
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】

企業の参加状況が
急遽変更になる
ことがあります。
ご来所前に必ず
当施設のＨＰを
ご確認ください♪
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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

12/21 （水） 富士産業（株）

27040-169928
27040-162728
27040-148628
27040-172228
27040-173528

 ①営業事務
②営業
③総務
④営業（東京支店）
 ⑤事務

大学
短大
専修

既卒可

当社はプレハブハウスの製造、販売・
リースを行っているメーカーです。当社
の製品は建設現場の仮設事務所や医
療施設等で活用されています。また東
日本大震災や熊本地震では応急仮設
住宅を供給し、復興を支援いたしまし
た。 亀岡

12/21 (水) (株)きんそく

26020-43728
26020-44628
26020-41328

①技術職
②営業職
③技術ＣＡＤ

大学院
大学
短大
高専
専修
能学校

既卒可

建設コンサルタント事業　設立以来30年
建設コンサルタントとして不況知らずの
成長を続けています。『測ることのプロ
集団」国内外のインフラを根底から支え
る仕事「地図に残る仕事」です。業界の
リーディングカンパニーとして明るく元気
な社風のもと全社員一丸となって頑張っ
ています。

長谷川

12/21 (水) （株）鈴木シャッター 13090-90728 総合職

大学院
大学
短大
高専

既卒可

鈴木シャッターは創業から119年。防火
防炎シャッターを中心に製品の製造か
ら取り付け、メンテナンスまで一連の事
業を行う会社です。私たちはシャッター
を通して安心・安全・快適を提供し社会
に貢献することを使命としています。か
かわった仕事が建物として形に残り､火
事や台風、災害など有事の際には皆さ
んを守るために役割を果たします。
三和ホールディングスのグループ企業
として福利厚生や働く環境も揃っていま
す。

松本

12/22 (木) （株）大阪ダイケンビルサービス 27020-482228
ビルメンテナンスの営業・建
物管理・現場管理

大学院
大学

既卒可

（株）大阪ダイケンビルサービスは2020
年4月に（株）ダイケンビルサービスより
分社いたしました。分社する以前は創業
64年と業界トップクラスの独立系ビル管
理会社で、企業、官公庁、病院、商業施
設などあらゆる業界で信頼を積み重
ね、長年の歴史の中で培った技術力とノ
ウハウが当社の最大の強みです。ま
た、会社業績も安定し、平均勤続年数
14年と長く安心して勤められる職場環境
です。

畑

12/22 (木) （株）D-design　ディーデザイン
27020-328228
27020-327628

➀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

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

①営業事務と⑤事務が取消になりました。

1 ページ 01-1.Daily 企業説明会予定表.xlsx
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12/22 (木) 静光産業（株）
27060-231228
27060-232528

①営業
②衛生検査員

大学院
大学
専修

既卒可

創業54年の洗剤メーカーで、腰を据えて
働こう！！
当社は業務用洗剤メーカーとして全国
に9拠点を展開中の老舗企業です。
販売する商品は、自社で開発・製造を
行っており、競合他社も多い中、おかげ
さまで数多くのお客様から信頼を獲得し
ております。
向上心のある方、ゆくゆくは会社の中心
として頑張って活きたい方など、ぜひお
待ちしています！

長谷川

12/23 (金)
合同製鐵（株）
大阪製造所

27020-419028 技術職

大学院
大学
短大
高専
専修

既卒可

軟鋼線材分野ではトップクラスのシェア
を占めており、また土木建築用等の資
材であるＨ形鋼・溝形鋼は、社会基盤と
暮らしを支えています。
人を大事にする長く働ける職場です。
必要な技能、資格については、入社後、
集合研修により習得します。未経験でも
安心して入社して頂けますので、製造業
に興味のある方、ご応募お待ちしており
ます。

岡松

12/23 (金) 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

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

12/26 (月) （株）ベルコ 27100-20428 総合職

大学

既卒可

ベルちゃん・ルコちゃんのテレビCMでお
なじみ「冠婚葬祭」の株式会社ベルコで
す。
人生の節目節目でセレモニーのお手伝
いをすることにより、人の繋がりの大切
さ、伝統を普及させ、社会を演出してい
ます。

岡松

12/26 (月) （株）第一管財
27060-252928
27060-251128

➀管制事務
②総務事務

大学院
大学
短大
専修

既卒可

当社は設立以来「事故を無くすこと」とい
う警備の本質を追究し続け「人の命を人
が守る。」人的警備に特化している警備
会社です。
警備の需要は止まることを知らず増え
続けています。
当社の業績もコロナの影響を吹き飛ば
し伸び続けています。ぜひ皆様の力を
貸して頂きたいと熱望しております。

長谷川

2 ページ 01-1.Daily 企業説明会予定表.xlsx
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Daily 企業説明会 予定表

12/26 (月) RITAエレクトロニクス（株） 23010-40628
営業職

大学院
大学

既卒可

国内の産業機器を中心としたお客様に
パターン設計・シミュレーション、試作か
ら量産までのプリント配線板製造・部品
調達・実装、およびお客様の開発段階
における電気的な性能に関する問題解
決（コンサルティング）を行っておりま
す。商品やサービスの質を高め、お客
様の電子機器の開発合理化・高信頼性
化需要に貢献できるよう日々努力してい
ます。

亀岡

12/27 (火) （株）セルカ 27010-251928
プログラマ・システムエンジニ
ア

大学院
大学

既卒可

人材育成に力を入れています。
　特に新卒の方は6ヶ月間の研修期間
を取っています。
　ＯＦＦ-ＪＴ　外部研修（コンピューターの
基礎及びＪＡＶＡ等研修）3ヶ月間
　ＯＪＴ　社内にて実践プログラム研修
3ヶ月間

音田

1/10 (火)
一般財団法人

　大阪府公園協会
27030-322228 総合職

大学院
大学

既卒可

大阪府営公園等の維持管理を行ってお
ります。
仕事は公園の日常業務からデスク仕事
まで多岐にわたりますが、一人で仕事を
するというよりはみんなで協力して成し
遂げていく感じです。
普段はアットホームな感じでにぎやかな
事務所です。

亀岡

1/11 (水) 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

1/11 (水) (株)ヒーロー 27060-197928
システムエンジニア・プログラ
マー

大学院
大学
短大
高専
専修

能開校

既卒可

ヒーローの理念は「社員一人一人が
ヒーロー」です。ソフトウェア受託開発、
流通分野アプリケーションソフトの保守
運営開発を行っています。
入社後は、1.長所を活かす。2.身の回り
の人たちのお役に立つ。3.人から誇りに
思える人物に
社会的繋がりを時間をかけて育む、そ
のような人物を仕事を通じて育成しま
す。
＜気軽に自分の意見を発信でき自分ら
しく働ける会社です。

長谷川

1/12 (木) （株）アクターリアリティ-
27020-429128
27020-368428
27020-456428

①総務事務
②法人営業
③プログラマ

大学
短大
専修

既卒可

わからない事はすぐに先輩・上司に聞
ける雰囲気です。
営業・事務職はＩＴの知識不問です。
入社後にスキルアップはもちろん、ＩＴの
知識も学んでいけるため、自身の成長
にもつなげていくことができます。
プログラマの方には社内常駐の元専門
学校の先生より、数ヶ月間「プログラマ」
についてしっかり研修します。

音田

3 ページ 01-1.Daily 企業説明会予定表.xlsx
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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

1/12 (木) 松本鋼機(株)
28010-12828
28010-15928

①営業職
②技術職

大学
短大
高専
専修

既卒可

建設資材・機材の販売およびリース
関西を中心として多くの建設会社の現
場を訪問し、様々な現場ニーズに応え
ています。1947年創業以来建築資材・
機械の販売とレンタル（リース）を通して
地域社会に貢献しています。
色々な方とコミュニケーションを取りなが
ら地図に残るものを創り上げていくこと
が最大のやりがいです。専門知識はい
りません。2025年大阪万博が開催　建
築業界で活躍しませんか。

長谷川

1/13 (金) ニツコー熔材工業（株）
27040-103428
27040-151128

①技術職
②営業

大学

既卒可

年間休日：125日
残業：無し
創業：1940年
国内シェア率：２～３％
業界では老舗になり、安定した経営を
誇っています。
個性を大切にして資格取得をバックアッ
プ致します。

松本

1/13 (金) （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　ｔｏｇ
ｅｔｈｅｒ！
・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

1/13 (金) （株）キッズプロモーション 13080-492928
メディア企画営業・プロダクツ営
業

大学
短大
専修

既卒可

施設に関わることなら媒体開発・イベン
ト・ディスプレイ・物販・飲食と何でもやり
ます。広告会社でありマーケティング会
社でもあるので自由にカタチを変えられ
ます。
是非まずは当社ホームページをご覧下
さい！

亀岡

1/16 (月) 前原鎔断（株）
27060-156928
27060-154028
27060-155128

①事務職（ＣＡＤ含む）
②営業
③製造職

➀
大学
短大

②③
大学

既卒可

鋼板の精密溶断加工
若手社員に活躍のチャンスを与え、若
手人材育成に力を入れています。先輩
がマンツーマンで指導いていますので
しっかりスキルが身に付きます。年齢、
勤続年数に関わらず、能力、成績に応
じて評価し昇給・昇格を実施します。資
格取得制度もあり若者の成長を応援し
ます。

長谷川
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1/16 (月) 奥村機械（株）
27180-11228
27180-9328
27180-12528

①営業
②内勤営業（フロント）
③事務系総合職（幹部社員候
補）

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

1/16 (月)
都市環境整美（株）

大阪センター
27010-376928

設備管理技術者
（プラント設備・ビル管理等各
施設設備管理）

大学院
大学
短大
高専

既卒可

当社は、1973年の創立以来、半世紀近
くもの長きにわたって環境施設メンテナ
ンスを中心に、ビル・工場総合管理、総
合マンション管理業の3本柱で、都市環
境保護に貢献した事業を行って参りまし
た。2014年には、エイジェックグループ
に加入し、グループ全体では18,500名
の社員が活躍しております。

亀岡

1/17 （火） （株）日中製作所 27120-27528 営業（総合職）
大学

既卒可

創業以来75年の間に培ったノウハウに
よりお客様に信頼して頂ける商品を提
供できる会社です。特に品質につきまし
ては、本社工場に併設しております試験
室におきまして各種試験機､検査機器を
揃え試験、検査を実施しております。

亀岡

1/17 (火) 関西イシダ(株)
27060-113928
27060-177228
27060-182728

①フィールドエンジニア職
②営業職
③インストラクター職

➀
大学

専修学
校

②③
大学

既卒可

世界有数ハカリのトップシェア、「イシダ」
の国内販売を担当している会社です。
関西が拠点で全国転勤はなく、また休
暇も自由に取りやすい環境です。社員
が元気に健康で働けるよう健康経営に
力を注いでいます。育休からも復帰し働
く方もおり長期にキャリアアップしていた
だけます。
関西の食の安全・安心を支えるやりが
いのある仕事です。研修も充実していま
すので、文系や他専攻のメンバーも活
躍しています。！
関西でキャリアを考えられている方、安
定した会社を探している方、手に技術を
つけたい方ぜひ話を聞きに来てくださ
い。

長谷川

1/18 (木) (株)すずらん 27060-49028
介護職（訪問介護事業所での
高齢者介護）

大学院
大学
短大
高専
専修

既卒可

「若手・子育て世代にも働きやすい会
社」
結婚や妊娠で退職される方が多い職業
だからこそ、手厚くサポート使用と考え
ております。事業所内キッズルームの創
設、大手保育所との連携　勤務時間の
調整など対応を強化しております。管理
職の育休・復職実績もあります。

長谷川
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1/18 (水) （株）スーパー・コート
27030-292628
27030-291728

①総合職【運営マネジメント
コース】
②総合職【介護スペシャリスト
コース】

大学院
大学
短大
専修

既卒可

私たちは関西に暮らす皆様に「スー
パー・コートがあるから老後が安心」だと
思っていただくことを使命とし、関西２府
２県（大阪、京都、兵庫、奈良）で、有料
老人ホームを運営しております。お客様
がどのようにしたら喜んで下さるか、自
ら考え行動し、お客様の喜びを自分の
喜びとして受け止めることができる「自
立型感動人間」を私たちと一緒に目指し
ませんか？！

岡松

1/18 (水) （株）アスモ介護サービス

27020-142728
27020-146828
27020-151628
27020-140328
27020-143628

①施設介護職員（枚方市）
②施設介護職員（茨木市）
③施設介護職員（豊中市）
④施設介護職員（藤井寺市）
⑤施設介護職員（城東区）

大学院
大学
短大
高専
専修

能開校

既卒可

・スタンダード上場企業（株）アスモ１０
０％出資の子会社で安定した環境と充
実の福利厚生制度があります。
・全国４５施設（大阪府１１施設）の運営
と今後も積極的な展開をしています。
・先輩から丁寧な研修があり入社後は
安心してお仕事に就いて頂けます。
・資格応援制度があり無資格でも初任
者研修を取得して介護のプロとして活躍
出来ます。

畑

1/19 (木) ハウスコム（株） 13040-173228
ハウジングアドバイザー
（賃貸仲介営業）

大学院
大学
短大
専修

既卒可

当社は賃貸仲介業界で唯一、東証プラ
イムに上場している安定のもと、事業を
通じ、地域の皆様の生活を「住」でサ
ポートしています。
☆くるみん認定取得
☆ＰＲＩＤＥ指標ゴールド導入
☆働き方改革でＰＣの自動システムダウ
ン導入
☆ＳＤＧｓへの積極的取組み

岡松

1/19 (金) （株）引越社（関西本部） 27060-59128 総合職

大学院
大学
短大
高専
専修

既卒可

主に一般家庭の引越・企業の事務所移
転やその他引越に伴うサービス全般を
行っています。
昭和46年創業（今年で50年目）の引越
専門会社です。独自の研修制度があり
自分のペースで無理なくキャリアアップ
をしていただけます。配属先は自宅から
一番近くの営業所や本人の希望する勤
務地になります。転勤は希望者のみ地
元で活躍できる会社です。近くに営業所
が無い方（片道1時間以上）は、27～45
万の入社支度金制度にて一人暮らしの
サポートもあります。
人に喜んでもらえる仕事に興味ある方
は是非ご参加ください。

長谷川
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1/20 (金) （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

1/20 (金) (株）キタムラ産業
27070-215428
27070-216728

①営業事務職
②営業職

大学
短大
高専
専修

既卒可

年間休日125日！土日休み(完全週休2
日制）
　仕事とプライベートの両立を充実させ
ることができます。

音田

1/23 (月) ジェイーワイテックス（株） 27090-7328 製造系総合職

大学院
大学
短大
高専
専修

能開校

既卒可

当社の最大の強みは、前身となる3つの
企業から受け継いだ独自の加工技術と
品質の高さ、日々変化を続ける社会情
勢にもスピーディに対応しながらひとつ
先の未来を見据えた新たな発想による
技術革新を積極的に行いお客様にとっ
て常に価値のある存在として信頼される
企業を目指し続けている事です。

畑

1/23 (月) ハート封筒(株）
27070-214328
27070-217628

①封筒製造スタッフ
         （機械オペレーター）
②工場内作業（検査・仕上係）

短大
高専
専修

既卒可

私たちは業務用の封筒・名刺などの紙
製品メーカーです。
　設立から一貫して、本業である封筒・
名刺を中心とした、紙製品の製造に、ひ
たむきに取り組み、ハートグループ創業
87年、当社設立57年の歴史を築いて参
りました。
　一日700万枚、年間で17.5億枚もの製
品を大量生産しておりますが、社名の通
り「一枚一枚こころを込めたものづくり」
をモットーに、品質第一の生産活動を
行っております。

音田

1/24 (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）

①
大学院
大学
②

大学
短大
高専
専修

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の監督
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く社員もいます。
職場見学やインターンシップも行ってい
ますので、是非一度ご見学にお越し下さ
い。

岡松
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1/24 （火） （株）成美
27040-56928
27040-57328
27040-58428

商業施設プロデュース職

大学院
大学
短大
高専
専修

能開校

既卒可

成美は大手企業ではありませんが、大
手企業からのお仕事が多く､安定安心で
す。主な取引企業　マクドナルド・牛丼
松屋・やよい軒・シャトレーゼ・鳥貴族他
（敬称略）
会社は52歳ですが、社員は20代30代が
60％！新卒でも相談や質問がしやすい
環境。またちチームで仕事がしやすいよ
うにオフィスはフリーアドレスを一部導入
したりなど、働きやすい環境を整えてい
ます。

亀岡

1/25 (水) （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

1/26 (木) （株）システムインクリメント 27060-162028 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

ソフトウェアの企画・設計・開発・保守運
用を行っています。
取引先はエンドユーザーの企業が多い
のでシステム開発は当然ですが、上流
（企画・立案）から下流（運用・保守）まで
一貫したシステム開発が経験出来ま
す。
また未経験者の方についてはＯＪＴを
ベースとしたカリキュラムで長期的に教
育します。

長谷川

1/26 (木) 三紀運輸北大阪（株） 27060-124728 総合事務職

大学
短大
高専
専修

既卒可

総合物流事業（関連会社32社グループ
の資本金総額2億7,100万・総従業員数
約1,400名）
創業以来着実に発展しています。
チームワークと明るさを基本に全員一
致団結して仕事の取り組む会社です。
当社は大手スーパーマーケットへの食
品の配送。物流倉庫での商品の仕分
け、商品保管を中心に行う総合物流業
（運輸業）です。

長谷川

1/27 (金) （株）ガラシャ
27020-488328
27020-489428
27020-487928

➀エステティシャン（梅田店）
②エステティシャン（天王寺
店）
③一般事務・経理職

大学
短大
高専
専修

既卒可

「トータルエステティックサロン　ガラ
シャ」の経営と化粧品の仕入れ販売。
「ファイネストエステスクール」の運営。
エステを通じて美と幸福感をお客様に、
そしてスタッフに！！
と言う一心で29年間頑張ってきました。
お陰様で結果の出せるエステ、満足度
の高いエステとして高評価頂いていると
自負しています。
チームワークによるサロンワークで店舗
活性の一員として成長でき給与に反映
されます。もちろん仕事はきっちりします
が、楽しいことが大好きでアクティブなノ
リは豪華なサロンなので少々体育会
系！笑いでいっぱいの会社です。

長谷川
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1/27 (金) 豊和開発(株) 27030-296028
土地有効活用の営業職
【地域に役立つまちづくり】

大学院
大学
専修

既卒可

・不動産業界には珍しい週末休み!
・転勤はありません。大阪本社勤務で安
心して働けます。
・医療・社会福祉施設特化で社会貢献
性の高い事業です。
・営業チームの約半数は２０代、若手が
活躍中です。
・入社３年目でチームリーダーに抜擢
も！チャレンジ精神を大切にしていま
す。

岡松

1/30 (月)
佐藤建設工業（株）
（関電工グループ）

13040-96028 技術職（施工管理）

大学院
大学
短大
高専
専修

既卒可

当社の主力事業である送電線建設工事
は現代社会の生活と産業を支えている”
電力という血液”を日本列島のすみずみ
まで安定供給するという社会貢献度の
高い仕事です。
東京電力の関連企業である関電工グ
ループの一員として全国各地の送電線
建設工事を数多く受注しており、将来に
わたり安定した工事量が見込まれてい
ます。
文系出身の方でも大活躍していますの
で、施工管理というマネジメントに興味
のある方はぜひご応募ください。

長谷川

1/30 (月) （株）手原産業倉庫

25060-37528
25060-108228
25060-123728
25060-131728
25060-124628

①物流マネージャー
      （物流管理／大正）
②物流マネージャー
      （物流管理／茨木）
③本社総務
      （人事・労務・経理）事務
職
④営業企画業務
⑤物流マネージャー
      （物流管理／八幡）

大学院
大学
短大
専修

既卒可

関西を中心に８か所の物流センターを
運営しています。倉庫業では滋賀県内
トップクラスの業績を上げており、取引
先は大手中心で業績も安定していま
す。
今後２年以内に静岡県に物流センター
を新設予定です。コロナに負けず成長
中の企業です。

岡松

1/31 (火) （株）三星製作所 27080-52128 総合職
大学

既卒可

・冷間塑性加工技術を生かしたパイプ
及びシャフトの独自加工技術を開発　＊
日本塑性加工学会技術開発賞受賞
・自社用プレス機械製作　・グローバル
展開（タイ・ベトナム）
・独自性、固有性をもった国際競争力の
ある商品づくり

従来の慣習にとらわれない「ものづくり」
への取り組み、独自性、固有性をもった
国際競争力のある商品づくりをしていま
す。

畑

9 ページ 01-1.Daily 企業説明会予定表.xlsx



2022/12/20 15:45

※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

1/31 (火) 摂津金属工業（株）
27180-64128
27180-49928

①営業職（大阪）
②営業職（名古屋）

大学

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（ISO９００
１、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

2/1 (水) （株）テクノフロント
27070-199828
27070-200228

①モノづくり業務
           （金属機械加工）
②営業

大学

既卒可

弊社は特殊鋼の切断加工販売を全国
展開しており、中国の昆山及び深圳との
輸出入の事業展開しております。
　弊社で販売した特殊鋼の多くはモノづ
くりに欠かせない金型に使用されてお
り、日本のモノづくりを支える重要な役
割を担っております。
　創業以来業績が安定しており、来年度
の業務拡大に向けての人材を募集して
います。原則、休日出勤はございませ
ん。

音田

2/2 (木) ＢＩＣＯ・ＧＨＩ(株) 13040-528628 営業職
大学
短大

既卒可

貴金属製品（金・プラチナ製ネックレス、
結婚指輪など）を中心とした宝飾品の卸
売業です。専門店・小売店に定期的に
訪問し、当社製品の販売及び客先に
合った商品の紹介を行うルート営業（飛
び込みなし）と、ＴＶ・ラジオ・雑誌などの
各媒体へ企画提案から放送・雑誌掲載
準備、商品紹介などを行う通販営業が
あります。その他、展示会応援・事務処
理などもあります。

畑

2/2 (木) (株)ナカガワ

29020-34228
29020-37028
29020-43528
29020-30328
29020-25728

①営業職（堺市）
②事務職（堺市）
③営業職（東大阪市)
④配送職（東大阪市）
⑤営業職（箕面市）

大学
短大
高専
専修

既卒可

弊社は奈良・大阪に６拠点を構える老舗
総合商社です。地域密着型企業として、
地元の皆さまにご愛顧頂いており、昨
年、創業１００周年を迎えることができま
した。また、設立以来赤字決算なしで、
非常に安定した地盤があることも当社
の強みです。人々の暮らしを豊かにする
ことをモットーに、建物１軒建てられるだ
けの商材を全て取り扱う当社で、あなた
も一緒に快適な暮らしをサポートしませ
んか？

畑

2/7 (火） 岡安証券（株）

27010-63528
27010-58128
27010-64828
27010-61628
27010-62228

①営業職（本店）
②営業職（奈良王寺支店）
③営業職（東京支店）
④営業職（豊岡支店）
⑤営業職（徳島営業所）

大学院
大学
短大
高専
専修

既卒可

創業以来98年、お客様お一人お一人を
大切にしている会社です。『人生100年
あなたと共に』をキャッチフレーズに地
域密着の対面での営業を行っていま
す。大企業では難しい、部署や年齢を
超えて気軽に話し合えるアットホームな
雰囲気が魅力の職場です。新入社員研
修もあり、入社後は先輩社員がしっかり
とフォローしてくれます。明るく積極的で
いろんなことに興味を持てる方をお待ち
しております！

松本
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2/14 (火) （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。
　開発の方では、ＰｙｔｈｏｎやＮｏｄｅ.ｊｓ、Ｔ
ｙｐｅＳｃｒｉｐｔ等の新しい言語や技術に触
れることもできます。
　未経験（文系出身の方）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

2/15 (水) （株）マルニコーポレーション
27130-12828
27130-14128
27130-15928

①営業職
②総合職(庶務・総務人事・経
理等）
③技術職

①②
大学院
大学
③

大学院
大学
短大
高専
専修

能開校

既卒可

技術と信用で創業73年。人を育て活力
あふれる会社です。AIがどれだけ発達し
てもなくならないのが我々の仕事です。
東京商工リサーチの調査で２年連続大
阪の優良企業に選出されました。

松本

2/21 (火) （株）ハタヤリミテッド 23020-183028
マーケティング営業
          ／大阪市西区

大学

既卒可

・創業１０４年を迎える自社ブランド製品
を販売する営業職です。
・業界では弊社を知らない顧客はほとん
どいませんので活動がしやすい環境で
す。
・営業職といっても個人的な販売ノルマ
はありません。
・代理店、販売店に自社製品の販売方
法を教える、販売後の製品の顧客の意
見を聞き、次の新製品、改良品に繋げ
ていくマーケティング活動が仕事です。

岡松
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