
決定日 № 会社名称 業種 採用職種 事業内容 会社URL

6月21日(火) 1 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)

1．ジュエリー専門店チェーン事業
2．宝石の輸入並びに宝石・貴金属製品の製造加工
3．宝石・宝飾品の卸販売

http://www.as－estelle.co.jp

6月21日(火) 2
伊藤忠エネクスホームライフ関
西株式会社

卸売業
総合職(営業、
保安、管理)

LPガス販売を中心に、太陽光・蓄電池などの新エネ
ルギー販売、電力小売事業も行う、エネルギー提案
企業です。

http://www.kansai.enexhl.jp

6月21日(火) 3 ウエルシア薬局株式会社 小売業
総合職(店長
他、幹部候補)

調剤併設型ドラッグストアチェーン
全国1101店舗、近畿195店舗を展開。(2016年1月現
在)

http://www.welcia－yakkyoku.co.jp

6月21日(火) 4 株式会社エクストリンク
情報通信
業

営業職
・美容、飲食業界向けの自社POSレジの提案営業
・店舗での携帯電話の販売、店舗経営
・法人向けWEBサイト制作の提案営業

http://www.extlink.co.jp

6月21日(火) 5 社会福祉法人　大倭安宿苑
サービス
業

介護職員
老人福祉から障害者福祉に至るまで幅広い福祉の
分野を含む総合施設で積極的に新しい時代の福祉
事業に取り組んでいます。

http://www.asukaen.net/

6月21日(火) 6 株式会社鍜治田工務店 建設業 施工管理職 総合建設業 http://www.kajita.co.jp/

6月21日(火) 7 株式会社キナン
サービス
業

営業職/整備・
修理職/店舗
運営職

建設機械のレンタル・販売・修理
日帰り温泉施設・リゾートホテルの運営
太陽光発電所の建設・運営

http://www.kinan.co.jp

6月21日(火) 8 株式会社キャラット
サービス
業

サービススタッ
フ

フォトスタジオ・ブライダル事業 http://www.caratt.jp/

6月21日(火) 9 株式会社近商ストア 小売業 総合職
食品を中心としたスーパーマーケットを大阪、奈良、
京都、三重に現在４１店舗展開しています。

http://www.kinshostore.co.jp

6月21日(火) 10 株式会社ケア２１
サービス
業

福祉総合職 介護・福祉サービス http://care21.co.jp/

6月21日(火) 11 コーナン商事株式会社 小売業 総合職
DIY商品の小売を中心としたホームセンター事業を
展開しています。

http://www.hc－kohnan.com

6月21日(火) 12 株式会社コクミン 小売業

OTC医薬品販
売業務・化粧
品販売業務・
医療事務

ドラッグストア及び調剤薬局(専門・併設)の経営、高
齢者住宅・施設における取組み

http://www.kokumin.co.jp/corp/recruit/
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6月21日(火) 13 株式会社コポ 小売業
総合職（店長、
商品企画、幹
部候補）

靴下専門店コポを直営、ＦＣにて全国展開中（現
在、約８０店）

http://copo－net.jp

6月21日(火) 14 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

6月21日(火) 15 株式会社コルモ
情報通信
業

システムエンジ
ニア（プログラ
マー可）

コンピュータ言語(Java、.NET、C、C#、VB、
Objective-C、Android)を用いた、企業向けビジネス
ソフトウェアの企画・設計・開発作業を行います。・
業務システム開発・業務システム運用保守・パッ

www.colmo.co.jp

6月21日(火) 16
ALSOKグループ（綜合警備保障
株式会社）

サービス
業

営業職、企画
総合職、警備
職、技術職、経
理職

各種セキュリティサービス及びセキュリティシステム
の企画・開発・販売

http://www.alsok.co.jp/

6月21日(火) 17 つるや株式会社（つるやゴルフ） 小売業

総合職（販売・
店舗経営、イン
ストラクト・企画
事務等）

生涯スポーツ、ゴルフに関して製造・販売、施設経
営まで事業展開。正社員による接客で顧客満足を
追求

http://www.tsuruyagolf.co.jp

6月21日(火) 18 DCMダイキ株式会社 小売業 総合職

DIY用品、園芸用品、ペット用品、日用消耗品などお
客様の暮らしを支える商品を販売し、住まいに関わ
る様々なサービスを提供しているホームセンターで
す。

www.daiki－grp.co.jp

6月21日(火) 19 株式会社テラオカ 卸売業
ソリューション
営業職・営業
技術職

POSレジ、はかり、ラベルプリンター及びシステム機
器の販売修理

http://www.teraokaseiko.com/jp/teraoka/＃
profile

6月21日(火) 20 株式会社テンポスバスターズ 卸売業
飲食店プロ
デュース業

カフェ、居酒屋、イタリアンなどの飲食店で必要なあ
らゆる商品、サービスを提案をし、飲食店のトータル
プロデュースを行っております。

http://www.tenpos.co.jp/profile/company/

6月21日(火) 21 東神実業株式会社 小売業
営業職　店頭
販売職

補聴器・聴力測定医用機器・日常生活用具等の販
売修理

http://www.toshin－ha.co.jp

6月21日(火) 22 奈良県警察 公務 警察官
犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通
の取締り、その他公共の安全と秩序の維持にあた
る

http://www.police.pref.nara.jp/

6月21日(火) 23 奈良県農業協同組合
サービス
業

総合職
農協法に定められた事業。信用事業、共済事業、指
導事業、購買事業、販売事業、利用事業、葬祭事
業、資産管理事業、介護保険事業

http://www.ja-naraken.or.jp/
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6月21日(火) 24 西尾レントオール株式会社
サービス
業

営業職
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

6月21日(火) 25 西野産業株式会社 卸売業 営業 精密測定器機卸商社 http://www.g－nishino.co.jp

6月21日(火) 26 日本電設資材株式会社 卸売業

総合職（営
業）、一般職
（営業補佐、一
般事務）

私達の生活を支える「電気」に関する身近にある物
から地球環境に優しい商材まで幅広く扱う総合卸商
社です。

http://www.n－ds.co.jp/

6月21日(火) 27 ネッツトヨタ中央大阪株式会社 小売業 営業スタッフ
自動車の販売
生命・損害保険代理店
通信機器販売(au)

http://www.netz－chuo.co.jp/

6月21日(火) 28 浜屋株式会社 小売業
営業　・　店頭
販売

仏壇・仏具・寺院仏具・墓石・ギフトの販売及び保
険・旅行代理店業

http://www.hamaya.co.jp/

6月21日(火) 29 ベストパートナー株式会社
情報通信
業

総合職（IT総合
サポーター）

コンピュータIT分野に特化したユーザーサポート全
般業務をBPOでの一括請負や派遣により対応して
いる。

http://www.bestpartner.co.jp

6月21日(火) 30 株式会社紅中 卸売業 営業職
・住宅向け建築材料の専門商社
・各種産業向け木質素材の加工及び完売

http://www.venichu.co.jp

6月21日(火) 31 株式会社マツモト 小売業
総合職・チェッ
カー職

スーパーマーケットの運営 http://www.super－matsumoto.co.jp/index2.html

6月21日(火) 32 丸井産業株式会社 建設業 営業職 建築金物の製造・販売業 http://www.marui－sangyo.jp

6月21日(火) 33 丸正株式会社 卸売業
食品業界向営
業職

包装資材、電気・電子資材を扱う専門商社 http://www.marusho－kk.co.jp

6月21日(火) 34 株式会社メディコスヒラタ 卸売業 営業職
最先端医療機器、器具、消耗品の輸入、製造およ
び販売

http://www.medicos－hirata.co.jp

6月22日(水) 1 株式会社アイコン
情報通信
業

営業、技術、総
合事務

・大阪ガスセキュリティ設備の販売・施工・保守
・光通信設備の施工・保守
・防犯、防災、省エネルギー事業

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

6月22日
（水）

2 株式会社アイワ 建設業
総合職（ルート
営業・施工管
理）

奈良を中心に地域社会に貢献、総合設備を歓変
（かんが）える！ 大阪ガス認定工事会社・住宅設
備・提案・施工・メンテナンス

http://www.aiwa-jp.com/
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6月22日
（水）

3
株式会社インテックソリューショ
ンパワー

情報通信
業

SEプログラ
マー、オペレー
ションエンジニ
ア、IT基盤構築
エンジニア

システム開発,保守,運用にいたるまで総合的なシス
テムインテグレーションサービスの提供を行ってい
ます。

http://www.intec-sp.co.jp

6月22日(水) 4 株式会社エコ・プラン 建設業
営業職、技術
職

省エネコンサルティング事業（空調、照明等の設備
メンテナンス、入替・新設工事の企画提案など）

http://www.ecology-plan.co.jp/

6月22日(水) 5 大阪石材工業株式会社 小売業 営業職
・墓石の販売、加工及び施工
・建築石材（神社、テナント、マンション、チャペル他
多数）

http://www.osaka-sekizai.co.jp

6月22日(水) 6 小川ポンプ工業株式会社 製造業

営業職（ルート
セールスにて
官公庁への提
案営業）

消防自動車の製造及び販売、機械装置の製造、据
付け、保守等関連工事

http://www.ogawa-pump.co.jp

6月22日
（水）

7 共永興業株式会社 卸売業 総合職 鉄鋼商社（Ｈ形鋼他各種鋼材の販売及び加工） http://www.knic.co.jp

6月22日
（水）

8 近畿産業信用組合 金融業
金融機関
全般業務

預金業務・融資業務・為替業務の銀行業務全般
投資信託・国債・保険の窓口販売

http://www1.kinsan.co.jp/

6月22日
（水）

9 株式会社京阪ザ・ストア 小売業 総合職

当社は京阪電気鉄道株式会社のグループ会社で、
京阪沿線を中心に流通ビジネスを展開しています。
具体的には、人が集まる駅ナカや駅チカで、『スー
パーマーケット』や『コンビニエンスストア』、『ユニク
ロ』、小型の無印品店MUJIcom』、週替わりのスイー
ツ専門店SWEETS BOX』などを経営しています。

http://www.keihan-the-store.jp/

6月22日(水) 10 ケーエム精工株式会社 製造業

生産技術・設
計開発・製品
管理・品質保
証

自動車・建築用ナット・冷間圧造パーツ・ドリリング
タッピンねじ設計製造販売

http://www.kmseiko.co.jp

6月22日(水) 11 ゴールドフラッグ株式会社 小売業
ボディフィッ
ター（店舗販売
職）

婦人用ファンデーション（補整下着）及びランジェ
リーの企画、製造、輸出入、卸、小売。自社ブランド
「BRADELIS　New　York」を国内13店海外4店展開。
「ヌーブラ」の日本輸入総代理店。

http://www.goldflag-corp.com

6月22日
（水）

12 産業資材販売株式会社 卸売業
営業・営業事
務・コンピュー
タ要員

製造業をサポートする仕事です。（機械・工具等の
販売）

http://www.ssh.co.jp
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6月22日
（水）

13 滋賀県警察 公務
警察官・警察
事務

個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、
鎮圧及び捜査等の業務に従事します。

http://www.pref.shiga.lg.jp/police/

6月22日(水) 14
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／
ＳＥ

ソフトウェアの企画・受託開発、ネットワークの構築・
運用・保守、情報処理技術者要員の派遣

http://www.eikog.co.jp

6月22日
（水）

15 シノブフーズ株式会社 製造業

総合職（製造
管理・品質管
理・営業・商品
開発　等）

米飯加工食品（弁当、おにぎり、寿司等）・調理パン
（サンドイッチ等）・惣菜等の製造販売

http://www.shinobufoods.co.jp/

6月22日(水) 16 市民生活協同組合ならコープ 小売業 総合職員
無店舗事業、店舗事業、コープあったか便、夕食宅
配事業、共済事業等

http://www.naracoop.or.jp/

6月22日(水) 17 株式会社ショクリュー 卸売業
総合職(営業
職・事務職）

水産物を中心とした食品の輸出入と国内卸売業 http://www.shokuryu.co.jp/

6月22日(水) 18 スリーナイン島野株式会社 卸売業 営業
ディスプレイ・家具・建築金物の企画開発・製造・販
売
※売上高は非公開とさせていただいております。

http://www.999shimano.com/

6月22日
（水）

19 株式会社ダイキエンジニアリング
サービス
業

１．機械設計
２．製造・検査
３．バイリンガ
ルエンジニア

自動車、船舶、航空等の開発・設計、生産技術、
ソフト・ハードウェア開発、車両実験評価、非破壊検
査、
技術翻訳・通訳、教育事業　等

http://www.dai-ki.co.jp/eng

6月22日
（水）

20 大喜工業株式会社 製造業 総合職
大型建設機械・農業機械・空調機械の外装部品の
製造メーカー、材料調達から完成部品までの一貫
生産を実施

http://www.daikikougyo.com/

6月22日
（水）

21 大和鋼業株式会社 製造業 営業職
厚板鋼板精密熔断、薄・中・厚板鋼板レーザ切断、
鋼製品製罐、曲げ、穴あけ、溶接等加工及び一般
鋼材・特殊鋼材販売。

http://www.daiwa-metal.co.jp

6月22日
（水）

22 株式会社　タフ
情報通信
業

【販売職】ソフト
バンクショップ
スタッフ・法人
営業部・販売
促進部

◆ソフトバンク運営事業 
◆SoftBank法人ソリューション事業 
◆au法人ソリューション事業

http://www.tough-n.co.jp/

6月22日(水) 23 社会福祉法人　長命荘
サービス
業

ケアワーカー
（介護スタッフ）

高齢者福祉・介護保険事業、障害者支援事業、軽
費老人ホーム、特別養護老人ホーム、デイサービス
（計３箇所）、ホームヘルプサービス、居宅介護支援
事業所、地域包括支援センター　等

http://www.cyomeisou.or.jp
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6月22日(水) 24 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

6月22日(水) 25 株式会社ニチダン
サービス
業

栄養士
集団給食業務、病院給食/患者食（常食・特食）・職
員食・外来食堂・売店・一般求職/官公庁・オフィス
ビル・工場・保育園・学校・寮・社会福祉施設

http://www.nichidan-inc.co.jp/

6月22日(水) 26
ネッツトヨタニューリー北大阪株
式会社

小売業 販売（営業）職 自動車販売 http://www.netznewly.co.jp/

6月22日(水) 27 株式会社フジフレックス 製造業
総合職(文系・
理系）、製造
職、事務職

医療機器の企画開発、製造販売を行っている会社
です。

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

6月22日(水) 28 株式会社ベネフル 小売業
営業職、事務
職

自動車販売、自動車整備全般、レンタカー業務、保
険業務

http://www.benefull.net/

6月22日
（水）

29 株式会社ヨシケイ・ナラ
サービス
業

エリアサービス
スタッフ（配送
スタッフ）

夕食材料の宅配 http://www.yoshikei.com/

6月22日(水) 30 株式会社リカーマウンテン 小売業 総合職

●酒類・食品の販売/輸入/卸●プライベートブラン
ドの開発●情報誌『CavaTappi』の編集・出版●イン
ターネット通販●クラフトビールの製造・販売●レス
トラン営業

http://www.likaman.co.jp/

6月22日
（水）

31 株式会社レリアン 小売業 販売職
レディースアパレル専門店（小売）。百貨店のイン
ショップを中心に全国350店舗を展開。

http://www.leilian.co.jp

6月22日(水) 32
ロングライフホールディング株式
会社

サービス
業

総合職・一般
職・専門職

有料老人ホーム・総合在宅事業・福祉用具事業・リ
ゾート事業・海外事業など

http://www.j-longlife.co.jp/saiyou/index.html

6月22日(水) 33 ワタキューセイモア株式会社
サービス
業

営業・業務管
理・生産管理

＜医療機関(病院等)・福祉施設向け総合商社＞ http://www.watakyu.co.jp/recruit/index.html

6月22日(水) 34 綿久リネン株式会社
サービス
業

総合職（営業）

●ホテル、旅館、レストラン、結婚式場、スポーツク
ラブ、入浴施設のリネンサプライ及び一般クリーニ
ング●寝具類、リネン類の製造、リース及び販売●
ホテル用備品類の販売

http://www.watakyu-linen.co.jp/

6月23日(木) 1
奈良新卒応援ハローワーク
（就職相談コーナー）

公務 なし 学生の就職支援

http://www.navio.co.jp/#
http://www.nichidan-inc.co.jp/#
http://www.netznewly.co.jp/#
http://www.fuji-flex.co.jp/#
http://www.benefull.net/#
http://www.yoshikei.com/#
http://www.likaman.co.jp/#
http://www.leilian.co.jp/#
http://www.j-longlife.co.jp/saiyou/index.html#
http://www.watakyu.co.jp/recruit/index.html#
http://www.watakyu-linen.co.jp/#


6月23日(木) 2
アークランドサカモト株式会社
（ホームセンタームサシ）

小売業 販売職

・ホームセンター『ムサシ』の経営
・アート＆クラフト専門店『アークオアシスデザイン』
の経営
・ＤＩＹ関連商品のホームセンターへの卸売　ほか

http://www.arcland.co.jp/

6月23日(木) 3 株式会社アイテム
情報通信
業

企画営業・コー
ルセンター運
営・情報通信
工事

総合通信事業（通信機器・サービス販売、コールセ
ンター運営、情報通信工事）

http://ns.i-tem.co.jp/

6月23日
（木）

4 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/

6月23日
（木）

5 生駒市消防本部 公務 消防職
火災予防や消火・救急・救助の活動を実施し、市民
の生命・身体・財産をあらゆる災害から守っていま
す。

http://www119.city.ikoma.lg.jp./

6月23日
（木）

6 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

6月23日
（木）

7 エース証券株式会社 金融業
営業職（総合
職、一般専任
職）

金融商品取引業（証券業）、損害保険及び生命保険
の募集に関する業務　等

http://www.ace-sec.co.jp/

6月23日
（木）

8 Ｆレンタリース株式会社
サービス
業

総合職（店舗
運営及び営
業）

自動車貸渡業

6月23日
（木）

9 大阪府警察 公務 警察官（巡査） 府民の生命や財産を守るための活動 http://www.police.pref.osaka.jp/

6月23日
（木）

10 大阪富士工業株式会社 製造業
総合職（生産
管理、営業、事
務）

・高炉メーカーの鉄鋼工程作業　・製鉄、製紙分野
などの産業機械への特殊溶接、　・製鉄設備、航空
機、発電設備、半導体などの産業機械への溶射

http://www.ofic.co.jp

6月23日
（木）

11 株式会社　落合 卸売業
総合職・一般
職

機械部品・機械工具の総合卸売商社 URL:http://www.ochiai-net.co.jp

6月23日(木) 12 菅田株式会社 小売業
接客販売（ジュ
エリーアドバイ
ザー）

ショッピングセンターを中心に全国56店舗展開す
る、ジュエリーと時計の専門店です。

http://www.jkanda.co.jp

6月23日
（木）

13 五大テック株式会社
サービス
業

警備職
施設警備、セキュリティ機器の設計、施工、販売お
よび建物の総合的な防犯の全般的な診断など。

http://ｗｗｗ.godaitec.com

http://www.arcland.co.jp/#
http://ns.i-tem.co.jp/#
http://www.aiskk.co.jp/#
http://www119.city.ikoma.lg.jp./#
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http://www.ofic.co.jp/#
http://www.ochiai-net.co.jp/#
http://www.jkanda.co.jp/#
http://www.godaitec.com/#


6月23日(木) 14 株式会社三栄水栓製作所 製造業 営業職
水栓金具、単水栓、湯水混合栓、シャワー等水まわ
り製品の製造販売

http://www.san-ei-web.co.jp

6月23日
（木）

15 株式会社サンドラッグ 小売業

店舗運営職・プ
ラム店舗運営
職（化粧品担
当）

ドラッグストアチェーンの経営/調剤薬局の経営/フ
ランチャイズ及びボランタリー店の経営/ＰＢ薬品の
開発　等

https://www.sundrug.co.jp/recruit/index.html

6月23日
（木）

16 株式会社　CWS
サービス
業

一般貨物運送
業務（ならコー
プ宅配業務）

市民生活協同組合ならコープのグループ会社で、
配達業務、物流センター運営、メンテナンス事業を
コア事業にして、その他便利屋事業（たすかる）、保
育事業など広く県民に向けた事業を行っています。

http://www.cwsnara.co.jp

6月23日(木) 17 シミズ薬品株式会社 小売業 総合職 ドラッグストア及び調剤薬局の経営 http://www.dacs-shimizu.jp/

6月23日(木) 18 株式会社スミロン 製造業
営業・生産技
術

液晶・自動車・介護関連の表面保護フィルムの製
造・販売を行う化学メーカー

http://www.sumiron.com

6月23日(木) 19 株式会社ダイエー 小売業 総合職
食を中心とした新しいライフスタイルを提案を目指す
総合食品小売り業です。

http://www.daiei.co.jp

6月23日(木) 20 田坂鋼業株式会社 小売業
１営業　２営業
事務　３経理

トレーラ・大型自動車部品を強みとする総合自動車
部品販売会社。各メーカーの部品特約店として、運
送事業者様、整備事業者様、自動車ディーラー様を
中心に自動車部品、用品の提案、販売を行ってい
ます。

http://www.tasaka-toprunner.com

6月23日
（木）

21 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、一般貨物輸送、設備機器搬
入、据付業）

6月23日
（木）

22
株式会社　テレ・アンド・テクノミ
ヤコ

情報通信
業

販売職 ドコモショップ運営 http://www.miyako-nara.com

6月23日
（木）

23 株式会社ＴＯＵＡ
情報通信
業

技術職（システ
ムエンジニア
職）、営業職、
事務職

■システム開発サービス
■システムエンジニアリングサービス
■製品サービス

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

6月23日(木) 24 トヨタカローラ滋賀株式会社 小売業
営業スタッフ、
店舗事務スタッ
フ

トヨタの新車、各種中古車の販売。自動車の点検・
整備・修理。各種保険等の販売

http://toyota-dealers.jp/35101/

6月23日(木) 25 トヨタ部品京都共販株式会社 卸売業
営業・営業事
務・一般事務・
物流

トヨタ純正の自動車用補修部品・用品・オイル等の
販売

http://www.toyota-kyoto-kyouhan.co.jp/

http://www.san-ei-web.co.jp/#
https://www.sundrug.co.jp/recruit/index.html#
http://www.cwsnara.co.jp/#
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http://www.miyako-nara.com/#
http://www.toua-jp.com/#
http://toyota-dealers.jp/35101/#
http://www.toyota-kyoto-kyouhan.co.jp/#


6月23日(木) 26 ナカザワ建販株式会社 卸売業
営業職、CAD
職

住宅建材・設備販売・木造住宅合理化システム認
定工法普及事業・プレカット事業・家具、建具製造・
保険代理店業

http://www.nakazawa-kenpan.co.jp/

6月23日
（木）

27 株式会社奈良マツダ 小売業

営業職（新車、
中古車の販
売、各種保険
の取扱い、顧
客の管理、そ
れらに伴う付
帯業務）

自動車（新車、中古車）の販売、自動車の整備、部
用品の販売、各種保険の代理業務、JAFの募集、レ
ンタカー

http://nara-mazda.dealer.mazda.co.jp/

6月23日(木) 28 日昌株式会社 卸売業 営業職
日東電工株式会社の１００％子会社として、エレクト
ロニクス産業を中心に、様々な部品を供給する
BtoBビジネスの事業を展開しております。

http://www.nissho-group.com

6月23日(木) 29 日本住宅流通株式会社 不動産業
総合職（営業
職）

不動産の売買・仲介・販売代理・サブリース、賃貸
管理、増改築、リフォーム、不動産の鑑定など

http://njr.jyutaku.co.jp/

6月23日(木) 30 日本中央住販 建設業
住宅アドバイ
ザー

自然派個性住宅の販売、設計、施工/注文建築事
業/不動産分譲事業/不動産仲介事業（ハウスドゥ
加盟）/リフォーム事業/賃貸事業/宅地造成事業/
外食レストラン事業/雑貨販売店(aideco plus)運営

https://home-ncj.co.jp

6月23日
（木）

31 ネッツトヨタヤサカ株式会社
サービス
業

営業職 自動車販売 http://www.netz-yasaka.com/index.php

6月23日
（木）

32 ホンダ奈良自販株式会社 小売業 営業職
ホンダ新車中古車販売整備・損害保険代理店・レン
タカー事業

http://dealer.honda.co.jp/hondacars-yamatonara/

6月23日(木) 33 株式会社丸和不動産 不動産業 営業職
不動産賃貸仲介　賃貸物件管理全般　売買仲介
等

http://www.apaman.biz/

6月23日(木) 34 株式会社LIXILビバ 小売業

ホームセンター
店舗運営、リ
フォームプラン
ナー

ホームセンター事業、リフォーム事業、ヴィシーズ事
業

http://www.vivahome.co.jp/

6月23日(木) 35 和歌山県警察 公務
警察官、警察
事務職員

県民の方々の安全・安心を守るために公共の安全
と秩序の維持に努めています。

http://www.police.pref.wakayama.lg.jp

6月24日(金) 1 株式会社ウエルネスサプライ
サービス
業

施設運営職
（総合職）

レジャー施設の運営管理業務 http://wellness-supply.co.jp/

http://www.nakazawa-kenpan.co.jp/#
http://nara-mazda.dealer.mazda.co.jp/#
http://www.nissho-group.com/#
http://njr.jyutaku.co.jp/#
https://home-ncj.co.jp/#
http://www.netz-yasaka.com/index.php#
http://dealer.honda.co.jp/hondacars-yamatonara/#
http://www.apaman.biz/#
http://www.vivahome.co.jp/#
http://www.police.pref.wakayama.lg.jp/#
http://wellness-supply.co.jp/#


6月24日(金) 2 大阪ダイハツ販売株式会社 小売業 営業職

○新車・中古車の販売
○部品・用品の販売
○自動車整備
○各種保険商品の取り扱い　など

http://osaka-daihatsu.co.jp/

6月24日(金) 3 小川電機株式会社 卸売業 営業、事務
電気設備資材、家庭電化製品、住宅設備機器の卸
売

http://www.ogawa.co.jp

6月24日(金) 4 梶原産業株式会社 卸売業
営業職　　　(女
性歓迎)

100以上の仕入先より常に2万点以上の家庭日用品
雑貨を扱う総合商社です。

http://www.kajihara.co.jp

6月24日(金) 5 株式会社カナデンテレシス 小売業 販売職
株式会社NTTドコモ一次代理店
ドコモショップ運営事業、法人ソリューション事業

https://www.k-telesys.co.jp/

6月24日(金) 6
株式会社　関西丸和ロジスティク
ス

運輸業 総合職
サードパーティ・ロジスティクス(3PL)事業
ロジスティクスコンサルティング事業
運輸事業(一般)　など

http://www.az-com.co.jp/

6月24日(金) 7 近畿地区日産販売会社グループ 小売業

カーライフアド
バイザー（自動
車販売営業
職）、テクニカ
ルアドバイザー
（整備受付業
務）

日産自動車の各種新車/中古車/ルノー車販売、
自動車整備、純正部用品販売、各種保険代理店業
務等

6月24日(金) 8 株式会社クオレ
サービス
業

介護職

弊社は大阪市、門真市、堺市において地域に密着
した高齢者介護事業を展開しており、基本理念であ
る「利用者様・お客様の笑顔のために　全てのスタッ
フの笑顔のために」日々まごころをこめたケアを誇り
としています。

http://www.cuores.com/

6月24日(金) 9 株式会社クマモト 卸売業
総合職（営
業）、一般職
（事務）

建物に使用される建築金物、サッシ用金物、エクス
テリア商品、セキュリティ商品、いたわり商品等の総
合卸販売。

http://www.k-kumamoto.com

6月24日(金) 10 社会福祉法人功有会
サービス
業

ケアワーカー
（介護職員）

奈良県内にて特別養護老人ホームやデイサービス
センターを6拠点で運営しています。奈良県下最大
級規模の社会福祉法人です！

http://www.yamatoen.or.jp

6月24日(金) 11 株式会社三笑堂 卸売業 総合営業 医療・介護・バイオ・医薬品の専門商社 http://www.sanshodoh.co.jp
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6月24日(金) 12 株式会社サンディ 小売業

総合職（店舗
管理運営業務
及び本部各セ
クションスタッ
フ）

自社で肉・魚を扱わない食品主力小売業です。関西
圏で「ボックスストア」を約130店舗展開しています。

http://www.sundi.co.jp

6月24日(金) 13 株式会社サンワ 卸売業
総合職(営業、
企画、仕入、物
流、総務など)

図工・美術教材、クラフト・インテリア雑貨の企画、製
造、卸、販売

http://www.crafteriaux.co.jp/

6月24日(金) 14 三和金属株式会社 卸売業 営業職 アルミニウム・その他非鉄金属の販売（商社） http://www.sanwakinzoku.com

6月24日(金) 15 株式会社　G-7ホールディングス 小売業

自動車関連事
業営業総合
職・食品関連
事業店長候補
総合営業職・そ
の他

各種流通小売業：オートバックスFC事業・バイク
ワールド事業・業務スーパーFC事業・精肉加工販
売テナント事業・こだわり食品製造卸輸出入事業・
農産物直売所事業・海外自動車関連食品販売飲食
レストラン事業・その他

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

6月24日(金) 16
株式会社　シューワライフサポー
ト

小売業
営業職・販売
職、技術営業
職

天然水製品の製造、販売・緊急時燃料備蓄事業
空調機器メンテナンス、薬品洗浄

http://www.shu-wa.jp/

6月24日(金) 17 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/

6月24日(金) 18 相互ビジネスフォーム株式会社 印刷業
製造技術職、
法人渉外営業
職

印刷・製本業（各種帳票、多色刷り帳票、商業印刷
全般、情報処理サービス）

http://www.sougo-bf.co.jp/

6月24日(金) 19 大同信用組合 金融業 総合職 信用組合(地域金融機関） http://www.daido.shinkumi.jp/

6月24日(金) 20 株式会社ツカサ 卸売業
営業職（ルート
セールス）

インテリア資材総合卸 http://ti-tsukasa.co.jp

6月24日(金) 21 株式会社電業 製造業
総合職（営
業）、総合職
（生産管理）

鉄道用電車線金具等製造販売

6月24日(金) 22 株式会社東海大阪レンタル
サービス
業

営業/機械メン
テナンス/事務

建設機械、産業機械器具、電気機械器具、農業機
械器具自動車及び一般機械器具リース、レンタル、
修理、売買

http://www.to-rental.jp/

http://www.sundi.co.jp/#
http://www.crafteriaux.co.jp/#
http://www.sanwakinzoku.com/#
http://www.g-7holdings.co.jp/#
http://www.shu-wa.jp/#
http://www.o-sincol.co.jp/#
http://www.sougo-bf.co.jp/#
http://www.daido.shinkumi.jp/#
http://ti-tsukasa.co.jp/#
http://www.to-rental.jp/#


6月24日(金) 23 日本インシュレーション株式会社 製造業

研究開発、生
産管理、営業、
施工管理、人
事労務、社内
SE

けい酸カルシウム系耐火建材等の製造販売、高層
建築向け耐火被覆工事、産業プラント向け保温断
熱工事の設計、施工

http://www.jic-bestork.co.jp

6月24日(金) 24
日本コンピューターサイエンス株
式会社

情報通信
業

営業職、技術
職（SE、プログ
ラマー）

【システム・インテグレーター】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/

6月24日(金) 25 株式会社ハートフレンド 小売業

総合職（スー
パーマーケット
業務全般）・一
般職（主にレ
ジ）

総合食品スーパーFRESCO（フレスコ）を運営してい
ます。
現在１０３店舗展開しており、京滋・阪神地区への出
店を強化中です！

http://www.super-fresco.co.jp/

6月24日(金) 26 はるやま商事株式会社 小売業
総合職、一般
職

メンズ・レディス服飾関連商品の開発及び販売。「は
るやま」、「HAL SUIT」、「P.S.FA」、「P.S.JOY」、
「フォーエル」、「TRANS CONTINENTS」など 地域に
密着し、ファッションを通じてライフスタイルを提案す
る全国展開の専門店。

http://haruyama.co.jp

6月24日(金) 27 株式会社　阪食（阪急オアシス） 小売業 総合職 食品スーパーマーケット「阪急オアシス」の経営 http://www.hanshoku.co.jp

6月24日(金) 28 兵庫県警察 公務
警察官（地方
公務員）

犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通
取り締り、そし他公共の安全と秩序の維持

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/

6月24日(金) 29 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

不動産における企画提案型営業職と施工管理職 http://recruit.fukuya-k.co.jp/newgraduates/

6月24日(金) 30 株式会社フジキン 製造業 事務・営業 特殊精密ながれ（流体）機器の製造・販売等 http://www-ng.fujikin.co.jp/

6月24日(金) 31 株式会社フジデン
情報通信
業

販売職、営業
職

auショップ運営事業と法人事業の２事業を展開。
KDDI株式会社の1次代理店及びau専売代理店とし
てトップクラスの88店舗を展開。

http://www.fujiden.com

6月24日(金) 32
ブリヂストンタイヤ奈良販売株式
会社

卸売業 営業職
ブリヂストンの販売会社。タイヤ及び自動車用品の
販売。タイヤ館等の直営ショップを展開

http://nara.taiyakan-shop.jp/nara/

http://www.jic-bestork.co.jp/#
http://www.jcs.co.jp/#
http://www.super-fresco.co.jp/#
http://haruyama.co.jp/#
http://www.hanshoku.co.jp/#
http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/#
http://recruit.fukuya-k.co.jp/newgraduates/#
http://www-ng.fujikin.co.jp/#
http://www.fujiden.com/#
http://nara.taiyakan-shop.jp/nara/#


6月24日(金) 33 株式会社ブロンコビリー 飲食業

サービスマネ
ジャー・調理マ
ネジャー・店長
候補

ステーキハウス｢ブロンコビリー｣の事業展開、現在
100店舗を直営経営しております。関西には2020年
オリンピックまでにマックス50店舗を出店します。4
月に京都洛西店、7月に枚方店が開店。

www.bronco.co.jp

6月24日(金) 34 丸二倉庫グループ
サービス
業

総合職（物流セ
ンターチームマ
ネジメント、社
内SE）、一般職
（商品管理事
務）

総合物流事業（物流センターの管理運営、物流シス
テムの企画・設計・運営・販売、物流コンサルティン
グ、引越）

http://www.maruni-soko.co.jp/

http://www.bronco.co.jp/#
http://www.maruni-soko.co.jp/#

