

■ 連絡先
住　所 岐阜県大垣市赤坂町226

担当部署 人事部

担当者 清水、古宮山

TEL・FAX TEL 0584-71-0820
FAX 0584-71-1476

E-Mail yh-jinji@mail.yabashi.co.jp

矢橋ホールディングス株式会社041
製造業、建設業

木材事業
住宅設計・施工・販売と

建材加工・販売他

温故知新をキーワード
に伝統的なフォルムと
先端技術を融合し、心豊
かな暮らしを提案して
いる

金属事業
金属加工・販売・
オーダー機械他

金属加工、オーダー機械
の開発設計等、各部署の
専門家が連携し製品を
製造している

石灰事業
石灰石の採掘・加工・

販売他

石灰に秘められた可能
性を開発し、人と地球環
境にやさしい製品を社
会に還元している
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■ 会社概要
創　業 1938年1月

設　立 1938年1月

代表者 代表取締役社長　朝日 浩司

資本金 1億円

売上高 グループ連結：374億円 
（国内：285億円、海外：89億円）

社員数 714名

事業内容 自動車部品および建設機械・工作機械・ 
航空機・列車・風力発電など機械部品の製造

事業所
岐阜県　美濃市／郡上市／土岐市 
愛知県　扶桑町 
岡山県　真庭市

■ 待遇と勤務

初任給
修士・博士卒　228,000円 
学部卒　　　 218,000円 
専門・短大卒　200,000円 
※皆勤手当（8000円／月）含む

諸手当 皆勤、役職、通勤、住宅、家族、現場、猛暑　
他

昇　給 年1回

賞　与 年2回

勤務時間 8：00～17：00

休日・休暇
完全週休2日制（土日） 
GW（9連休）、夏季休暇（9連休）、年末年始

（9連休） 　（2018年度実績）

福利厚生

各種社会保険、退職金、財形貯蓄、
家賃補助（3万円支給）、制服支給、
昼食費補助（1食250円）、
制服クリーニング費補助、お年玉支給、
アイス食べ放題（夏季限定）、
免許・資格取得全額補助、
外部セミナー・講習費全額補助、
自動車紹介販売制度

勤務地
岐阜県美濃市／郡上市／土岐市 
愛知県扶桑町 
岡山県真庭市 
※希望勤務地優先配属

■ 採用計画

採用職種
・ INDUSTRY4.0（工場の自動化／システ

ム化）構築
・製品／金型開発設計
・海外技術移転

採用人数 若干名

採用学部 機械工学科、電気・電子工学科、
システム工学科、その他

採用活動
リクナビ・エントリー、工場見学、
インターンシップ、会社説明会、
OB訪問の予約随時受付（採用担当までご
連絡ください。）

選考方法 適正検査、面接（1次／最終）

■ 連絡先
住　所 岐阜県美濃市楓台72-2

担当部署 企画部

担当者 海住、岩崎、石原

TEL・FAX TEL：（0575）31-3051
FAX：（0575）31-3052

E-Mail takumi_kaiju@asahiforge.co.jp

アサヒフォージ株式会社042
製造業（自動車部品）
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■ 会社概要
創　業 1964年

設　立 1966年

代表者 岩田 修造

資本金 9912万円

売上高 26億円（2019年）

社員数 120名

事業内容 機械要素部品、安全対策品などの開発、
製造、販売。

事業所 本社工場（岐阜県関市）、大阪事務所

■ 待遇と勤務

初任給 院卒：220,000円 
大卒：205,000円

諸手当 厚生手当、営業手当、住宅手当、
資格手当　等

昇　給 年1回　3月

賞　与 年2回　7月、12月

勤務時間 8：30～17：10

休日・休暇 土日・祝日　（年間休日　120日）

福利厚生 社員旅行（海外）、資格取得制度、
持株会　等

勤務地 本社

■ 採用計画
採用職種 営業職、技術職、事務職

採用人数 5～8名

採用学部 不問

採用活動 リクナビからエントリー受付

選考方法 筆記、適正検査、作文、面接

■ 連絡先
住　所 岐阜県関市池尻923-1

担当部署 総務部

担当者 貝谷

TEL・FAX TEL：0575-23-6161 
FAX：0575-23-6160

E-Mail soumu@iwata-fa.jp

■ アクセス

中小企業だからこそできること
 人間力を育て、サポートする職場環境

　現場で求められるのは、自分のアタマで判断するアナログ的な思考、旺盛な好奇心、そ
してコミュニケーション能力。切磋琢磨で培われた一人ひとりの「人間力」が私たちの
エンジンです。
　だからこそ、人間力アップに欠かせないプライベートの充実も、強力な福利厚生で
サポートします。

 ニッチな商品で日本を支える「お客様サポート企業」

　パット見て「何か」と分かるものではありませんが、当社の製品はあらゆる業界で活躍し、
日本の産業を陰で支えています。
　お客様の「あったらいいな」を形にする、ニッチな商品を提供、柔軟な思考でお客様の
ものづくりをサポートしています。　

株式会社岩田製作所043
製造業

岐大OB/OG
当社で

活躍する

技術部　齋藤 尚紀（入社4年目）
岐阜大学大学院

工学研究科 応用化学専攻

　技術部の主な仕事の一つに機械製作があり、全く新
しいオリジナルの機械を作っています。
　自分の知識と発想力を使って一から機械を作ってい
くことは非常に面白いです。時には、機械が止まったり
思うように動かなくて苦労することもあります。しか
し、その原因を突き止めて解決策を考え、機械が動くよ
うに修理できた時は達成感を味わえます。社内設備の
製作・修理だけではなく、社外向けの案件に携われるこ
とも魅力の一つです。お客さんからの依頼を受けて設
備を作って販売することもあり、社内では考えられな
い多種多様な機械に触れることもできます。

 会社紹介
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0からモノ・コトを考え、実用化
する事業を展開しています。
目的は「世界から単純労働をな
くすこと」。
その時必要なのが「知恵の結集」。
このとき開発／設計／製造が一
体となって開発を進めることは
極めて重要です。
弊社では、組立工場の構内に設
計室・溶接・部品加工を配置し、
各セクションが「ゼロ秒」でコミュ
ニケーションする体制を作って
おります。
物理的距離をなくすことにより、伝達ロスをなくすのみならず、プロジェクトリーダー
／設計／組立／加工の各担当者間の緊密なやりとりとフィードバックにより皆の知恵
を結集、確かなモノづくりを果たしています。

モノづくりの革新工程に飛躍的進化を提供します。

■ 会社概要
創　業 1980年7月

設　立 1987年12月

代表者 井本 一男

資本金 1,000万円

売上高 10億円

社員数 32名（男：30名　女：2名）

事業内容
①生産システムの開発・実用化　
②新工法による自動組立機の開発 
③各種自動化システム設計・製造

事業所 本社・工場

■ 待遇と勤務
初任給 22万円

諸手当 家族・通勤・食事手当

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（7月・12月）

勤務時間 8：00～17：00

休日・休暇 年間100日

福利厚生 社員旅行・忘年会・親睦会ｅｔｃ

勤務地 岐阜県各務原市テクノプラザ2－8

■ 採用計画

採用職種 機械システム企画・機械設計　
電気ソフトウェア設計

採用人数 各2名

採用学部

採用活動

選考方法 面接・筆記試験

■ 連絡先
住　所 岐阜県各務原市テクノプラザ2-8

担当部署 総務グループ

担当者 佐藤 富士子

TEL・FAX TEL：058-379-2880
FAX：058-379-2886

E-Mail fsatoh@amdj.co.jp

 会社紹介

株式会社エイエムディ自動機044
製造業
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■ 会社概要
創　業 1963年

設　立 1972年

代表者 代表取締役　恩田 由紀

資本金 9,000万円

売上高 192億円（2018年度）

社員数 639名（女性比率37％）

事業内容 住宅関連部材（給水・給湯等の管継手・パイ
プ）の開発・製造・販売

事業所 工場…岐阜県関市、山県市3拠点  
営業所…全国20ヵ所

■ 待遇と勤務

初任給
技術職：（院卒）239,400円
　　　 （学部卒）229,400円　 
一般事務職：（学部卒）199,400円

諸手当 通勤手当…最高50,000円　他　各種有

昇　給 年1回　6月

賞　与 年2回（7月、12月）
2018年実績4.5ヶ月／年

勤務時間 8：25～17：20　※部門による。

休日・休暇 土日祝　年間119日以上、
当社カレンダーによる

福利厚生 社員旅行（5年毎海外旅行）退職金、
社宅制度、懇親会　他

勤務地 岐阜県関市・山県市

■ 採用計画
採用職種 技術職、一般事務職

採用人数 計10名程度

採用学部 工学部、地域科学部、工学研究科

採用活動 2020年3月広報予定

選考方法 筆記試験・面接試験

■ 連絡先
住　所 岐阜県関市広見851番地の3

担当部署 管理本部　総務

担当者 箕浦（ミノウラ）・吉田

TEL・FAX TEL：0575-24-8189
FAX：0575-24-8190

E-Mail saiyou@onda.co.jp

株式会社オンダ製作所045
製造業（住宅設備機器メーカー）

　オンダ製作所は、住宅やマンションで使用される「水回りの配管部材」を開発・製造・販売
している会社です。水回りの配管部材は、住宅の「血管」に当たり、日々の生活に無くてはなら
ない「インフラ設備」に関わる部材です。確かな技術と豊富な経験がつめこまれた多種多様な
製品で、毎日の暮らしを、壁の奥や床下や天井の裏から安心・安全・快適に支えていきます。

　その礎は経営理念に基づいた「人づくり」であり、1日の3分の1を過ごす職場の「環境整備」や、
資格取得などの能力開発による「スキルアップ」等を通し、安心・快適に仕事に取り組め、「明日
もがんばろう」と感じられるよう、様々な活動を続けています。
　時代のニーズを先取りし、お客様に満足していただけるオンダブランドの提供を続けている当
社の魅力を感じていただき、仲間となって活躍していただけることを期待しております。

皆さまの暮らしを安心・安全・快適に支えます

当社で活躍する岐阜大学卒業生
■多くの若手社員が活躍できる職場です
　商品開発本部には、全社員の 10％にあたる 71 名（平均年齢29歳）が所属しており、非常に
若い職場です。そのうち、37名が岐阜大学を卒業しています。機械系や化学系を卒業した学生
を中心に、社員教育に力を入れ、電気系、建築系の社員も同じ職場で働ける環境です。
　市場調査、商品企画、製品設計、知的財産、量産立ち上げ、カタログ作成、営業 PR 同行、
市場クレーム対策と、幅広い業務を請け負っており、日々新しい「気づき」や、たくさんの人た
ちに出会い、成長めまぐるしい職場です。
　若手社員は、入社1年目の新入社員からプロジェクトメンバーとして商品の設計や性能試験に
携わり、活躍しています。

デザイン：当社メディア企画
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■ 会社概要
創　業
設　立 1940年10月
代表者 代表取締役社長　川田 康夫
資本金 11億7,500万円
売上高 1826億円（2019年3月期）
社員数 2,542名

事業内容 トヨタの自動車車体（ハイエース、コース
ター、ハイメディック）及び部品製造

事業所 本社・本社工場（各務原市）

■ 待遇と勤務

初任給
大学院了：215,200円 
大学卒：204,000円 
短大・専門卒：178,000円

諸手当 次世代支援手当（子ども手当） 
通勤手当（実費相当分）　他

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（夏／冬）　
年間5.35カ月分（2018年度実績）

勤務時間 8：30～17：30（休憩時間60分） 
フレックスタイム制　あり

休日・休暇 週休2日制・長期休暇あり 
（ＧＷ・夏季・冬季9～10日前後）

年次有給
休暇 最高20日／年付与

福利厚生 各種保険完備、財形貯蓄制度 
確定拠出年金

勤務地 本社・本社工場（各務原市）

■ インターンシップ
受入人数 各回20名程度
対象学部 学部学科不問

実施内容 工場見学、トヨタ生産方式、
自動車業界について、先輩社員との座談会

日数 1日

■ 採用計画
採用職種 管理系の職務（事務・技術）
採用人数 若干名
採用学部 全学部全学科（技術系は理工系中心）

採用活動
マイナビ2021よりエントリーをお願いし
ます。就活イベント・会社説明会、採用試
験案内などをご連絡致します。

岐大 
ＯＢ・ＯＧ 10名（直近10年間）

■ 連絡先
住　所 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町6-455

担当部署 人事部
担当者 原、川本、石月

TEL・FAX TEL：（058）379-0102
FAX：（058）384－2174　

E-Mail saiyo@gifubody.co.jp

■ アクセス

 革新的な評価・賃金システム

　当社では、年功序列を撤廃し、完全能力主義の賃金制度を採用しています。能力主義
と聞くと、結果が全てであると思われがちですがそうではありません。プロセスを重視
しています。例え頑張りが、結果に結びつかなかったとしても、学んだことは、自身にとっ
て非常に価値ある経験になります。 当社はその頑張りを評価し、従業員1人1人が「ナ
イススイング」できる環境を構築しています。そして年齢・性別関係無く、「小粒でもピカッ
と光る」人材育成を実践しています。 

 有給休暇取得促進

　当社では、有給休暇の取得促進を積極的に行っています。1人あたりの年間有給休暇
平均取得日数は17日です。ワークライフバランスを充実させ、従業員がイキイキと仕事
に取り組める環境づくりに寄与しています。

岐阜車体工業という会社、ご存知ですか？ 

ハイエース、コースターの製造を行うトヨタ自動車系列の完成車メーカーです。

当社は、「大人になっても、わくわくできる」会社です。

そんなひとって、そんな人生って、キラキラ輝いて見えると思います。

個性を大切にしながら、あなた自身の力、発想でロマンを生み出す。

いくつになっても、ときめいていたい！

そんなあなたを求めています。

ときめきを、カタチに。

岐阜車体工業株式会社（トヨタ系完成車メーカー）046
輸送用機械器具製造業

岐大OB/OG
当社で

活躍する

品質保証部　山脇 一輝
2017年入社

工学部　機械システム工学科　卒
屋代・内藤研究室

◆ 不具合を、未然防止。
　製品不具合が発生しそうな製造部署に改善依頼をか
けたり、抜き打ち監査を行っています。品質保証部は、
お客様に製品が渡る最後の防波堤です。トヨタグルー
プの誇りにかけて、不具合は絶対流出させません。

◆ 定年まで、同じ会社で働き続けたい。
　会社説明会での見学で、定年まで働く将来像がイメー
ジ出来ました。例えば「社員食堂の食事が美味しい」こ
ともその1つ。地味ですが、モチベーション維持の為、
大切なことです。
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■ 会社概要
創　業 1939年2月5日

設　立 1949年1月25日

代表者 代表取締役社長　末松 正幸

資本金 28億5,493万円

売上高 241億5,200万円（2019年3月期）

社員数 779人（連結1,279人）

事業内容
家庭用浴室・キッチン・洗面化粧台に使用
する湯水混合水栓、湯・水の配管用継手、
配管システムの設計開発、製造、販売、 
アフターメンテナンス

事業所

本社、本社工場、飛騨古川工場、支社4ヵ
所（東北、関東、関西、西日本）及び営業所
17ヵ所（札幌、盛岡、仙台、宇都宮、千葉、
さいたま、東京、東京特需、横浜、多摩、名
古屋、大阪、大阪特需、岡山、広島、福岡、
鹿児島）出張所6ヵ所

■ 待遇と勤務

初任給 大卒　総合職：204,000円　
　　　一般職：186,000円　　

諸手当 通勤手当、役付手当、家族手当、地域手当、 
職種手当、資格手当他

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（6月、12月）

勤務時間 8：30～17：15 
（実働7時間50分、フレックス有り）

休日・休暇
年間121日（完全週休2日制、祝祭日、
GW、夏季、年末年始、育児・介護休業など 
入社時4日、入社半年後10日付与

福利厚生
制度（各種社会保険、団体生命保険、財形
貯蓄、持株会、確定拠出年金、確定給付年
金、共済会、慰安旅行補助など）施設（独身
寮・社宅あり）

勤務地 岐阜県本社、工場、支社・営業所・出張所等

■ 採用計画

採用職種
技術系：研究開発、生産技術 
事務系：企画営業、経理、総務、生産管理、
一般事務など 
デザイン系：プロダクトデザイナー

採用人数 理工系・文系　計6～10名

採用学部 研究開発・生産技術/理工系全学部 
企画営業・企画管理他/全学部全学科

採用活動 就職ガイダンスに参加、会社説明会開催など

選考方法 マイナビを通してエントリー後　筆記試験、
面接など

■ 連絡先
住　所 岐阜県加茂郡富加町高畑字稲荷641番地

担当部署 総務部総務課

担当者 福井 文

TEL・FAX TEL：0574-55-0005
FAX：0574-55-1011

E-Mail saiyou@kvk.co.jp

 会社紹介
国内水栓販売
トップクラス

ＪＡＳＤＡＱ
株式上場

年間休日　121日

創業80周年

全国に営業所･出張所
27拠点展開！

育児休業取得率
100％

株式会社ＫＶＫ047
製造業（一般機械機器製造業）

岐大OB/OG
当社で

活躍する

　私が勤めるＫＶＫは岐阜に本社を置く蛇口の製造メー
カーです。製品の企画・設計・製造・販売はもちろんですが、
それをサポートする設備保全、部品調達、ネットワークシ
ステム管理などの業務もあり、一口に製造メーカーと言っ
ても、業務は多岐に渡っており、いろいろな経験が得られ
ます。就職先に悩む時は地元の製造メーカーに飛び込ん
でみませんか。 

　開発部で商品企画に関する業務を行なっています。市
場動向調査や資料作り、試作品製作やモニター試験等が
主な作業ですが、様々な情報を収集し、新商品に反映させ
ることができるよう心がけています。水栓（蛇口）は誰も
が毎日使うとても身近な物で、使い方や望まれることも
様々です。新たな価値を提供するのはとても難しいですが、
自分達がつくった商品が多くの人の日常生活を豊かにで
きるようになると思うとやりがいがあります。

常
に
進
化
し
続
け
る
水
ま
わ
り
創
造
企
業
で
す

工学部卒　開発部配属

工学部卒　資材部配属

会社詳細は
こちら→
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■ 会社概要
創　業 1942年3月（昭和17年）

設　立 1948年9月（昭和23年）

代表者 代表取締役社長　日比野 義人

資本金 9,900万円

売上高 28億4千万円

社員数 130名

事業内容
初生雛の生産販売、
鶏卵肉の処理加工販売、鶏の育種、
養鶏関連資材・飼料の販売、
飼養管理技術の開発普及

事業所

本社：岐阜県各務原市須衛町4丁目291
営業所：北海道（千歳市）、関東（草加市）、
関西（姫路市）、九州（朝倉郡）、
工場・研究所：本社たまごセンター、
姫研究所、洞戸育成場、病理診断室、
衛生検査室、美濃かしわ関工場、西野町店、
名古屋営業所

■ 待遇と勤務
初任給 大卒：198,000円

諸手当 通勤手当、家族手当

昇　給 年1回

賞　与 年2回

勤務時間 8：00～17：00

休日・休暇 日曜日、原則として土曜日
（年間休日106日）

福利厚生 各種社会保険、退職金、財形

勤務地 営業職は各営業所への転勤あり　
生産管理は関西（姫路市）

■ 採用計画
採用職種 営業職、生産管理（GPセンター）

採用人数 各1名

採用学部 不問

採用活動 随時・本社へ電話若しくはメールで
連絡下さい

選考方法 面接、筆記（常識・作文）

■ 連絡先
住　所 岐阜県各務原市須衛町4丁目291

担当部署 総務課

担当者 島田

TEL・FAX TEL：058-370-1510
FAX：058-370-1553

E-Mail goto@gotonohiyoko.co.jp

〒509-0108　各務原市須衛町4丁目291　TEL：（058）370-1510
http://www.gotonohiyoko.co.jp/

　ゴトウは日本で唯一、研究機関を持った
民間企業であり、昭和17年の創業以来今
日まで鶏の育種を行ってきました。

　　日本養鶏の 
　　　　自主性を守る
　日本の食料自給率は約40％と言われて
います。その中で卵の自給率は約96％と
一見高い水準にあります。ところが、卵を
産む鶏の親の大半は海外から輸入されて
おり、国内で「種（遺伝子）」を保有して育
種改良を行った“純国産鶏”はわずか4％に
すぎません。
　“純国産鶏”と外国鶏の最大の違いは、海
外から親鶏を輸入しているかどうかにあ
ります。もし、高病原性鳥インフルエンザ
の発生などで海外からの輸入が途絶えた
ら、外国鶏による卵の生産はできなくなり、今まで何気なく食べていたものが食べられ
なくなります。純国産鶏は日本国内に「種」を保有しているため、そういった事態にも安
定的に卵を供給することができます。

社是は「今日も多くの人のお役にたちますように」
　ゴトウは「仕事を通して国家社会のお役に立
つ」人材の育成に努めています。
　日本農業を守り育てていく志と熱意のある
皆さんと共に、純国産鶏を通して食料自給率の
向上と食の安全に貢献して参ります。

株式会社後藤孵卵場048
孵卵・食品業

孵卵工場

工場内部

姫研究所
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■ 会社概要
創　業 1954年9月

設　立 1960年12月

代表者 代表取締役社長　西岡 利明

資本金 9,800万円

売上高 206億円（2019年3月期）

社員数 746名（男441名、女305名）
※契約社員、パート社員等含む

事業内容
キッチン用・洗面用・浴用の給水栓器具、
シングルレバー・サーモ混合栓、その他
水回り製品の製造販売

事業所

本社：大阪／支店：東京・名古屋・大阪
営業所：全国19ヶ所
工場：岐阜・鴫野（大阪）・大連（中国）
配送センター：岐阜・東京・大阪
※日本工業規格　ISO9001、
14001認証工場

■ 待遇と勤務

初任給

【技術職】
大卒：月給198,300円
大学院了：月給204,900円

【営業職】
大卒：月給216,300円
大学院了：月給222,900円
※営業職（大卒）は固定残業代15,674円

（10時間分）を含む。
※営業職（院了）は固定残業代16,152円

（10時間分）を含む。
※固定残業時間を超えた場合は、
タイムカードどおり1分単位で超過分の
割り増し賃金が支払われます。

諸手当 住費手当、皆勤手当、家族手当、技術手当
営業手当、通勤手当等

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（6月、12月）

勤務時間
8：00～17：00
本社、支店、営業所　09：00～18：00
※いずれもフレックスタイム制有

休日・休暇
完全週休2日制、祝祭日、GW、夏季、
年末年始、育児・介護休業など
年次有給休暇は入社6ヶ月後10日付与

福利厚生
各種社会労働保険、海外旅行（勤続10年）、
ファミリー会（助成金）、永年勤続表彰、
クラブ活動（軟式野球）、持株会

勤務地 技術職（岐阜）
営業職（大阪・名古屋・東京等）

■ 採用計画

採用職種
技術職

（開発・研究・生産技術・品質管理・品質保証）
営業職

採用人数 技術職：5人、
営業職：15人

採用学部 全学部全学科
（技術職は理工系中心）

採用活動 マイナビよりエントリーをお願いします

選考方法

技術職：岐阜工場で一次・二次選考を実施
会社説明会・工場見学後一次選考→
二次選考→（本社）最終面接
営業職：本社・名古屋支店・東京支店で 
一次・二次選考→（本社）最終面接

■ 連絡先
住　所 岐阜県各務原市鵜沼朝日町1丁目136-4

担当部署 管理部　総務課

担当者 安田・小林・髙橋

TEL・FAX TEL：058-384-9988
FAX：058-370-0809

E-Mail gifu-jinji@san-ei-web.co.jp

 生活空間の視点から人と水の新しい出会いづくりを追求

　今では馴染み深いシャワー付き湯水混合栓を日本で初めて開発したのは、実は
SANEI。近年は将来、水栓にも電子化が大きな流れとなることを見越し、吐水、水量や湯・

水の切り替えはタッチパネルに「ふれる」だけと
いうスマートな操作性と近未来的なデザインのタッ
チ式洗面混合栓を業界で初めて開発し、2018年
にデザインミュージアムセレクションを受賞。
　また、市販のスマートスピカーを使用することで、
吐止水や定量での止水操作などの操作を声でおこ
なう水栓も開発し、より時代のニーズに合わせた
製品開発に挑戦し続けています。

SANEI株式会社049
給水栓類製造販売

水まわりを声でアシスト
【アクボイ】

〒509-0145　各務原市鵜沼朝日町1丁目136-4　TEL（058）384-9988
URL　http://www.san-ei-web.co.jp

水まわりの提案を通じて
　人々の暮らしに貢献しています



55

■ 会社概要
創　業 大正元年

設　立 昭和18年

代表者 代表取締役社長　篠田 圭司

資本金 1億円

売上高 23億円（令和元年度実績）

社員数 100名

事業内容
鋼製橋梁、上下水道場内の設備機器、
スプレードライヤー、小水力発電装置等の
設計、製作、架設・施工

事業所 関、各務原、一宮

■ 待遇と勤務
初任給 大卒：201,000円

諸手当 通勤手当、時間外手当、資格手当、
住宅手当

昇　給 年1回

賞　与 年2回

勤務時間 8：00～17：00

休日・休暇
土、日、祝（週休2日制）、
その他会社指定休日、夏季休暇、
年末年始、慶弔等特別休日

（年間休日113日　令和元年度実績）

福利厚生 社会保険（健保、厚生、雇用、労災）、
鈴蘭高原保養所、退職金制度

勤務地 関事業所

■ 採用計画
採用職種 設計、施工管理、生産技術

採用人数 若干名

採用学部 不問

採用活動
0575-23-2336（総務直通）、又は
soumuka@shinoda-eng.co.jpまで
ご連絡下さい。

選考方法 筆記試験（一般常識）、面接

■ 連絡先
住　所 関市倉知南1番地

担当部署 総務課

担当者 相川 雄司

TEL・FAX TEL：0575-23-2336
FAX：0575-24-4045

E-Mail soumuka@shinoda-eng.co.jp

■ アクセス

〒501-3930　関市倉知南1番地　TEL.0575-23-2333
Web：http://www.shinoda-eng.co.jp/

　当社は大正元年創業以来モノづくり一筋で歩んできました。これだけ長きにわたり事
業を続けられたのは、創業当時からの経営理念でもある、社員の成長なくして会社の成
長なし、社員と会社の両輪で進化しながら、時代のニーズに合った製品を提供すること
を企業存続のカギとして常に意識してきたことや、一品一様の完全受注生産、設計から
製作、据付までを一貫して行える事業スタイルを守り続けてきた結果であると自負して
います。

 君もスペシャリストになれる！

　当社社員のほとんどは技術屋と職人、つまりスペシャリストで構成されています。だ
からと言って理系卒じゃないとダメなんてことはありません！社員の中には学生時代
に経済学を専攻し、入社後地元の国立大学工学部大学院へ進学（会社負担）した社員もい
ます。つまり、私たちはあなたのやる気次第でどんなスペシャリストにだってなれると
考えています。

 社内・製品写真

 篠田グループのご紹介

　篠田グループは、製造業を営む（株）篠田製作所、土木資材販売と土木業を営む篠田（株）、
同じく三重県に拠点を置き土木資材販売と土木業を営むアルコ株式会社、重機販売・修
理を営む才勝商事株式会社、不動産賃貸業を営む（有）才勝の5社から成り、主に東海エ
リアを中心に事業を展開、総従業員数約300名、総売上120億規模の企業グループです。

株式会社 篠田製作所050
製造業
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■ 会社概要
創　業 1954年（昭和29年）

設　立 1973年（昭和48年）

代表者 代表取締役　高橋 厚生

資本金 20,400千円

売上高 865,000千円（税別）　平成30年度

社員数 30名（令和元年10月末）

事業内容 土木、設備、リフォーム、水道

事業所 岐阜県高山市西之一色町3-450-2

■ 待遇と勤務
初任給 200,000円（大卒）

諸手当 役職手当、現場手当　等

昇　給 1回／年

賞　与 2回／年

勤務時間 8：00～17：00

休日・休暇 日曜祝日　第2・4土曜

福利厚生 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、
労災保険

勤務地 飛騨エリア、短期出張あり

■ 採用計画
採用職種 各工種　現場管理者、現場作業者

採用人数 若干名

採用学部 不問

採用活動 通年

選考方法 書類、面接

■ 連絡先
住　所 岐阜県高山市西之一色町3-450-2

担当部署 総務部

担当者 脇谷 千恵子

TEL・FAX TEL：0577-33-6800　
FAX：0577-34-7473

E-Mail info@takahashikensetsu.jp

■ アクセス
http://www.takahashikensetsu.jp/access.html

○住環境整備を通じて、より快適な生活を提供し感謝される企業
○社員の向上心を支援し、生活の中に安心と充実感をもてる企業
○地域に根付き、郷土の発展とともに成長する会社を目指します

 土木工事業

～「造る」プロ集団～
道路、橋、堰堤などの公共土木工事から、駐車場
整備、宅地造成、などの身近な土木工事まで、大
地を造作する仕事をしています。

 設備工事業

～「整える」プロ集団～
学校や体育館、文化会館など公共設備から、一
般住宅の給水、給湯、衛生空調まで、生活を快適
にするための空間を整える仕事をしています。

 リフォーム工事業　

～「変える」プロ集団～
今ある空間をより良い空間へ。今ある空間をこ
れからも良好に。時間の経過とともに変化する
住空間を変える仕事をしています

 水道工事業　

～「守る」プロ集団～
水道配管や施設の新設、更新、耐震化、などを通
じて安全、快適で、永続的に利用できる水を守
る仕事をしています。

高橋建設株式会社051
建設業

 社内活動

社内勉強会 安全大会 打合せ風景



57

■ 会社概要
創　業 1946年7月2日

設　立 2009年10月1日

代表者 岩野 潤

資本金 9,500万円

売上高 2,701百万円（2019年3月実績）

社員数 133名（2019年3月実績）

事業内容 FRP等の複合素材製品の製造販売

事業所 本社：
岐阜県加茂郡川辺町中川辺1430番地1

■ 待遇と勤務
初任給 200,000円（大卒）

諸手当 通勤、住宅、家族　他

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（8月・12月）

勤務時間 8：00～16：50

休日・休暇 土日休　年間125日
（2019年度実績）

福利厚生 社会保険完備、退職金、確定拠出年金

勤務地 本社

■ 採用計画
採用職種 技術開発

採用人数 1名

採用学部 工学部

採用活動 説明会等

選考方法 SPI・面接

■ 連絡先
住　所 岐阜県加茂郡川辺町中川辺1430番地1

担当部署 管理部

担当者 笠川 幹明

TEL・FAX TEL：0574-53-2351　
FAX：0574-53-2354

E-Mail mkasakawa@tenryu-cmp.co.jp

■ アクセス

 会社紹介

　FRP（繊維強化プラスチック）・FWP®等、複合材製品
の設計及び製造・販売をしております。
　新幹線を始めとする鉄道車両の内・外装品、フィルムの
巻き芯、圧力タンクなどを手掛けています。
　当社はFRPの総合メーカーとして、設計から製造まで
一貫したモノづくりを行っております。

　新はつらつ職場づくり、清流の国ぎふ健康経営宣言企業であり、働き方改革・健康経営
に積極的に取り組んでおります。

天龍コンポジット株式会社（天龍グループ）052
製造業

岐大OB/OG
当社で

活躍する

取締役　1名
課長　　1名

強化プラスチック製品

【FWP製品】
フィルムの巻取り芯など

【FRP製品】
鉄道車両の内・外装品

資料提供：東海旅客鉄道株式会社
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■ 会社概要
創　業 大正11年1月

設　立 昭和54年4月1日

代表者 理事長　市原 好二

出資金 1,959百万円（2019年3月31日現在）

預金残高 1,098,668百万円（2019年3月31日現在）

職員数 879人（男性 480人、女性 399人）

事業内容 金融業務全般

事業所 本店：多治見市 
支店：岐阜県・愛知県下に56店舗

■ 待遇と勤務

初任給
【4年生大卒以上】
総合職：190,000円 
一般職：183,000円

諸手当 資格、役付、職務、家族、通勤手当　他

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年3回（6月、12月、3月）

勤務時間 8：45～17：30

休日・休暇
土日祝日、年末年始4日間、年次有給休暇、 
慶弔休暇（完全週休二日制　年間休日120
日）

福利厚生
各種社会保険、信金年金、確定給付年金、 
職員預金、財形貯蓄、職員貸付制度、 
慰安旅行、保養所、契約リゾートホテル

勤務地 本部及び本支店

■ 採用計画
採用職種 ジェネラル（総合職）、スタッフ（一般職）

採用人数 40名程度

採用学部 全学部全学科

採用活動
3月～　　 ガイダンス参加 
3月～4月　会社説明会 
4月～　　 選考開始

選考方法 筆記試験、適性検査、面接

■ 連絡先
住　所 多治見市本町2-5-1

担当部署 人事部人事課

担当者 黒岩、田中

TEL・FAX TEL：（0572）25-2240　
FAX：（0572）25-5411

E-Mail jinjibu@tono-shinkin.jp

■ アクセス

地域のお客様に支えられて創業から間もなく100年。
次の100年も地域のお客様と共に歩んでいきます。

 プロフィール

　間もなく創業100周年、地域金融機関として、
地元のお客様とともに地域経済を盛り上げて
きました。信用金庫本来の“地元密着”という
使命のもと、『地元と共にあり、共に栄える』を
経営理念に掲げております。
　フィンテックにより大きく変わろうとして
いる金融業界でありますが、東濃信用金庫の経
営理念は変わりません。対面でのコミュニケー
ションを大切にして、キメ細かい対応によって、
地域社会の発展に貢献します。
　地域のニーズにジャストフィットした質の
高いサービスを提供することで地元と共存共
栄を図っていくことが最大のテーマと考えて
おります。

 地域社会と“とうしん”

　地域の発展と地域の皆様の豊かな暮ら
しを願い、質が高く、きめ細やかなサービ
スをお届けしている「とうしん」。
　健全・堅実な経営でお客様から信頼・信
用を得ており、地域社会の一員としても多
くの活動を展開しています。
　その例が、㈶とうしん地域振興協力基金
や美濃陶芸作品永年保存事業といった文
化活動、㈶東濃信用金庫育英会やバリアフ
リーに配慮した店づくりといった教育・社
会福祉活動などです。
　特に、東濃地方の地場産業である美濃焼
の文化を守っていくために、「とうしん美
濃陶芸美術館」を作りました。

　東濃信用金庫が昭和61年度から行っている美濃陶芸作品永年保存事業で購入した作
品を中心とした現代美濃陶芸の作品を、広く皆さまにご覧いただくために展示企画を年
4回実施しています。
　また、見学されるお客様に作品をよく知っていただくために、美術館を案内する学芸
員が常駐しています。

東濃信用金庫053
金融業

岐大OB/OG
当社で

活躍する

福井 綾香さん
平成23年入庫／岐阜大学卒

　東濃信用金庫は非営利法人として、地域を元気にすることを経
営の目的としています。大学の地域科学部で学んだ「街づくり」
を生かし地域貢献をしたいと考え、東濃信用金庫に入庫しました。
　私は現在育児休業中ですが、当金庫は「カンガルーポケットの
会」という子どもと一緒に参加できる育休者の復帰支援の会があ
ります。結婚・出産後も仕事に復帰しやすく、仕事と家庭の両立
ができる働きやすい職場だと感じています。
　「とうしん」は仕事に目標がありますが、常に目標に向かって
職場のみんなと協力し、お客様のためになる商品を提案し喜んで
いただけるので、とてもやりがいがあり魅力的な仕事です。

テラー係

とうしん美濃陶芸美術館

渉外係

地域のお祭り

本店
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■ 会社概要
創　業 1950年3月

設　立 1958年

代表者 代表取締役社長　長瀬 幸泰

資本金 5000万円

売上高 46億円

社員数 128名（2019年12月現在）

事業内容
各種の超精密研削盤、微細加工機、
レンズ、タービンブレード、歯車等の加工機、
超精密測定システムなどの開発製造。

事業所
本社・工場・中部・海外営業所：岐阜県関市 
東京営業所：東京都中央区 
大阪営業所：大阪府大阪市 
仙台営業所：宮城県仙台市

■ 待遇と勤務
初任給 195,000円（大卒、2018年4月実績）

諸手当 皆勤手当・通勤手当・役職手当・職務手当

昇　給 年1回（9月）

賞　与 年2回（7・12月）

勤務時間 8：00～17：00（昼食を含め1時間の休憩）

休日・休暇
111日／年 
週休2日制（土・日　※月1回程度土曜出社
あり／社内カレンダーによる）、 
GW・夏季・年末年始・有給・慶弔休暇

福利厚生

社会保険完備（健康・厚生年金・雇用・労
災）、昼食補助（1食190円で昼食が食べら
れます）、駐車場完備（※自動車通勤可）、
退職金制度、独身寮、社員旅行、各種レク
レーション

勤務地 岐阜県関市

■ 採用計画

採用職種
◯機械設計　◯制御設計　◯組立製造 
◯工法開発　◯企画営業　◯資材購買 
◯海外業務　◯機械加工

採用人数 3名程度

採用学部
※学部・学科不問 
★機械・電気・電子・情報工学・物理系の 
学部・学科出身者を積極採用!!

採用活動

「就職ウォーカーNET」よりエントリーし
て下さい。 
説明会等の採用情報は弊社ホームページ、
就職ウォーカーNETより、または下記連
絡先へお問合せ下さい。

選考方法
▼エントリー 
▼会社説明会参加（工場見学会） 
▼一次試験（役員面接、小論文、適性検査） 
◎内　定

■ 連絡先
住　所 岐阜県関市武芸川町跡部1333-1

担当部署 総務部

担当者 長野

TEL・FAX TEL：0575-46-2323　
FAX：0575-46-2325

E-Mail nagano@nagase-i.co.jp

株式会社ナガセインテグレックス054
工作機械の開発・製造・販売

岐大OB/OG
当社で

活躍する

　当社には多くの岐大出身の社員がおり、組立、設計、テクニカルセンターなど様々な部署で
活躍しています。
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■ 会社概要
創　業 1560年

設　立 1940年

代表者 代表取締役社長　岡本 友二郎

資本金 9,600万円

売上高 102億8,900万円（2018年12月期）

社員数 408名　2019年10月現在

事業内容 機械要素部品の開発・製造・販売

事業所 関工園、美濃ファウンドリ、東京、大阪、
海外（アメリカ、中国）

■ 待遇と勤務

初任給 大学院卒：235,700円
大学卒：212,300円

諸手当 住宅・家族・通勤・マイスターほか

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（6月・12月）

勤務時間 8：00～17：15（関工園）

休日・休暇 年間休日129日！完全週休2日制で正月・
GW・お盆には大型連休あります。

福利厚生 3年に一度の全額会社負担の海外旅行に
は家族も半額会社負担で参加可能。ほか

勤務地 岐阜県（関市、美濃市）、東京、大阪、海外（ア
メリカ、中国）

■ 採用計画

採用職種 【正社員】・開発・技術営業・生産技術・
事務系管理部門

採用人数 10名程度

採用学部 全学部

採用活動 リクナビ2021にてエントリー受付中です。

選考方法 書類選考（OpenES）→面接（一次、役員、
最終）

■ 連絡先
住　所 岐阜県関市桃紅大地1番地

担当部署 統括部 総務チーム

担当者 大野 見伊子

TEL・FAX TEL：0575-23-7197
FAX：0575-23-7198

E-Mail m.ohno@nbk1560.com

■ アクセス

　当社は創業1560年。伝統技術と最先端技術の融合から新たな価値を生み出し、今日
まで“鍋屋”ブランドを永続させてきました。当社の商品をみなさんが直接目にする機会
はなかなかありません。しかし、例えば身近にあるスマートフォン。これを製造するた
めの工作機械や自動化設備には必ず当社の商品が組込まれています。見えないところで
世界のものづくりを支える、それが当社のモーションコントロール技術です。
　古きと新しき、伝統と先進の両方を融合させながら、時代に応えるグローバルカンパニー
をめざします。

 働く環境を大切にする取り組みが満載

♡業界トップクラス！！年間休日129日（2020年）
♡社内にフィットネスジム、麻雀ルームあり
♡持っている資格に応じて、毎月マイスター手当支給
♡自社ブランドのこだわり、メーカとしての誇り
♡全員“さん”付けで呼び合う、名実ともにフラットな関係
♡誕生日と結婚記念日に社長より直筆メッセージ＋プレゼント！

鍋屋バイテック株式会社055
製造業

公園のような工場を目指す本社（関工園）事務棟
および美術館兼コンサートホール

国内シェア80%を占める！プーリー

進化する周辺機器にも対応！カップリング

ご注文の60％はカタログに掲載されていない！特殊ねじ

岐大OB/OG
当社で

活躍する

　2019年は3名、2018年は5名と数多くの岐阜大学のOB・OGが入社し、活躍
しています。弊社には若手のうちから
活躍できる環境が整っていますので、
入社1年目から新商品開発に取り組む
社員や、入社5年目で海外赴任を経験し
ている社員もいます。大手にはなかな
かない裁量権を手に、能動的に仕事を
したい方にはぴったりの環境です。

リクナビ2021 弊社採用HP
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■ 会社概要
創　業 65年

設　立 昭和29年9月28日

代表者 理事長　黒木 正人

出資金 3億406万円（平成31年3月末現在）

売上高 45億6,339万円（平成31年3月末現在）

社員数 235名（令和1年9月末現在）

事業内容 金融業務全般

事業所 営業店16店舗・事務センター

■ 待遇と勤務
初任給 196,000円

諸手当 職務手当・資格手当・通勤手当・
超過勤務手当他

昇　給 年1回

賞　与 年2回

勤務時間 ＡＭ8：30～ＰＭ5：30
（東山支店のみＡＭ9：00～ＰＭ8：00）

休日・休暇
週休2日制（土日祝日）（東山支店のみ週休
3日シフト制）・年末年始・連続休暇・
リフレッシュ休暇他

福利厚生
健康保険・厚生年金・厚生年金基金・
福利厚生倶楽部・
保養施設（リゾートトラスト・アソシア）他

勤務地 高山市・飛騨市

■ 採用計画
採用職種 営業・事務

採用人数 若干名

採用学部

採用活動

選考方法 面接・筆記試験

■ 連絡先
住　所 高山市花岡町1丁目13番地1

担当部署 総務部

担当者 溝上 ふみよ

TEL・FAX TEL：0577-32-4411
FAX：0577-35-1173

E-Mail somuka@hidashin.co.jp

こうありたいHAPPYを創りたい
　信用組合は地域の皆さまが構成員となり、相互扶助の理念に基づいた金融サービスを
ご提供しています。
　金融機関の本業は、「預金業務」「貸金業務」「為替業務」ですが、ひだしんでは地域の皆
さまとともにたくさんのHAPPYを創っていくため、地域の発展に向けた取り組みも『本
業』として捉え、自ら地域の課題解決に積極的に関わることで、金融を通じたまちづくり
会社を目指しています。
　平成29年12月には、地域経済の活性化を目的とし、金融機関初となる二次元コードと
スマホアプリを活用した電子地域通貨『さるぼぼコイン』の運用を開始。また、平成30
年8月にはアリペイと業務連携を開始し、地域のキャッシュレス化への取り組みにも力
を入れています。
　今後ひだしんはただ寄り添う「伴走型の金融サービス」だけでなく、お客さまと共に考
え、共に価値を生み出せる積極的な取組みをすべく、『育てる金融』から『伴奏型金融』へ
と進化します。

飛騨信用組合056
金融業

本店営業部 東山支店（インストアブランチ）

ひだしんHPは
こちらから⇒
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株式会社藤本組057
建設業

■ 会社概要
創　業 大正7年8月（1918年）

設　立 昭和43年10月

代表者 代表取締役　松島 祥久

資本金 2000万円

売上高 6億円

社員数 16名

事業内容 土木工事・舗装工事・工場造成・造園工事

事業所 多治見市

■ 待遇と勤務

初任給 大卒：180000円
高卒：165000円

諸手当 家族・住宅・現場・営業

昇　給 年1回

賞　与 年2回（7月12月）

勤務時間 8：00～17：00

休日・休暇 土日、夏季休暇、年末年始

福利厚生 各種社会保険・退職金・慰安行事

勤務地 主に岐阜県東濃地方

■ 採用計画

採用職種 現場技術管理、経理事務、営業、
現場作業員

採用人数 若干名

採用学部 問わず

採用活動 随時

選考方法 弊社に連絡

■ 連絡先
住　所 岐阜県多治見市小田町5－1

担当部署 代表取締役

担当者 松島祥久

TEL・FAX TEL：0572-22-3165
FAX：0572-24-3594

E-Mail matusima@fujimnoto-gumi.co.jp

■ アクセス

岐大OB/OG
当社で

活躍する

土木工学科　取締役会長　松島 善吉　Ｓ32年卒
　　　　　　代表取締役　松島 祥久　Ｓ60年卒
　　　　　　工務課長　　木下 克治　Ｓ53年工短卒
　　　　　　工務次長　　千賀 孝治　Ｓ58年工短卒
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■ 会社概要
創　業 1950年3月

設　立 1951年3月

代表者 杉本 潤

資本金 4億1,620万円

売上高 242億4,000万円（2018年度）

社員数 654人

事業内容 ダイカスト製法で自動車部品を製造

事業所 岐阜県、栃木県、福島県、アメリカ、中国、 
タイ、メキシコ（国内外11拠点）

■ 待遇と勤務

初任給 院卒（218,000円）、理（208,000円）、
文（205,000円）

諸手当 通勤／食事／特殊技能／皆勤／
役職手当等

昇　給 年1回　2018年度実績2%

賞　与 年2回（6月、12月）　
2019年度実績5,3か月

勤務時間 8：05～17：10

休日・休暇 土曜、日曜（年間休日116日）

福利厚生 社会保険完備、退職金制度、寮完備、 
住宅補助、従業員持株会、優良社員表彰等

勤務地 岐阜県中津川市

■ 採用計画
採用職種 技術系／スタッフ系

採用人数 20

採用学部 理系／文系 学科不問

採用活動 随時行っております

選考方法 マイナビサイト、当社HPにて

■ 連絡先
住　所 岐阜県中津川市茄子川1646-51

担当部署 総務部 人事課

担当者 南嶋 潤

TEL・FAX TEL：0573-66-1025
FAX：0573-66-1443

E-Mail saiyou@mino-in.co.jp

■ アクセス
JR美乃坂本駅から車で約10分 
中津川ICから車で約10分

 会社紹介

　金型で型を作り、金属材料や樹脂
等を圧入する鋳造方法を「射出成型」
といいます。その中でも美濃工業が
手掛けている分野は「ダイカスト」。
重量が軽くリサイクル性の高いアル
ミを材料に、自動車部品、産業機器、
家電機器、音響機器等製造していま
す。2015年に国内新工場が完成し、
2017年にはメキシコに現地法人と
して工場が完成、2018年1月より稼
働。さらに中国の工場を移転拡張す
るなど業界で今一番「勢い」のある会
社、それが美濃工業です。

　世界中で高まるEVシフトの機運により求められる軽量化。当社の超薄肉化技術によっ
て自動車の軽量化、電子化、低燃費気に貢献。試作段階では0.45mmという世界トップ
クラスの薄さを実現。高い評価を受けております。

美濃工業株式会社058
製造業（自動車部品）

岐大OB/OG
当社で

活躍する

　現在当社には、岐阜大学の出身者が5名在籍
しています。理系4名、文系1名でやっている仕
事も、ものづくりに直接携わる方や、間接系な
ど様々です。
　岐大生持ち前の明るさや素直さを活かし、日々
勉強に励んでいます！

実寸0.45mm

社内イベントも盛りだくさん！
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■ 会社概要
創　業 1932年
設　立 1936年
代表者 大橋 真
資本金 3億3千万円

売上高 単独272億円　
連結428億円（2019年3月期）

社員数 709名（2019年3月31日現在）

事業内容
航空・宇宙、自動車、医療の各分野で、高強
度・高品質なボルトや、精密加工部品を開
発から一貫生産、販売。

事業所

本社／名古屋市中村区椿町17-15  
関工場／岐阜県関市新迫間81-1  
関第二工場／岐阜県関市新迫間65-1  
関第三工場／岐阜県関市のぞみヶ丘6-1  
関第四工場／岐阜県関市のぞみヶ丘5  
小牧工場／愛知県小牧市大字本庄黒羽根
183-4  
宇都宮営業所（輌機事業部）／栃木県宇都
宮市宿郷2-8-5-2B  
広島営業所（輌機事業部）／広島県広島市
南区東荒神町5-17  
東京営業所（メディカル事業部）／東京都
文教区本郷3-22-9　ＧＳハイム御茶ノ水
真鍋ビル2F  
大阪営業所（メディカル事業部）／大阪市
淀川区西中島5-6-13 御幸ビル6F  
福岡営業所（メディカル事業部）／福岡市
博多区博多駅前2-12-10

■ 待遇と勤務
初任給 大学院卒：218,300円、大卒：202,200円

諸手当 家族手当、通勤手当、生計手当、精勤手当、
資格手当など

昇　給 年1回

賞　与 年2回　5.43ヵ月
（夏2.67ヵ月、冬2.76ヵ月 2018年度実績）

勤務時間 8：30～17：15（12：00～12：45休憩）

休日・休暇
完全週休2日制（土曜・日曜）  
年3回の大型連休（GW、夏季、年末年始）  
※年間休日121日  
年次有給休暇、慶弔休暇、特別有給休暇

福利厚生
社員旅行（部署単位で行っています。）、
退職金制度、企業型確定拠出年金制度、
財形貯蓄制度、先進医療給付制度、
治療支援給付制度、社員寮　ほか

勤務地 関工場　岐阜県関市新迫間81番地1

■ 採用計画
採用職種 生産技術職、製品開発職
採用人数 3名～5名
採用学部 理系学部

採用活動
リクナビ2021にてエントリー受付中です。
岐阜大学学内企業説明会に参加します。

（2020年3月1日）
選考方法 筆記試験、作文、面接（1次・役員）

■ 採用に関する情報
■ 連絡先

住　所 岐阜県関市新迫間81番地1
担当部署 人事勤労部
担当者 丹羽

TEL・FAX TEL：0575-24-6661
FAX：0575-24-6666

E-Mail s_niwa154778@meira.co.jp

■ アクセス
関工業団地内

関工場：岐阜県関市新迫間81番地1
本　社：名古屋市中村区椿町17番15号
ＴＥＬ（0575）24-6661　ＦＡＸ（0575）24-6666

　航空・宇宙分野、自動車・一般産業分野、医療分野で使われる 高強度・高品質のファス
ナー（ボルト・ナット・ねじ）や精密部品を開発・生産しています。高い技術力が評価され、

『F1マシンのエンジン』や『H2-Aロケット』、『医療用インプラント』などの、特殊な分野
にも当社の製品が使われています。他社には真似のできないような『画期的な製品』や『世
界初の製品』に挑戦し、カタチにするチャンスが、メイラにはあります。

メイラ株式会社059
製造業

岐阜大学ＯＢ・ＯＧ
22名が活躍してい
ます！

ご応募はコチラ！

リクナビ

ホームページ
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■ 会社概要
創　業

設　立 1942年7月

代表者 代表取締役社長　間宮 幹雄

資本金 2億5,500万円

売上高 144億7,100万円

社員数 400人

事業内容 塗装・圧造・洗浄機械の開発設計、製造、
販売、サービス

事業所

■ 待遇と勤務
初任給 20万9,000円

諸手当 通勤手当、地域手当、超過勤務手当

昇　給 年1回

賞　与 年2回

勤務時間 8：15～17：00

休日・休暇 年間休日121日

福利厚生 退職金制度、各種社会保険、保養施設等

勤務地 愛知県尾張旭市　他

■ 採用計画
採用職種 基幹業務職（営業、技術）

採用人数 若干名

採用学部 工学部

採用活動 説明会等

選考方法 ＳＰＩ、面接

■ 連絡先
住　所 愛知県尾張旭市旭前町5050

担当部署 人事部

担当者 高橋 伸典

TEL・FAX TEL：0561-53-1212
FAX：0561-53-2721

E-Mail s_takahashi@sunac.co.jp

 会社紹介

旭サナック株式会社060
機械

岐大OB/OG
当社で

活躍する

金型事業部課長（機械工学専攻1999卒）
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レジンコンクリートのオンリーワン企業として、
豊かな街づくりを支えています。
　サンレックは、NTT（旧電電公社）が世界に先駆けて開発したレジンコンクリートを実
用化、製品化する会社として昭和45年に創業致しました。
　以来約半世紀にわたり、通信・電力・上下水道・ガス等のライフライン整備事業をはじめ、
太陽光発電・風力・水力発電等の再生可能エネルギー事業や、農業用水路の保全事業等を
主な市場として、レジンコンクリート製品を提供して参りました。

　レジンコンクリートは、セメント・水を一切使わず、熱硬化性樹脂（レジン）の硬化反応
を利用して骨材類を固化したもので、一般的なセメントコンクリートに比べて超速硬性で、
高強度かつ接着性、水密性、絶縁性に優れる材料です。
　例えば、防災対策や景観改善等を目的とした電線類の地
中化工事では、マンホールやハンドホールと呼ばれる中空
の構造物が道路の下に埋設されます
が、これらをレジンコンクリート製
にすることで、部材の厚みが薄く、軽
量・コンパクトな躯体となりますので、
施工性が改善され、工期短縮などの
メリットに繋がります。

　今、私たちを取り巻く社会環境は少子高齢化時代にあり、都市部への人口集中と地方
の人口減少が進む一方で、地震や台風などの自然災害は随所で多発し、被害も甚大化す
る傾向にある等、防災対策は、道路や橋梁等の公共構造物の老朽化対策と共に喫緊の課
題となっています。
　また、地球温暖化防止が国際的な枠組みとして採択されたことによって、日本でも「脱
炭素化」の流れが加速し、再生可能エネルギーを主力電源に位置付けるべく、その導入、
活用が更に推し進められています。
　サンレックは、レジンコンクリートのオンリーワン企業として、これら社会資本整備
に関わる様々な事業に貢献できるよう、今後も施工に適した付加価値の高い製品を開発し、
提供し続けて参ります。

 求める人材
　レジンコンクリートに関わる材料の研究・開発や、新製品の開発、製品の設計等の業務
を担当して頂ける人材を求めています。
　大学で学んだ知識を仕事に活かしたい方、新しい技術や商品の開発に興味のある方、
モノづくりを通じて社会に貢献したい方、そして、チャレンジ精神旺盛な方、是非当社の
門を叩いてみてください。
　レジンコンクリートによって、日本のインフラを支える仕事の達成感を共に味わいま
しょう。

株式会社 サンレック061
製造業

岐大OB/OG
当社で

活躍する

古田 圭一
技術本部　開発担当課長

　レジンコンクリートをご存知の方は、まだまだ少ないと思います。
　私自身も学生当時は直接触れる機会はありませんでしたが、“特殊なコン
クリート”という響きに惹かれた事が、入社動機の一つでした。
　入社以降、様々な実験業務を通してレジンコンクリートの様々な特徴を知
るにつれ、結合材の樹脂によって特性が変化する“特殊なコンクリート”は、「コ
ンクリート」と言えども所謂コンクリートとは全く違った材料として認識す
べきで、その分、まだまだ将来性を秘めた材料だと感じるようになりました。
　現在はCADや有限要素法による構造解析など設計に関わる業務の他、新
規用途に対する適合性の検証や、配合検討など、開発業務を任されています。
新たな課題に取組む際は、一般のコンクリート製品の場合に比べて規準や参
考文献が少ないため、手順や方法に悩むこともありますが、解決できた時の
達成感は大きく、次の業務へのモチベーションとなっています。
　弊社はコンクリート製品のメーカーですが、土木・建築系分野に限らず、化
学系分野の方も活躍して頂ける会社だと思います。

■ 会社概要
創　業 1970年（昭和45年）6月
設　立 1970年（昭和45年）10月
代表者 守屋 洋
資本金 1億円
売上高 39億5400万円（2019年6月実績）
社員数 112名（男97名、女15名）

事業内容
土木建設工事用資材（レジンコンクリート
マンホール･ハンドホール）の設計・製造・
販売

事業所

本社／東京
工場／愛知（丹羽郡）、埼玉（日高市）、
広島（東広島市）
営業所／東京、大阪、名古屋、広島、仙台、
新潟

■ 待遇と勤務

初任給
大院卒：221,760円
大学卒：210,040円
高専卒：191,820円

諸手当 通勤手当（最高5万円）、職務手当、他
昇　給 年1回（7月）
賞　与 年2回（6月、12月）

勤務時間 8：00～17：00

休日・休暇
週休2日制、年間休日117日（会社カレン
ダーによる）
年次有給休暇（初年度10日）

福利厚生 社会保険完備、各種資格取得支援制度、
社宅制度、他

勤務地 愛知県丹羽郡大口町萩島1丁目106番地
㈱サンレック　技術本部

■ 採用計画
採用職種 技術職（研究開発・設計）
採用人数 2名

採用学部 土木・建築、工業化学、他（理工系学部、
学科を原則）

採用実績
校

岐阜大学、北海道大学、早稲田大学、
鹿児島大学、名城大学、中部大学、
日本大学、東洋大学、関東学院大学、
甲南大学、広島工業大学、他

採用活動 「マイナビ2020」又は弊社ホームページ
にてエントリー受付中

選考方法
書類選考、面接
ご不明な点などございましたら、下記の連
絡先にお問い合わせください。

■ 連絡先
住　所 東京都板橋区成増一丁目30番13号

担当部署 本社　企画総務部　採用担当
担当者 犬飼、川端

TEL・FAX TEL：（03）6807-9515
E-Mail sunrecsaiyo@sunrec.co.jp

■ アクセス
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三和興産株式会社062
建設業
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■ 会社概要
創　業 1947年

設　立 1955年

代表者 榛葉 貴博

資本金 4,000万円

売上高 50億円

社員数 175名

事業内容 オートバイ用のマフラー・ハンドバイク・
自転車・医療福祉機器等

事業所 掛川市

■ 待遇と勤務
初任給 201,000円

諸手当 食費手当、精皆勤手当、交通手当、
家族手当

昇　給 5,000円（前年度平均実績）

賞　与 4.5ヶ月（前年度平均実績）

勤務時間 8：00～17：00（60分休憩）

休日・休暇 年間休日数124日　土日休み

福利厚生
退職企業年金制度、法定外労災補償制度、
ゴルフ場会員権、日本オーナーズクラブ会
員権

勤務地 掛川市

■ 採用計画

採用職種 総務・業務・製造・営業・生産技術・
品質管理・設計開発

採用人数 3

採用学部 全学部

採用活動 ガイダンス、学内企業説明会、
キャリタスUC

選考方法 面接、学科試験、適性検査

■ 連絡先
住　所 静岡県掛川市

担当部署 総務部

担当者 総務課　係長　斉藤 博之

TEL・FAX TEL：0537-74-5901　
FAX：0537-29-5930

E-Mail h.saito@shinba.co.jp

■ アクセス
https://www.shinba.net/

 会社紹介

　我が社は、静岡県掛川市内にあり、
輸送機器の部品を製造しています。
　主力製品は、国内の大手二輪メーカー
純正マフラーです。近年はマフラー製
造技術を活かして自転車フレーム・医
療福祉機器等の開発も行っています。

【主要取引先】
　スズキ株式会社
　川崎重工業株式会社
　株式会社クボタ

株式会社榛
し ん

葉
ば

鉄
て っ

工
こ う

所
し ょ

063
製造業

レース用マフラー開発！

ロンドンの町中を
社長が試走しています

マグネシウムを利用
した車椅子フレーム

協同組合HAMING
医療福祉機器開発

ロンドンの
「ジャパンハウス」

に展示

岐大OB/OG
当社で

活躍する

大切なのは「人」
我が社の会長の言葉です。

社内じゃんけん大会
月に一度開催される
じゃんけん大会です。

優勝者には景品があります。
社員のコミュニケーション促進を
目的として活動を行っています。
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■ 会社概要
設　立 昭和54年4月1日

代表者 代表取締役　都築 慶一

資本金 2000万

売上高 7億円

社員数 44人

事業内容 ロボットシステムインテグレータ、
金型加工

事業所 本社、藤岡工場

■ 待遇と勤務
初任給 195,000円

諸手当 勤務手当、住宅手当、通勤手当

昇　給 4月

賞　与 7月、12月

勤務時間 8：00～17：00（休憩75分）

休日・休暇 116日　

福利厚生 各種社会保険、財形貯蓄、
リゾートホテル 等

勤務地 愛知県豊田市西中山町才ケ洞25-2

■ 採用計画
採用職種 機械設計、電気制御、ロボットプログラマー

採用人数 10名

採用学部 工学部

選考方法 面接

■ 連絡先
住　所 愛知県豊田市西中山町才ケ洞25-2

担当部署 経理部

担当者 肴 恵美

TEL、FAX TEL：0565-76-2041
FAX：0565-76-4147

E-Mail info@taisei-sankoh.jp

URL http://www.taisei-sankoh.co.jp/

詳しくはホームページをご覧ください

■ アクセス

株式会社 泰成工業は愛知県豊田市に位置し
地元の主要な自動車製造業者様や多様な業者様へ
ロボットシステムインテグレータとして
ロボット生産設備の製作を行っております。

ロボットシステムインテグレータとは
ロボットを用いた自動化設備を扱うエキスパートです。

 3Dロボットシミュレーション

 3D設計

株式会社 泰成工業064
製造業

〒470-0431 愛知県豊田市西中山町才ケ洞25-2
TEL：0565-76-2041　FAX：0565-76-4147
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中部美化企業株式会社065
土木資材設計開発・販売

 OB紹介
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■ 会社概要
創　業 1950年

設　立 1950年

代表者 取締役社長　大原 鉱一

資本金 8億800万円（国内グループ）

売上高 1,069憶円（国内グループ）

社員数 1,700名（国内グループ）

事業内容 化成品等の開発・製造・販売

事業所 知立、名古屋本社、豊川、大阪等

■ 待遇と勤務

初任給 総合職（修士）224,000円
　　　（大卒）204,800円

諸手当 通勤手当、職務手当、時間外勤務手当等

昇　給 年1回（4月）

賞　与 年2回（7月、12月）

勤務時間 8：30～17：30（休憩60分）

休日・休暇 週休2日制、年末年始・夏季休暇、
有給休暇等

福利厚生 会員制リゾートクラブ、
ゴルフクラブ無記名会員等

勤務地 知立、名古屋本社、豊川、大阪等

■ 採用計画

採用職種 総合職（研究開発・生産技術、営業・
企画管理・国際）、一般職

採用人数 20名予定

採用学部 全学部対象

採用活動 学内説明会、会社説明会等

選考方法 筆記試験、適性検査、面接

■ 連絡先
住　所 愛知県名古屋市中区上前津二丁目9番29号

担当部署 総務部人材開発課

担当者 黒川 錬

TEL・FAX TEL：052-331-5451
FAX：052-332-4316

E-Mail Jinzai@tsuchiya-group.co.jp

　槌屋は商社でありながらメーカー機能を兼ね備えています！お客様から求められる
ものを世界中から探し（商社機能）、無いものは槌屋グループ内でゼロから創ることがで
きる（メーカー機能）そんな魅力的な会社です。

　槌屋の理念である「創造と挑戦」に基づき、私たちはあらゆる業界のものづくり企業と
手を結び、製品と向き合い、これまでに無かった新たな製品を生み出していくことで、よ
り豊かな暮らしの創造や高度で多様なニーズに貢献しています。

 事業内容

　槌屋グループは「ものづくり」企業として特殊印刷・特殊織物技術等を有し、自動車、
航空機、電気電子等の各分野に多種多様な製品と技術を提供しています。
　商社としても国内外有力な仕入先から、豊富な新製品と技術情報をもとに、「開発・提
案型企業」として顧客のニーズに即応しております。

株式会社槌屋066
商社

化成品関連のメーカー兼商社
さがす・うむ・つくる3つをつなぐ多面的創造企業

岐大OB/OG
当社で

活躍する

27名（院卒：11名　学卒：16名）
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■ 会社概要
創　業 1965年4月16日

設　立 1965年4月16日

代表者 代表取締役　鷲野 敦司

資本金 9,520万円

売上高 109億1800万円

社員数 160名

事業内容 特殊鋼の販売及び金型・金型部品の設計・
製造

事業所 浜松営業所・東日本営業所

■ 待遇と勤務
初任給 総合職：215,000円

諸手当 家族手当、昼食手当、通勤手当

昇　給 年1回

賞　与 年2回　夏・冬

勤務時間 8：30～17：30　

休日・休暇 有給休暇、特別休暇

福利厚生 社会保険、福利厚生倶楽部、社員旅行

勤務地 犬山本社

■ 採用計画
採用職種 製造技術　生産技術

採用人数 5名

採用学部 工学部、他

採用活動 マイナビ・単独説明会・会社訪問

選考方法 筆記試験、面接

■ 連絡先
住　所 愛知県犬山市鶴池78番1

担当部署 管理部　総務課

担当者 久綱　恒夫

TEL・FAX TEL：0568-67-6701　
FAX：0568-68-1000

E-Mail saiyou.ntk@meitoku.co.jp

■ アクセス

メーカー機能をもった商社
　当社は自動車部品をはじめ、、
　工作機械や航空機部品など多彩な用途に使われる特殊鋼の専門商社です。
　しかし、単純な商社ではありません。
　昭和60年より付加価値の高い製品を提供しようと金型加工分野に参入。素材の提案
から、金型の設計、製作、試作、物だし、アフターフォロー（補修溶接）まで一貫して行うトー
タルエンジニアリング体制を構築。「メーカー機能を持った商社」として独自性のスタン
スを確立し、商社としての情報力とメーカーとしての技術力を駆使し、世界的なカーメー
カーを始めとした取引先のニーズに最適な製品を提供しています。

名古屋特殊鋼株式会社067
製造業
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■ 会社概要
創　業 1949（昭和24）年

設　立 1953（昭和28）年

代表者 後藤 潤一郎

資本金 7,500万円

売上高 1,814,938,901円（平成30年9月期）

社員数 124名

事業内容 屋外照明機器・鉄鋼建築・
装飾構造物 設計・製造・施工

事業所 愛知県名古屋市熱田区五本松町1番8号

■ 待遇と勤務

初任給 195,080円（大卒）
184,280円（短大卒）（令和2年3月卒向）

諸手当 営業手当･外勤手当･役職手当･
資格手当等

昇　給 年1回

賞　与 年2回＋決算賞与（業績連動型）

勤務時間 8：30～17：30

休日・休暇 土日祝日（一部土曜出勤有り） 
年間110日（平成30年度実績） 

福利厚生 社会保険･家族手当･通勤手当･慶弔禍福

勤務地 名古屋市（本社）、豊明市（工場）、
東京（支店）、大阪（支店）

■ 採用計画

採用職種 営業職・事務職・現場監理職・製造職・
設計職・デザイン職

採用人数 不定

採用学部 問わず

採用活動 学校求人･求人媒体･ハローワーク

選考方法 書類選考･筆記試験･面接

■ 連絡先
住　所 名古屋市熱田区五本松町1番8号

担当部署 会社本部

担当者 林 隆伸

TEL・FAX TEL：052-681-2181
FAX：052-681-2192 

E-Mail recruit@gairoto.co.jp

■ アクセス

日本街路灯製造株式会社068
製造業



平井精密工業株式会社

〒503-0944
岐阜県大垣市横曽根5-145

Tel：0584-89-2394

平井精密工業株式会社 大垣工場

詳しくはこちらまで
http://www.hirai.co.jp

平井精密工業㈱は世界トップレベルのフォトエッチング
加工技術を持っています

工場見学できます！エッチングとやる気あふれる
仲間たちを見に来てみませんか？

〈お問い合わせ先〉

大垣総務課 宗岡
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皆さまの暮らしを安心・安全・快適に支えます皆さまの暮らしを安心・安全・快適に支えます
 　　　　　　　 は配管資材の総合メーカーとして、高品質な製品を豊富に取り揃え
皆様の”安心・快適な暮らし”をトータルに支えていきます。

 　　　　　　　 は個性を尊重する社風から生まれる柔軟な発想で、新規分野への
挑戦を続けています。

配管資材の総合メーカー

スプリンクラー樹脂配管システム

「カポリSP®プレハブシステム」
デザイナー：上野 晃 （岐阜大学OB）

〈GOOD DESIGN AWARD 2019〉受賞
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 ■ 本社⼯場
  〒4376-0006
  掛川市本所650
  TEL: 0537-27-2100
 
 ■ 掛川⼯場
  〒437-1432

  TEL: 0537-74-5901
  FAX: 0537-29-5930

 ■ HP
   http://www.shinba.net/

榛葉鉄⼯所

 掛川市上⼟⽅⼯業団地29-37

株式会社

⼯場⾒学随時受け⼊れ可能！

国内の⼤⼿⼆輪メーカー純正マフラーを⽣産！（レース⽤
マフラーも開発中です）マフラー製造技術を活かして、⾃
転⾞フレーム・医療福祉機器等の開発も⾏っています。

 ■ 本社⼯場
  〒4376-0006
  掛川市本所650
  TEL: 0537-27-2100
 
 ■ 掛川⼯場
  〒437-1432

  TEL: 0537-74-5901
  FAX: 0537-29-5930

 ■ HP
   http://www.shinba.net/

榛葉鉄⼯所

 掛川市上⼟⽅⼯業団地29-37

株式会社

⼯場⾒学随時受け⼊れ可能！

国内の⼤⼿⼆輪メーカー純正マフラーを⽣産！（レース⽤
マフラーも開発中です）マフラー製造技術を活かして、⾃
転⾞フレーム・医療福祉機器等の開発も⾏っています。

 ■ 本社⼯場
  〒4376-0006
  掛川市本所650
  TEL: 0537-27-2100
 
 ■ 掛川⼯場
  〒437-1432

  TEL: 0537-74-5901
  FAX: 0537-29-5930

 ■ HP
   http://www.shinba.net/

榛葉鉄⼯所

 掛川市上⼟⽅⼯業団地29-37

株式会社

⼯場⾒学随時受け⼊れ可能！

国内の⼤⼿⼆輪メーカー純正マフラーを⽣産！（レース⽤
マフラーも開発中です）マフラー製造技術を活かして、⾃
転⾞フレーム・医療福祉機器等の開発も⾏っています。

 ■ 本社⼯場
  〒4376-0006
  掛川市本所650
  TEL: 0537-27-2100
 
 ■ 掛川⼯場
  〒437-1432

  TEL: 0537-74-5901
  FAX: 0537-29-5930

 ■ HP
   http://www.shinba.net/

榛葉鉄⼯所

 掛川市上⼟⽅⼯業団地29-37

株式会社

⼯場⾒学随時受け⼊れ可能！

国内の⼤⼿⼆輪メーカー純正マフラーを⽣産！（レース⽤
マフラーも開発中です）マフラー製造技術を活かして、⾃
転⾞フレーム・医療福祉機器等の開発も⾏っています。

ホームページからお問い合わせください。
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愛知県豊田市西中山町才ヶ洞25 – 2
TEL  0565 - 76 – 2041 FAX  0565 - 76 – 4147
http://www.taisei-sankoh.co.jp

技術を創造し、

変革を生み出す

株式会社泰成工業は
産業用ロボットを用いた

自動化設備を扱うエキスパートです。

info@taisei-sankoh.jp

愛知県豊田市西中山町才ヶ洞25 – 2
TEL  0565 - 76 – 2041 FAX  0565 - 76 – 4147
http://www.taisei-sankoh.co.jp

技術を創造し、

変革を生み出す

株式会社泰成工業は
産業用ロボットを用いた

自動化設備を扱うエキスパートです。

info@taisei-sankoh.jp
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“西濃印刷に頼んで良かった”
この一言が
私たちの目標です。

第 号

名古屋営業所　〒451-0073 名古屋市西区浄心本通3-45 1052-524-5611 　052-524-1823
URL https://www.seinou.co.jp/　E-mail seinou@seinou.co.jp 

本　　　　社　〒500-8074 岐阜県岐阜市七軒町15番地 1058-263-4101 　058-263-4104

http://www.abe-nikko.co.jp

代表取締役社長 井手口 哲朗

プレストレストコンクリート橋梁、タンクの設計施工
プレストレストコンクリートまくらぎ、二次製品の製造販売 岐阜本社／岐阜県岐阜市六条大溝３丁目１３番３号

Tel（058）271-3391 Fax（058）-273-3796

東京本社／東京都新宿区下落合２丁目３番１８号
Tel（03）5906-5621 Fax（03）-5906-5270

支店／東北・東京・中部・大阪・九州

工場／須賀川・岐阜・岐阜本巣・滋賀・大牟田

次代を見つめるテクノロジー
LIFE ENERGY ABENIKKO
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【当社製品】
創業は１５６０年。時は群雄割拠の戦国時代・・・・・

幾多の英雄たちがロマンを求め生き抜いていたとき、

わが先人たちは岐阜の地で現在でも事業のベースと

なっている鋳造業をはじめました。

以来、４５０年以上、常に新しい技術と視点で時代が

要求する「鋳物づくり」を目指しています。

創業１５６０年の老舗

現在では、「鋳物を核技術としたオリジナル製品

づくり」を目指し、素形材のみならずデザイン、設計、

精密加工、組立までの一貫メーカーとして、総合技術

力と国内に張り巡らされた営業拠点、コンピューター

ネットワークの充実により、スピードある対応と最新

情報の発信地として、お客様の幅広いニーズにお応え

しています。

精密治具及び治工具梵鐘・釣鐘
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