
帝塚山大学　学内合同企業説明会　参加企業一覧（前期：3月）
帝塚山大学キャリアセンター日程 No. 貴社名 業種 社員数 採用職種 会社URL1 有光工業㈱ 製造業 209 営業職 事務職 技術職 http://www.arimitsu.co.jp2 ALSOKグループ サービス業 28054 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） http://www.alsok.co.jp/3 ㈱アレフ 飲食業 664 総合職(・営業店舗店長候補・工場運営担当・衛生検査担当)4 社会福祉法人池田さつき会 サービス業 470 介護総合職 www.satsuki-kai.com/5 ㈱出石 卸売業 90 総合職 http://www.ztec-izushi.co.jp6 ウエルシア関西㈱ 小売業 421 総合職(幹部候補・店長候補、店舗スタッフ、ビューティー担当) http://www.welcia-kansai.jp/7 ㈱上六調剤薬局(ライフマーク) 小売業 100 介護部門営業 http://www.ueroku.jp/8 英和㈱ 卸売業 310 総合職（営業） http://www.eiwa-net.co.jp9 エムケイ㈱ 運輸業 4501 トラベルコーディネーター、販売・接客、経営幹部候補、バックアップ職 http://www.mk-group.co.jp/10 カネ美食品㈱ 製造業 1276 店舗運営・製造管理・施設管理・品質管理・商品企画・事務職 http://www.kanemi.com/index.html11 ㈱銀装 小売業 252 総合職（販売・製造）　将来の幹部候補としての採用です。 http://www.ginso.co.jp12 ㈱キンレイ サービス業 555 総合職（外食事業の事業展開に関わる職種） http://www.kinrei.com/s13 ㈱クマモト 卸売業 108 総合職（営業）、一般職（事務） http://www.k-kumamoto.com14 コーナン商事㈱ 小売業 2600 総合職:幹部候補生として、まずは店舗での販売業務からスタート。 http://www.hc-kohnan.com/15 ㈱鼓月 製造業 434 営業職 http://www.kogetsu.com16 コネクシオ㈱ 小売業 5031 接客職 http://www.conexio.co.jp/17 サトレストランシステムズ㈱ 飲食業 586 店長・エリアマネジャー候補職 http://www.sato-restaurant-systems.co.jp/18 象印チェンブロック㈱ 製造業 151 営業職 http://www.elephant.co.jp19 社会福祉法人長命荘 サービス業 176 ケアワーカー（介護スタッフ） http://www.cyomeisou.or.jp/20 トヨタ部品大阪共販㈱ 卸売業 313 総合職（営業スタッフ、事務スタッフ、店頭スタッフ、商品管理スタッフ、auショップスタッフ） http://www.toyota-osaka-parts.jp/21 奈良県警察本部 公務 2769 警察官、警察職員 http://www.police.pref.nara.jp22 奈良日産自動車㈱ 小売業 181 総合職：営業（カーライフアドバイザー） http://www.nara-nissan.co.jp/23 ㈱奈良マツダ 小売業 180 営業職 http://nara-mazda.dealer.mazda.co.jp24 ㈱日本保育サービス サービス業 1915 保育士 http://www.nihonhoiku.co.jp25 ネッツトヨタ中央大阪㈱ 小売業 375 営業スタッフ http://www.netz-chuo.co.jp/26 ㈱フクナガ 飲食業 150 店舗マネジメント（経営幹部候補）・店舗での接客、調理ほか http://www.fukunaga-tf.com/27 北港情報サービス㈱ 情報通信業 120 ・システムエンジニア・プログラマ http://www.hokkohj.co.jp28 ㈱丸喜金属本社 卸売業 110 営業職 http://www.maruki-mk.co.jp/29 ヤチヨコアシステム㈱ 卸売業 460 営業職（法人） http://www.yachiyocoa.com/

３月１０日（月）

1/5 ※2月20日現在のリストです。参加企業、日程、募集職種や人数の追加・変更の可能性があります。ご了承ください。



帝塚山大学　学内合同企業説明会　参加企業一覧（前期：3月）
帝塚山大学キャリアセンター日程 No. 貴社名 業種 社員数 採用職種 会社URL1 ㈱アクティブライフ【大阪ガスグループ】 サービス業 637 ケアスタッフ（介護職・幹部候補） http://www.activelife.co.jp/contents/index.html2 ㈱エクストリンク 情報通信業 150 営業職 http://www.extlink.co.jp3 大阪トヨペット㈱ 小売業 1350 営業スタッフ（営業職）　営業アシスタント（事務職） http://www.osaka-toyopet.jp/4 社会福祉法人大倭安宿苑 サービス業 220 介護士　・　調理員 http：//www.asukaen.net/5 片山鉄建㈱ 卸売業 119 総合職（営業ルートセールス） http://www.e-katayama.com/6 ㈱カナオカ機材 卸売業 17 総合職１名・一般事務職１名 http://www7.ocn.ne.jp/～kanaoka7 ㈱関西丸和ロジスティクス 運輸業 745 総合職（サービスドライバー職、物流センター管理スタッフ職、事務職、情報システム職） http://www.az-com.co.jp/8 共永興業㈱ 卸売業 45 総合職 http://www.knic.co.jp9 京都府警察 公務 7000 警察官・警察事務 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/saiyo10 ㈱コノエ 卸売業 150 営業・商品管理職、事務職 http://www.kooe.co.jp11 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 小売業 5000 ルートセールス職 http://www.jpinc.co.jp12 ㈱スズキ自販滋賀 小売業 190 【営業職】業販営業・直販営業 http://www.sj-shiga.jp13 住友不動産販売㈱ 不動産業 2941 ■総合職■リースコーディネーター■一般職 http://www.stepon.co.jp/14 誓和工具㈱ 製造業 98 製造スタッフ・技術設計・事務・アッセンブル・営業・機械加工 http://www.seiwatool.com15 セントラル警備保障㈱ サービス業 3675 警務職、営業職 http://www.we-are-csp.co.jp16 ㈱ソフトウェアコントロール 情報通信業 238 システム・エンジニア http://www.scnet.co.jp17 ㈱ツカサ 卸売業 195 営業職 http://ti-tsukasa.co.jp18 トヨタカローラ南海㈱ 小売業 1218 営業職 http://www.tng.co.jp/19 奈良トヨペット㈱ 小売業 272 総合職（営業職） http://www.naratoyopet.jp/20 日本電気機器㈱ 卸売業 120 （総合職）営業 http://www.nihondenki-kiki.co.jp21 ㈱はま寿司 飲食業 15189 総合職 http://www.hamazushi.com/22 光伝導機㈱ 卸売業 208 営業職（総合職） http://www.hikaridendoki.jp23 ㈱ヒロコーヒー 飲食業 68 接客、サービス職 http://www.hirocoffee.co.jp24 ㈱フジデン 情報通信業 400 総合職（販売職・営業職） http://www.fujiden.com/saiyou/25 ㈱紅中 卸売業 199 総合（営業）職、一般事務職 http://www.venichu.co.jp26 間口グループ(㈱間口) 運輸業 1191 総合職(物流マネージャー・配送部門管理者)　　　　　　　　　/一般職(本社事務職) http://www.maguchi.co.jp/recruit/27 ㈱ゆうちょ銀行（日本郵政グループ） 金融業 12922 総合職・カスタマーサービス（CS）職 http://www.jp-bank.japanpost.jp/28 ㈱ロマンス小杉 卸売業 125 総合職(営業、企画、管理など) http://www.romance.co.jp29 和歌山県警察 公務 9999 警察官、警察事務職員

３月１１日（火）

2/5 ※2月20日現在のリストです。参加企業、日程、募集職種や人数の追加・変更の可能性があります。ご了承ください。



帝塚山大学　学内合同企業説明会　参加企業一覧（前期：3月）
帝塚山大学キャリアセンター日程 No. 貴社名 業種 社員数 採用職種 会社URL1 アートコーポレーション㈱ 運輸業 2130 ・総合職（営業職）・生産職（引越作業スタッフ） http://www.the0123.com2 ㈱ACN 卸売業 900 法人営業職、モバイルショップスタッフ、保険デザイナー http://www.acn-net.co.jp3 大阪府警察 公務 23000 警察官（巡査） http://www.police.pref.osaka.jp4 大阪マツダ販売㈱ 小売業 332 営業職 http://www.osaka-mazda.co.jp/5 ㈱大阪めいらく 小売業 326 総合職営業、生産技術職 http://www.sujahta.co.jp6 ㈱家族亭 飲食業 275 総合職 htt://www.kazokutei.co.jp7 ㈱加貫ローラ製作所 製造業 171 営業職、管理部門職（経理、情報システム等） http://www.katsura-roller.co.jp8 警視庁 公務 46000 警察官、警察職員 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp9 皇宮警察本部 公務 926 皇宮護衛官 http://www.npa.go.jp/kougu/toppage.htm10 ㈱サカイ引越センター 運輸業 4027 総合職（一般営業・法人営業・事務職） http://www.hikkoshi-sakai.co.jp11 産業資材販売㈱ 卸売業 37 営業職、総務・経理事務（コンピュータ管理含む） http://www.ssh.co.jp12 特別養護老人ホーム寿里苑 サービス業 700 介護職員、事務職員 www.julien.or.jp13 昭和電機㈱ 製造業 186 営業職　技術職 http://www.showadenki.co.jp14 ㈱スズキ自販関西 小売業 300 営業職 http://www.sj-kansai.jp15 ㈱スズキ自販京都 小売業 257 自動車販売　　直販：主にショールームでの販売（小売）　業販：取引先へのルートセールス（卸売） http://www.sj-kyoto.jp16 ㈱トリドール 飲食業 628 将来の幹部候補（丸亀製麺等の店舗マネジメント業務） recruiting2015@toridoll.com17 ㈱なか卯 飲食業 215 総合職 http://www.nakau.co.jp/18 ナビオコンピュータ㈱ 情報通信業 871 ○システムエンジニア・プログラマー　○システム運用エンジニア　○PCサポートエンジニア http://www.navio.co.jp19 日本スピードショア㈱ サービス業 196 営業職 http://www.speedshore.co.jp20 ㈱ハークスレイ サービス業 275 総合職（幹部候補） www.hurxley.co.jp21 兵庫県警察 公務 12000 警察官 http://www.police.pref.hyogo.jp22 ㈱フジフレックス 製造業 40 【総合職】営業、設計、総務、生産管理、品質保証　など　【製造職】各工場での製造業務 http://www.fuji-flex.co.jp23 丸井産業㈱ 建設業 770 総合職（営業） http://www|.ocn.ne.jp/~marui/24 丸三証券㈱ 金融業 1083 総合職（全国）、一般職営業職（地域限定） http://www.marusan-sec.co.jp25 丸二倉庫グループ 運輸業 268 総合職、一般職、SE職 http://www.maruni-soko.co.jp26 水上金属㈱ 卸売業 137 一般職 http://www.mizukami.co.jp27 ㈱リカーマウンテン 小売業 456 総合職 http://www.likaman.co.jp/outline/index.html28 ㈱レリアン 小売業 1564 販売職 http://www.leilian.co.jp29 ジョブカフェわかやま 公務 40 ○

３月１２日（水）

3/5 ※2月20日現在のリストです。参加企業、日程、募集職種や人数の追加・変更の可能性があります。ご了承ください。



帝塚山大学　学内合同企業説明会　参加企業一覧（前期：3月）
帝塚山大学キャリアセンター日程 No. 貴社名 業種 社員数 採用職種 会社URL1 大阪レンタル㈱ サービス業 135 営業/メンテナンス/事務 http://www.osaka-rental.co.jp/index.html2 ㈱関西マツダ サービス業 1100 営業職 http://www.kansai-mazda.co.jp/index.html3 ㈱近鉄ホテルシステムズ（シェラトン都ホテル大阪他サービス業 1885 サービススタッフ（宿泊・食堂・宴会部門） http://www.miyakohotels.ne.jp4 ㈱グルメ杵屋 飲食業 740 総合職（幹部候補生） http://www.gourmet-kineya.co.jp/5 健祥会グループ サービス業 2600 総合職／相談員／事務・経理職／介護職／管理栄養士５名／保育士１５名 http://www.kensyokai.or.jp6 ㈱コンプレックス・ビズ・インターナショナル 小売業 350 1.販売　2.セラピスト http://www.complex-biz.com/7 佐川急便㈱ 運輸業 46674 営業職（ドライバー職、セールスデリバリー職） http://www.sagawa-exp.co.jp8 シーレックス㈱大阪支店 印刷業 344 営業職○シール・ラベルの企画提案、および受注促進○包装機器のｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ販売 http://www.sealex.com//9 ㈱ジュンテンドー 小売業 687 総合職 http://www.juntendo.co.jp10 ㈱正英製作所 製造業 101 総合職 http://shoei-mfg.co.jp/11 スガキコシステムズ㈱ 飲食業 2453 総合職 http://www.sugakico.co.jp/saiyou/12 ㈱スズキ自販奈良 小売業 156 ショールームでの販売、得意先販売店への卸売 http://sj-nara.jp/13 ㈱スズキ自販和歌山 小売業 147 営業職 http://www.sj-wakayama.jp/14 住友生命保険（相）すみれい 金融業 42098 総合営業職 http://www.sumitomolife.co.jp15 積和不動産関西㈱ 不動産業 408 総合職、一般職 http://www.sekiwakansai.co.jp16 ㈱セノン サービス業 8000 警備職 http://www.senon.co.jp17 トヨタカローラ滋賀㈱ 小売業 312 営業職、事務職 http://toyota-dealers.jp/35101/18 トヨタカローラ奈良㈱ 小売業 245 営業職19 奈良ダイハツ㈱ 小売業 189 総合職、一般職 http://dd.daihatsu.co.jp/naraD/20 日本エスリード㈱ 不動産業 487 総合職（営業職） http://www.eslead.co.jp21 日本生命保険相互会社 金融業 70004 総合職、営業総合職、CS総合職、業務職、法人職域ファイナンシャルコーディネーター http://nissay-saiyo.com22 ネッツトヨタニューリー北大阪㈱ 小売業 133 販売職 http://www.netznewly.co.jp23 ㈱阪食 小売業 812 総合職 www.hankyu-oasis.com/24 社会福祉法人福祥福祉会 サービス業 325 ケアワーカー（介護スタッフ） http://www.housenka.com25 ㈱福屋ホールディングス 不動産業 800 ■仲介営業職（50名）■施工管理職（10名） http://www.fukuya-k.co.jp/26 富士産業㈱ 建設業 107 営業職 http://www.fuji-sangyou.co.jp/27 松阪興産㈱ 製造業 464 営業職・製造職 http://www.matsusaka-kosan.co.jp28 マルイチエクソム㈱ 製造業 40 製造生産 http://maruitixsomm.co.jp29 吉川運輸㈱＆吉川グループ 運輸業 5561 総合職（物流管理職） http://www.yosun.jp

３月１３日（木）

4/5 ※2月20日現在のリストです。参加企業、日程、募集職種や人数の追加・変更の可能性があります。ご了承ください。



帝塚山大学　学内合同企業説明会　参加企業一覧（前期：3月）
帝塚山大学キャリアセンター日程 No. 貴社名 業種 社員数 採用職種 会社URL1 アースサポート㈱ サービス業 7500 総合職、総合介護職、介護職 http://www.earthsupport.co.jp2 アイエックス・ナレッジ㈱ 情報通信業 1516 システムエンジニア・営業 http://www.ikic.co.jp3 ㈱アイデム サービス業 1140 総合職（導入職種、採用プレゼンター（企画提案営業）） http://www.aidem.co.jp4 エース証券㈱ 金融業 385 営業職（総合職、一般専任職） http://www.ace-sec.co.jp/5 エバオン㈱ 卸売業 104 営業 http://www.everon.jp6 大阪石材工業㈱ 小売業 92 営業職 http://www.osaka-sekizai.co.jp7 小川電機㈱ 卸売業 380 総合職 http://www.ogawa.co.jp8 ㈱学情 サービス業 189 総合職（企画提案型営業） company.gakujo.ne.jp9 ㈱銀閣寺大西 卸売業 151 総合職 http://www.onishi-g.co.jp10 ㈱コルモ 情報通信業 56 システムエンジニア https://www.colmo.co.jp11 ㈱山晃住宅 不動産業 180 賃貸仲介営業職 http://www.sanko-jyutaku.co.jp12 ㈱ジーフット 小売業 6800 総合職 http://www.g-foot.co.jp13 滋賀県警察本部 公務 2500 警察官 http://www.pref.shiga.eg.jp/police/14 ㈱ソフトウェアサービス 情報通信業 760 開発職、営業・導入職 http://www.softs.co.jp15 大同信用組合 金融業 194 総合職（融資事務・渉外業務　等） http://www.daido.shinkumi.jp/16 つるやゴルフ（つるや㈱） 小売業 680 総合職・一般職（販売・商品開発･インストラクト・広報宣伝・事務等） http://www.tsuruyagolf.co.jp17 ㈱鶴屋吉信 製造業 562         営業職、製造職、販売職（予定）

   http://www.turuya.co.jp18 ㈱TTNコーポレーション 製造業 450 製造職、一般事務職 http://www.ttn-corporation.net19 ㈱テンポスバスターズ サービス業 678 ≪総合職【営業職】≫■事業開発■飲食店サポート業■飲食店コンシェルジュ■マーケティングプランナー http://www.tenpos.co.jp20 日清医療食品㈱近畿支店 サービス業 41419 栄養士・管理栄養士 http://www.nifs.co.jp21 日成ビルド工業㈱ 建設業 467 営業、施工管理、生産管理 http://www.nisseibuild.co.jp/22 長谷川工業㈱ 製造業 203 総合職（商品企画・設計・製造・製造管理・営業・総務・広報など） http://www.hasegawa-kogyo.co.jp/recruit/2015/23 ㈱ポピンズ 保育業 2200 保育士、栄養士 http://www.poppins.co.jp24 ㈱ホンダネットナラ 小売業 369 営業職、事務職 http://www.net-nara.com25 本部三慶㈱ 製造業 60 総合職（営業　事務） http://www.sankei-group.com26 ㈱マルハン サービス業 13001 【店舗総合プロデュ-ス】接客、賞品コンシェルジュ、人材育成、マーケティング、新規営業企画創出など  http://www.083934.jp/27 ㈱理想実業 飲食業 200 総合職（店長候補） http://www.kamukura.co.jp28 ㈱ロードカー 小売業 230 総合職（営業職・事務職・受付案内職） http://www.roadcar.jp

３月１４日（金）

5/5 ※2月20日現在のリストです。参加企業、日程、募集職種や人数の追加・変更の可能性があります。ご了承ください。


