
大阪新卒応援ハローワークでは、新卒者向けの求人を出している企業の担当者を
施設に招き、定期的に企業説明会を開催しています。
参加企業への応募はもちろん、業界・職種研究にも最適な機会です。
事前予約・応募書類不要、服装自由で参加いただけます。
（ハローワークへの登録は必要です。当日登録も可能です。）
みなさまのご参加、お待ちしています！

なお、参加対象者は今年度卒業予定者及び卒業後３年以内の方（※）です。
（（※）企業によって異なる場合があります。）

お問い合わせ先：大阪新卒応援ハローワーク TEL06-7709-9455
（大阪市北区角田町８－４７ 阪急グランドビル１８階）

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-young/
開庁時間 10:00～18:30（月～金） 10:00～18:00（土）【日・休祝日休み】

参加企業の最新
情報はＨＰを

ご確認ください♪



2022/7/29 12:00

※職種により異なる場合があります

事業所名 求人番号 職種
※募集
対象

会社の特徴等 担当

8/1 (月) （株）ｏｎｅＡ
27010-212728
27010-211428

①【総合職】電子機器メー
カー
　での中核業務を担うお仕
事！

②【一般職】メーカーでの
　　各部門のサポート業務！

①大学
　

②大学
短大

既卒可

対象2年創業、モノづくり一筋のメー
カー。
自社ブランド事業として、ピッキングミス
防止品質向上ツールや娯楽施設向け
電子応用機器、いびき防止安眠サ
ポート機器など、世の中にない新たな
製品を作り続ける企業です。

音田

8/1 (月) （株）J　E　I
27040-79828
27040-82728
27040-121728

①法人営業　セキュリティー
システム提案営業【大阪本
社】
②電気錠及びセキュリティ機
器設計開発、セキュリティ制
御システム開発
③セキュリティシステム保
守、リニューアル提案【大阪
本社】

大学院
大学
短大
高専
専修

能開校

既卒可

日本初の国産電気錠メーカーです。今
年で60周年を迎えました。全国のオフィ
スビル、学校、店舗、病院、老人ホーム
など、約10万カ所の納入実績がござい
ます。電気錠というセキュリティー機器
で、日頃の安全、災害時の安全に貢献
しています。お客様のニーズをもとにし
た新製品開発や製品改良、電気錠で
培った技術を活かしたOEM/ODM事業
も手がけます。また、メーカーでは珍し
く、修理・保守対応も行っております。

松本

8/2 (火) （株）若林精機工業 27100-46428 製造オペレーター

大学院
大学
短大
高専
専修

能開校

既卒可

医療機器部品の製造による高い社会
貢献
様々な委員会活動に新人でも参加で
き、ものづくり以外の知識も身につけら
れる。
人間力を大切にしているため、研修等
に多く参加でき、人として成長する事が
できる。
創業65年以上の歴史があり、様々な技
術や知識を学べる。
新人のうちから色々なチャレンジをす
る事ができる。

岡松

8/2 (火) サン電子（株） 13080-342128 営業職

大学院
大学
短大
高専
専修

能開校

既卒可

入社後のフォロー体制が充実！風通し
の良い職場です。当社が扱う商品は電
波や電気など、専門知識が必要です
が、入社後の新人社員研修やＯＪＴ教
育など様々な教育制度を通してしっか
りフォローします。また、社内メンターな
ど配属先での教育以外のフォロー体制
も充実しています。

岡松

8/3 (水) （株）スチール 27060-163128
営業事務（吹田市/電話対
応、受注、見積）

大学

既卒可

ステンレス鋼材の卸売業
ステンレスは、社会で欠かせないインフ
ラを支える素材。当社は国内ステンレ
ス流通業界を代表とする企業の1つと
して創業51年を迎えました。若い社員
がのびのび活躍できる空気、イキイキ
と思い切って仕事が出来る職場作りを
目指しています。是非一緒にお仕事し
ましょう！

長谷川

実施月日

１3：3０　～　１６：0０　随時受付 （１6：3０終了）

Daily 企業説明会 予定表
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※募集
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会社の特徴等 担当実施月日
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8/3 (水) （株）D-design　ディーデザイン
27020-328228
27020-327628

①ソフトウェアエンジニア
（未経験歓迎）
②電子回路設計エンジニア
（未経験歓迎）

大学院
大学
短大
高専
専修

能開校

既卒可

ソフトウェア・ハードウェアの設計・開
発・評価を行っており、大手メーカーや
大手Sｌerとのお取引をメインとしていま
す。開発現場の第一線で活躍するエン
ジニアになりたい方全力でサポートしま
す。未経験からエンジニアを目指す方
を歓迎しています。研修制度やOJTを
通して着実にスキルを身につけること
が出来ます。

長谷川

8/4 (木)
医療法人　大寿会
　大寿会病院

27130-19628
27130-20828

①経営企画職（事務系総合
職）
②ソーシャルワーカー

大学院
大学

病院・老健施設の経営企画に関わりた
いと考えている方にピッタリな仕事で
す。
総務・医事・人事・経理・老健事務と
様々な業務に携わることができます。

松本

8/4 (木) 共和産業（株） 27030-110428 事務（営業事務）
大学

既卒可

国内シェアNo.1の輪ゴム『オーバンド』
をはじめ、農作物生産から建設・最先
端機器製造まで、あらゆる業界をサ
ポートしますので、景気に左右されにく
く提案のやりがいもあります。
一番の自慢は定着率です！新卒採用
で16年間離職者0名の記録もありま
す。
平均勤続年数は18年を超えています。
生活とやりがいの両立が目指せる共和
産業です。

岡松

8/5 (金) 西野金陵（株）
27010-207228
27010-207228

総合職（事務）
総合職（営業）

大学

既卒可

徳川４代目家綱（1658年）に阿波天然
藍の売買により創業。７代目家継
（1779年）には酒造業を始め、更に昭
和に入ってからは、精密化学品や合成
樹脂、建材を扱う商社として事業を拡
大。現在は化学製品全般を扱う専門商
社であるとともに酒造業も手がけるユ
ニークな企業として事業を展開してい
ます。
化学品は時代と共に進化し、そのトレ
ンドは刻一刻と変化します。そうした流
れを的確に把握し、お客様に最適な製
品を提供できるよう、柔軟な体制を構
築していることが当社の強みです。多
種多様なお客様のニーズに応える中、
近年は環境問題への対応が大きな
テーマとなっており、バイオマス材料な
ど、地球環境保全に配慮した製品も取
り扱っています。

松本
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Daily 企業説明会 予定表

8/5 (金) 小倉美術印刷（株）

27070-118328
27070-117928
27070-115028
27070-116128

①営業職
②総務システム
③生産管理業務
④印刷機械オペレーター

大学院
大学
短大
高専
専修

既卒可

小倉美術印刷の取引先は、大手食品
メーカーの雪印やモロゾフ、ゴンチャロ
フなどのお菓子メーカー、佐藤製薬、ク
ラシエ、ピップ、大正製薬といった製薬
メーカーなどで、皆さんもきっと知って
いる商品がありますよ！
　クライアントはほとんどが大手企業な
ので、経営的にも安定しています。多く
のお客様から高い評価を獲得し『パッ
ケージの小倉』として業界をリードして
います。

音田

8/8 (月)
（株）アイエヌライン

大阪オフィス
27060-170028 総合事務職

大学
短大

既卒可

一般貨物運送業、貨物運送取扱業、車
両整備事業、システム開発事業に携
わっています。
新入社員研修からフォローアップ研修
制度など充実しています。ＩＴ関係の内
装化によるシステムで効率のよい仕事
を行っています。
職種、配属については本人希望を優先
します。

長谷川

8/8 (月)
ダイキン・コンシューマ・マーケティ

ング（株） 13130-161028 営業職
大学

既卒可

①．空調世界ＮＯ.1のダイキン製品の
販売
②. 販売金額、イベント催事への取組
③.自由な社風、風投資の良さは大手
企業グループでは異例
④.研修制度が充実 長谷川

8/9 (火) （株）メディカ出版
27060-165328
27060-164928

①編集
②営業

①
大学院
大学
短大

②
大学院
大学

既卒可

★医療関係従事者約320万人の半数
を占める看護師・保健師・助産師向け
コンテンツＮＯ．1※専門誌22誌　書籍
120点以上
★書店看護書コーナーの棚占有率
60％以上
★セミナー参加者数年間3万人
働き安い環境　（年間休日125日以上/
完全週休2日制（土日祝）産休育休取
得率100％離職率3.9％駅から3分）
★業界随一のデジタル領域への取り
組み（ＤＳソフトシリーズ、デジタル看護
教科書、Ｅラーニング、電子辞書など）
★新たにサブスプリクション型学習
サービス「ＦｉｔＮｓ（フィットナス）」「ＢｅＮｓ
（ビーナス）」を展開

長谷川

8/9 (火) 大阪富士工業（株） 28030-32828 総合職

大学院
大学

留学生

既卒可

素材に高い付加価値を与える溶接・溶
射技術を武器に、大手鉄鋼メーカーと
緊密な協力関係のもと、産業界の原点
を支えている企業です。

岡松

企業様ご都合により、日程が８月８日から変更になりました。
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8/10 (水) （株）電算情報技研 27020-113228
プログラマー
　　　／システムエンジニア

大学院
大学
短大
高専
専修

能開校

既卒可

設立４０年の歴史を持つ、独立系ソフト
ウェア開発企業です。
金融・小売・生保等多様な業界・業種
の業務系アプリケーションの設計・開発
を中心に事業展開しています。
未経験でも段階に応じた教育で、技術
スキル、業務知識が身につき、システ
ム開発を通じて社会貢献できる、大変
やりがいのある仕事です。
ご興味お持ちの方、ご応募お待ちして
おります。

岡松

8/10 (水)
サービス＆セキュリティ
（株）

27020-183428 ＩＴエンジニア

大学院
大学
短大
専修

既卒可

サービス＆セキュリティ（ＳＳＫ）は43年
に渡り、ＩＴ人材サービス事業（システム
運用・開発・インフラ構築）を展開してい
ます。2015年からはＩＴセキュリティと融
合した「ＩＴトータルサポート企業」とな
り、セキュリティセンターの開設やセ
キュリティ診断サービスの開始など新
たな変化に挑戦し続けております。未
経験でも可！ＳＳＫでＩＴエンジニアを目
指しませんか？

畑

8/17 (水)
東洋ワークセキュリティ(株)
大阪営業所

27010-65028
27010-66128

①総合職
（警備実務・総務事務・営業）
②一般職
（警備実務・社員教育）

①
大学院
大学

②
大学
短大
高専
専修
能開

既卒可

全国に45営業所を展開し、警備サービ
スの分野では東北最大規模。盤石な
経営のもと、社員教育に力を入れ、
サービス品質の向上に努めています。
２０代～30代の若手社員が多数活躍
中です。先輩社員が基礎からしっかり
教えてくれるので未経験でもご安心くだ
さい

亀岡

8/17 (水) フードネットリテール（株） 27060-45628
販売総合職（販売管理・商品
管理・スタッフ管理など）

大学院
大学

既卒可

小売業を展開、現在北摂地域に9店舗
を有する。
今年の秋新店オープン予定。特色とし
ては、地域密着型でハイクオリティー、
ロープライスでお客様に「毎日来る価
値ある！！」と感じて頂ける店作りが出
来ている。
食品卸売り会社が母体であるため　エ
ブリディロープライスが実現できること
が強みです。

長谷川
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8/18 (木) （株）中田製作所
27070-37428
27070-66528
27070-65228

①機械加工及び
　　ＣＡＤ/ＣＡＭプログラマー
②営業職
③事務系総合職

①
大学院
大学
短大

留学生

②③
大学院
大学
短大
高専
専修

①既卒
可

弊社は、アルミ精密部品の切削加工、
超微細加工の技術開発を行っている
製造メーカーです。全社員の平均年齢
が30.5歳と若手の社員が多く、高い目
標と夢を持って腕を磨いています。入
社後はしっかりとした研修制度や教育
制度を設けておりますので、安心して
お仕事に取り組んで頂けます。 音田

8/18 (木) （株）アルトナー 27020-130028 事務系総合職

大学院
大学

既卒可

60年の歴史を誇るアルトナーは、日本
を代表する大手メーカーの中枢にソフ
トフェアや電気・電子の専門的技術
サービスを提供するエンジニア集団で
す。上場企業や優良中堅企業を中心
に約400社との取引実績があります。ま
た、研修にも力を入れており、外部講
師を招聘し、人間力向上を目的とした
研修なども実施しています。

畑

8/19 (金) （株）テイク－ワン
27010-47228
27010-46628

①2023新卒採用
        〈プログラマ・
          システムエンジニア〉
②2023新卒採用〈サーバ・
        ネットワークエンジニア
         （インフラエンジニア）〉

大学院
大学
短大
高専
専修

既卒可

当社は、システム開発やインフラの設
計・構築を手掛けるソフトウェア会社で
す。
　金融系や大学、自治体、大手企業な
どの様々な業界向けのシステムの開
発支援を行っています。
　ＰｙｔｈｏｎやＮｏｄｅ.ｊｓ、ＴｙｐｅＳｃｒｉｐｔ等
の新しい言語や技術に触れることもで
きます。
　未経験からＩＴ業界に入社し、活躍し
ている若手社員たちも複数名います。
「ひとまず話だけでも聞いてみたい」と
いう気軽な気持ちで、一度説明会に足
を運んでみませんか？

音田

8/19 (金) エブリ（株） 27010-121128 ＩＴ技術職

大学院
大学
短大
専修

既卒可

システム開発などの「ソフト」とコン
ピューター導入支援などの「ハード」の
両方をカバーするちょっと珍しいＩＴ企
業。
　いわゆる”システム会社”とは違った、
枠にとらわれない幅広い事業が特徴で
す。
　充実した教育制度は、新入社員より
高い満足を得ています。雰囲気の良
さ、働きやすさに自信があります。
　学部学科不問。

音田

8/22 (月) （株）村上衡器製作所 27020-270928
営業職（主に社内業務を担
当）

大学
短大
高専
専修

既卒可

創業116年目の大阪の老舗メーカーが
営業メンバー（正社員）を募集していま
す。
・年間休日【130日】、
・営業ノルマ【無し】
・飛び込み営業【皆無】
・スーツ通勤【不要】
の社内業務がメインの営業職です。
計測・計量の業界で質量標準分銅や
はかりの製造・校正・検査を実施してお
り、ニッチ分野ながら全国的に高い業
界シェアを長年維持しています。

松本
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8/22 (月) （株）宮田運輸 27150-74528 倉庫配送スタッフ

大学院
大学
短大
高専
専修

能開校

既卒可

設立50年余の実績と信頼を誇る物流
会社です。！
大手食品メーカー様とのお取引を中心
に右肩上がりに成長中。
近年は交通事故を無くす取り組みとし
てお子様の描いた絵をトラックにラッピ
ングする「こどもミュージアムプロジェク
ト」を展開。
ＴＶや新聞なども取り上げられていま
す。人柄重視の採用です。お気軽にお
問い合わせください。

長谷川

8/23 (火) 　　関西塗研工業(株) 27020-324328 総合職

大学
短大
高専
専修
能開

既卒可

マンション大規模修繕工事（施工管理）
の専門企業として年間20～30件の工
事取扱いがあります。元請施工と専属
職人による確かな品質、きめ細かいア
フターサービスにより、リピーターの割
合が6割を超えるようになりました。
創業以来無事故で無借金経営を続け
ており経営基盤も安定しております。大
規模修繕は建物長寿化のため概ね10
年に1度行われており、安定した事業
環境ともいえます。

亀岡

8/23 (火)
　　　　タット・プラン＆Ｔ（株）
　　　　タット・プラン工事（株）

27030-121228
27030-124028
27030-123828

①建築設計職
②施工管理職
③営業（建築）

大学院
大学

留学生

既卒可

創業１１年目を迎え、大阪・兵庫・京都
と近畿地方に取引を限定し、自社で設
計から施工、管理まで行う安定した建
築業者です。歳の近い先輩とベテラン
と監督の下、相談したり勉強しながら業
務でき、勤務時間にメリハリがあるの
で、専門学校に通いながら働いている
社員もいます。
職場見学やインターシップも行っていま
すので、是非一度ご見学にお越しくだ
さい。

岡松

8/23 (火) 成幸利根（株） 13010-868228 施工管理（地下工事）

大学院
大学
短大
高専
専修

能開校

既卒可

弊社は、建設業の中で地下工事業を
営んでおり業界トップクラスの企業で
す。古くは関西国際空港や明石海峡大
橋、最近では東京スカイツリー・新国立
競技場の他、大阪では地下鉄工事・う
めきた再開発工事など誰もが知るビッ
グプロジェクト工事を手掛けています。
他社にはマネできない技術力、社会貢
献性の高い仕事、安定した経営基盤が
弊社の強みです。施工管理の他、現場
作業員も大募集中です。

亀岡

8/24 (水) 日本板硝子ウインテック（株） 27010-117728 総合職（営業　工事管理）

大学院
大学

既卒可

　皆さんもよくご存じの、大阪梅田にあ
る大型ビル、グランフロントや、大阪ス
カイビルは弊社が納めたガラスです。
　その他の大型ビルについても、弊社
納品のものは多く存在しています。硝
子はなくなることがないと言われてお
り、コロナ禍でも売り上げは伸びてお
り、弊社は日板グループで日本一の売
り上げを誇っています。
　今年3月にも営業の努力により、特別
ボーナスが出ています（Ｒ1～4年連続）
　安定した弊社に興味をお持ちの方
は、是非ご参加ください。

音田
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8/24 (水) 西部ゴム（株）
27020-

00339028
営業職

・創業70年以上の老舗商社で創業以
来赤字がなく、安定した経営基盤を
持っています
・安定性は税務署や東京商工リサーチ
からも認められています！
・取扱っている商品はどれも社会にとっ
て必要不可欠なもので、幅広い業界の
お客様と取引しています（得意先は
1800社以上）

畑

8/25 (木) 摂津金属工業（株）
27180-48128
27180-18428
27180-49928

①総務・経理事務
②技術職（製品の機構設計、
開発）
③営業職（ルートセールス）
＜名古屋＞

①
大学

②
大学院
大学
高専

留学生

③
大学

留学生

既卒可

当社は電子機器を収納するための
キャビネットラック、ケース、トランクの
メーカーです。創立７０余年の歴史有る
会社で、”SETTSU”と”IDEAL"の２ブラ
ンドを持ち、技術面（業界に先駆けてア
ルミフレームを使用）、営業面（専門知
識を活かした提案型営業）、品質面
（ISO９００１、ISO１４００１を取得）にお
いては高い評価を得ています。福利厚
生も充実。”ものづくり”の会社、摂津金
属工業で一緒に働きませんか？

松本

8/25 (木) 奥村機械（株）
27180-11228
27180-9328

①営業
②内勤営業（フロント）

大学

既卒可

建設現場で使われる建設機械や商品
を扱う総合レンタル会社です。オクムラ
の強みは、①地域密着②幅広い商品
力③充実したサービス（レンタル・販
売・メンテナンス）。関西を中心に20拠
点の営業所を展開（エリア内トップクラ
ス）。『目指すは地域No.1』を掲げ、これ
からのオクムラを一緒に創っていただ
ける方を募集しています。

松本

8/25 (木) 大野ゴム工業（株） 13110-60828
営業職
（大阪営業所、大阪市福島
区）

大学院
大学
短大
高専
専修

能開校

既卒可

「ゴム」という多様性のある素材を主に
幅広い分野に需要があり、安定性が強
みです。
事実、創業80年以上の歴史と経験を誇
り、コロナ渦中も大きな打撃を受けてお
りません。営業職といっても、休み多、
残業少、「キツイ」イメージとは無縁。

亀岡

8/26 (金) システム開発（株） 27020-244128 ソフトウェア開発技術者

大学院
大学
短大
高専
専修
能開

既卒可

社会を支える基盤となるようなソフト
ウェア開発を中心に事業を行っていま
す。社会の中で当社が開発したソフト
ウェアが一役かっていたりします。
お仕事としては主にソフトウェアの政策
です。様々なプログラミング言語を用い
てソフトウェアの開発を行います。

亀岡

Ｄ
Ａ
Ｙ

Ｄ
Ａ
Ｙ
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8/26 (金)
ユニバーサル
コンピューター（株）

27010-228328
ＩＣＴエンジニア
（プログラマ・システムエンジニア)

大学院
大学
短大
高専
専修

既卒可

幅広い顧客層で景気動向に左右され
にくい独立系ＩＣＴ企業です。経験不問
で研修や教育制度も充実しているので
未経験の方も安心です！
「ＩＣＴエンジニアになりたい！！」気持
ちを最優先しますのでご興味がある方
はぜひご参加ください。

亀岡

8/29 (月) （株）　佐藤信

27100-9028
27100-10928
27100-11328
27100-12428
27100-13728
27100-14628
27100-15228
27100-49228
27100-50028

①インテリア営業（大阪支店）
②インテリア営業（北摂）
③インテリア営業（神戸）
④インテリア営業（京都）
⑤インテリア営業（滋賀）
⑥インテリア営業（姫路）
⑦インテリア営業（奈良）
⑧大阪支店事務職
⑨神戸支店事務職

大学院
大学
短大
高専
専修

能開校

既卒可
（５年以内）

関西のインテリア（内装資材）市場にお
いてシェアトップクラス。東リ、サンゲ
ツ、立川ブラインド工業等、１００者を超
えるメーカーとの直接取引と、ゼネコン
也ハウスメーカー、内装仕上業社等の
１７００社を超える得意先を持ち、順調
に売上を伸ばしております。 岡松

8/29 (月) 太陽パーツ（株） 27080-70928 総合職【営業（飛込みなし）】

大学院
大学
短大
高専
専修
能開

既卒可

創業42年間一度も赤字なし、右肩上が
りの成長を続けています。また、働くう
えで仕事の面白さ、やりがいを持っても
らうために様々な表彰制度を取り入れ
ています。例えば前向きに挑戦した失
敗を称える「大失敗賞」や、入社3年以
内の新人の中から最も成果を残した若
手が表彰される「新人王」など。やる気
次第でどんどん成長できる環境をご用
意しています！

畑

8/30 (火) セイレイ興産（株）
27020-325428
27020-326728

①総合職
②事務一般職

大学

既卒可

ヤンマーグループの保険取扱業務を
行っております。グループ会社従業員
約20000人、取引先から最も身近で信
頼され選ばれる企業を目指していま
す。セイレイ興産ヤンマー保険事業部
は52周年を迎え、ヤンマーグループと
ともに歩んでいきます。年間休日は130
日です。

畑

8/30 (火)
　　　　　錢屋アルミグループ
　　　　　（株）ゼニライトブイ
　　　　　　ゼニヤ海洋サービス（株）

27100-28928
27100-29328
27100-30628

①ゼニライトブイ（技術職）
②ゼニライトブイ（営業職）
③ゼニヤ海洋サービス（総合
職）

①
大学院
大学
高専

能開校
②

大学院
大学
高専

既卒可

◆ゼニライトブイ
海上交通の安全には欠かせない灯浮
標（ブイ）の開発・販売を主な事業とし
ており、国内有数のシェアを誇っており
ます。
◆ゼニヤ海洋サービス
船乗り場の「浮桟橋」や、ダムでの流木
止め設備の「網場（あば）」など様々な
「水上設備」に携わる”専門性を持つ
メーカー”です。

岡松

8/31 (水) 国見山（株） 27020-345228 総合職（総務・人事・経理）

大学院
大学
短大
専修

既卒可

75年以上の歴史がある会社で石灰石
や砂岩など豊富な資源の安定供給に
努めています。
資源を活かすことで社会に貢献してい
ます。

亀岡

事務職が追加になりました
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8/31 (水) 五條製紙（株） 22100-52228 営業総合職

大学院
大学

既卒可

当社は70年以上の歴史のある製紙
メーカーです。当社は特殊加工紙の分
野で高い技術力とシェアを誇り、有名
化粧品・医薬品のパッケージに使用さ
れております。大手化粧品ブランドの
オーダーメイド紙を製造する事も多くあ
り、付加価値の高い製品に特化する事
によって安定経営を行っています。

畑

9/1 (木)
ダイキンＭＲエンジニアリング

（株）

27060-
00147128
27060-

00148928

①設計職
②フィールドエンジニア職

①
大学院
大学
②

大学院
大学
高専

既卒可
留学生

可

船舶用エアコン、冷凍機の販売から設
計、施工メンテナンスを行う企業
世界の物流を支える「船」。そんな「船」
に特化したエアコンや冷凍機器を取り
扱っています。また国内のダイキング
ループ会社の中で唯一、海外にも拠点
を持っており、グローバルに展開してい
ます。世界中を航行する大きな船に携
われるダイナミックさ、船ごとに違った
ニーズに応える面白さを感じられるお
仕事です。船やエアコンの知識が全く
なくても半年間の技術研修やＯＪＴを通
してしっかり教育しますので安心して入
社頂けます。

長谷川

9/1 (木) 城陽ダイキン空調（株）
27010-217028
27010-219928

①営業職
②技術職

大学

既卒可

ダイキン工業グループとして、近畿圏
内を中心に事業を展開しています。エ
アコンの販売だけでなく、空調設備工
事や修理サービスなど、50年以上にお
よぶ実績と技術力は幅広いユーザー
様から高い評価を受けています。

亀岡

9/2 (金) （株）カーポートマルゼン
27020-350428
27020-349128

①販売スタッフ
②整備補助スタッフ

大学
短大
高専
専修

既卒可

ＣＭでおなじみの「タイ～ヤマルゼン、
タイヤマルゼン」の会社です。
生活必需品である「タイヤ」をメイン商
材としており安定した経営を行っていま
す。
今後はＷｅｂ販売を更に強化し売上げ
利益向上を行っています。

長谷川

9/5 (月) 多磨エンジニアリング（株）
27120-23428
27120-22328
27120-24728

①営業職
②倉庫管理職
③一般事務・経理事務

大学

既卒可

輸送から保管・据付業務をトータルに
考えて事業展開している安定した企業
です。将来の幹部候補として当社の中
核メンバーを目指すポジション。ＩＴ倉庫
をはじめとする先進の物流倉庫システ
ムに挑み、なおかつ地球環境に優しい
物流ソリューションを手がけています。

亀岡

9/6 (火) (株)ベルチャイルド 27060-114328 ＩＴエンジニア（ＳＥ）

大学院
大学
短大
高専
専修

既卒可

システムの提案・構築・導入・保守・運
用　初心者からベテランまで全ての方
が活躍できる企業。
保険・製造・物流などの企業システム
に携わる業務です。3ヶ月の研修の後、
先輩社員のもとでテストやプログラム
作成・システム運用などを行っていただ
きます。各自の経験・適性に応じて業
務対象・内容をアサインしますので未
経験の方も専門的に勉強された方も、
開発・設計・企画へとエンジニアのキャ
リアパスを進むことが出来ます。
※「大阪市女性活躍リーディングカン
パニー」認証

長谷川
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9/6 (火) キヤノン電子テクノロジー（株） 27010-245428 システム開発エンジニア

大学院
大学
短大
高専
専修

既卒可

設立1970年から50年以上にわたり、シ
ステム開発を行ってきました。金融・流
通・通信・学校・自治体等、幅広いお客
様にソリューションをご提供していま
す。
【関西事業部としての強み】平均年齢
37才：新人社員からベテラン社員まで
幅広く在籍していますが、年齢に関係
なく、フラットなコミュニケーションを心
掛けています。そのせいか、マネー
ジャーやリーダーも温厚な人が多いで
す。また、少人数のチームに分かれて
仕事をしており、新人育成もチームで
サポートします。

松本

9/7 (水) （有）ＵＴＥＣＨ 27010-146128 　技術職

大学院
大学
短大
高専
専修

既卒可

「グローバルな社会に貢献する会社を
創る」Ｌｅｔ’ｓ　ｃｏｌｏｒ　ｏｕｒ　ｄｒｅａｍｓ　ｔｏ
ｇｅｔｈｅｒ！
・小さな会社ですが、元気があり、技術
は一流です。
・会社の特長を活かし、全員で楽しい
仕事を決め、進めています。
・国内は勿論、国外も視野に入れ活動
しており、既に実績があり、外国人も一
緒に働いています。又、新しいグルー
プ会社もスタートアップしました。

音田

9/7 (水) （株）キンコー 27010-156328 　電気設備施工管理

大学
短大
高専
専修

既卒可

当社は、電気設備工事をはじめ、メガ
ソーラー太陽光発電所、情報通信、ＬＡ
Ｎ構築、コンピューター機器の設置ま
で、電気設備工事からＩＴ機器まで幅広
く手掛けている会社です。
　未経験からでも安心してスタートでき
る社内体制となっており、資格取得に
向け支援します。
　電気施工管理者として女性も活躍し
ています！
　連絡・相談ツールとして、ＬＩＮＥワーク
スを活用しているので、気軽に声掛け
可能です。

音田

9/15 (木) 光星技研（株）

27020-299728
27020-300728
27020-298428
27020-302228
27020-301628

①生産管理
②現場事務
③現場スタッフ
④機械技術
⑤技術営業

①②③
⑤

大学

④
大学院
大学

既卒可

創業以来一貫して「社会に役立つ機械
の創造」という基本理念のもと、機械の
設計・製作を手がけて参りました。自社
での一貫した製作体制によりすべての
工程に対応、機械製作することで、お
客様のニーズに柔軟に対応することが
できます。幅広い作業工程に携わるこ
とができるので、様々な知識や技術を
身につける事ができます。外国人技術
者も在籍する国際的な環境も特徴で
す。

音田

9/15 (木) 古林産業機具（株）
27030-128428
27030-127328
27030-126928

①ルート営業
②倉庫業務
（新町配送センター）
③事務職

①
大学

②③
大学
短大

既卒可

当社は２０１９年に創業１００周年を迎
えました。
生活にかかせないライフラインに携わ
る仕事です。
一緒に成長していける方を採用したい
と考えています。
ご応募をお待ちしております。

岡松
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※職種により異なる場合があります

事業所名 求人番号 職種
※募集
対象

会社の特徴等 担当実施月日

１3：3０　～　１６：0０　随時受付 （１6：3０終了）

Daily 企業説明会 予定表

9/16 (金) ファミリー庭園（株） 27100-10128
エクステリアプランナー
（総合職）

大学院
大学
短大

既卒可

当社は家の外回り（お庭・外構）をデザ
イン・施工する会社です。ＨＰの施工実
績、ｇｏｏｇｌｅレビュー、ＳＮＳなどご覧頂
ければ分かると思いますが、弊社は日
本最大規模を誇る外構のリーディング
カンパニーです。お客様と直接（ＢｔｏＣ）
でやりとりする為,お客様からの満足・
感謝の声など直接体感できるので、や
りがいにもつながります。

畑

9/20 (火) （株）大通
27120-28828
27120-29028

①営業職
②倉庫管理職

大学

既卒可

輸送から保管・据付業務をトータルに
考えて事業展開している安定した企業
です。将来の幹部候補として当社の中
核メンバーを目指すポジション。ＩＴ倉庫
をはじめとする先進の物流倉庫システ
ムに挑み、なおかつ地球環境に優しい
物流ソリューションを手がけています。

亀岡

9/20 (火) 恒和情報技研（株） 27020-116928
ＩＴエンジニア（システム開発
における詳細設計、プログラ
ミング、テスト工程等）

大学
短大
高専
専修

既卒可

・平成30年に東京の親会社から完全独
立、経営体制を一新し、風通しのよい
企業を目指しています。
・新人研修を充実させています。コン
ピュータに興味を持ち、積極的にやる
気さえあれば、成果を出せる人材に育
てます。

音田

9/22 (木) ダイカン（株） 27020-240228 製造職（鋼製ドラム缶製造）

大学
短大

既卒可
(5年以内）

創業100年企業は、シェアも働きやすさ
もトップクラス！
◎日本にある大手化学品メーカーと取
引！
◎バックボーンには日本を代表する大
手企業も！
新たな一歩は、「安定＋働きやすさ｝の
ある当社でいかがでしょう。

岡松

9/26 (月)
パナソニックライティン
グシステムズ（株）

27180-14028
技術系総合職（器具開発・電
子デバイス開発・生産技術）

大学院
大学
高専

既卒可

弊社はパナソニックブランドの照明器
具を製造している会社です。住宅から
国内の有名施設やランドマークをはじ
め、様々な「あかり」や｢ライトアップ」な
どの空間づくりに私たちの製品が活躍
しています。モノづくりに興味の有る方
なら、勉強してきた内容や資格等は特
に問いません。全く知識が無い方でも、
一から仕事が学べる制度・環境を整え
ておりますので、安心して働いて頂け
ます。

松本
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