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ふりがな あぴ

郵便番号 500-8558

住所 岐阜県岐阜市加納桜田町1-1

TEL 058-271-3883

設立 1972年10月21日

資本金 4,800万円

従業員数 1,257名（2019年8月期）

売上高 359億7,400万円（2019年8月期）

ふりがな あべにっこうこうぎょう

郵便番号 500-8638

住所 岐阜県岐阜市六条大溝３丁目１３番３号

TEL 058-271-3391

設立 1949年

資本金 3億円(2019年3月期)

従業員数 515名　（2019年6月30日現在）

売上高 26,917百万円（2019年6月）

　２　株式会社安部日鋼工業

留学生の皆さんへ
メッセージ

　１　株式会社アピ

事業内容

プレストレストコンクリート技術を柱に橋梁や水道タンクの設計・施工、鉄道のまくらぎ
及びPC二次製品の設計・製造販売を行っています。
国交省をはじめ、地方自治体から発注された橋梁、日本初のPCタンクを誇りとする容
器構造物、またJR各社をはじめ、全国の鉄道会社から信頼を寄せているPCまくらぎ
が強みです。

当社は健康食品や医薬品のOEMメーカーです。特に健康食品では、商品の企画提案
から開発、生産、品質管理まで手がけており、コンビニやドラッグストア、通販でおなじ
みの商品が実はアピで作られたものも多いんですよ。素材の産地は世界中。もちろん
マーケットも世界中に広がっています。私達は皆さんの力を存分に発揮できる環境と
挑戦する舞台を用意しています。

外国人技術者の雇用拡大を目指し、来年度に留学生を2名採用します。当社で、橋梁
やPCタンクの設計や、施工管理、営業等で能力を発揮していただけます。近年ではス
リランカでJICAの普及実証事業や、バングラデシュの鉄道案件を受注しています。今
後もアジア、アフリカをはじめ、発展途上国での新規案件受注拡大に力を注いでいき
ます。貴方も世界との架け橋となって、スケールの大きなビジネスに参画しませんか。

留学生の皆さんへ
メッセージ

事業内容

●蜂蜜・ローヤルゼリーなどの蜂産品の販売、養蜂指導と蜂・養蜂器具の販売
●健康補助食品の商品提案から生産・出荷までの総合受託製造および研究・
開発
●医薬品の受託製造

http://www.abe-nikko.co.jp/#
https://www.api3838.co.jp/#


ふりがな いちまるふぁるこす

郵便番号 501-0475

住所 岐阜県本巣市浅木318番地1

TEL 058-320-1030

設立 1959年8月30日

資本金 9,738万円（2019年3月期）

従業員数 184人

売上高 81億8000万円

ふりがな けーぶいけー

郵便番号 501-3304

住所 岐阜県加茂郡富加町高畑字稲荷641番地

TEL 0574-55-0005

設立 1949年1月1日

資本金 28億5,493万円

従業員数 939人（男 569人、女 370人）2019年9月現在

売上高 241億5,200万円(2019年3月実績)

　３　一丸ファルコス株式会社

開発企画設計から製造、販売まで一貫して行うKVKでは、各セクションの関わ
りが深く、営業がお客さまの要望を開発に伝えたり、製造現場の担当者が企画
会議に参加したりするなど、さまざまな職種の人たちがひとつの商品に関わる
事ができる会社です。海外工場は中国大連とフィリピンマニラにあり、海外販売
は中国をメインに東南アジアへの販売を進めています。

留学生の皆さんへ
メッセージ

we demand a high talented person have superior an international sense and
the communicative competence.
We are going to concentrate a power on an international study and business
activity in future.

化粧品原料、健康食品原料および
医薬部外品原料の研究開発、製造、販売ならびに輸出入

　４　株式会社ＫＶＫ

留学生の皆さんへ
メッセージ

事業内容

事業内容

水栓金具専業メーカーとしてトップシェアを誇るKVKでは、暮らしに欠かせない
商品を世の中に送り出すことに誇りを持ち、みなさまに快適な暮らしを提案した
いと考えています。商品の企画から開発、設計、製造、販売、そしてお客さま
サービスによる情報収集に至るまで、一貫して行い、品質の向上に努めていま
す。

https://www.ichimaru.co.jp/company/#
http://www.kvk.co.jp/#


ふりがな こうようしんわ

郵便番号 509-5142

住所 岐阜県土岐市泉町久尻2431-17

TEL 0572-55-6771

設立 1993年3月5日

資本金 1,000万円

従業員数 42名（2018年9月期）

売上高 4億5,000万円（2017年8月期）

ふりがな だいしんせいこう

郵便番号 500-8267

住所 岐阜県岐阜市茜部寺屋敷2-88

TEL 058-273-0200

設立 1978年

資本金 1,000万円（2018年12月期）

従業員数 160名（2018年12月期）

売上高 12億円（2018年12月期）

留学生の皆さんへ
メッセージ

まずは、現場に出ている技能実習生とより良いコミュニケーションが取れるように、基本業務で
ある仮設足場の組立・解体等の業務を覚えていただきます。
その上で、大学で勉強した経済学・ビジネス学を生かして、お客様との商談・打合せ等をし、現
場の管理もしていただきます。
また、マネージャーとして技能実習生の時間の管理や育成、外国人技能ｊ実習生に関する全般
をマネジメントしていただき、良きパイプ役をお願いします。

事業内容

建設現場の縁の下の力持ち。お客様に喜んでいただける質の高い仮設足場を提供し
ています。経営理念は、ズバリ『全ての従業員が将来に希望を持って、安心して働くこ
とができる会社創り』。休日（有休）の確保、働きやすい仕組み、各種イベントの開催
等、社員と家族のことを考えた労働環境作りを積極的に行っています。

　５　向陽信和株式会社

　６　大進精工株式会社

事業内容

留学生の皆さんへ
メッセージ

１か月間の新入社員研修、３か月間のＯＪＴ。そして毎年の社内研修と教育制度も充
実しています。
留学生初採用。外国人留学生の次世代リーダーとして期待しています。
将来、設計者として新商品の開発を手掛け、人々の記憶に残る製品を世に送り出しま
しょう。

機械設計、電気・電子設計、土木（橋梁）設計

中部地区トップクラスの総合エンジニアリング企業
誰もが行ったことがあるテーマパークそして多くの方が利用する劇場やホール、私たち
はそんなアトラクション装置や舞台機構までも手掛けています。

http://www.kouyoukun.co.jp/#
https://www.daishin-s.co.jp/#


ふりがな だいわこうぎょう

郵便番号 503-0203

住所 岐阜県安八郡輪之内町楡俣新田１９９番地の1

TEL 0584-69-4011

設立 1982年8月23日

資本金 2,000万円

従業員数 ９１人

売上高 ３７億円

ふりがな たぐちせいさくしょ

郵便番号 503-0986

住所 岐阜県大垣市中曽根町319

TEL 0584-91-3226

設立 1951年

資本金 1,200万円

従業員数 48名（2019年8月末現在）

売上高 6億円（2019年3月期）

精密機械加工を得意分野としながら徐々に事業を拡大し、現在はロボット用精密減速
機、建設機械用油圧機器、輸送車両軸受などの製造を手がけています。
新しい事業として、省力化のためロボットを導入したい企業へのシステム提案や安全
教育をするロボットシステムインテグレーター（SIer）事業を展開しています。

留学生の皆さんへ
メッセージ

現在、外国人正社員が1名、技能実習生が7名働いております。
新事業を立ち上げ、社員に多様なキャリア形成の選択肢を提供することができる会社です。シ
ステムエンジニア、機械加工技術者、ロボット安全講習のテキストの翻訳や外国人に対する講
習など様々の職種を担っていただきます。
みなさんがチャレンジしたい事ができる環境づくりに努めていますので、ぜひ私たちと一緒に次
代の会社を作っていきましょう。

　７　大和工業株式会社

　８　株式会社田口鉄工所

事業内容

プラスティックの特殊加工技術から始まり、その独自の技術が礎となり、半導体の洗
浄装置や液晶パネルの製造装置をはじめ、メッキや現像などの耐食設備等の付帯装
置を設計・製作・組立・改造メンテナンスを行っています。また海外にもグループ会社
を有し、グローバルなニーズに対応しています。

事業内容

留学生の皆さんへ
メッセージ

シリコンウェハー洗浄装置関連ではアジア、アメリカ、ヨーロッパにも製品を送り出し、
高い評価を得ています。ビジネスフィールドがグローバルになる中、大和工業も海外
４ヶ国にグループ会社を有し、積極的に海外展開を進めています。こうした流れにあっ
て、人材のグローバル化と多様性も必要になってきています。様々な国籍や多様性を
活かし成長していける人材を募集します。

http://www.daiwa-el.co.jp/#
http://taguchi-mw.com/#


ふりがな とうかいせいのううんゆ

郵便番号 509-5202

住所 岐阜県土岐市下石町西山304-912

TEL 0572-57-3535

設立 1947年6月

資本金 1億円（2019年3月期）

従業員数 1,120名（2019年3月期）

売上高 200億円（2019年3月期）

ふりがな とうわせいさくしょ

郵便番号 505-0022

住所 岐阜県美濃加茂市川合町4-5-2

TEL 0574-25-3828

設立 1948年10月

資本金 5,200万円

従業員数 197名（2019年3月）

売上高 41億8000万円（2019年3月）

　１０　株式会社東和製作所

事業内容

油圧シリンダを主力製品とし、油圧機器のメーカとして事業を行っております。
当社の油圧シリンダは働く車に多く搭載されていますが、お客様の業界は多岐に
渡り、消防車やごみ収集車などの産業車両、農業・建設機械、航空・船舶分野でも
活躍しています。また、現在はセンサ技術を利用したシリンダ開発も実施しています。

留学生の皆さんへ
メッセージ

現在、当社で働く全従業員の31%が外国籍です。ブラジルやベトナムをはじめ、
アメリカの社員も自らの役割をもって活躍しています。社長から発信された
「日本人社員と外国人社員の垣根を無くし、頑張る社員を評価する」をキーワードに
日本でのモノづくりにこだわって仕事をしています。日本で日本語を使いながら、広報の
仕事をしたい。IT分野でプログラムやマイコンを使いたい。設計業務や生産技術業務に
興味があれば、ぜひ当日お会いしましょう。

事業内容

総合物流商社として物流に関わる事業を行っています。
特に当社はBtoBに特化しており、企業間の物流をメインで行っております。
全国のお客様の元へ商品をお運びすることでお客様に「時間」と「気持ち」をお
届けしています。

留学生の皆さんへ
メッセージ

現在当社では外国人留学生で活躍されている方はおりませんが技能実習生として現在2名の方に力をお
借りしております。
留学生の方々には今後下記の分野で力をお借りできればと考えています。

仕事内容：品質管理、お客様対応、現場（プラットホーム）での仕分け作業
お客様と関わる業務が多いためコミュニケーションをとる機会が多いお仕事になります。　人と関わること
が好きな方、興味のある方、お待ちしております。

　９　東海西濃運輸株式会社

https://towa-gifu.co.jp/#
http://www.tokai-seino.co.jp/#


ふりがな にっぽんとむそん

郵便番号 108-8586

住所 東京都港区高輪2-19-19

TEL 03-3448-5860

設立 1950年2月

資本金 95億3,317万390円（2019年3月期）

従業員数 2,448名（2019年3月期）

売上高 575億7,000万円（2019年3月期）

ふりがな のはらでんけん

郵便番号 503-0936

住所 岐阜県大垣市内原1-71

TEL 0584-88-2771

設立 1980年5月1日

資本金 5,000万円（2019年3月期）

従業員数 473名（2019年3月期）

売上高 213億円（2019年3月期）

　１１　日本トムソン株式会社

①自動車関連及び電子（半導体）の部品製造
②金属・樹脂・ゴム・セラミック加工
③総合アッセンブリー
④計測・調査分析・評価試験を主とした品質保証業務
⑤介護事業

留学生の皆さんへ
メッセージ

自動車の重要な機能部品の製造、組立、評価まで一貫した業務を行っています。
仕事内容は、生産、品質管理等の管理業務や、工程改善、お客様対応、設備メンテナンス等幅
広い業務にチャレンジできます。
工場には、パートや外国籍の方々が作業者として多く従事しており、そういった方々とも連携を
図りながら、モノづくりを進めていく仕事です。

事業内容

ニードルベアリング・直動案内機器・メカトロシリーズの開発・製造・販売

あらゆる機械の「滑らかな動き」を支える『ベアリング』を生産しており、世界中のものづくりや私
たちの身の回りの生活を支えています。
『社会に貢献する技術開発型企業』を経営理念とし、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ
生産が強みです。

　１２　野原電研株式会社

留学生の皆さんへ
メッセージ

当社は現在、「IKO中期経営計画2020」を推進しており、更なるグローバル化を目指しておりま
す。
決して超大手企業ではありませんが、その分一人一人の存在が大きく、皆さん自身が革新を起
こすことができる環境です。
また、福利厚生も整っており、独身寮にはわずか〇〇〇〇円で住むことができます！
興味のある方はお気軽にブースまでお越しください。

事業内容

https://www.ikont.co.jp/#
https://www.n-denken.co.jp/#


ふりがな ひぐちせいさくしょ

郵便番号 504-0957

住所 岐阜県各務原市金属団地44番地

TEL 058-383-1141

設立 1963年11月

資本金 2,000万円（2019年8月期）

従業員数 199名（連結505名）　（2019年8月）

売上高 43億円（連結83.5億円） （2019年7月期）

ふりがな まんとぅーまんあにも

郵便番号 500-8842

住所 岐阜県岐阜市金町6-21　岐阜ステーションビル７F

TEL 058-215-5511

設立 2004年10月8日

資本金 3,000万円

従業員数 26名

売上高 1億1,200万円

障害者雇用促進と活躍の場を創出するを理念に掲げ、障害のある社員が中心とな
り、WEB制作や保守メンテの事業、書類の電子化事業、障害者サテライトオフィス事業
を行っています。他にも行政から、障害者・高齢者・外国人の雇用促進に係る事業を
受託運営。障害者雇用のノウハウを活かしたコンサルティングを行っています。

留学生の皆さんへ
メッセージ

弊社では、現在4名の外国人の方が活躍しています。
また、岐阜県の行政受託事業において、留学生と企業の採用・就労支援を行っております。昨
今、日本では、少子高齢化による人材不足が叫ばれています。そんな中、皆さんのような外国
人留学生の方々やまだまだ働ける高齢者の方々を活用することがテーマだと考えています。
私たちと一緒に、皆さんが活躍できる場の開拓や日本が抱えている課題解決を『岐阜』から始
めませんか？

事業内容

当社は金属プレス技術の中でも「深絞り」技術を得意にしており、他社が出来な
い様な製品もお客様から依頼を受けて自動車部品を製造しています。所在地
は岐阜県各務原市ですが、世界中のお客様の要望に応えるため、アメリカ テ
キサス州、中国 杭州市、メキシコ アクーニャ市に拠点を設立して信頼の輪を広
げています。

　１３　株式会社樋口製作所

　１４　Man to Man Animo株式会社

留学生の皆さんへ
メッセージ

現在、外国人留学生の採用実績は2名で、品質管理部門、技術部でそれぞれエンジニアとして
活躍していただいております。その他に外国籍の社員6名が在籍しおり、各々活躍していただい
ております。当社は海外拠点がアメリカ、中国、メキシコにあり、その国との懸け橋になっていた
だけるエンジニアの方が我々と一緒に仕事をして頂けることを望んでおります。
2020年卒者でも留学生を1名採用内定をしております。

事業内容

https://hig-jp.net/#
https://www.animostyle.jp/#


ふりがな みのこうぎょう

郵便番号 509-0132

住所 岐阜県中津川市茄子川1646-51

TEL 0573-66-1025

設立 1951年3月1日

資本金 4億1,620万円

従業員数 804人（2019年9月末現在）

売上高 242億4,000万円

ふりがな やばしほーるでぃんぐす

郵便番号 503-2213

住所 岐阜県大垣市赤坂町226

TEL 0584-71-0820

設立 1961年

資本金 4,068万円

従業員数 527名（グループ国内）

売上高 209億円（2019年3月実績）

事業内容

矢橋グループは〈独自の技術による資源の完全利用〉を目指し、国内10社、海
外6社で事業を展開。コアとしているのは石灰関連と建設関連の二事業。西濃
地域から広く日本国内、そしてアジア地域の韓国、ベトナム、ミャンマー、シンガ
ポールを舞台に、世界に貢献する創造的な企業活動を行なっています。

留学生の皆さんへ
メッセージ

国内・海外の多方面に事業展開を行っており、国内のグループに於いても矢橋
インターナショナルという子会社を設立。また海外における住宅設計施工をを
目的とした、海外生産技術部を設けて事業展開を行っている。意欲的でコミュ
ニケーション能力があり、自主性を持ち将来のビジョンを描いている方を求めて
います。

　１６　矢橋ホールディングス株式会社

事業内容

当社はアルミダイカスト製品（主に自動車部品）を生産しており、金型設計、試
作、ダイカスト、二次加工までを一貫生産。得意先の世界一製品をサポートす
るモノづくりをしています。国内のみならず、中国は上海・南通、タイはバンコ
ク、アメリカはロサンゼルス、メキシコはレオンに、現地法人を立ち上げていま
す。

留学生の皆さんへ
メッセージ

社内開催の運動会「ミノリンピック」や中津川市の企業みこしへの参加、会社全体の日
帰りバス旅行、部門で行う旅行など様々なイベントがあります！ほかにも野球部、フッ
トサル部などの部活動があり、仕事に関係なくプライベートでも交流を深めています！
当社はグローバル化に力を入れています。世界を舞台に自分の力を発揮していきた
いという方、私たちと一緒に目標へ向かって邁進しましょう！！

　１５　美濃工業株式会社

https://www.yabashi.co.jp/#
http://www.mino-in.co.jp/#

