
2021年9月28日現在

No 社名 業種 募集職種 募集勤務地 特徴

1 石田精工株式会社 製造

2 ＡＴＳ株式会社 情報通信

3 かね徳水産株式会社 卸売・小売

営業系総合職・

製造系総合職・

事務系総合職

大阪市、茨木市
#転勤無し

#風通しの良い職場

4 株式会社KMTコーポレーション 建設 技術職・現業職 尼崎市、摂津市

#転勤無し

 #年間休日120日以上

 #資格取得への支援あり

#産休・育休あり

#風通しの良い職場

5 株式会社アイエスエフネット 情報通信 ITエンジニア職

#年間休日120日以上

#残業平均月10時間以内

#フレックス・時短勤務

#テレワーク

#インセンティブあり

#資格取得への支援あり

#語学を使える

#ジョブローテーションあり

#産休・育休あり

#ダイバーシティ推進

#風通しの良い職場

6 株式会社ウイズ 情報通信

システムエンジ

ニア・プログラ

マー

大阪

#年間休日120日以上

#テレワーク

#資格取得への支援あり

#転勤無し

#産休・育休あり

#風通しの良い職場

7 株式会社エーディエフ 製造 製造 大阪市
＃転勤なし

 #資格取得への支援あり

8 株式会社ケンテック 製造 製造スタッフ
東大阪市、大東

市

#資格取得への支援あり

# ジョブローテーションあり

#風通しの良い職場

9 株式会社セーフティ＆ベル 建設 施工管理、営業 大阪市

#年間休日120日以上

#資格取得への支援あり

#産休・育休あり

#風通しの良い職場

10 株式会社トムコ 建設

11 株式会社徳信商会 卸売・小売

12 株式会社中嶋製作所 製造

機械オペレー

ター、営業、出

庫管理、総務

大阪市
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13 株式会社日本入試センター 教育・学習支援

教師職（集団指

導）・教師職(個

別指導）・総合

職

本部（東京）お

よび首都圏・関

西

＃年間休日120日以上

＃5日以上連続休暇取得OK

＃残業月10時間以内

＃産休・育休あり

＃風通しの良い職場

14 株式会社ビジョン 情報通信 営業 大阪

#テレワーク

#インセンティブあり

#ジョブローテーションあり

#産休・育休あり

#ダイバーシティ推進

#風通しの良い職場

#その他

15 株式会社フジワーク　

サービス（他に

分類されないも

の）

総合職
全国各拠点の事

業所、事業場

#年間休日120日以上

#資格取得への支援あり

16 株式会社プロシード

サービス（他に

分類されないも

の）

サービスエンジ

ニア

大阪府、兵庫

県、京都府

#5日以上連続休暇取得OK

#残業月10時間以内

#資格取得への支援あり

#転勤無し

17 株式会社丸山工業所 製造 製造 尼崎市西高洲町

#資格取得への支援あり

#転勤無し

#産休・育休あり

#風通しの良い職場

18 株式会社マーキュリー

サービス（他に

分類されないも

の）

総合職

＃フレックス勤務・時短勤務

＃テレワーク

＃資格取得への支援あり

＃ジョブローテーションあり

＃産休・育休あり

＃風通しの良い職場

19 株式会社マキシンコー 製造 営業 大阪市

#年間休日120日以上

#5日以上連続休暇取得OK

#残業月10時間以内

#産休・育休あり

20 社会福祉法人久義会 医療・福祉 介護職員 八尾市

#資格取得への支援あり

#転勤無し

#ジョブローテーションあり

#産休・育休あり

#風通しの良い職場

21 栄交通株式会社 運輸・郵便
タクシードライ

バー
大阪市

#フレックス勤務・時短勤務

#資格取得への支援あり

#語学を使える

#転勤無し

22 社会福祉法人ふたかみ福祉会 医療・福祉 支援員 羽曳野市

#残業月10時間以内

#資格取得への支援あり

#転勤無し

#産休・育休あり

#風通しの良い職場

23 社会福祉法人天王福祉会 医療・福祉
介護職員　生活

支援員
茨木市

#残業月10時間以内

#資格取得への支援あり

#転勤無し

#産休・育休あり

#風通しの良い職場
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24 新生電子株式会社 製造

25 生和コーポレーション株式会社 不動産

26 南海辰村建設株式会社 建設

27 日信商事株式会社 卸売・小売

販売・営業職

（モバイルコン

サルタント）

兵庫県、大阪な

ど

#資格取得への支援あり

#産休・育休あり

#風通しの良い職場

28 日本リサイクルセンター株式会社 製造 製造職・物流職 大阪市

＃年間休日120日以上

＃5日以上連続休暇取得OK

＃資格取得への支援あり

＃ジョブローテーションあり

＃産休・育休あり

＃風通しの良い職場

＃有給取得率76％

29 ヒグチ鋼管株式会社 製造

鋼管・鋼材の加

工技術、生産管

理職

大阪市

30 星光ビル管理株式会社 建設

31 村田金箔株式会社 卸売・小売

商品管理（ピッ

キング・梱包・

機械操作）・営

業

大阪市

#資格取得への支援あり

#産休・育休あり

#風通しの良い職場

32 もりや産業株式会社 卸売・小売
営業職・セール

スエンジニア
大阪市

＃ジョブローテーションあり

＃風通しの良い職場

33 ユアスマイル株式会社 医療・福祉
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