
1 山田建設　株式会社 土木建築業 施工管理 大阪市北区中津2-5-20 http://www.yamadakensetsu.co.jp/

2 関西イシダ　株式会社
計量システム機器販売／

流通・物流システムの設計提案
営業 大阪府吹田市江の木町26-20 http://www.ishida.co.jp/kansai-ishida/

3 ウィツ　株式会社 情報通信業 システムエンジニア・プログラマー 大阪市西区京町堀1-6-4 http://www.wistronits.com/jp

4 株式会社　昭栄 上下水道機器の卸売業 総合職 大阪市中央区博労町2-3-1 http://www.sho-a.co.jp/

5 宮脇鋼管　株式会社 卸売業 営業職（建設用鋼管）　ほか 大阪市西成区津守３－７－１０ http://www.miyawakikoukan.com

6 株式会社　泉建設工業 建設業 施工管理 大阪府松原市美我堂1-53-１ http://izumikensetsu.co.jp/

7 株式会社　ワン・ダイニング 食堂・レストラン 店長候補 大阪市西区新町1-27-9 http://www.1dining.co.jp

8 株式会社　西村ケミテック 化学工業薬品卸売業 営業職 大阪市天王寺区堂ヶ芝1-5-21 http://www.nishimura-ct.co.jp

9 株式会社　レインボーオフィスサポート 小売業・印刷 営業スタッフ　ほか 大阪市淀川区西中島5-11-3 http://laminate.jp

10 株式会社　都エンタープライズ 医療、福祉 営業　ほか 大阪府岸和田市宮本町１７－２０ http://www.miyako-enterprise.com/

11 平成ファームワークス　株式会社 情報サービス プログラマ 大阪市北区西天満3-1-6 http://www.hfws.co.jp/

12 社会福法人　共和福祉会 社会福祉 介護スタッフ 大阪市平野区加美東４－１８－２３ http://kyowahukusi.xsrv.jp

13 株式会社　ショッピングセンター池忠 小売業 スーパー店員（総合職）　ほか 堺市堺区1-8-21 http://www.ikechu.co.jp/

14 髙松テクノサービス　株式会社 総合建設業 一般事務　ほか 大阪市北区大淀南1-4-4 http://www.takamatsutechno-osaka.co.jp

15 株式会社　関西発條製作所 製造業 製造工 大阪市平野区加美北３－１６－２６ http://www.kansai-hatsujo.jp

16 社会福祉法人　三秀會 高齢介護事業 介護職員 大阪市生野区巽南3-7-30 http://www.sansyukai.jp

17 株式会社　アイレックス　大阪支店 情報通信／ソフトウェア システムエンジニア　ほか 大阪市北区東天満2-10-14 http://www.airex.co.jp/

18 淀川電機製作所 製造業 営業職　ほか 大阪府豊中市走井2-1-8 http://www.yodogawadenki.jp

19 株式会社　脇電業商会 ソフトウェア開発 ソフトウェア設計、生産技術、品質管理 大阪市福島区吉野5-13-8 http://www.mtpnet.co.jp

20 新居合同税理士事務所 税理士事務所 税理士補助業務 大阪市東住吉区杭全１－１５－１８ http://www.sn23.com/

21 ダイキンＭＲエンジニアリング　株式会社 卸売業、小売業 技術（設計）　ほか 大阪市淀川区西中島5-5-15 http://www.daikin.co.jp/group/dmre/

22 株式会社　スマートバリュー 情報通信 販売職 大阪市西区靭本町2-3-2 http://www.smartvalue.ad.jp

23 直本工業　株式会社 機械製造業 技術設計職 大阪市天王寺区石ヶ辻町19-8 http://www.naomoto.com

24 阪南倉庫　株式会社 倉庫業／福祉事業 物流情報管理　ほか 堺市堺区大町西3-2-3 http://www.capsohn.co.jp

25 株式会社　ダイネツ 製造業 技術系総合職　ほか 堺市堺区柳之町西3-3-1 http://www.dainetsu.co.jp/

26 株式会社　クロダテック 製造業 営業職　ほか 大阪市鶴見区横堤2-2-6 http://www.kuroda-tec.co.jp

27 KS電設　株式会社 電気工事業 電気工事施工管理 大阪府和泉市池田下町1248-16 http://www.ksdensetsu.com/

28 第一鋼業　株式会社 製造業 熱処理オペレーター　ほか 大阪市西成区南津守６－３－２２ http://www.daiichis.com

29 前原鎔断　株式会社 製造業 製造総合職　ほか 大阪市淀川区十八条3-14-1 http://www.maehara-web.co.jp

30 株式会社　フーズネット 飲食業 総合職　ほか 大阪市中央区安土町2-3-13 http://www.foodsnet.co.jp

31 パナソニックライティングシステムズ　株式会社 製造業 事務職　ほか 大阪府門真市大字門真1048 http://panasonic.co.jp/es/pesls

32 ニシオティーアンドエム　株式会社 不動産、物品賃貸業 事務職　ほか 高槻市唐崎西２－２６－１ http://www.nishio-tm.co.jp

33 株式会社　オノマシン 卸売業 総合職 大阪市西区立売堀3-4-24 http://www.ono-machine.co.jp

34 ダンロップタイヤ近畿　株式会社 小売・卸売業 総合職 大阪市中央区博労町4-6-10 -

35 日新技研　株式会社 一般産業用機械・装置製造 営業技術職　ほか 大阪府東大阪市楠根2-3-28 http://www.osaka-nissin.co.jp

36 株式会社　中田製作所 製造業 営業事務　ほか 大阪府八尾市上尾町5-1-15 http://www.nakata-ss.co.jp

37 相互ビジネスフォーム　株式会社 製造業（印刷・製本業） 製造技術職　ほか 大阪府大東市新田境町3-26 http://www.sougo-bf.co.jp

38 城陽ダイキン空調　株式会社 卸売業 営業職　ほか 大阪市東成区玉津1-10-30 http://joyo-daikin.co.jp 
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39 株式会社　ベッセル 機械工具販売 国内営業職 大阪市東成区深江北2-17-25 http://www.vessel.co.jp

40 株式会社　ソラマス・ソフトウェア・サービス 情報処理 システムエンジニア・プログラマー 大阪市西区江戸堀1-2-11 http://www.soramasu.co.jp

41 東洋技研　株式会社 弱電工事業／医療用具修理業 電子医用機器の保守・修理作業　ほか 大阪市北区東天満2-10-24 http://www.toyogiken.net

42 株式会社　システムアート　大阪支店 ソフトウェア業 スマホアプリ開発プログラマ　ほか 大阪市北区曾根崎2-5-10 http://www.sainc.co.jp

43 医療法人　讃高会　高井病院 病院 医療事務　ほか 大阪府枚方市津田西町1-37-8 http://sankokai.or.jp/takai/

44 社会福祉法人　ラポール会 高齢者介護 介護職　ほか 大阪府大阪狭山市東茱萸木4-1977 http://www.rapport-kuminoki.jp/

45 株式会社　エリアマーケティングオフィス 卸売業、小売業 受付スタッフ 大阪府茨木市大手町１－２６ -

46 オートモーティブソリューションズ　株式会社　大阪支店 ソフトウェア業 システムエンジニア 大阪市北区東天満2-10-14 http://www.automotive-sol.jp

47 青山シャフト工業　株式会社 金属製品製造業 機械加工　ほか 大阪市西区本田3-4-3 http://www.aoyama-shaft.co.jp

48 平野運輸　株式会社　ＫTＴ事業部 航空運送業 国際貨物上屋業務（現場職）　ほか 大阪府泉南市泉州空港南1 http://www.hirano-unyu.co.jp

49 株式会社　ティーティーコーポレーション 製造業 金型スタッフ　ほか 堺市中区毛穴町59 http://www.ttc-tt.jp/

50 明和グラビア　株式会社
製造業／化学／印刷／建材
／インテリア雑貨／電子部材 デザイン職　ほか 大阪府東大阪市柏田東町12-28 http://www.mggn.co.jp
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