2月15日（木）「OSAKAジョブフェア」出展企業一覧[50音順]
No.

企業名

業種

［2018年1月30日時点］

ホームページ

1

株式会社アイエスエフネット

サービス業
http://www.isfnet.co.jp/
（他に分類されないもの）

2

株式会社アイデム

サービス業
http://www.aidem.co.jp/
（他に分類されないもの）

3

株式会社赤垣屋

宿泊業、
飲食サービス業

http://www.akagakiya.com/

4

株式会社アクターリアリティー

情報通信業

http://www.aqtor.co.jp/

5

あさかわシステムズ株式会社

情報通信業

https://www.a-sk.co.jp

6

朝日企業株式会社

建設業

http://www.asahikigyo.co.jp

7

浅見工業株式会社

製造業

http://asamikougyou.com/

8

アステム株式会社

サービス業
http://www.astem.com
（他に分類されないもの）

9

有限会社アドヴァンスフード

宿泊業、
飲食サービス業

http://advancefoodservice.com/

10 株式会社アバン

サービス業
http://www.avan.co.jp/
（他に分類されないもの）

11 伊部株式会社

卸売業、小売業

http://www.sinacova.co.jp

12 株式会社インクルージョン

医療、福祉

http://inclusionosaka.com/

13 株式会社ウシオ

製造業

http://www.ushio-net.co.jp

14 株式会社ウチダ

製造業

http://www.uchida-web.jp

15 株式会社エクセル・クリエイツ

情報通信業

https://www.excel-creates.jp/

16 株式会社NIS

情報通信業

http://www.nisc.co.jp

17 株式会社エリアマーケティングオフィス

サービス業
http://www.amoffice.co.jp
（他に分類されないもの）

18 オートモーティブソリューションズ株式会社 情報通信業

http://www.automotive-sol.jp/

19 株式会社オールケアライフ

医療、福祉

http://allcare.co.jp/

20 おぜき包装株式会社

卸売業、小売業

http://www.ozeki-housou.jp

1 / 5 ページ

※記載No.は当日ブース番号ではありません。

［2018年1月30日時点］

2月15日（木）「OSAKAジョブフェア」出展企業一覧[50音順]
No.

企業名

業種

ホームページ

21 株式会社オフィスエフエイ・コム

情報通信業

http://www.office-fa.com

22 株式会社オリエントホーム

不動産業、
物品賃貸業

http://oriho.com

23 株式会社カーポートマルゼン

卸売業、小売業

http://www.maluzen.com/

24 株式会社ギガ･システム

情報通信業

http://www.giga-system.co.jp/index.html

25 木村アルミ箔株式会社

製造業

http://www.kimura-alumi.co.jp/wp/

26 協成産業株式会社

製造業

http://www.kyosei-s.co.jp/

27 株式会社グッド・クルー

サービス業
https://www.good-crew.co.jp
（他に分類されないもの）

28 クリロン化成株式会社

製造業

http://www.kurilon.co.jp/

29 コーナン商事株式会社

卸売業、小売業

http://www.hc-kohnan.com/

30 株式会社児嶋鉄工所

製造業

http://www.kojima-ironworks.co.jp/

31 サーブコープジャパン株式会社

サービス業
https://www.servcorp.co.jp/ja/
（他に分類されないもの）

32 さくら精機株式会社

製造業

http://www.sakura-seiki.co.jp/

33 株式会社サンエース

卸売業、小売業

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

34 三晃技研工業株式会社

卸売業、小売業

http://www.sgk-sanko.co.jp

35 三幸商事株式会社

卸売業、小売業

http://www.steelsanco.co.jp/

36 サンショウ株式会社 北大阪営業所

サービス業
http://www.sansyo.co.jp
（他に分類されないもの）

37 株式会社Ｇ−７ホールディングス

卸売業、小売業

http://www.g-7holdings.co.jp/

38 株式会社信和ゴルフメンテナンス

生活関連サービス業、
娯楽業

http://www.shinwagolf.co.jp

39 株式会社すてらめいと・ジャパン

サービス業
https://www.stella-mj.co.jp/
（他に分類されないもの）

40 静光産業株式会社

製造業
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41 株式会社センショー

製造業

http://www.sensyo-ltd.co.jp/

42 株式会社綜合

卸売業、小売業

http://www.mysougou.com/

43 大喜工業株式会社

製造業

http://www.daikikougyo.com/

44 大宝製袋株式会社

製造業

http://www.taihouseitai.co.jp/

45 大和鋼業株式会社

製造業

https://www.daiwa-metal.jp/

46 株式会社田口産業

卸売業、小売業

http://taguchisangyo.co.jp/

47 株式会社テレポート

卸売業、小売業

http://www.teleport.co.jp/

48 東洋技研株式会社

学術研究、
専門・技術サービス業

http://www.toyogiken.net

49 東洋メンテナス株式会社

サービス業
http://www.tme-net.co.jp/
（他に分類されないもの）

50 トラオム株式会社

宿泊業、
飲食サービス業

51 トランスコスモス株式会社

サービス業
http://www.trans-cosmos.co.jp/
（他に分類されないもの）

52 中川企画建設株式会社

建設業

http://www.nakagawa-kikaku.co.jp/

53 中辻産業株式会社

製造業

http://www.nakatsuji-limited.com

54 西田工業株式会社

建設業

http://nishidakougyou.co.jp

55 日新鋼業株式会社

製造業

http://www.nssw.co.jp

56 ニッポンレンタカー関西株式会社

サービス業
http://www.nipponrentacar.co.jp/kansai/
（他に分類されないもの）

57 日本エックス線検査株式会社

学術研究、
専門・技術サービス業

http://www.j-x-i.co.jp/

58 日本水理株式会社

建設業

http://www.suiri.co.jp/

59 株式会社日本スペリア社

製造業

http://www.nihonsuperior.co.jp

60 株式会社日本創造教育研究所

学術研究、
専門・技術サービス業

http://www.saiyo-nisouken.jp/
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61 株式会社NetValue

情報通信業

http://www.netvalue-io.com/

62 ハート株式会社

卸売業、小売業

http://www.heart-group.co.jp/

63 長谷川工業株式会社

製造業

https://www.hasegawa-kogyo.co.jp

64 阪急産業株式会社

サービス業
http://www.hsangyo.co.jp
（他に分類されないもの）

65 株式会社光新星

卸売業、小売業

http://www.hikarishinsei.co.jp/jp/

66 株式会社樋口物流サービス

運輸業、郵便業

http://www.higuchi-logistics.co.jp/

67 株式会社ヒッツカンパニー

情報通信業

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

68 株式会社日中製作所

製造業

http://www.hinaka.co.jp

69 株式会社平山

製造業

http://www.hirayamastaff.co.jp/

70 社会福祉法人福祥福祉会

医療、福祉

https://www.facebook.com/housenka.saiyo

71 株式会社フクダ不動産

不動産業、
物品賃貸業

http://www.fukuda-r.co.jp/

72 株式会社福屋ホールディングス

不動産業、
物品賃貸業

http://www.fukuya-k.co.jp

73 富士金属株式会社

製造業

http://www.fuji-kinzoku.co.jp

74 富士産業株式会社

製造業

http://www.fuji-sangyou.co.jp

75 株式会社ＢＬＵＥ

情報通信業

https://bl-ocean.net/

76 平成ファームワークス株式会社

情報通信業

https://www.hfws.co.jp/

77 株式会社ホスピタリティオペレーションズ

宿泊業、飲食サービス業

http://hospitality-operations.co.jp/recruit/

78 株式会社ポピンズ

医療、福祉

https://www.poppins.co.jp/

79 株式会社マーキュリー

情報通信業

http://www.mercury-group.co.jp/

80 株式会社松屋

宿泊業、
飲食サービス業

http://matsuya-gr.com
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卸売業、小売業

http://marusoku.com/

金融業、保険業

http://www.mitsui-seimei.co.jp/

83 港地域在宅サービスステーション

医療、福祉

http://www.minatoryo.or.jp/

84 株式会社メリーマート

卸売業、小売業

http://merry-mart.net/

85 株式会社メンデル

サービス業
http://www.mendel.co.jp
（他に分類されないもの）

86 株式会社モトヤマ

製造業

http://www.motoyama.co.jp

87 モラブ阪神工業株式会社

情報通信業

http://www.morabu.com/

88 柳河エンジニアリング株式会社

卸売業、小売業

http://www.yanagawa-eng.co.jp

89 ユニバーサルコンピューター株式会社

情報通信業

http://www.uni-com.com/

90 豫洲短板産業株式会社

卸売業、小売業

http://www.yoshu.co.jp

91 株式会社ランダルコーポレーション

医療、福祉

http://www.lundal.co.jp/

92 株式会社リクサス

運輸業、郵便業

http://www.lixus.co.jp

93 リバティ・フィッシュ株式会社

情報通信業

http://www.libertyfish.co.jp

94 リンク株式会社

情報通信業

http://www.docomoshop.ne.jp

95 株式会社レザーアート

サービス業
http://www.leather-art.co.jp
（他に分類されないもの）

96 株式会社レザック

製造業

http://www.laserck.com

97 株式会社ロンコ・ジャパン

運輸業、郵便業

http://www.lonco.net/

98 社会福祉法人和悦会

医療、福祉

http://www.waetsukai.jp/

99 株式会社若葉総合鑑定

サービス業
https://www.wakabakantei.co.jp/
（他に分類されないもの）

82

三井生命保険株式会社
南大阪支社天王寺営業部
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