
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

3/3 (金) モラブ阪神工業（株）
27020-197828
27020-200528

①ＯＡ機器操作（一般事務）
②情報処理ＰＧ・ＳＥ

大学院
大学
短大
高専
専修

既卒可

関西一円で３９年間、最先端技術におけ
る開発業務をサポートする技術者集団
で、取引先企業は大手上場・上場系企
業が中心です。資格取得支援や研修制
度で一人一人の技術を上げる事に力を
入れています。正社員での雇用で長期
プロジェクトに参画し、将来的に取引先
企業への転籍の可能性もあります。

畑

3/3 (金) 奥村機械（株）

27180-11228
27180-9328
27180-12528
27180-63028

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）
④一般事務

①②③
大学

④
大学
短大

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

3/6 (月) （株）電算情報技研 27030-113228
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
ウエア開発企業です。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
開をしています。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

3/6 (月) （株）グッドネス 27020-458628 システムエンジニア

大学院
大学
短大
専修

既卒可

★新人でも安心な独自のマンツーマン
技術研修に加え、信頼される人材にな
るための社会人基礎力研修もあるので
あなたも社会に必要とされる人材になれ
る。・中小企業だからこその風通しのよ
さと定期的な個別相談等のフォローアッ
プを実施。＊弊社ＨＰ「採用状況」もご参
照ください。

畑

3/6 (月)
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）では、
「技術力」はもちろん、「人間力」を身に
つけるための教育制度やベンダー資格
を含めた資格取得のための支援制度を
整備し、一人ひとりのスキルを伸ばし、
活かすことのできる環境があります。実
際に活躍する先輩たちは「ＥｘｃｅｌやＷｏｒ
ｄしか分からない」といった文系出身者も
多数います。入社後はＯＪＴ、集合教育
など受講ができる研修があるため、文系
からでも全く問題ありません。

畑

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

一般事務職求人は充足のためキャンセルとな

りました。大変申し訳ございません。

1 ページ 01-1.Daily 企業説明会予定表.xlsx
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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

3/7 (火) （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

3/7 (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・売買、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
ランの監督のもと、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随時行っ
ていますので、ぜひ一度見学にお越しく
ださい。

岡松

3/7 (火) （株）キンコー
27010-156328
27010-3138

①電気設備施工管理
②総務関連業務

①
大学
短大
高専
専修

②
大学
短大

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

3/13 (月) 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

3/13 (月) （株）寺田ポンプ製作所
29020-66728

営業職
大学

既卒可

あまり知られていない業界ですが、あら
ゆる場所でポンプが設置されています。
　縁の下の力持ち的な感じです。
　モノづくり、お客様を大切にする真面
目な文化・伝統が受け継がれています。

松本

2 ページ 01-1.Daily 企業説明会予定表.xlsx
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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

3/13 (月) 共和産業（株）
27030-12838
27030-11538

①営業職
（ルートセールスを中心とす
る）／大阪本社
②営業職
（ルートセールスを中心とす
る）／東京営業所

大学院
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

3/14 (火)
日本エムケイ産業

（株）
27030-9338

27030-308528

①海外貿易の輸出における
貿易事務
②海外貿易の輸出における
営業

大学院
大学

既卒可

・現在社員は７名。少数精鋭で若い人が
活躍できる活気のある職場です。
・オフィスは本町徒歩２分で非常に便利
な立地です。
・職場は落ち着いた雰囲気でサポート体
制も万全です。
・新卒や第２新卒の方にも丁寧に仕事
内容をお教えしますので、安心してくだ
さい。
・土日祝休みの完全週休２日制です。本
年度、賞与実績年間７ヶ月有り（新卒は
１年目４ヶ月程度）

岡松

3/14 (火) 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（興国鋼線索、メタックス、関東鋼
線）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
勢にもスピーディーに対応しながら、一
歩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かつ信頼さ
れる企業を目指し続けている事です。

畑

3/15 (水) ＯＲＳコジマ（株）
27070-135428
27070-7938

①営業
②一般事務

大学院
大学
短大
高専
専修

既卒可

昭和50年創業以来順調に業績を伸ば
し、現在関西・関東に13カ所の営業所を
設ける。
　大阪中小企業投資育成会の出資会社
である。
　比較的若い年齢層の社員が多くのび
のび仕事ができる。塗料販売を通して専
門知識を学ぶことができ、また定期的に
講習会も実施している。実績を積めば
調色技能試験なども受けられやりがい
のある職場である。

音田

3/15 (水) （医）徳洲会　野崎徳洲会病院 27180-65928 医療事務（医事課）

大学
短大

既卒可

〇救急を主体としながらも慢性期から在
宅まで対応している地域密着型の病院
です。
〇民間最大の医療グループであり、転
勤の選択肢が広い。
〇福利厚生充実！医療費還付制度・人
間ドック助成・団体保険加入有・職員旅
行（海外有）
〇当該部署の平均年齢28歳と若く、活
気とやる気に溢れています。

松本
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１3：3０　～　１６：0０　随時受付 （１6：3０終了）

Daily 企業説明会 予定表

3/16 (木)
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

3/16 (木)
ＮＸキャッシュ・ロジスティクス

（株）西日本支店
27040-7038 構内作業スタッフ（東住吉区）

大学院
大学
短大
高専
専修

既卒可

地元志向で、転勤なし。夜勤なし。
未経験者でも大丈夫。しっかりとフォ
ローする研修制度あります。
賞与年2回。昇給年1回。福利厚生充
実。
　分社化による「ＮＸ　ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥ
ＳＳ（日本通運）」グループとして、今年
からスタート。
　現金輸送のチームとは別。構内作業
スタッフとして就業して頂きます。

音田

3/17 (金) 富士産業（株）
27040-162728
27040-172228
27040-5538

①営業職
②営業職（東京支店）
③事務職

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、店
舗、応急仮設住宅等で使用されていま
す。
プレハブは様々な用途で使用されるた
め、お客様からの注文が安定していま
す。

亀岡

3/17 (金) （株）サカイ引越センター 27080-65628 総合職

大学院
大学
短大
専修

既卒可

９年連続引越業界No.１のサカイ引越セ
ンターは、全国２０５支店、海外（フラン
ス、イギリス、ベルギー）にも営業所を展
開しています。
また、引越業だけでなく、グループ会社
拡大により新生活に係る事業を多岐に
わたって展開しております。

畑

3/20 (月) （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

企業様ご都合により、日程が3月14日から変更になりました。
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3/22 (水) （株）アグフォート 27060-58028
プラント設備・産業機械設計・
製図業

大学院
大学
高専
専修

既卒可

各種プラント設備・産業機械関係の設
計・製図業務　難しいイメージの分野で
すが何も知らない状態でも大丈夫です。
社員全員で一からしっかり教えます。
チームで行う業務なので色々な人から
しっかりと教えてもらえる環境が整って
います。大手メーカーとの取引も多く長く
安定した企業体質になっています。人に
寄り添い人との環境を意識した業務を
行っています。信頼と絆をテーマに仕事
に取り組む会社です。気になった方は
是非会社説明を聞いてみてください。

長谷川

3/23 (木)
アルネオソフトウェア

（株）
27030-167928

未経験歓迎プログラマー・
             ＩＴエンジニア

大学院
大学
短大
高専
専修

能開校

既卒可

コロナ禍以降でも業績は堅調に推移し
ており、弊社で製造している適性検査の
ソフトを駆使して昨年は２０名近くの社員
を採用しております。また、離職率も低
く、定着率は安定しております。

岡松

3/23 (木) アコードワークス（株） 27030-175928
ネットワークエンジニア
（ヘルプデスク・ＩＴ・ネットワー
ク系）

大学院
大学
短大
高専
専修

能開校

既卒可

弊社はITインフラに関するソリューション
をお客様へ提供しています。配属先に
はネットワークに関するユーザーサポー
ト・お客様先でのシステムに関するサ
ポート・文教の学生向けサポートなどが
あります。Office製品（Excel等）やネット
ワークの基礎研修後に現場配属となる
ので、ＰＣ野操作に慣れていない方でも
安心して働き始めることができます。

岡松

3/23 (木) スキルシステムズ（株）

27060-23738
27060-21338
27060-18838
27060-61728
27060-29628

➀データサイエンティスト・
データ解析・ＡＩ開発
②プログラマＣ/Ｌｉｎｕｘ開発
③プログラマ　Ａｎｄｒｏｉｄ/Ｊａｖ
ａ開発
④プログラマＣ＋＋/Ｃ＃Ｗｉｎ
ｄｏｗｓ開発
⑤Ｗｅｂプログラマ　自社ブラ
ンド医療ソフトウェア開発など

大学院
大学
短大
高専
専修

能開校

既卒可

ＷＥＢシステム開発、組込ソフト開発、医
療機関向けシステム開発を行っている。
新卒入社でもテレワーク推奨。働き方改
革で残業はほぼ無し。新大阪駅徒歩5
分駅近く。文系理系関係なく活躍できる
育成メソッド。入社3ヶ月は社外専門家
のＩＴの研修を受講。ＡＩやＷＥＢ開発など
最先端のＩＴスキルが身に付く。研修後
は先輩社員によるＯＪＴ教育。令和4年、
5年新卒採用者多数で明るい職場です。
バースディ休暇や飲み会代補助など。
長所や得意を伸ばす業務分担。一人一
人の主体性や創意工夫を尊重する職場
環境です。

長谷川

3/24 (金) （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
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Daily 企業説明会 予定表

3/24 (金) （株）ＤＯＯＲＤＯ 27010-31438 建設施工管理

大学院
大学
短大
高専
専修

能開校

既卒可

土地の仕入れから開発、設計、施工、
販売まで自社で一貫して行います。
　15期連続で増収増益を続けていま
す。無理のないスケジュールで、ゆとり
をもって管理に専念できます。

音田

3/27 (月) （株）ニューウェイブ 38050-76928 電子カルテの営業

大学院
大学
短大
高専

既卒可

コンピューターシステム販売・ソフトウェ
ア開発・携帯電話の販売・電子カルテ開
発販売。産婦人科専用の電子カルテの
開発販売を全国展開しています。
産婦人科の電子カルテ（エフカルテット）
はトップシェアを確保しています。平均
年齢39歳で活気ある職場で、働きませ
んか。医療分野の知識が無くとも本社
（愛媛県）での入社後研修及びＯＪＴで
身につける事が出来ますので安心してく
ださい。営業のスタイルは、飛び込み訪
問では無く、各医療系の企業様や既存
の電子カルテユーザー様（産婦人科病
院様）からのご紹介での訪問営業になり
ます。

長谷川
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