
平成29年7月10日(月)「プレミアムジョブフェスタ」参加企業一覧
※50音順での並びとなっております。当日の企業様の並びとは異なります。
※掲載情報は、平成29年6月21日（水)現在のものとなります。

No. 会社名 業種 事業内容 ホームページURL

1 株式会社アーバンプロジェクト
サービス業
（他に分類されないもの）

総合広告代理店
折込チラシ・DM・POP・イベント手配・WEBを中心としたSP広告プロモーション

http://www.urban-project.jp/

2 株式会社アイエスエフネット 情報通信業
情報通信システムの設計、施工、保守及びコンサルタント業務。
コンピュータシステムの運用、管理、保守の受託、労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業 。

http://www.isfnet.co.jp/

3 株式会社アイ工務店 建設業 戸建住宅請負業 http://www.ai-koumuten.co.jp

4 株式会社アクアリンク
サービス業
（他に分類されないもの）

水栓器具の交換等、簡単な工事メンテナンス業務 http://www.aqualink.co.jp

5 株式会社アクターリアリティー 情報通信業 ソフトウェア開発事業、ハードウェア開発事業 http://www.aqtor.co.jp/

6 旭化工株式会社 製造業 プラスチック製造業 http://www.asahi-kakou.co.jp

7 アステム株式会社
サービス業
（他に分類されないもの）

弊社オリジナル業務パッケージ「ふくろう販売」の直接顧客に提案導入サポート。弥生会計、給与、販売等の市販ソフトのインストラクター。
その他中小企業の基幹業務システム構築支援。

http://www.astem.com

8 株式会社アバン
サービス業
（他に分類されないもの）

南海電鉄特急ラピートをはじめとする特急列車の車掌業務と車掌補助業務を業務請負しています。
また、南海難波駅構内でお客様案内や放送を行っています。

http://www.avan.co.jp/

9 株式会社荒木製作所 製造業
プラスチック成形で最も多品種少量生産に適した圧空・真空成形技術を用いて、医療・計測・電子各機器のカバーなどのプラスチック化を実現。
技術・実行・信頼の経営方針の下、日本のモノづくりに貢献する。

http://www.araki-mfg.com

10 株式会社池田製機工業所 製造業 産業用装置の部品製造並びに組立・調整 http://www.ikedaseiki.co.jp

11 株式会社イメージ 情報通信業 コンピュータソフトウェア開発。インフラ構築・運用管理支援 。ＩＴ関連サービスの企画・運営インターネットホームページの企画・作成・運営 http://www.image-co.com/

12 株式会社岩通サービスセンター 情報通信業 法人企業様に対して、情報通信機器・ＯＡ機器・複合コピー機・携帯電話の販売・施工工事・保守メンテナンス http://iwatsusc.co.jp

13 植田基工株式会社 建設業
高層ビルやマンション、道路や橋の橋梁・橋脚など大型構造物の基礎杭を管理・施工する専門工事業社です。
大都市を中心にビルの建替需要も多く、難しい地中障害物撤去工事の実績も多く積み重ね、社会に貢献してます。

http://www.uedakikou.co.jp/

14 英進設計工業株式会社
サービス業
（他に分類されないもの）

機械・電気電子・制御設計、ソフトウェア開発
総合エンジニアリング業　特定人材派遣業（特２７−０２−０１０４）

http://www.eishin-eng.ne.jp

15 株式会社エスビジョンエンタープライズ 卸売業、小売業 リユース事業（京都府下2店舗大阪府下2店舗計4店舗の買取専門店を営業） http://www.recyclemart-kyoto.com/

16 株式会社オフィスエフエイ・コム 製造業 システムインテグレーター。ＩｏＴ・ＡＩ・ロボットシステム・画像処理システム・情報システム・装置設計製造・SmartFactory・Industrie 4.0など。 http://www.office-fa.com

17
株式会社片町
(社会医療法人 明生会グループ)

医療、福祉 病院・介護福祉施設の運営・企画・管理 http://meiseigrp.jp

18 川村義肢株式会社 製造業 義肢・装具・姿勢保持・住宅改修・車いす・補聴器・リハビリテーション機器の製造、販売及びレンタル

19 株式会社キャディッシュ 情報通信業 インターネットホームページの企画・制作　旅館ホテル向けASPサービス「予約番」の開発及び販売 http://www.cadish.co.jp

20 株式会社キュリアス
サービス業
（他に分類されないもの）

大学／短期大学／専門学校／各種学校・スクールなど、お客様は「学校」に特化し、学校ホームページやインターネット広告を有効活用して、
学生募集のお手伝いをしています。

http://www.curious-corp.jp/

21 株式会社グッドハウス 生活関連サービス業、娯楽業
ハウスクリーニング全般、各種室内用コーティング
生活用品・住宅設備機器の卸しおよび販売

https://www.good-house.jp/

22 Gateテクノロジーズ株式会社 情報通信業 システム開発、ネットワーク設計・構築・運用・保守及びIT技術者派遣 http://www.gatecs.co.jp/
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23 株式会社光明製作所 製造業 水道器具の製造販売・仮設配管資材レンタル・災害対策品製造 http://www.komei-ss.co.jp

24 株式会社コーユービジネス 製造業 ビジネスフォーム並びに一般印刷の企画製造販売システム機器の販売メーリング業務並びに発送代行業務各種プリント処理及びデータ加工業務 http://www.koyu.co.jp

25 株式会社コネクトライン 情報通信業 電気通信事業、労働派遣事業 http://connectline.co.jp/

26 櫻島埠頭株式会社
サービス業
（他に分類されないもの）

港湾運送業、倉庫業 http://www.sakurajima-futo.co.jp/

27 株式会社サンエース 卸売業、小売業
★経済産業省平成26年度「おもてなし経営企業選」選出企業★自動車補修用塗料、副資材、機械工具などの専門商社。
業界全国No.1。住宅リフォーム、パナソニックリフォームコンテスト受賞歴全国No.1。

http://www.sunace-net.com/

28 株式会社サンセイ 製造業 企画、デザイン、ディスプレイ、パンフレット、カタログ、ポスター、ラベル、ちらし、店頭販促物、ＰＯＰ類、パッケージ、一般印刷物、帳票類 http://www.sansei-int.co.jp/

29 株式会社サンレール 製造業 アルミ手摺の製造販売 http://www.sunrail.co.jp/

30 株式会社ジェットワン 卸売業、小売業 携帯電話販売 http://wwwjetone.co.jp

31 清水産業株式会社 製造業 家庭日用品の企画・製造・輸入及び販売 http://www.seiei.com/

32 株式会社下平電機製作所 製造業 受配電盤、操作盤等製造 http://www.shimohira.co.jp

33 社会福祉法人三篠会 医療、福祉 高齢者施設、障害者施設、救護施設、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、保育所など http://www.misasakai.or.jp

34 Joyful喜一ホールディングス株式会社 卸売業、小売業
創業1943年の機械工具専門商社。国内外の工具メーカーから、優良な工具を仕入れ、販売店を通してエンドユーザーに提供しています。
取引のある国内外メーカーは約600社、取扱い製品は約40万点です。

http://www.joyful-cube.com

35 株式会社鈴木製作所 製造業 産業機械等の部品加工。大物部品製作を主とし、材料手配・製缶・機械加工までを一貫して行っています。 http://www.su-ss.com/

36 センターフィールド株式会社 情報通信業
システム開発、「Power Position」パッケージ促進事業、マイナンバーBPOサービス、情報配信アプリ「infoget!」、
各種コンサルティング、各種代行サービス

https://centerfield.co.jp/

37 大化物流開発合同会社 情報通信業
ソフトウェアの開発、販売 。ソフトウェアの保守及び顧客へのサポート業務
労働者派遣法に基づく、労働者派遣業。人材教育、及びコンサルティングの事業

http://www.taika-solution.co.jp/

38 ダイキチカバーオール株式会社
サービス業
（他に分類されないもの）

フランチャイズコンサルティング事業、不動産事業 http://recruit.coverall.co.jp/

39 大昌精機株式会社 製造業 工作機械製造業両頭平面研削盤・バーピーリングマシン等製造 http://www.daishoseiki.co.jp

40 タケヤテック株式会社 卸売業、小売業 新建材、住宅設備（システムキッチン・システムバス・洗面化粧台・トイレ等）の販売 http://www.takeyateck.co.jp/

41 株式会社Tsky
サービス業
（他に分類されないもの）

中小企業代行営業業務。企業様に依頼を受け、各企業様の社員のように扱って頂き、営業活動をするお仕事です。

42 タニコー株式会社 製造業 業務用厨房機器製造、販売、設計、施工、メンテナンス http://www.tanico.co.jp/

43 株式会社CHAMPION CORPORATION 製造業 精密金属機構部品の製造販売 http://www.champ-j.com

44 株式会社２WAY
サービス業
（他に分類されないもの）

SES事業。グローバル事業 http://www.2-way.co.jp
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45 株式会社ツカサテック 建設業 プラント用煙突の総合設計・調査診断・メンテナンス http://www.tsukasatec.co.jp

46 DITASISTEM株式会社 卸売業、小売業 新聞販売、書籍販売、楽器販売、その他様々な商品の販売、折込デザイン請負＋配布など http://www.ditasistem.co.jp/

47 株式会社徳山工業社 製造業 陳列棚及び店舗用装備品の製造･販売。各種産業機器の製造。福祉用具、介護用機器の製造･販売。 http://www.toku-yama.com

48 株式会社中北製作所 製造業 船舶、発電、その他プラント向け産業用大型バルブと制御装置の製造 http://www.nakakita-s.co.jp

49 株式会社中の坊 宿泊業、飲食サービス業 ホテル・旅館及び懐石料理店の経営 http://www.arima-gh.jp/recruit/index.html

50 株式会社ナサホーム 建設業 住宅リフォーム設計施工 http://nasahome.co.jp/

51 ナスラック株式会社 製造業
システムキッチン・システムバス等の製造・販売・
施工並びに住宅設備機器、家具、室内装飾品、家庭用電気製品等の開発、加工、輸出入、販売、施工他

http://www.nasluck.co.jp

52 株式会社ナリス化粧品 製造業
化粧品、トイレタリー製品の製造・販売及び健康食品、補整下着、美容機器、浄水器、健康機器等の企画、販売。
その他、店舗運営、美容スクールの運営等

http://www.naris.co.jp

53 株式会社新高製作所 製造業
主にビル・病院・学校・マンションなどの大型建築物の金属工事製品
（手すり・ひさし・金属パネル・地震対策用の伸縮建材・防災用の金属製品）の設計・製造・取付工事。取引先は最大手ゼネコンからの受注です。

http://www.niitaka-ss.jp

54 株式会社ニチエイ 製造業
当社は、国内外の大手化粧品メーカー、大手通販メーカーのスキンケア化粧品や化粧用雑貨を中心とした化粧品関連ＯＥＭと、
病院で使用する衛生材料（医療機器）の製造を行っている企業です。

http://www.nichiei-cosume.co.jp

55 株式会社ニチネン 建設業 オフィス、工場、学校などへ内装工事、設備工事の提案施工。事業所の新規開設、移転時のレイアウトプラン作成、家具、什器の提案および販売。 http://www.nichinen.co.jp

56 日工セック株式会社　西部営業所 製造業 建設用機材の製造、販売、リース http://www.nikkosec.co.jp/

57 日新明弘テック株式会社 卸売業、小売業
計装・自動制御・監視計測機器の販売、
FA・PAソフトの設計、機器施工、メンテナンスの総合商社

http://www.asutec.com/

58 日精株式会社 卸売業、小売業 合成繊維、炭素繊維、合成樹脂、セラミックス等の加工並びに販売 http://www.nissei-net.co.jp

59 日本酪農協同株式会社 製造業 牛乳・乳製品・果汁飲料・デザート商品等、及び健康食品の製造、販売。 http://www.mainichi-milk.co.jp/

60 日本水理株式会社 建設業 マンションの給排水設備の設備診断・設計・改修工事施工・メンテナンス業 http://www.suiri.co.jp/

61 日本製図器工業株式会社 製造業 CAD/CAM製造販売。データベース/PDMの受注製造。専用ソフトの開発。海外ソフトの日本語化・販売。ITソリューション

62 株式会社阪南ビジネスマシン 卸売業、小売業
ＩＴ・オフィス機器の販売、メンテナンス及びシステム構築・運用サポートを中心とした事業を展開。
主な扱い商品はコピー複合機、印刷機、ＰＣ（サーバ）など。近年は福祉関連の基幹システムの構築の請負も拡大中。

http://www.hbm-web.co.jp

63 株式会社ピーエスシー 情報通信業
システム構築〜運用〜保守/キッティング、設置サービス、コンタクトセンターサイトブランディング、
Webインテグレーション、モバイルインテグレーションITサービス&アウトソーシング事業

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

64 株式会社ヒッツカンパニー 情報通信業
個人のご自宅・法人様の通信環境の改善提案の営業
商材は、MobileWiFi・固定回線・OA機器（法人様）

https://www.hits-company.co.jp/

65 株式会社ヒューブレイン 製造業 外観画像検査装置　製造 http://www.hu-brain.co.jp

66 平田ネジ株式会社 製造業 ねじの製造販売 http://www.hirata-neji.co.jp
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67 株式会社ファーストスクエア 生活関連サービス業、娯楽業
電気通信事業者の電話加入契約に関する代理店業務ソフトバンクモバイルショップの運営並びに
法人向け販売フランチャイズ飲食店の経営ゴルフショップの経営

http://f-square.co.jp/

68 株式会社ファインネクスト
サービス業
（他に分類されないもの）

フォトスタジオ＆衣装レンタル http://studio-ciel.info/

69 社会福祉法人福祥福祉会 医療、福祉 高齢者福祉・障がい者福祉 https://www.facebook.com/housenka.saiyo

70 株式会社フジキン 製造業 バルブ、継手、ユニット等流量制御機器の開発/設計/製造/販売　ほか http://www.fujikin.co.jp/

71 富士産業株式会社 製造業 プレハブハウス（事務所、倉庫、店舗、住宅等）の製造・設計・施工・販売・リース・レンタル、什器備品・通信機器等のリース、レンタル、販売 http://www.fuji-sangyou.co.jp

72 平成ファームワークス株式会社
サービス業
（他に分類されないもの）

システム設計、ソフトウェア開発 http://www.hfws.co.jp

73 株式会社　平和実業 卸売業、小売業 動力伝動機器および部品の設計・製造・販売 http://www.heiwa-transmission.com

74 株式会社マーキュリー 情報通信業 セールスプロモーション事業 http://www.mercury-group.co.jp/

75 株式会社マックス 情報通信業 ◆ソフトウェア開発◆　公共・金融関連のソフトウェア開発及び組み込み系を中心にした産学連携での研究開発を行っています。 http://www.macs.co.jp

76 松正工機株式会社 建設業 各種プラント配管・環境設備の設計製作・設置工事 http://www.matsusho-k.jp

77 株式会社　松葉 卸売業、小売業 呉服・宝石の卸・小売業 http://www.matsuba-grp.com/

78 マツバ技研工業株式会社 製造業 プラスティック容器製造販売 http://www.matsuba-jp.com

79 株式会社松屋 宿泊業、飲食サービス業 日本初の業態を出店するレストラン事業 http://matsuya-gr.com

80 株式会社丸昌 卸売業、小売業 付属パーツの製販 http://partsplaza.co.jp

81 丸食フーズ株式会社 卸売業、小売業 業務用食材総合卸売 http://www.marushoku-foods.co.jp/

82 マンカ流通グループ 卸売業、小売業 青果物仲卸売業、産直卸売業、花卉卸売・店舗販売業、青果物包装加工業、生鮮小売業、農産物輸出入・国内販売業、 http://manka-s-s.co.jp/

83 メットライフ生命保険株式会社 金融業、保険業
個人に対するライフプランニングおよび生命保険の募集
法人に対するファイナンシャルアドバイスおよび生命保険の募集

http://www.metlife.co.jp

84
メディカル・ケア・サービス
関西株式会社

医療、福祉 グループホーム「愛の家」、小規模多機能型居宅介護、居宅介護の運営、管理 http://www.mcsg.co.jp/

85 株式会社メリーマート 卸売業、小売業
「元気で充実した生活を提供しよう！」をメインビジョンに、厳選した健康関連商品をコマーシャルショップ「メリーマート」で販売。
その後も通信販売で購入可能だからお客様とは長ーいお付き合いができます。

http://merry-mart.net/

86 モラブ阪神工業株式会社 情報通信業
■各種設計開発業務請負事業■人材派遣事業(般28-010012)■有料職業紹介事業■
電気･電子･機械･情報システム･建築土木など幅広い分野における専門的技術に特化した総合エンジニアリング業です。

http://www.morabu.com/

87 株式会社八代 製造業 油脂、油脂化学製品の合成、分解(加水分解)、脱臭、脱色、高真空蒸留、油脂の精製、配合・混合、フレーク化・粉砕 http://www.yashiro.co.jp

88 株式会社ゆかり 宿泊業、飲食サービス業 お好み焼専門店 http://www.yukarichan.co.jp/
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平成29年7月10日(月)「プレミアムジョブフェスタ」参加企業一覧
※50音順での並びとなっております。当日の企業様の並びとは異なります。
※掲載情報は、平成29年6月21日（水)現在のものとなります。

No. 会社名 業種 事業内容 ホームページURL

89 夢計画株式会社 情報通信業
京都を中心にソフトバンクショップ、auショップを11店舗運営
（携帯電話機販売、通信ＯＡ機器販売、取付工事及び保守コンピュータ及びその周辺機器販売、取付工事及び保守）

http://yumekeikaku.jp/

90 吉川運輸株式会社 運輸業、郵便業
フォークリフトを使用した食品の入出庫管理。大手スーパー・コンビ二商品などの検品・仕分け業務、又は配送業務。

http://www.yoshikawa-group.jp/index.html

91 豫洲短板産業株式会社 卸売業、小売業 ステンレス・チタン・高性能材などの流通商社 http://www.yoshu.co.jp

92 株式会社ランダルコーポレーション 医療、福祉
医療福祉用ベッド等の製造/福祉用具のレンタル卸事業および販売事業/
病室用家具、施設用家具の販売/通所介護事業  介護予防通所介護事業

http://www.lundal.co.jp

93 リバティ・フィッシュ株式会社 情報通信業
・システム構築コンサルティング　・システム構築・設計・開発・Webサイト構築(ホームページ、ショッピングサイト)
・ソフトウェア販売・ソフトウェア研究開発・技術セミナー(企業、学校、専門学校)

http://www.libertyfish.co.jp

94 株式会社レザック 製造業 ＣＡＤシステムをはじめレーザー加工機やウォータージェット加工機などの各種産業用機械を開発・製造・販売・保守を行なう http://www.laserck.com

95 株式会社ロックシステム
学術研究、
専門・技術サービス業

ITコンサルティング/システムエンジニアリングサービス/独自アプリケーション・サービス開発 http://rocksystem.co.jp/

96
社会福祉法人和悦会
浜特別養護老人ホーム

医療、福祉 介護老人福祉施設、短期入所生活介護事業、居宅介護支援専門員事業、配食サービス事業 http://www.waetsukai.jp/

97 株式会社ワット・コンサルティング
学術研究、
専門・技術サービス業

技術及び技術力の提供、付帯する一切の業務特定労働者派遣事業一般労働者派遣事業有料職業紹介事業 http://www.jp-wat.com/
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