
決定日 № 会社等名称 業種 採用職種 事業内容

4月5日(火) 1 アイエックス・ナレッジ株式会社 情報通信業 システムエンジニア（SE）、営業職
金融・通信・公共などの多業界のお客様へ、情報システムのコンサルティング・開発・検
証・運用などを提供

http://www.ikic.co.jp/

4月5日(火) 2 旭情報サービス株式会社 情報通信業
システムエンジニア・ネットワークエンジニア・運用
管理エンジニア

システム開発、ネットワークサービス、システム運用 http://www.aiskk.co.jp/

4月5日(火) 3 朝日電器株式会社 卸売業 総合職（営業・企画・事務）
ホームセンターや家電量販店へ『ＥＬＰＡ』商材及びＮＢメーカー商材の売り場提案する
家電用品パーツ全般を扱う商社です。

http://www.elpa.co.jp

4月5日(火) 4 株式会社ＳＹＩ 情報通信業 総合職（システム開発） 金融を中心とした各種ソリューション構築 http://sy-inf.co.jp/

4月5日(火) 5
エムケイ株式会社（エムケイグ
ループ）

運輸業 ①トラベルコーディネーター②観光バス幹部候補 タクシー・ハイヤー事業、観光バス事業、アミューズメント事業、エネルギー事業 http://www.mk-group.co.jp

4月5日(火) 6 岡三証券株式会社 金融業 総合職、エリア総合職
金融商品取引業：有価証券の委託売買、自己売買、引受、募集および売出しの取扱
い。その他これに付随する業務。

http://okasan.saiyo.jp

4月5日(火) 7 株式会社加貫ローラ製作所 製造業 技術開発職、営業職、管理部門職 印刷用・工業用ゴムローラの製造及び販売、印刷関連商品の製造及び販売 http://www.katsura-roller.co.jp

4月5日(火) 8 カネ美食品株式会社 製造業 店舗運営・製造管理・品質管理・事務
弁当・寿司・惣菜類の小売店舗のテナント展開、コンビニ用弁当類の製造・卸し、宅配用
弁当類の製造受託

4月5日(火) 9 河村繊維株式会社 製造業 ①営業  ②生産技術  ③総合職  ④工程スタッフ
レッグケアー商品（メディキュット等）、インナーウェア（ワコール・ミヅノ）、パンティース
トッキング（グンゼ、福助）、サポーター（パテックス等）製造

http://www.kawamura-group.co.jp

4月5日(火) 10 株式会社銀装 小売業 総合職（販売、製造） 洋菓子の製造販売 http://www.ginso.co.jp

4月5日(火) 11 株式会社光洋（イオングループ） 小売業 総合職（1年目は必ず店舗に配属されます。） 京阪神奈良和歌山地区でのスーパーマーケット運営 http://www.kohyo.co.jp

4月5日(火) 12 小山株式会社 サービス業 総合職
一般用寝具及び医療福祉用寝具等リース、寝具類の洗濯再製加工、寝装寝具類販
売、介護用品・福祉用具のレンタル・販売、バリアフリー住宅改修他

http://www.koyama-kk.co.jp

4月5日(火) 13 佐川急便株式会社 運輸業
①セールスドライバー職　②軽四セールスドライ
バー職　③セールスデリバリー職

宅配便など各種輸送にかかわる事業 http://www.sagawa-exp.co.jp/

4月5日(火) 14 住友生命保険相互会社 金融業 総合営業職
生命保険業・損害保険業.
育成期間(３年間)は生・損保のコンサルティング営業を行います。

http://www.sumitomolife.co.jp/sumirei

4月5日(火) 15 ダイヤコスモ株式会社 小売業 営業、メンテナンス（技術）、店舗設計 業務用厨房機器、空調機器の営業及びメンテナンス。店舗厨房の設計、施工 http://www.daiyacosumo.com

4月5日(火) 16 太陽建機レンタル株式会社 サービス業 営業職 【総合レンタル業】工事現場で利用する車両や機械などのレンタル業 http://www.taiyokenki.co.jp/

4月5日(火) 17 多磨エンジニアリング株式会社 運輸業 総合職 総合物流業（倉庫業、一般区域貨物運送事業、据付業）

4月5日(火) 18 株式会社テクニカル・ノア サービス業 貿易事務、倉庫作業
航空貨物の輸出入に係る通関申告や通関書類の作成、貨物の内容点検、情報入力業
務及び貨物のハンドリング業務、関西国際空港貨物地区でカフェも経営。

http://www.technical-noah.co.jp

4月5日(火) 19 東洋テック株式会社 サービス業
総合職（営業、技術、セキュリティスタッフ、電話対
応スタッフ、各種サービススタッフ）

機械警備、ホームセキュリティ関電SOS、輸送、施設、警備、ビル総合管理 http://www.toyo-tec.co.jp

4月5日(火) 20 株式会社ドンク 飲食業 総合職
フランスパンをはじめとする各種パン、フランス菓子の製造、販売及び喫茶室、レストラ
ン営業

http://www.donq.co.jp/

4月5日(火) 21 西川リビング株式会社 卸売業 総合職 繊維製品（寝具、寝装品、インテリア雑貨）および健康寝具の製造卸 http://www.nishikawa-living.co.jp/

4月5日(火) 22 株式会社　西村屋 サービス業 客室係
創業100年以上の老舗宿・日本一に輝いた「西村屋本館」と近代的な設備を備えながら
も随所に和の心を配し、伝統と革新を両立させた新しい日本のホテル「西村屋ホテル招
月庭」の２館を運営。

http://www.nihsimuraya.ne.jp

4月5日(火) 23 株式会社日伝 卸売業 ジェネラル職（総合職）、エキスパート（一般職）
動くところ日伝あり！世界のものづくりを支えるメカニカルパーツ＆システムの専門総合
商社です！

http://www.nichiden.com

4月5日(火) 24 株式会社フジフレックス 製造業 総合職、製造職、事務職
医療機器の製造、開発、販売。整形外科用手術器具や、医療現場で使用される周辺機
器を自社で開発し販売を行っております。また、ＯＥＭ製造として医療系企業からの受注
生産も行っております。近年では、海外展開も視野にいれて活動しております。

http://www.fuji-flex.co.jp/

4月5日(火) 25 ホームケアー株式会社 サービス業 介護職 介護保険に基づいたサービス、介護施設サービスなど http://www.homecare.co.jp

4月5日(火) 26
アパマンショップ　株式会社丸和
不動産

不動産業 営業職 賃貸アパート・マンションの仲介。賃貸物件の管理。不動産売買仲介、等 http://www.apaman.biz/
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4月5日(火) 27 リコージャパン株式会社 卸売業 営業、カスタマーエンジニア、システムエンジニア
リコーの複合機やプリンター、ＩＴ関連商品等の販売、機器保守・アフターフォローをトー
タルで提案と提供

http://www.ricoh.co.jp/sales/about

4月5日(火) 28 株式会社レンタルのニッケン サービス業 総合職（営業、内勤、整備等） 建設機械を中心としたレンタル。自社オリジナル商品の開発・製造・販売。 http://www.rental.co.jp/

4月6日(水) 1 株式会社アイワ 建設業 総合職（営業・施工管理）
大阪ガス認定工事会社・空調機器・住宅設備。総合設備を歓変える！をモットーに提
案・施工・メンテナンスまで一貫して対応しています。

http://www.aiwa-jp.com/

4月6日(水) 2 アパルトマン株式会社 不動産業 営業職
・大手企業向けの社宅の手配関連のコンサルティング・コインパーキングの運営、・
ウィークリーマンションの運営、・コンテナ・トランクルームの運営

http://www.aprt.jp

4月6日(水) 3 ウオクニ株式会社 飲食業 営業管理（総合職）
オフィス、工場、寮、学校、保育・幼稚園、病院、福祉施等（全国に計７８０ケ所）の食事
サービス・経営。

http://www.uokuni.co.jp/

4月6日(水) 4 株式会社ＫＹＯＳＯ 情報通信業
システムエンジニア、ネットワーク・サーバエンジ
ニア、ヘルプデスク

ソリューション設計からシステム開発、構築、導入、運用、保守までトータルにサービス
を提供

http://www.kyoso.co.jp

4月6日(水) 5 サコス株式会社 サービス業 営業職、機械整備職　いずれも学部・学科不問 建設機械をはじめとする機械・機器のレンタル及び販売 http://www.sacos.co.jp

4月6日(水) 6 三和金属株式会社 卸売業 営業職・一般事務職 アルミニウム・その他非鉄金属の販売（商社） http://www.sanwakinzoku.com

4月6日(水) 7 シンコー株式会社 卸売業 提案営業職
インテリア資材全般と生活雑貨素材を取り扱う総合商社となります。地域密着型の営業
でお客様の希望を叶えます。

http://www.o-sincol.co.jp/

4月6日(水) 8 西尾レントオール株式会社 サービス業 営業職、事務職 総合レンタル業（建設設備工事用機器全般からイベント･産業界向け商品まで） http://www.nishio-rent.co.jp/

4月6日(水) 9
日本コンピューターサイエンス株
式会社

情報通信業 総合職（営業、技術）
【システム・インテグレーター】大手企業向けコンピューターシステムの企画・提案・設計・
開発・保守

http://www.jcs.co.jp/

4月6日(水) 10 株式会社　バイカル 製造業 洋菓子販売／洋菓子製造 洋菓子製造及び販売 http://www.baikal.jp/

4月6日(水) 11 株式会社ハウスドゥ 不動産業 営業職、事務職、専門職 フランチャイズ事業、住宅・リフォーム事業、不動産売買事業、ハウス・リースバック事業 http://www.housedo.co.jp

4月6日(水) 12 株式会社ブロンコビリー 飲食業
調理マネージャー、サービスマネージャー、店長
候補

ステーキハウス「ブロンコビリー」の事業展開。京都洛西、枚方に新店がオープンしま
す。

http://www.bronco.co.jp

4月6日(水) 13 ホワイト・ベアー株式会社 卸売業 営業 高級アパレルブランド。ファー・レザー・カシミヤに特化したファッションメーカー http://www.white-bear.co.jp/

4月6日(水) 14 間口グループ（株式会社間口） 運輸業 総合職
総合物流サービス業、物流事業、港湾運送事業、倉庫業、一般貨物自動車運送業、貨
物利用運送事業等

http://www.maguchi.co.jp/recruit/

4月6日(水) 15 丸正株式会社 卸売業 営業職 電気・電子資材、包装資材を扱う専門商社。主担当業界は電機、薬品、食品など http://www.marusho-kk.co.jp

4月6日(水) 16 株式会社　万代 小売業 総合職（販売） 食料品・住居関連商品・衣料品・酒類等を販売するスーパーマーケットの経営 http://www.mandai-net.co.jp/

4月6日(水) 17 明治安田生命保険相互会社 金融業
総合職（全国型・地域型）、法人総合営業職（地
域型）

各種生命保険の引受・保全、資産の運用などの生命保険業および付随業務 http://www.meijiyasuda.co.jp

4月6日(水) 18 株式会社洋電社 卸売業 営業総合職、・一般事務職 電設資材（電気工事材料）、家電製品等の総合卸 http://www.yodensha.co.jp/

4月6日(水) 19
株式会社ワールドストアパート
ナーズ

小売業 ドレッサー（アパレル販売） ワールドブランド　レディ-ス　メンズ 子供服　服飾雑貨の小売販売。 http://www.world-sp.co.jp/

4月7日(木) 1 株式会社アイテム 情報通信業 総合職・一般職　※各職複数詳細あり
企業活動・生活のライフラインとなっている「通信」のありとあらゆる商品・サービスを迅
速に「法人企業」「個人顧客」の方々にご紹介を行う総合通信商社です。

www.i-tem.co.jp

4月7日(木) 2 株式会社あさひ 小売業 総合職(店舗マネジメント職)
自転車専門店“サイクルベースあさひ”を全国展開。製造・物流・販売を一貫して自社で
行っているSPAの企業です。

http://www.cb-asahi.jp/

4月7日(木) 3 As-meエステール株式会社 小売業 ジュエリーコーディネーター(販売職)
ジュエリーの企画・製造・販売を一貫して行っています。おかげさまで創業60周年を迎え
ました。

http://www.as-estelle.co.jp

4月7日(木) 4 株式会社いそかわ 小売業 販売 生鮮食料品主体のスーパーマーケット http://www.ik-isokawa.co.jp

4月7日(木) 5 伊丹産業株式会社 卸売業 総合職・一般職
LPガスの販売・営業／米穀の販売・営業／石油の販売・営業／モバイル機器の販売・
営業／一般事務　他

www.itami-grp.co.jp

4月7日(木) 6 株式会社オンワード樫山 卸売業 総合職・販売職 紳士服、婦人服、子供服、身のまわりの品などの企画・製造・販売 http://www.onward.co.jp/
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4月7日(木) 7 コネクシオ株式会社 小売業 販売職 携帯電話の卸売販売及び携帯電話を利用したソリューションサービスの提供 http://www.conexio.co.jp

4月7日(木) 8 株式会社ザグザグ 小売業 総合職（店舗スタッフ、本社スタッフ） ドラッグストア・調剤薬局、介護施設の経営、通販サイトの運営 http://www.zagzag.co.jp

4月7日(木) 9 株式会社　三共 建設業 営業職 建設仮設機材の製造･販売及び賃貸 http://www.sankyo-sea.jp

4月7日(木) 10 株式会社Ｇ－７ホールディングス 小売業 店舗スタッフ
業務スーパー事業、めぐみの郷事業、オートバックス事業、バイクワールド事業、精肉
店舗事業、海外事業（主に東南アジア地区）

http://www.g-7holdings.co.jp/

4月7日(木) 11 和歌山県（ジョブカフェわかやま） 就職相談ブース

4月7日(木) 12
システムテクニカルサービス株式
会社

情報通信業 プログラマー、システムエンジニア コンピュータ関連ソフトウェア開発　情報処理技術者要員の派遣 http://www.eikog.co.jp

4月7日(木) 13 株式会社正英製作所 製造業 総合職(営業、技術、生産)希望を考慮 燃焼機器（ガスバーナー）及び工業炉の製造・販売・メンテナンス http://shoei-mfg.co.jp

4月7日(木) 14 株式会社スリーエム 小売業 販売
紳士服及びカジュアルの製造・販売・卸売、金券・チケットの販売・買取、眼鏡の製造・
販売・卸売

http://www.three-m.co.jp

4月7日(木) 15
株式会社ソフトウェアコントロール
西日本事業部

情報通信業 システムエンジニア コンピュータソフトウェアの開発および付帯する事業 http://www.scnet.co.jp

4月7日(木) 16 株式会社トレジャーボックス 建設業 幹部候補総合職　（企画提案営業）
■マンション・ビルのリフォーム、リノベーション工事業および管理事業  ■不動産事業
全般　■一級建築士事務所

http://www.treasure-box.co.jp

4月7日(木) 17 ナビオコンピュータ株式会社 情報通信業
１．システムエンジニア　２．システム運用エンジ
ニア　３．ＰＣサポートエンジニア

ビジネスシステムの設計、開発業務、保守運用業務、PCサポート、データ入力まで、情
報処理業務を幅広く行っています。

http://www.navio.co.jp

4月7日(木) 18
株式会社ハードオフコーポレー
ション

小売業 店長候補（販売業務）
リユースショップの店舗運営（ハードオフ・オフハウス・ホビーオフ・モードオフ・リカーオ
フ・ガレージオフ・ブックオフ）及び、フランチャイズ事業展開

http://www.hardoff.co.jp/

4月7日(木) 19
パナソニック エイジフリーサービス
株式会社

サービス業 営業職、介護職
デイサービス、ショートステイ、訪問入浴介護、訪問介護、訪問看護、居宅介護支援事
業、介護付有料老人ホームの運営

http://panasonic.co.jp/es/pesasv/

4月7日(木) 20 株式会社福屋ホールディングス 不動産業 仲介営業職・施工管理職 不動産売買仲介事業、損害保険代理店事業、建替請負事業、リフォーム事業 http://www.fukuya-k.co.jp

4月7日(木) 21 株式会社ホクリン 情報通信業 プログラマー・SE
＜ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ・ｿﾌﾄｳｪｱの開発＞１．情報処理システムのコンサルティング業務　２.各種
業務アプリケーションのソフトウェア開発・運用　３.ソフトパッケージの開発

http://www.hokurin.co.jp

4月7日(木) 22 堀川産業株式会社 小売業 営業職 LPガスの製造・販売、各種燃料油・住宅設備機器の販売、発電事業、都市ガス事業 http://www.horikawasangyo.co.jp

4月7日(木) 23 ホンダ奈良自販株式会社 小売業 営業職
ホンダディーラー。自動車販売、中古車販売、点検整備、損害保険代理店、リース、レン
タカー

ホンダカーズ大和奈良で検索

4月7日(木) 24 本部三慶株式会社 製造業 総合職（営業）　総合職（事務） 食品用に使用される殺菌・除菌製剤、その他の製造販売。 http://www.sankei-group.com

4月7日(木) 25
株式会社ラガゾット（オーダースー
ツ専門店ツキムラ）

小売業 総合職 アパレル業、紳士婦人服販売、ファッションアドバイザー http://www.tukimura.com
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