
帝塚山大学　キャリアセンター日 程日 程日 程日 程 №№№№ 貴 社 名貴 社 名貴 社 名貴 社 名 業 種業 種業 種業 種 募集募集募集募集人数人数人数人数 採 用 職 種採 用 職 種採 用 職 種採 用 職 種 企 業 企 業 企 業 企 業 P RP RP RP R1 アースサポート株式会社 サービス業 25 総合職、総合介護職、介護職 介護をビジネスとしてとらえ「在宅介護に特化したビジネスモデル」の確立を目指しています。更なる拡大が見込まれる介護業界で仕事に全力投球したい方、お待ちしております。2 社会福祉法人 あかね サービス業 40 介護士、営業、人事、企画、保育士、事務など 高齢者介護を中心に、保育所、シニア賃貸マンション等、福祉業界の枠にとらわれない発想で事業を展開。福祉業界初の介護技術認定制度「ケアマイスター制度」や未経験無資格でも現場ですぐに活躍できる実技研修制度「即プロ」があるので安心して入社できます。3 株式会社アマヤ 卸売業 10 総合職、営業事務（若干名） 大阪の内装資材卸売業界ではトップのシェアを誇っています。若い社員も多くまだまだ成長過程の当社ですが、常に初心を忘れず「何事にも誠実に」をモットーに頑張っており、数年後にはこの業界でトップになれるよう日々努力している会社です。4 ALSOKグループ サービス業 未定 企画職、経理職、技術職（R&D）、営業職、警備職、技術職（フィールド） ALSOK綜合警備保障は金融機関、法人向けセキュリティをはじめ、一般家庭を対象としたホームセキュリティで業界のリーディングカンパニーとして社会の安全・安心を支える事業を展開しています。5 イケガミグループ 卸売業 20 総合職（企画営業、生産管理）、販売職（販売～店長、MD、バイヤー） 正社員雇用、卒業生活躍中！総合職は、自分が企画した洋服が売れていくやりがいを感じて下さい。販売職は、接客販売を経験し、店長やMD、バイヤーにキャリアアップしていきます。知識がなくても興味のある人はぜひ！！6 社会福祉法人　池田さつき会 サービス業 30 介護総合職 設立10年目、大阪の池田・豊中・箕面市を中心に高齢者の介護11施設23事業を運営しております。現場は明るく若い人材が多く、より良いサービスの追及や施設全体の運営、様々な企画に携わり、一緒に創っていく人材を求めています。7 京都府警察 公務 未定 警察官・警察事務 京都府は国際観光都市であるとともに、故き良き文化がある「温故知新」の魅力溢れる街です。その京都では、数多くの人が活動している為、私たちはあらゆる職務に対応しますが、職務を遂行できた時の達成感は格別です。責任と使命感と誇りを持ち、人と人とのつながりを大切にしていく、京都の警察官の仕事は奥が深いからこそやり甲斐があります。8 株式会社サンドラッグ 小売業 270 店舗運営職（総合職） 全国に直営で543店舗、グループ全体で897店舗展開しているドラッグストア。業界随一の教育制度といわれる「入社15年教育カリキュラム」で基礎知識からマネジメントの教育まで手厚い教育制度を完備。9 株式会社ダイナム サービス業 400 店舗運営スタッフ（幹部候補社員） 「いま強いのは、変わり続けられる会社」 新しい挑戦には、失敗はつきものです。それでもめげず、あきらめず、意思を持って進む。ダイナムには挑戦の歴史があります。一緒に挑戦する仲間を探しています。

４月７日（月）

※参加企業、各項目等変更の可能性がありますのでご了承下さい。



帝塚山大学　キャリアセンター10 日本コンピューターサイエンス株式会社 情報通信業 20 【営業職】大手企業向けの、提案型営業 【技術職】SE、プログラマー：コンピューターシステムの企画、提案、設計、開発 【長い歴史】今年創立４０周年を迎える、ソフト業界の老舗企業です。 【優良企業】創業以来ずっと黒字経営の、超優良企業です。 【文理不問】コンピューターに関する知識がなくても、独自の研修制度により、最新の技術と知識が身に付きます。11 株式会社バイク王カンパニー 小売業 50 総合職 現時点でのバイクの知識・免許は不要です。お客様一人ひとりと向き合うことが大切です。ブースでは、就職活動のポイントもお伝えしますので、是非お立ち寄り下さい。12 名阪食品株式会社 飲食業 若干名 栄養士職 当社は三位一体（お客様・現場・事業部）の考えを基に地域密着型の営業をしています。大事なのは結果ではなくプロセスです。少しでも興味が湧かれましたら是非当社のブースへ！！13 和歌山県・ジョブカフェわかやま 公務 和歌山県内にも世界一・日本一・業界一といわれるキラッと光る企業がたくさん活躍しています。そんな企業情報と工夫についてお伝えします。1 株式会社アイテム 情報通信業 40 総合職（企画営業、情報通信技術、テレコミュニケーター） 当社は、通信環境の整備、通信機器の販売のほか、テレコミュニケーター業務においても高い品質と安心感で大手企業を中心とする取引先から信頼を得ております。 仕事は、グループ制、ユニット制で、先輩が後輩の成長を見守ることが習慣化されたアットホームな社風が自慢です。2 アッシュ・ぺー・フランス株式会社 小売業 20 総合職　※2月採用試験開始　 販売・専門職（バイヤー/プレスなど）※5月採用試験開始 当社はファッションを中心に、インテリア、アートなど生活と文化に関わるさまざまな事業を 展開しています。パリ、NYに支社を持ち、日々の生活を豊かにするものを世界中から日本に紹介してきました。全国に約90店舗の小売店舗を展開しているほか、国際的規模の合同展示会やファッションイベントの主宰など、日本のファッション界全体を盛り上げるための取り組みにも力を入れています。人との出会いや、人の持つ感性・才能、そしてそれぞれの価値観や生き方を尊重します。3 株式会社 大阪めいらく 小売業 未定 総合職営業、生産技術職 スジャタ、ＩＦＣコーヒー、シルクアイス、豆乳ホイップなど画期的なヒット商品を次々と開発し、乳業界最大の生産直販の販売網、世界有数の無菌ロングライフ設備により、新鮮で安心安全、高品質、低価格の食品を届けます。4 共和産業株式会社 卸売業 若干名 総合職（ルートセールスを中心とする営業です） 規模は小さい企業ですが、同族企業ではなく総合職採用の方は皆社長になる可能性があります。でも一番の自慢は非常に高い定着率！新卒採用で16年間離職者0名の記録と平均勤続年数は18年を超えています！ 仕事内容も農業から最先端機器までをサポートするので自分の売りたいモノを売りたい業界へ売りたい方法で！もＯＫ！ やりがいと生活の両立、人間企業共和産業です。5 株式会社くらコーポレーション 飲食業 未定 総合職：店長（接客や調理等の作業ではなく、 マネジメントや売上管理など）経験後、スーパーバイザー、エリアマネージャーへステップアップしていきます。 四大添加物を一切使用しないこだわりの経営を行っています。 日本の素晴らしい食文化を世界に広める為、当社にしかできないことに挑戦し続けてきました。 安定成長中の会社で、ぜひ皆さんも一緒に成長しましょう！！

４月７日（月）

４月８日（火）

※参加企業、各項目等変更の可能性がありますのでご了承下さい。



帝塚山大学　キャリアセンター6 株式会社グルメ杵屋 飲食業 30 総合職（幹部候補生） 「日本のソウルフードで世界の人々を幸せにする」という目標を共有し、一緒に実現できる人材を求めています。 また、「笑顔をやりがいにしたい」「自分の成長を楽しみたい」という方など、とにかく一度、グルメ杵屋のブースにお越し下さい！ 「グルメ杵屋だからこそ出来ること」についてお話致します。7 株式会社　三共 建設業 10 営業職 創業半世紀を迎える建設仮設機材メーカーです。建設現場の安心・安全を守る為、環境商品（防犯カメラ、簡易リスト）の開発、販売にも力を入れています。常に、新しいことに挑戦する前向きな風土があります。8 株式会社スーパーホテル サービス業 20 総合職 ホテルを越えるホテルとして全国に104店舗、海外に1店舗を展開するスーパーホテル。数々の常識を打ち破って参りました。環境活動においてもホテル業界のリーディングカンパニーである私達と新しい時代を作っていきませんか。9 田坂鋼業株式会社 卸売業 5 営業 当社は独立系自動車部品販売会社としては日本で唯一広域に事業所展開している会社です。それを強みに多くの大手運送会社様とお付き合いさせていただいており、厳しいながらも安定した業績を上げてきました。そん中でも事業環境は日々変化しており、既存にとらわれない若い力が必要になってきています。商社は営業集団です。営業の資質は人が好きな事が第一。人が好き、ついでに車が好きな若い力を待っています。10 株式会社ハートフレンド（スーパーフレスコ） 小売業 60 総合職：スーパーマーケット業務全般 一般職：主にレジ業務 当社の企業理念は『来店されたお客様の満足を得る』。そのために、妥協することなく日々様々なことにチャレンジしています。私たちと一緒に夢の実現を目指してくださる方お待ちしております！11 株式会社ハナテン 小売業 120 営業職 、受付事務職、本社管理、コールセンター 　社員の仕事に対する気持ちは熱く、上を目指して取り組んでいます。 ・各店舗ごとで懇親会の開催や年１回の海外研修旅行など、社員同士のコミュニケーションを大切にした、明るく活気のある職場です。12 マンカ流通グループ 卸売業 未定 営業職 産地から消費者へ、「食」の橋渡しの役目を担っています。社員はみな活動的で前向き。少しシャイな一面もありますが、将来の経営者を目指して、日々仕事に取組んでいます。13 三重県警察 公務 未定 警察官、警察事務 三重県警察では、約3，000人の警察官が、警察本部と18の警察署で「県民とともに築く安全で安心な地域社会～強く・正しく・温かく～」を基本方針に、日々三重県の治安維持に努めています。14 ミヤコ株式会社 製造業 10 総合職 「ミヤコって何やさん？」でいいんです。 まずは当社を知ってください！ 洗濯機まわりの「あるパーツ」では どこにも負ける気がしません。 サンプル製品を見てみませんか？ ・日本のハウスメーカーの90%が 当社の製品を採用！ 1 株式会社イング（学研グループ） サービス業 5 総合教務職（学習塾部門配属） 弊社は、幼児から社会人まで幅広い年齢層の方に教育サービスを提供している総合学習支援機関です。昨年2月に学研グループの一員となり、様々なフィールドで活躍できる環境が整っています。2 KOSモバイル株式会社 サービス業 20 販売職 当社は、昨年30周年を迎えたKOSグループのモバイル事業を分社した会社です。「ケータイを通じて全てのお客様を幸せにする」をスローガンにお客様に喜んでいただきたいという想いのもと店づくりをおこなっています。４月９日（水）

４月８日（火）

※参加企業、各項目等変更の可能性がありますのでご了承下さい。



帝塚山大学　キャリアセンター3 社会福祉法人功有会 サービス業 10 ケアワーカー（介護職員） 功有会は地域に根差した老人ホームの運営を行っています。めまぐるしく変化していく介護業界に対応するため、法人の幹となる人材を募集しています。資格は問いません！介護のイロハは先輩職員がマンツーマンで指導いたします！4 ゴールドフラッグ株式会社 卸売業 若干名 店舗販売職 女性下着、肌着を扱うメーカーです。 従業員の約7割が女性で女性が多く活躍する会社です。 全国に直営店を展開し現在12店舗を運営 海外にも店舗を展開しており米国に3店舗、 台湾に1店舗を展開5 三和金属株式会社 卸売業 2 営業職 営業業務職 当社は、アルミニウム材料の卸売業で、関西トップクラスの会社です。取り扱う商品は固くても、頭の柔らかいスタッフがゴロゴロしている職場です。とにかく、やる気のある若くてパワフルな方を、大募集していますので、当社のブースへお越し下さい！！6 システムテクニカルサービス株式会社 情報通信業 6 システムエンジニア 古くからの長く安定したお客様との仕事です。 ＩＴ業界の技術者になりたい方やコンピュータが好きな人を求めています。 現在のコンピュータの知識や言語経験は不問です。Ｅラーニングや各種の研修制度が充実していますので、安心してご応募ください。7 株式会社シューワライフサポート 小売業 20 総合職（天然水の販売、販売企画営業、空調機器の販売・メンテナンス、石油製品の販売、太陽光発電システム販売・設置他） 富士山バナジウム天然水の販売、販売企画営業や、空調機器の販売、メンテナンス、石油製品の販売など、23業態にわたり経営しております。営業職、施工職など多岐にわたり行いますので、まずはご応募、お問い合わせください。弊社では『ピンチはチャンス』!と思える『ガッツ』のある『なんでもやってやろう』という人材を募集しています。23業態の経営の内からあなたにあった職種がきっと見つかります。また『新事業を立ち上げたい』という貪欲な方『これだけは絶対に人には負けない』という 何かをお持ちの方、大歓迎です。8 株式会社タフ 小売業 10 総合職（販売職） スピードの速い携帯電話業界で誠実に商いを続けてきた結果、全国でも有数のソフトバンク優良代理店に認定されております。 オン・オフのめりはりがあり社風にも定評がああります。 成長意欲のある方とお会いできるのを楽しみにしております。9 株式会社 なだ万 飲食業 若干名 １．総合コース（レストラン部門・食品事業部門） ２．専門コース（接客・販売クルー） １．国内の一流ホテル、百貨店をはじめ商業施設内に「日本料理店」を展開中。 ２．百貨店の食品売場内や駅ナカ等にお惣菜・弁当販売「なだ万厨房」展開 ３．各地の健保組合の施設並びに加入施設等の「保養諸施設」利用可４．華・茶道・スポーツ同好会あり10 防衛省　自衛隊 公務 未定 未定 公務員として採用されることにより安定した職業です。また、近年の自衛隊に対する注目度から、これからも活躍の場は多種にわたり大きく広がっています。11 明治安田生命保険相互会社 金融業 110 特定市場営業職 企業や官公庁を中心に、法人、個人それぞれのお客様に対し、生命保険等を活用した総合的なコンサルティング活動などを行う職務です。

４月９日（水）

※参加企業、各項目等変更の可能性がありますのでご了承下さい。



帝塚山大学　キャリアセンター12 幼児活動研究会株式会社 サービス業 55 体育（スポーツ）指導員、保育士等 全国の私立幼稚園、保育園と契約し、体育指導、スポーツ、サッカー、新体操を子ども達に教えています。また、子ども向けのイベント、旅行の企画、保育所・塾の運営等も行っています。13 株式会社ＬＩＸＩＬビバ 小売業 150 ホームセンター店舗運営スタッフ。リフォーム営業スタッフ。 ＬＩＸＩＬグループのホームセンター事業会社です。幅広い品揃え、様々な提案をする大型ホームセンター「スーパービバホーム」を積極的に出店しています。「ホームセンター」、「住宅」、「暮らし」に係わる仕事に興味を持っている「明るく、元気な方」お待ちしています。14 ロングライフホールディング株式会社 サービス業 200 総合職、一般職、専門職 ロングライフは、介護・サービス業として捉えて、お客様に感動して頂けるサービスを提供しています。介護に興味がある人もない人も、まずは話を聞いてみて下さい。きっと、私達の感動サービスに共感して頂けると思います。1 有光工業株式会社 製造業 10 営業職、事務職、技術職 創業９０年を越え、高圧洗浄機で国内トップシェアを持ち、大阪での優良中堅企業としての地位を確立しています。ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１４００１の認証を取得しており、多角的な営業展開を行っています。2 一富士フードサービス株式会社 飲食業 未定 総合職（営業、スーパーバイザーなど）、技術職（管理栄養士、栄養士、調理師） 私達の業界は、実は皆さんの身近なところに存在しています。例えば、普段利用されている大学の学生食堂や小・中学校の給食、企業の社員食堂、病院・福祉施設での食事までです。当社は、これらのお客様と契約を結び、お食事サービスを提供しています。現在は、全国約1400ヶ所の事業所（食堂）で、お客様に元気の源をお届けしています。3 大阪いずみ市民生活協同組合 小売業 15 総合職（キャリアスタートは配送or営業） 「くらしに笑顔」をコンセプトに、宅配・店舗・福祉など、さまざまな事業を展開している生協（コープ）です。 生協って何してるの？という方にこそぜひ話を聞いてほしいと考えています。 私たちは、社会的責任を果たしながら、 地域に必要とされる生協をめざしています！ 大切にしているのは「誠実」「挑戦」 そんな姿勢のある方、ぜひ一度お越しください☆ 4 近畿地区日産販売会社グループ 小売業 未定 ?カーライフアドバイザー（新車販売営業職） ?テクニカルアドバイザー（サービス受付職） ※募集職種は販売会社により異なります。 みなさんこんにちは。 各販売会社の採用窓口を担当しております、近畿日産?人事・採用教育グループです。 日産販売会社では、お客様のニーズを把握しプロとしてきめ細やかな配慮を通じ、お客さまに満足いただけるカーライフを提供することを使命としています。 よって、お客様一人ひとりとの出会いを大切にする人。本気でお客様と付き合い、お客様目線になれる人。 お客様のことを真剣に考え、心のつながりを大事にする人、 そしてお客様からの「ありがとう」が何より嬉しいと思える人財を求めています。5 株式会社　合通 運輸業 未定 事務職：一般　総合 　当社は、企業向けの物流企業として、長年お客様と共に成長してきました。『お客様が何を求めているのか？』を常に考え、最適な物流手段を提供することが使命となります。そのためにも、現場の視点にたった経験、知識が必要不可欠であり、机上だけの論理では、お客様のニーズには応えられません。乗務員や作業員とのコミュニケーションによる現場運営、お客様との様々な交渉、物流システムの企画、新規物流事業の立上げなど、様々な経験を通して、物流のプロを目指していただきます。

４月９日（水）

４月１０日（木）

※参加企業、各項目等変更の可能性がありますのでご了承下さい。



帝塚山大学　キャリアセンター6 宅都グループ 不動産業 未定 １．賃貸仲介営業　　２．法人営業　　３、不動産管理 宅都グループとして目指すのは、総合不動産コンサルティング企業としてお客様の一生涯に寄り添うこと。初めての一人暮らしから、夢のマイホームまで。社員が働きたい会社として、さらなる進化を目指します。7 株式会社バイカル 製造業 若干名 洋菓子販売職 洋菓子製造職 目指すのは[地域で一番愛さされる洋菓子店]。お菓子を通じて人が優しい気持ちや、幸せな笑顔にできる仕事です。もちろん・・・その裏には、スタッフの弛まぬ努力がたくさんあります。8 社会福祉法人福祥福祉会 サービス業 50 ケアワーカー（介護スタッフ） 豊泉家で働くフェローは自立心を高くもち、自由な発想のもと生き生きと仕事ができる環境があります。ご利用者の自己実現に向けて、フェローの自己実現に向けて、共に頑張る仲間を待っています。9 ブリヂストンタイヤ奈良販売会社 卸売業 若干名 営業 ブリヂストンはタイヤ業界?1の企業として世界各国に販路を拡げています。 当社は、創業以来90年近くに亘り、ブリヂストンの代理店として、奈良県をテリトリーにして商品の販売やサービスを提供しています。10 株式会社 ホンダカーズ大阪 小売業 40 営業職、事務職（お客様係り） 当社はHondaのブランド新車・中古車の販売及び整備、これらに付帯する業務の全般を行う正規ディーラーです。大阪府下に57拠点、中古車6拠点を構える全国でも有数の大規模販売会社として多くのお客様とお付き合いさせて頂いております。本田技研工業株式会社100％出資企業ですので福利厚生も充実しています。11 株式会社 丸和不動産 不動産業 未定 営業職（ルームアドバイザー） ＣＭでおなじみの”アパマンショップ”を奈良県内で展開しています。いいお部屋をご紹介し、お客様に喜んで頂き、奈良の活力になりたいと願う会社です。12 社会福祉法人　由寿会 サービス業 20 介護職、相談員、保育士 東大阪で最大級の高齢者総合サービスセンター及び、保育園を運営する法人です。職員さんの働きやすい環境作りに力を入れています。素晴らしい仲間が、アーバンケア・アーバンチャイルドでお待ちしています。1 エバオン株式会社 卸売業 若干名 営業・営業事務 当社はベアリング・ブッシングプーリーを中心とした一般産業機器を広く取り扱っている商社です。近年はＥＶＮという自社ブランド製品の販売に力を入れおり、海外との取引も活発に行っています。2 株式会社オービックオフィスオートメーション 卸売業 15 営業、インストラクター、事務（総務、経理、人事、業務） 当社は地域密着型の営業活動を展開しているため、転勤が少なく、お客様と末永い信頼関係を築くことができる企業です。 商品力の高さもあり、成果をしっかり出すことができるため、社員の勤続年数も長く、長期的に活躍しています。3 カツシロマテックス株式会社 製造業 4 現場の機械オペレーター コマツ・キャタピラー・日立建機・クボタなど大手建設機械メーカーが主なお客様で、アメリカ・メキシコ・中国（６ヶ所）・タイ・インドネシア・インドの６ヶ国に11工場をグローバルに展開しています。４月１１日（金）

４月１０日（木）

※参加企業、各項目等変更の可能性がありますのでご了承下さい。



帝塚山大学　キャリアセンター
4 社会福祉法人くらしのハーモニー サービス業 8 福祉総合職 今年法人設立20周年を迎えます。高齢になっても住み慣れた地域に暮らしたいという、願いをかなえるため、4拠点の事業所にて介護保険事業を展開してきました。今年の9月には5拠点目の開設を迎え、また、今後サービス付き高齢者向け住宅の展開等、時代に合った介護福祉サービスの提供を行っています。 当法人は『地域』というキーワードのもと、ともに生きともに学びともに支えあうという法人理念のもとで事業を行っています。柔らかいアットホームな雰囲気をぜひ感じてください。 現在、帝塚山大学OBが1名活躍中です！！5 株式会社クリーク・アンド・リバー社 サービス業 100 映像制作専門職映像制作技術職  業界屈指のネットワークを持つC&R社が関わっている番組は実にテレビ欄の45％！ 全テレビ局・全番組ジャンルで映像制作ができるチャンスがあります！当社はあなたの 希望・適性とじっくり向き合い、最も成長できる現場へ配属します。6 株式会社ケア２１ サービス業 95 総合職（介護職としてキャリアスタート。その後、介護事業所の運営、本社スタッフ、福祉用具の営業など） 「人を大事にし、人を育てる」企業です。年間300以上の研修プログラムで、若いうちからキャリアアップが可能です。働く中でも笑いを大切にし、楽しくやさしさを持って働きたい方はぜひ当社のブースにお越しください！7 社会福祉法人　慶生会 サービス業 75 ・介護スタッフ 　慶生会が運営する様々な施設での介護スタッフ。将来的には相談員やケアマネジャー、あるいはリーダー、主任、施設管理者などのキャリアアップもご用意しています。 □新規施設オープンにつき、平成27年度採用『75』名！早期に選考実施！□福祉・介護業界としてはまだまだ時期が早いと感じる方もいらっしゃると思いますが、慶生会では現在新卒採用を積極的に行っております!! 慶生会の説明会は、「個別」に「一対一」で、あなたのお聞きになりたいことをお話しさせて頂きますので、採用担当者との距離がとても近いですよ。 福祉の業界や介護についての疑問点や不安などについて何でも聞くことができる場としてぜひご利用ください。 8 株式会社シカゴピザ 飲食業 10 店舗営業職 宅配ピザ店のシカゴピザ・シカゴデリータを全国にフランチャイズチェーン展開している企業です。「いつも美味しい商品を、出来たての味でお届けします」の理念の下、お客様に満足して頂ける価値あるサービスに取り組んでいます。 9 株式会社セノン サービス業 未定 警備職 　社会の安全と安心を提供する「総合安全サービス企業」として寄与しております。 　全校28支社、35空港で8,000余名の仲間が活躍しております。10 株式会社TTNコーポレーション 製造業 若干名 製造職、一般事務職 今年創業80年の畳屋です。海外向けの畳の開発なども積極的に行っており、国内唯一の24時操業もしております。楽しく働きたい学生さんの参加をお待ちしています。11 株式会社テスティパル 飲食業 30 栄養士、管理栄養士 大正14年創業以来、私たちはお客様の満足の笑顔に導かれながら「よい味をあたたかい心」でお届けすることを心がけて参りました。テスティパルの社名は、大切な「味の仲間」（Tasty Pal）であるお客様への感謝の気持ちに由来します。今後とも「よい味、よい語らい」(Hi-Taste,Hi-Communication)を企業スローガンに、社会に役立つ企業であり続けたいと考えております。12 トヨタ新大阪（トヨタカローラ新大阪、ネッツトヨタ新大阪） 小売業 15 営業 弊社は、大阪府北部と北東部に店舗展開をしているトヨタディーラーです。トヨタ販売会社の中で最高の名誉をされる「特別栄誉賞」をグループ共に受賞している全国でもごく稀な会社です。

４月１１日（金）

※参加企業、各項目等変更の可能性がありますのでご了承下さい。



帝塚山大学　キャリアセンター13 株式会社トランスコスモス・テクノロジーズ 情報通信業 20 システムエンジニア 多くのお客様のソリューションパートとして、ICTの「ものづくり」に貢献しています。 ぜひ一緒にICT社会を支え、未来を創造するという大きな仕事にチャレンジしませんか？14 奈良県福祉人材センター 公務 当センターは、福祉職場の就職相談に応じたり、求人情報の提供・紹介を行っている福祉専門のキャリアセンターです。福祉職場の求人情報や就職活動のポイント、職場体験・見学ツアー等についてご案内します。15 株式会社ニック サービス業 若干名 総合職　営業 弊社は、老人ホームや病院その他施設等へのリネンサプライ業を中心に、介護機器・介護用品・消耗品類の販売を行っている企業です。 少子高齢化社会や環境問題と密接な関係にあり、私たちがお届けするのは、人にやさしい商品と環境を守る商品です。 16 日本住宅流通株式会社 不動産業 未定 個人不動産売買仲介営業職 大和ハウスグループの日本住宅流通（株）です。不動産流通事業をメインとした総合不動産会社です。大和ハウスグループという安定基盤のもと、安心して活躍できるフィールドをご用意しております。みなさん、是非、チャレンジしてください。17 株式会社理想実業 飲食業 30 総合職（店長候補） 味とサービスに拘り、食で世の中を幸せにします。ラーメンの新しい世界を作ります。
４月１１日（金）

※参加企業、各項目等変更の可能性がありますのでご了承下さい。


