
求人番号 企業名 業界 職種 本社所在地 企業HP
1 （株）カミネ 流通・小売（専門店） 販売職 兵庫県神戸市中央区 http://www.kamine.co.jp
2 （株）西松屋チェーン 流通・小売（専門店） 総合職（店舗運営職） 兵庫県姫路市 http://www.24028.jp/
3 小泉アパレル（株） メーカー（衣食住関連） 総合職 大阪府大阪市中央区 http://www.ap.koizumi.co.jp/
4 スターネット（株） 情報・通信 総合職 大阪府大阪市中央区 http://www.starnet.ad.jp/
5 (株)協和精機製作所 メーカー（素材関連） 設計・製造職 兵庫県伊丹市 hhtp://www.kyouwaseiki.co.jp/
6 合同インキ（株） メーカー 営業職 大阪府八尾市 http://www.godoink.co.jp/
7 （株）ビジョンメガネ サービス 販売職 大阪府守口市 http://www.vision-megane.co.jp/
8 (株）日本中央住販 不動産 総合職 奈良県奈良市 http://www.heartfull-village.com/
9 （株）スーパーホテル サービス（その他） 総合職 大阪府大阪市西区 http://www.superhotel.co.jp/
10 (株）フューチャーブレーン サービス 総合職※関西採用 東京都港区 http://www.future-brain.net/
11 （株）精晃商会 専門商社（素材関連） 企画・デザイン職 大阪府東大阪市 http://www.seikoshokai.com/
12 （株）アップ 教育 総合職 兵庫県西宮市 httpｓ://up-edu.com/
13 （株）ポニー 流通・小売（専門店） ファッションアドバイザー(関西勤務) 大阪府大阪市中央区 http://www.swing-j.com/
14 京都パナホーム（株） メーカー（衣食住関連） 営業職 京都府京都市山科区 http://www.kyoto-panahome.co.jp/
15 (株）ジャパン・リリーフ 人材 営業職 兵庫県神戸市中央区 http://www.japan-relief.co.jp/
16 原田産業（株） 商社 営業職 大阪府大阪市中央区 http://www.haradacorp.co.jp/
17 オカダアイヨン（株） メーカー（産業・工業関連） 総務人事職 大阪府大阪市港区 http://www.aiyon.co.jp/
18 （株）ケシオン 広告 営業職※大阪 東京都港区 http://www.kesion.co.jp/
19 （株）ソーキ 建設・土木・設計 総合職（関西） 大阪府大阪市西区 http://sooki.co.jp/
20 （株）学生情報センター 不動産 総合職　関西・名古屋選考 京都府京都市下京区 http://www.nasic.co.jp/
21 （株）パイオン 総合商社 総合職 大阪府大阪市中央区 http://www.pion.co.jp/index.html
22 大光印刷(株) 出版・印刷 総務・経理職 京都府京都市中京区 http://www.daik.co.jp/company/
23 大光印刷(株) 出版・印刷 総合職 京都府京都市中京区 http://www.daik.co.jp/company/
24 国土建設（株） 建築・土木・設計 一般事務職 大阪府大阪市都島区 http://www.pcon.co.jp/
25 （株）キョウプロ 電気・ガス・水道・エネルギー 営業職 京都府京都市下京区 http://www.kyopro.co.jp/
26 （株）MDホールディングス 専門商社（衣食住関連） 営業職（大信菓子） 大阪府東大阪市 http://www.mdholdings.co.jp/outline/
27 マインドフリー（株） 情報・通信 総合職 大阪府大阪市中央区 http://mindfree.jp/
28 （株）ショッピングセンター池忠 流通・小売 レジ・事務職 大阪府堺市堺区 http://www.ikechu.co.jp/index.html
29 クローバーラボ（株） 情報・通信 プログラマー職 大阪府大阪市北区 http://cloverlab.jp/
30 （株）貴善 流通・小売（専門店） 店舗マネジメント職 京都府京都市下京区 http://www.takazen.jp/
31 （株）黒坂塗装工業所 メーカー（産業・工業関連） 事務職 京都府綴喜郡 http://www.kurosaka.co.jp
32 （株）新保哲也アトリエ 流通・小売 総合職(関西採用) 兵庫県神戸市中央区 http://www.shimpo.biz/
33 （株）新保哲也アトリエ 流通・小売 製造職(横浜採用) 兵庫県神戸市中央区 http://www.shimpo.biz/
34 （株）ウィルウェイ(馬渕教育グループ) 教育 総合職 大阪府大阪市中央区 http://www.willway.ne.jp/
35 エース証券(株) 金融（証券・投資関連） 一般専任職 大阪府大阪市中央区 http://www.ace-sec.co.jp/
36 （株）平成教研 教育 教室運営職 大阪府大阪狭山市 http://www.meikogijuku.jp/
37 兵庫開発（株） サービス 総合職 兵庫県神戸市北区 http://www.arima-royal.com/
38 （株）大国フーズ 専門商社（その他） 総合職 大阪府大阪市生野区 http://www.daikokufoods.co.jp/
39 （株）ヨシダオートサービス 流通・小売（自動車） 営業職 大阪府堺市北区 http://www.yosidaauto.com/
40 (有）ハタヤ 広告 営業職 兵庫県神戸市西区 http://www.9336.net
41 カルモ鋳工（株） メーカー（産業・工業関連） 総合職 兵庫県神戸市西区 http://www.karumo.net/
42 (株）ヒューマンクリエイト 情報・通信 SE・PG職 大阪府大阪市中央区 http://www.human-create.co.jp/
43 （株）インテリジェンスオフィス 人材 総合職 京都府京都市中京区 http://www.io-web.co.jp/
44 （株）ベルクリック サービス 総合職 大阪府大阪市北区 http://www.bellclick.jp/
45 （株）類設計室 建築・土木・設計 総合職 大阪府大阪市淀川区 http://www.rui.ne.jp/architecture/
46 （株）マーキュリー コンサルタント・シンクタンク 総合職（関西） 大阪府大阪府大阪市北区 http://www.mercury-group.co.jp/
47 （株）テレックス関西 情報・通信 販売職 兵庫県神戸市中央区 http://www.telex.co.jp/
48 （株）ユーシン・ショウワ メーカー 総合職 大阪府茨木市 http://www.u-shin-showa.co.jp/
49 （株）エム・エス・シー 専門商社（その他） 一般事務職（商品部・業務課） 大阪府大阪市中央区 http://www.mediasell.co.jp/index.html
50 （株）エム・エス・シー 専門商社（その他） 一般事務職（財務部・経理課） 大阪府大阪市中央区 http://www.mediasell.co.jp/index.html
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