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高校生向け企業ガイド 津 ２０２２
発行のごあいさつ

津市長 前 葉 泰 幸

新型コロナウイルスとの闘いは、感染の拡大と縮小を繰り返しながら早２年半が
経過しました。高校生の皆様におかれましては、社会生活様式の変化に加え、長
引く地域経済の停滞により、進路面などで不安を抱えられている方も多数いらっし
ゃることと思います。

全国的にも感染動向の先行きは不透明であり、コロナ対策は引き続き最優先課
題です。津市においても、参加される皆様の健康と安全を守ることが第一と判断し
、「高校生向け企業セミナー」につきましては、今年度も７月の開催を中止としまし
た。しかしながら、このコロナ禍を乗り越えた先の新しい社会を見据え、将来に向
けた地域経済・産業振興の取組も着実に前に進めていかなければなりません。市
内のものづくり企業の皆様と高校生の皆様をつなぐこの貴重な機会を確保するた
め、津市では、市内の企業をご紹介する「高校生向け企業ガイド 津 ２０２２」を作
成し、配布することといたしました。

津市には世界で活躍する企業、最先端の技術や独自の技術を有する企業等、
素晴らしいものづくり企業が数多くあり、このような魅力溢れる企業は、高度な技
能を誇る人材により支えられています。津市の産業が、将来に渡って成長し続け
るためには、次代を担う優秀な人材にご活躍いただきながら、それぞれの企業の
優れた独自技術を引き継ぎ、守り、時には進化させていくことが非常に大切である
と考えています。

本誌がものづくりに対する理解と関心を高めるとともに、高校生の皆様と企業と
の懸け橋となり、地域産業の担い手となる人材の誕生につながりますことを心より
ご期待申し上げます。

コロナ禍という厳しい社会経済情勢ではありますが、高校生の皆様には、しっか
りと自分と向き合い、それぞれが胸に抱く夢や目標に向かって邁進してください。
最後に、高校生の皆様の輝かしい未来と本誌掲載企業のますますのご発展をお

祈り申し上げます。
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掲載企業一覧

③株式会社一志精工電機 市内：本社・津市久居野村町811番地
第２工場・津市久居小野辺町939番地

≪主な業務内容（全社）≫
・金属プレス加工や金型製造など技術を身に着け、エンジニアへと育成します

①旭電器工業株式会社 市内：本社工場・津市白塚町2856番地
河芸工場・津市河芸町上野692番地の1

市外：志摩工場・志摩市磯部町下之郷558番地

≪主な業務内容（全社）≫
住宅用配線器具（主にスイッチやコンセント等）、車載部品（ハイブリッド車用充電ケーブル
や侵入センサ等）を設計から製造まですべてを担当させていただいています。モノづくりの
入口から出口まですべてを担当させていただいている会社なので、モノづくりの楽しさ、やり
がいを非常に感じてもらえる職場です。三重県にしか工場はないので、転勤等の心配なく落
ち着いてライフワークを充実してもらうことができます。

②旭鍍金株式会社 市内：本社・津市雲出長常町1201-8
市外：群馬工場・群馬県前橋市下大島町585-4

≪主な業務内容（全社）≫
当社は、三重県一の充実した設備群（２７ライン）を保有しており、金、銀、銅、すず、 ニッ
ケル、亜鉛、クロムなどあらゆるめっき処理に対応しています。 創業７０年以上の経験から
培った技術力を今後も日々発展させ、お客様のニーズに応えることができるよう全社一丸
で取り組んでいます。未経験者がスキルアップできるよう全力でサポートします。レクレー
ション活動も活発です。ぜひ私たちと一緒に前進していきましょう。
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(HP） https://asahidenki.biz/

(管理部人事課・木本・059-233-2000)

(総務部長・大西・059-234-9555)

（HP） http://www.asahimekki.co.jp

会社HP 

会社HP 

(代表取締役・北角・059-255-2456)

（HP) https://www.i-seiko.co.jp

会社HP 

④株式会社イワヰ 市内：三重工場・津市芸濃町椋本2360番地
安濃工場・津市安濃町内田3000番

市外：暁工場・四日市市中村町1029番地
港倉庫・名古屋市港区小碓1丁目108

≪主な業務内容（全社）≫
当社はトヨタ・ホンダなど各自動車メーカーの部品を1次メーカーから注文を受け、製造し販売しています。製造し
ている部品はシートや車体に使用される金属部品でプレスから溶接及び組立までの加工工程を経たアッセンブ
リ製品です。そうした製品を造る為に、「プレス加工・溶接加工・組立て・生産管理・設備保全・品質管理・プレス
金型保全・総務、経理・営業」の業務があります。休日は年間110日あり平均8日の長期連休も年3回（5月、8月、
12月）あります。昨年度の有給休暇取得率は約65％です。2022年に人事制度を新しくし、より成果に応じた昇給
や賞与となり頑張ったすべての人が給与が上がる仕組みとしました。働く環境においては規則としてハラスメント
防止や育児・介護の休暇を充実させています。こんな会社ですが、ぜひ一緒に仕事をしてみませんか。

(管理課長・工藤・059-265-2234)

(HP) http://www.i-wa-i.co.jp

会社HP 
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⑤株式会社大里食肉センター 市内：本社・津市大里睦合町2353

≪主な業務内容（全社）≫
主に食肉(豚・牛)の加工、販売をおこなっている会社です。 当社では、衛生管理を徹底
しており、食品安全を目的とした国際的なマネジメント規格である 『 ISO22000 』 の認証
を取得しています。 おいしさはもちろんのこと 安心安全な商品をお客様に届け、 社会
から信頼される会社を目指しています。

⑥小木曽工業株式会社 市内：三重工場・津市河芸町三行2181-1
津工場・津市あのつ台1丁目8-2

市外：本社・愛知県名古屋市中川区富船町2丁目1番地

≪主な業務内容（全社）≫
・２０代の従業員が特に多く在籍しており、活気のある工場です。
・年齢の近い先輩に教えてもらえるので、親近感・安心感があります！
・機械設備につき、自動車などに使われる
”精密シャフト”や”みがき棒鋼”等を加工・製造しています。

(HP) https://oosato.co.jp(管理部課長・渡邊・059-230-1129) 会社HP 

(係長・山崎・052-361-1235)

(HP) http://www.ogisokogyo.jp/ 会社HP 

⑦関東化学株式会社 市内：三重工場・津市あのつ台2丁目1番1
市外：本社・東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

草加工場・埼玉県草加市稲荷1丁目7番1号
≪主な業務内容（全社）≫
まもなく創業80年を迎える総合試薬メーカーです。試薬は実験や研究に使われる化学薬品で、
学校では理科の実験などで使われていますので皆さんも一度は使ったことがあるのではないでしょうか。
当社の製品は、学校の実験だけでなく、様々な産業の研究や製品開発、品質管理などに使用されています。
現在は医療分野や半導体関連に使われる製品の需要が高まり、コロナ禍においても堅実に業績を伸ばしています。
≪主な業務内容（三重工場）≫ 
半導体製造に必要不可欠な電子工業用薬品を製造しています。
主にパソコンやスマートフォンなどの半導体メモリーを製造する際に必要とされる超高純度な化学薬品です。
半導体業界は業績が好調で当社製品の需要も高く、順調に業績を伸ばしています。

(管理課係長・山副・059-236-1200)

会社HP 

⑧共栄産業株式会社 市内：本社・津市栗真中山町２５１

≪主な業務内容（全社）≫
汎用プラスチックによる筐体はもちろんのことですが、
エンジニアプラスチック樹脂の筐体やインサートなどに対応。
車載部品軽量化に対応するスーパーエンプラのPPS材ガラス50％入りなど
筐体製品(インサート含む)に対応しています。
流動解析ソフトを活用し設計サポートもメーカー様に行っています。
品質管理システムによりFANUC社製成形機全機種の品質情報100万ショットを自動収集
(迅速なトレサビリティ対応)

(代表取締役・高橋・059-232-3093) (HP) http://www.kyoueisangyou.com/

会社HP 

(HP) https://www.kanto.co.jp/



⑩国分プレス工業株式会社 市内：安濃工場・三重県津市安濃町安濃2299-1
市外：幸手工場・埼玉県幸手市上吉羽堤外2100-23

ひばりヶ丘工場・埼玉県幸手市木立流作1830-25 
宇都宮センター・栃木県宇都宮市元今泉4-2-10

元今泉ハイタウン2Ｆ-3

≪主な業務内容（全社）≫
弊社はHONDA様の自動車部品を７０年にわたって生産しております。
業務内容は自動プレス機のオペレーター 自動プレス機の稼働状況を
監視しながら製品箱の交換、移動する作業が主です。
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⑨株式会社くろがね工作所 市内：津工場・津市片田町７３１－２
市外：本社・大阪市西区新町１丁目４－２４

大阪四ツ橋新町ビル

≪主な業務内容（全社）≫
板金加工で金属製品を製造している工場です。
ものづくりに興味のある方を募集しています。

(総務環境課課長・生島・059-237-4101)

（HP) https://www.kurogane-kks.co.jp

会社HP 

(総務係指導員・堀・059-268-2977)

会社HP 

（HP) http://www.kokubun-press.co.jp/

⑪株式会社小久保鉄工所 市内：津工場・津市雲出伊倉津町字16割
市外：本社・鳥羽市鳥羽1丁目16番6号

≪主な業務内容（全社）≫
船を中心に、発電所や飛行機、ロケットなどをつくったり、動かしたりするための巨大な
装置を製缶加工する仕事です。
手がける製品は、煙突にタンク、送風機など多岐にわたり、どれも安全な運転・航行に欠
かせないもの。たった1つの小さなパーツから、仲間と協力しながら巨大な装置を組立技
術や溶接技術を駆使しつくり上げる仕事です。

(総務部・藤井・059-234-5111)

会社HP 

(HP) http://kokubo.cc

⑫株式会社サンヨー 市内：本社・津市森町戸塚１７２４
市外：東北営業所：岩手県北上市里分8-83

関東営業所：東京都葛飾区東金町8丁目4-18
中国支店：岡山県津山市志戸部440-13

≪主な業務内容（全社）≫
☆焼却炉、木材ストーブの企画・開発・製造・販売・ メンテナンスまで一貫して行っていま
す！製造・建設・食品・畜産・農業・神社・寺院などあらゆる業界のお客様のニーズにお応
えしています。
私たちと一緒に、時代に合った焼却炉づくりに挑戦し、新しいサンヨーを築いていきましょう。

(代表取締役・川島・059-252-1521)

会社HP 

(HP) https://www.syokyakuro.com
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⑬株式会社トミテック 市内：本社工場・三重県津市美杉町竹原172-16

≪主な業務内容（全社）≫

インフレーションでのポリエチレンフィルムの製造とポリエチレン袋を製造しています。

食品から建材・自動車と幅広く使用されているフィルム製品を作っている会社です。

(工場管理部・佐藤・059-262-5661)

⑭株式会社中尾製作所 市内：本社・高茶屋工場・津市高茶屋7-5-44

雲出工場・津市雲出長常町七の割1201-6
阿漕工場・津市大倉19-6

市外：名古屋営業所・名古屋市守山区大永寺町122
東京営業所・千代田区内神田3-5-5 大同ビル5階505号室
海陽中尾五金有限会社・山東省海陽市東風路

上海中尾五金有限公司・上海市嘉定区馬陸陳宝路285号

≪主な業務内容≫
2025年3月で創業100年の津市の老舗企業です。
中国にも工場を2拠点所有し国内外の製造・販売に力を注いでいます。
入社後研修プログラムにより文系理系関係なく指導し

仕事を覚えて頂きます。

会社HP
(HP) https://www.nakaoss.com/

会社説明動画
(板金組立加工)       (金型取付) 

(総務課・国枝・059-234-2901)

⑮株式会社葉山電器製作所 市内：本社・津市美里町五百野1285
あのつ台工場・津市あのつ台1丁目1-7

≪主な業務内容≫
葉山電器製作所はパナソニック（株）とのパートナーシップのもと、
テーブルタップやコンセント等の電気配線器具の開発・製造を行っている会社です。
近年では、電気配線器具で培ってきた技術を活かして車載部品等の製造も行っております。また、本社を含め全工場すべてが津市内のため、
地元に定着しながら身近な製品が出来上がるまでの仕事に携わることが出来ます。
葉山電器製作所の特徴は、『こんな製品が欲しい』というお客様の声に対して、
製品設計から工程設計、成形品を作るための金型の設計・開発、
部品の生産、最終的に製品組立まで社内で一貫したモノづくりです。
入社後は一つ一つ出来ることを増やしスキルアップを目指していきます。
もちろん、分からないことがあれば1人で悩まず、上司や先輩社員のサポートやアドバイスを受けたり、
同僚とも相談・協力しながら一緒に成功に向けて取り組んでいきます。
具体的な業務としましては、部品を組み合わせていく仕事、機械を使用し部品を生産する仕事など
モノづくりに様々な方面から携わることができます！
ご興味を持たれた方、皆様のご連絡お待ちしております！

(採用担当・秦・059-279-3131）

(HP) http://e-hayama.co.jp/

会社HP

⑯ジャパン マリンユナイテッド株式会社 市内：津事業所・津市雲出鋼管町1番地3
市外：本社・横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号

(横浜ブルーアベニュー)

≪主な業務内容（津事業所）≫
日本の物流の9割は船で行われ、人々の生活を支えるとてもやりがいのある仕事です。
造った船が海に出る瞬間、言葉にできない感動に包まれます。
造船は「ものつくり」の夢とロマンがあふれる仕事です。
ジャパン マリンユナイテッドは、2013年にユニバーサル造船とアイ・エイチ・アイマリンユナイテッドとの統合
により誕生しました。新造船建造シェアは日本国内で1・2位を、世界では6・7位を競う会社です。
仕事内容は、大型船建造に係るNC機械のオペレーション、鋼鈑・鋼管の加工、及び組立、
溶接、運搬、塗装、機器の据付・運転など多種多様な仕事があります。

(管理部総務人事グループ・吉岡・059-238-6103)

(HP) https://www.jmuc.co.jp
会社HP



⑰田中紙管株式会社三重工場 市内：三重工場・津市安濃町安濃2019-2
市外： 本社・大阪府八尾市老原6-88

≪主な業務内容（全社）≫
◆各種フィルム、各種製紙、各種シートを巻き取るために使用される芯となる紙管の製造。
◆バーコードラベルや各種券売機用紙などを巻き取るために使用される芯となる紙管の製造。
◆紙管の用途が多岐にわたるため、不況知らず、落ち込み知らずの工場です！

※勤務地は三重工場となります。

⑱ツルタ工業株式会社 市内：本社・津市森町5008番地5
市外：名古屋支店・名古屋市西区上名古屋2丁目26-10

≪主な業務内容（全社）≫
当社は建築・土木構造物（ビルなどの建物や橋など）における
鉄筋工事の加工・組立作業を行っています。
技術と知識を要しますが、達成感を感じることが出来る仕事です。
技術を身に付けることにより、これからも大いに活躍できる鉄筋業界を
ビジネスチャンスとして伝え、ともに成長したいと考えております。
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⑲東和化工株式会社 市内：三重工場・津市戸木町4629-5
三重第二工場・津市戸木町5141

市外：工場は市内のみ

≪主な業務内容≫
医薬品向け、電材向け、食品向け・各種工業用途の
包装用・容器用プラスチックフィルムを製造・加工しています。
東和クリーンフィルムは、クリーンルーム内で製造される
国内トップシェアを誇るポリエチレン製品。

(総務課・中山・059-267-0470)

(HP) https://www.tanakapt.co.jp/ 会社HP

会社HP

(管理部部長・藤田・059-256-9111)

(HP) http://www.tsuruta-k.co.jp

会社説明動画

(工場管理部・佐藤・059-255-0811)

(HP) https://www.towakako.co.jp/
会社HP

⑳パイロットインキ株式会社 市内：津工場・津市片田町字壱町田８５０番３
市外：本社・名古屋市昭和区緑町３丁目１７番地

≪主な業務内容≫
当社はボールペンやマーカーなどでトップシェアを誇る
パイロットグループの一員です。『技術立社』を目指す当社は、
『顧客主義』を前提に、消せるボールペン「フリクションボール」、
色と軸を自由に選んで作れるペン「ハイテックCコレト」など
『世の中にないもの』を次々と開発し、
最先端の技術で業界を力強くリードしている会社です。

会社HP

(HP) https://www.pilotink.co.jp/

(人事総務部・岩田・052-732-4902)



㉓マコトロイ工業株式会社 市内：津工場・津市片田町壱町田846-2
市外：本社・東大阪市新喜多2丁目4-38

≪主な業務内容）≫
当社は、超硬合金及び超硬工具類の製造メーカーです。
タングステンとコバルトの粉末を圧縮成形して
加熱焼結する製法で社内一貫製造しています。
汎用品だけでなく用途に応じて特注品に対応できることから、
自動車メーカーをはじめとする種々の業界で幅広く引き合いを得ています。

(HP) http://www.makotoloy.co.jp/

(管理課主任・中村・059-237-4131)

会社HP

㉒豊国製油株式会社 市内：三重工場・津市雲出長常町六ノ割１３４９－３６
市外：本社・八尾工場・八尾市老原四丁目１７０番地

≪主な業務内容）≫
「ヒマシ油」はトウゴマ の種子から得られる植物油です。
そのヒマシ油を原料に、合成樹脂・化学繊維・洗剤・塗料など幅広い用途の化学製品の素材を
製造しています。植物由来なので、地球環境資源の有効活用、CO2排出量の削減など
地球への環境負荷の低減にも優れており環境にやさしい製品の開発に大きく貢献できると
考えております。
仕事内容は、各種装置を運転・制御して化学品を製造します。原料を装置に投入し、
加熱や攪拌などの操作、化学反応工程の監視、出来上がった製品の充てん、運搬などの作業があります。
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㉑パナソニックエレクトリックワークス電材三重株式会社
市内：本社工場・津市藤方１６６８番地

あのつ台工場・津市あのつ台２丁目２番２
市外：紀宝工場・南牟婁郡紀宝町井内字大山２９０－１５

≪主な業務内容）≫
パナソニックの中核企業として設計技術力・成形・金属部品加工技術力
実装技術力・組立技術力を伴った一貫生産体制により、高品質商品を生産し、
高信頼と評価をいただいています。絶え間ない進化をミッションとし、
「安全」「快適」「エコ」であんしんな社会の実現に貢献します。

(HP) https://panasonic.co.jp/ew/pewemm/index.html

(管理部課長・竹内・072-949-4121)

会社HP

(採用担当・野田・059-228-1362)

会社HP
(HP) https://www.hokoku-corp.co.jp

会社説明動画

㉔株式会社松阪鉄工所 市内：本社工場・津市高茶屋小森町1814番地
雲出工場・津市雲出長常町1349番地

≪主な業務内容≫
松阪鉄工所は大きく工具・機器部門、精機部門に分かれています。
工具・機器部門は主に作業工具の開発・生産業務で、精機部門は治具の開発・設計等をしている部署です。
両部門ともに現場がそばにあり、みんなが一丸となって「良いものづくりをしよう」と切磋琢磨しています。
社員教育制度も充実しており、階層別教育計画に基づき、新入社員から中堅社員、管理職まで研修を実施しています。
創業100年以上の歴史がある理由の1つは「人」を大切にする風土があることです。
新入社員を会社全体で大事に育てていこうという雰囲気が根付いています。
それは新卒3年以内の離職率が０％という数字にも表れています。

「地元で長く働ける」、松阪鉄工所にはそんな環境が用意されています。

(総務課・中出・059-234-4159)

(HP) https://mcccorp.co.jp/recruit/
会社HP



㉗丸豊技研株式会社 市内：本社・津市安濃町安濃2528

≪主な業務内容）≫
丸豊技研株式会社は、愛知県に本社を構える株式会社ヒサダをはじめとする
ヒサダグループの企業でありその中において、とても重要な役割を果たしております。
運転者を守るために欠かせない役割を果たす『クラッシュボックス』という
トヨタ系部品を中心に製造を行い、売り上げも３期連続で延ばし右肩上がり、
さらには、長期先までの受注も見込んでいる看板商品となっております。
また、給与形態をはじめとする雇用条件、さらには福利厚生など
すべてがヒサダグループと同じ条件となっております。
三重県にいながらトヨタ系の安定した企業で、
愛知県と同じ水準で就業することが可能となっております。

㉖株式会社丸正 市内：本社・津市高茶屋小森町1326-2
店舗・イオンタウン津城山店 他８店舗

≪主な業務内容）≫
津市でクリーニング業を営んで６０年。
ずっと培ってきた経験と、繊維工学・化学の専門知識を合わせて、
お客様の衣類を「最低の負荷で、最良の洗い」を実践しています。
また、受付においても「目配り・気配り・心配り」を合い言葉に
ホスピタリティあふれる接客を目指しています。
そして、地域の皆様に長く愛される企業をめざし、
「ダウン製品のリサイクル」「ハンガーのリサイクル」
「保護動物の譲渡活動支援」などの活動も行っております。

(HP) https://www.marusho-cleaning.co.jp/

(常務取締役・渡邉・059-234-7575)
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㉘三重伊丹電機 株式会社(伊丹電機工業株式会社）
市内：三重工場・津市芸濃町北神山1591-15
市外：本社・兵庫県伊丹市南町2丁目1番3号

≪主な業務内容（全社）≫
≪最先端のプラスチック部品を、地元で一緒に作りましょう≫
国内外の自動車メーカーの内装パネルや
内装オーナメントなど多種多様の部品を生産。
2022年からは新外装塗装設備も本格稼働を開始しました。
さまざまな分野の生産をてがけてき当社は
「人材を育て、仲間とともに成長する」を経営指標としています。

㉕松澤精工株式会社 市内：本社・津市高茶屋6丁目8番19号

≪主な業務内容）≫
弊社は１００％社内にて製造しており、
ユースエール認定研削盤メーカーです。

(代表取締役・松澤・059-234-2434)
(HP) http://www.matsuzawaseiko.com

会社HP 会社説明動画

(担当・桑子・0566-97-9281) (HP) https://www.youtube.com/watch?v=ucX3_Butc0U

会社説明動画

(総務課長・市瀬・059-265-6363)

会社HP(HP) http://www.itamipla.co.jp



㉛藪建設株式会社 市内：本社・津市大里睦合町２５２２
(代表取締役・藪・059-230-8899)

≪主な業務内容≫
三重県で唯一、推進工事をやっております。ぜひ動画をご覧ください！

㉚明成化学工業株式会社 市内：津工場・津市雲出伊倉津町１３５８－１
市外：本社・京都市右京区西京極中沢町１番地

≪主な業務内容≫
身のまわりにあるティッシュペーパー、洋服、化粧品、家電品など、
すべての製品には、多くの化学薬品が使われています。
明成化学工業は、これらの製造に「なくてはならない化学薬品」の製造をしている会社です。
明成化学工業は操業後75年をむかえ、津工場は30余年に渡って
多くの化学薬品を安全・安定に製造を行ないながら発展を続け、
今では約32,000㎡の敷地に5つの工場があり、
三重県在住の49名のスタッフで工場を動かしています。
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㉙三重金属工業株式会社 市内：本社・津市半田564-1
市外： 上川工場・松阪市上川町3461-16

飯高工場・松阪市飯高町下滝野1396

≪主な業務内容≫                               松阪工場／松阪市御麻生薗町1244-1

【会社概要】
創業事業である金型づくりを基盤として自社一貫体制を構築し、常にお客様に最適なモノづくりをご提案しております。
現在は自動車関連部品を中心に、医療関連などの新しい分野にも進出しています。
国内では4つの拠点、更に海外へは中国・ベトナムに拠点を構え、事業規模を拡大して参りました。
【次世代自動車へのモノづくり】
弊社の強みである「複合成形技術」と「一貫体制」によりお客様から信頼を頂き、

自動車メーカーが力を入れている次世代自動車を支える部品を製造しています。
【充実の福利厚生】
“社員の健康が第一”の考えを大切に、働きやすい職場づくりに努めています。
弊社では、創業100年を目指して取り組んでおります。常により良いモノづくりを考え、
先行技術の開発とスキルの向上に努めています。ともに刺激し、成長し合える仲間を募集しています。

(人事総務課・野呂・059-228-0101)

会社HP

(執行役員 津工場 副工場長
・美浪・059-234-5858)

会社HP

㉜株式会社ユタカ技研 市内：三重製作所・津市あのつ台２丁目２番１号
市外：本社・浜松市東区豊町508-1

≪主な業務内容≫
ユタカ技研は本田技研工業の完全連結子会社であり、静岡県浜松市にある本社・豊製作所を中心に、
国内4拠点・海外８か国1０拠点にて世界の仲間と共にグローバルに活動を展開しています。
精密プレスと精密溶接のコア技術を駆使しながら、
お客様の求める機能をお客様と共に開発し、高性能な製品を世界に
「期待される企業」であり続けるため、技術とものづくりの進化に全力で取り組んで行きます。
また、Yutakaでは「よく遊び、よく働け」という言葉を大切にしています。
20年以上の有給休暇の取得率100％の継続と共に、
育児や介護をはじめとする時代に合わせた福利厚生制度の充実などにより、
従業員が安心して働き続けることのできる環境を整えています。

会社HP

(採用担当・清水・053-433-4111)

(HP) https://www.yutakagiken.co.jp/

(HP) https://www.youtube.com/watch?v=Ph1NFOToJJg

(HP) http://www.meisei-chem.co.jp

(HP) https://www.miekin.co.jp/

会社HP



① 旭電器工業㈱
② 旭鍍金㈱
③ ㈱一志精工電機
④ ㈱イワヰ
⑤ ㈱大里食肉センター
⑥ 小木曽工業㈱
⑦ 関東化学㈱
⑧ 共栄産業㈱
⑨ ㈱くろがね工作所
⑩ 国分プレス工業㈱
⑪ ㈱小久保鉄工所
⑫ ㈱サンヨー
⑬ ㈱トミテック
⑭ ㈱中尾製作所
⑮ ㈱葉山電器製作所

⑯ ジャパン マリンユナイテッド㈱
⑰ 田中紙管 ㈱
⑱ ツルタ工業㈱
⑲ パイロットインキ㈱
⑳ 東和化工㈱
㉑ パナソニックエレクトリックワークス電材三重㈱
㉒ 豊国製油㈱
㉓ マコトロイ工業㈱
㉔ ㈱松阪鉄工所
㉕ 松澤精工㈱
㉖ ㈱丸正
㉗ 丸豊技研㈱
㉘ 三重伊丹電機 ㈱
㉙ 三重金属工業 ㈱
㉚ 明成化学工業 ㈱
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まだまだあります！モノづくり企業の魅力検索★

津市企業ガイド
ホームページ

津市企業ガイドホームページでは、市内のものづくり企業の
得意技術や自社製品・会社ＰＲなどの情報を紹介しています。
企業研究などにぜひご活用ください。

ＨＰへのアクセスは
こちらから

▲ ▲ ▲ 津市企業ガイド
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