
『OSAKAジョブセレクション』　10月27日1部　出展企業（15社）

出展日時 会社名 募集職種 業種 事業内容 ホームページURL

10月27日1部 レオニス株式会社
Webプランナー、Webマーケッター、Webライ
ター、Webデザイナー

製造業
婦人用シャツ他衣類関連アイテム企画メーカーで、バラエティ日用雑貨等、イ
ンターネット通販で欧米アジアに販路を拡大しています。

https://www.leonis-sf.com

10月27日1部 株式会社テクノタイヨー
営業職、製造職、開発職、事務職、ICTエンジニ
ア

製造業
省力化機械設計・製造、マシニング加工、各種金属の切削加工、組立加
工、吊り戸棚昇降装置の開発・製造、オイルダンパーの開発・製造等様々な
オリジナル製品の開発・製造・組立まで。

https://www.techno-t.co.jp/

10月27日1部 株式会社テレネットサービス エンジニア 情報通信業
企業のIT関連である電話設備、インターネット接続、監視カメラ等の設計、
工事、更には運用保守、サポートをしています。

http://www.tn-service.co.jp/

10月27日1部 豊開発株式会社 人事、企画、財務、施工管理、工務事務 建設業
土木工事の施工管理
土木工事の設計・計算・積算

http://www.yutaka-kaihatsu.co.jp/

10月27日1部 株式会社ＫＭユナイテッド 建設アシスト、クラフトスタッフ 建設業
塗料及び塗料関連資材の販売・コンサルティング・塗装工事業(特殊塗装含
む)・左官工事業・熱絶縁工事業・防水工事業・内装仕上工事業・労働者
派遣事業・有料職業紹介事業・前各号に附帯又は関連する一切の事業

https://www.paintnavi.co.jp/kmunited/ca/

10月27日1部 株式会社ユアサデザインルーム
建築CADオペレーター、建築施工管理アシスタン
ト、工事写真撮影

建設業 建築現場での施工管理業務　建築図面（施工図）作成業務　BIM業務 http://www.ydr.co.jp/

10月27日1部 株式会社福井製作所 営業職　システムエンジニア職 製造業 資源・エネルギー産業用安全弁の製造・販売･アフターセールス http://www.fkis.co.jp

10月27日1部 山本ビニター株式会社 技術職（設計・開発）、事務職（総務・経理） 製造業
 高周波・マイクロ波誘電加熱装置の製造・販売

医療機器の製造・販売
http://www.vinita.co.jp/

10月27日1部 栄交通株式会社 タクシードライバー 運輸業・郵便業 一般乗用旅客自動車運送業 http://sakaekotsu.com

10月27日1部 株式会社グッドライフケア大阪 介護士 医療・福祉
介護を必要とされる方が、住み慣れたご自宅で自分らしい生活を続けられる
ように、訪問介護、訪問看護、居宅介護支援など在宅の福祉において幅広
いサービスを提供し、日常生活をサポートしています。

https://goodlifecare.co.jp/

10月27日1部 株式会社ジョインウッド
建築構造設計、プレカット設計、CADオペレー
ター

建設業 建築構造設計、プレカット設計 http://www.join-wood.co.jp/

10月27日1部 常磐精工株式会社
製造職、企画営業職、事務職、エンジニア、デザ
イン

製造業 店舗用の立て看板といったディスプレイ用品の製造・販売 https://www.tokisei.co.jp

10月27日1部 ケーエム精工　株式会社 製造職・梱包・営業職 製造業
自動車、建築、住宅用ナット、冷間圧造パーツ、ドリルねじ、ドリリングタッピン
ねじの設計・製造・販売

http://www.kmseiko.co.jp/

10月27日1部 株式会社横井製作所 製造、CAD、営業 製造業
屋内消火栓設備、屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、消防用ホース等
の消防設備機器の製造販売、防災関連用品の製造販売。

https://www.yokoi.co.jp

10月27日1部 株式会社阪神インダストリアルテクノロジー エンジニア・営業 情報通信業

・システム企画・開発
・WEBシステム受託開発
・WEB制作及び運用
・企業向け新人IT研修
・求職者向け職業訓練
IT領域において、包括的なITソリューションの提供と、IT人材育成を、新人
研修・職業訓練校の運営など多角的なアプローチで行っております。

http://www.h-i-t.jp



『OSAKAジョブセレクション』　10月27日2部　出展企業（15社）

出展日時 会社名 募集職種 業種 事業内容 ホームページURL

10月27日2部 サクラインターナショナル株式会社
購買・企画営業・営業事務・総務人事（大阪）
製造施工職（奈良）

製造業
イベントにおいて企業ブースや会場ステージを展示装飾するため、ブース資材
の加工・メンテナンスを行なったり、企画やデザイン、運営演出を行なったりして
います。最近ではバーチャルイベント対応も行なっています。

http://www.sakurain.co.jp/

10月27日2部
株式会社松屋
（焼肉特急・カルビの王様・和匠肉料理松屋）

接客業務・計数管理・スタッフマネジメント 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 https://matsuya-recruit.com/

10月27日2部 株式会社ヒッツカンパニー
チーム営業、販売、コールセンター、
コーディネーター、カラフルわたあめ販売スタッフ

情報通信業
・イベントプロモーション・セールスアウトソーシング・アライアンス・オフィスソリュー
ション

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

10月27日2部 株式会社 大協建材 営業職、施工職 建設業

防水シーリング施工を軸に、各種建築施工を展開。高層ビルやマンション、大
型商業施設など、数多くの大規模工事を手掛ける技術者集団です。当社は
「人」と向き合うことを大切にしています。建設業の魅力は、人とかかわりながら
仕事を進めていくこと。現場では様々な工種、多くの人たちと一緒に同じ目標
に向かって仕事をしていきます。「地図に載る仕事」「街に残る仕事」として誇り
をもてることがこの仕事の魅力です。一緒に成⾧できる仲間を募集していま
す。

https://daikyo-kenzai.com/

10月27日2部 株式会社ジェイランド 店舗スタッフ、買取査定士
サービス業
（他に分類されないもの）

リユース店の運営 https://www.jland-group.co.jp/

10月27日2部 もりや産業株式会社 営業 卸売業・小売業 包装・物流・環境機器に特化した企画開発を行う商社 https://www.moriyas.co.jp/

10月27日2部 株式会社カサタニ 製造職、品質管理職、設備保全業務 製造業 精密プレス部品・精密プラスチック部品製造 http://www.kasatani.co.jp/

10月27日2部 三洋金属工業株式会社 営業、製造、品質管理、生産管理 製造業 精密金属プレス加工、成形加工、組み立て加工 http://www.san-kk.co.jp/

10月27日2部 ホーム株式会社 営業（ルートセールス）
サービス業
（他に分類されないもの）

 快適で働きやすいオフィス環境をつくる仕事です。
ちいさなコンビニ・オフィスコーヒーサービス・ティーサービス

http://www.ho-me.co.jp/

10月27日2部 株式会社榎本金属製作所 営業 製造業 金属プレス加工を主体として、金型、溶接、アッセンブリー、表面処理等 http://www.enomoto-k.com/

10月27日2部 株式会社センショー 製造職 製造業 金属表面処理（めっき加工・研磨加工） http://www.sensyo-ltd.co.jp/

10月27日2部 株式会社グラセル
物流職（新卒）、物流職（埼玉入間倉庫）、
経理、社内SE

卸売業・小売業
化粧品・医薬品、試薬、健康食品、飲料などの容器、各種付属品の企画・
販売

www.glasel.jp

10月27日2部 オーツケミカル株式会社 営業職、研究開発職 製造業
ウレタンゴムによる各種工業製品の製造販売、工業用ゴム製品、プラスチック
製品の販売。

http://ohtsu-chemical.co.jp/

10月27日2部 株式会社荻田建築事務所 建築設計･施工監理・営業 建設業

建築設計･施工

宅地建物取引業務

不動産コンサルティング

https://o-ken-design.co.jp/

10月27日2部 豊国製油株式会社 製造職、研究開発職 製造業 植物油脂、化成品およびヒマシ油とその誘導体の製造 http://www.hokoku-corp.co.jp



『OSAKAジョブセレクション』　10月27日3部　出展企業（14社）

出展日時 会社名 募集職種 業種 事業内容 ホームページURL

10月27日3部 ケイ・エイチ工業株式会社 製造職 製造業
化学・医薬品・食品のプラント設備における、製缶・配管・機械の製作及びメ
ンテナンス

http://www.kh-co.jp

10月27日3部 株式会社リーテック 建築施工管理職、経理総務職 建設業
耐震補強設計、補強工事
耐震Reビルド
不動産事業

https://www.re-tech.co.jp/index.html

10月27日3部 チトセ工業株式会社
製造職、金型技術工、営業、品質管理、
IoTデバイスエンジニア

製造業 金属プレス加工/無酸化炉中ろう付け加工/無線電子機器設計製造 https://www.chitose-kk.co.jp/

10月27日3部 マツ六株式会社
営業（外勤ルート営業）、
システム（運用・管理）

卸売業・小売業

【商社】毎日触れているドアノブやポスト、物置、ガレージなど住宅に関するモノ
の取扱販売。
【メーカー】高齢者の方の健康的な暮らしをサポートする手すり等のバリアフリー
商品を中心とした開発。
【創業100周年!暮らしを支えるマツ六です】働き方改革にも着手し、より働
きやすい環境に向けて日々変化しています。

https://www.mazroc.co.jp/

10月27日3部 株式会社ワイビィー 営業、製造職 製造業 精密板金加工業（試作品加工業） http://www.k-yb.co.jp/

10月27日3部 中外テクノス株式会社 環境コンサルタント
サービス業（他に分類され
ないもの）

環境計量分析、環境アセスメント調査、環境コンサルタント、金属材料試
験、構造物診断、電機・計装機器メンテナンス、情報システム開発、研究開
発支援（各種実験・解析評価）

https://www.chugai-tec.co.jp/

10月27日3部 株式会社スリーエム 販売職 卸売業・小売業 紳士服の製造卸、各種金券の販売買取、メガネの製造卸小売り http://www.three-m.co.jp

10月27日3部 株式会社エム・システム技研 営業、事務、エンジニア 製造業
計装用信号変換器、電子機器専用避雷器、遠隔測定・多重伝送・自動
制御 用等の各種電子機器、その他ネットワーク計装用各種電子機器の製
造販売

http://www.m-system.co.jp/Japanese/

10月27日3部 神谷機工株式会社 営業職 製造業 工業用丸鋸、切削工具の製造販売 http://www.kamiya-saw.co.jp/

10月27日3部 株式会社中央電機計器製作所 営業職、ソフトウェア技術職、ハードウェア技術職 製造業

カスタムメイドのテスト・計測・制御システムを開発・設計・製作するメーカーで
す。テスト・計測・制御システムは、私達の目には見えない製造現場の安全や
生産性向上に貢献しています。ソフト・ハードはもちろん、メカに至るまでワンス
トップで対応しており、不可能を可能にする“ユニークな技術者集団”です。
100年企業を目指し、今までに手掛けたテスト・計測・制御分野における製
品作りで培ったコアとなる技術を抽出することで、世界シェアNo.1の計測シス
テムでパッケージ製品を生み出すことを目標に掲げています。

https://www.e-cew.co.jp/

10月27日3部 株式会社日本ビジネス開発 営業、エンジニア 情報通信業 ソフトウェア開発 http://www.jbd.co.jp

10月27日3部 株式会社コモンテックス 技術職 建設業
地方自治体の管理するごみ焼却炉、火葬炉等の補修・修繕工事の現場管
理

http://commontex.co.jp/

10月27日3部 日本伸銅株式会社 技術職 製造業 伸銅品製造販売 http://www.nippon-shindo.co.jp/

10月27日3部 株式会社シンエンス 営業、事務、サービスエンジニア 不動産業・物品賃貸業
高齢者の自立を応援する電動カートのレンタルサービス・修理対応、オリジナ
ル福祉用具の開発・販売

https://www.sinenth.co.jp/



『OSAKAジョブセレクション』　10月28日1部　出展企業（16社）

出展日時 会社名 募集職種 業種 事業内容 ホームページURL

10月28日1部 株式会社ヒラカワ 技術職、製造職、メンテナンス職、施工管理職 製造業 ボイラ、圧力容器及び周辺機器の製造、販売、メンテナンス https://www.hirakawag.co.jp

10月28日1部 CLINKS株式会社 エンジニア　プログラマー 情報通信業
ITアウトソーシング事業
システム開発事業
教育訓練事業

https://www.clinks.jp/

10月28日1部 阪南倉庫株式会社
物流管理、物流管理事務、システムエンジニア、
福祉事業営業

運輸業・郵便業 倉庫業、福祉サービス事業、システム開発 https://capsohn.co.jp

10月28日1部 港製器工業株式会社 営業、設計、溶接 製造業
金属製品の総合メーカー。モノづくりを通し、新しい付加価値を創造・提供。
主な事業内容は、海上コンテナ資材・建築用ターンバックル・物流機器・鉄骨
建方治具・住宅、マンション用エクステリアなど。

https://www.minatoseiki.co.jp/

10月28日1部 株式会社廣野鐵工所 経理・総務　営業　IT専門　エンジニア 製造業
トラクターやコンバイン等の農業用機械部品の製造を行う創業76年のものづく
り企業。精密機械加工を始めとして幅広くかつ一貫したものづくりを行ってお
り、中国・上海にも現地法人を設けている。

https://hirono-iwc.co.jp/

10月28日1部 株式会社新日本テック
製造職、品質管理職、開発設計職、
ソリューション（技術営業）職

製造業
スマートフォンや車載用の電子部品、時計、光学機器、医療機器等の製造
に必要な超精密金型、および特注金型部品の製作

https://www.sntec.com/

10月28日1部 南大阪第一交通株式会社 タクシードライバー 運輸業・郵便業 一般乗用旅客運送事業 http://osaka-taxi.0152.jp/

10月28日1部 関西デジタルソフト株式会社
システムエンジニア、プログラマー、データサイエン
ティスト

情報通信業
鉄道系システム開発（自動改札機、自動券売機、精算機等）、組込系シ
ステム開発（IoT、機械学習等、コミュニケーションロボット）のシステム開発
を行っております。

https://www.digitalsoft.jp

10月28日1部 株式会社ダイネツ 技術系総合職、工場内作業員 製造業
 金属熱処理加工

＜焼入焼戻し・焼ならし・焼なまし・固溶化処理・浸炭焼入等＞
http://www.dainetsu.co.jp/

10月28日1部 日本交通株式会社 タクシー乗務員 運輸業・郵便業
高速バス、路線バス、貸切バス、契約バス、ハイヤー・タクシー、旅行代理店、
ホテル、イベント・観光施設、自動車整備 、自動車学校、燃料販売、不動
産、スポーツ事業

http://www.nihonkotsu.co.jp/

10月28日1部 森興産株式会社 総合職
サービス業（他に分類され
ないもの）

留学生の就労・生活支援 https://www.iiwasabi.com/

10月28日1部 松田食品工業株式会社
ISO推進（製品開発・品質管理）・資材購買・
生産管理・設備工務・総務人事

製造業
 大豆製品（味付け油揚げ等）の製造及び企画販売

寿司商材・混ぜ具・惣菜デリカ類・和スイーツの製造及び企画販売
http://mazdafoods.co.jp/

10月28日1部 株式会社高洋商会 機械設計職、エンジニア、工事施工 製造業
コンクリート型枠・支保工の提案・製造・販売を行っております。特に曲面や3
次元加工に強みがあり、型枠加工に関して国内で有数の技術と提案力があ
ります。

http://www.kouyou-shokai.co.jp/

10月28日1部 株式会社クオレ
介護職、看護師、薬剤師、事務職、送迎ドライ
バー

医療・福祉 介護に関する施設や事業所、及び調剤薬局を運営している会社です。 http:/www.cuores.com/

10月28日1部 ニシオティーアンドエム株式会社 技術職（メカニック）、営業職 製造業 トンネル建設用機械の製造・開発、整備、修理、レンタル http://www.nishio-tm.co.jp

10月28日1部 税理士法人ティグレパートナーズ 税理士補助 その他 税理士業務 https://www.tigrenet.ne.jp/tax-tigre/



『OSAKAジョブセレクション』　10月28日2部　出展企業（17社）

出展日時 会社名 募集職種 業種 事業内容 ホームページURL

10月28日2部 ハードロック工業株式会社 営業職、エンジニア（生産技術）、技術職 製造業 ゆるみ止めナットの製造、販売 https://hardlock.co.jp/

10月28日2部 日新シール工業株式会社 製造職、営業職、技術職 製造業
ペットボトルやお菓子・食品・化粧品・雑貨等のフィルムパッケージを製造・販
売・開発しています。

http://www.nissinseal.co.jp

10月28日2部 泉鋼管工事株式会社 営業、現場 建設業
大阪ガス指定工事会社として、大阪ガスと共に歩んで５４年。
泉グループは、近畿一円のお客様に天然ガスの快適性、安全性を提供する
住まいの総合エンジニアリング企業を目指しております。

http://www.izumi-ko.co.jp/

10月28日2部 富士理想工業株式会社
クレーンオペレーター　手元工　トラック運転手
鉄筋工　管理者

建設業

建設業界の中でも、地中で築造する杭、特に場所打ち業界において関西域
を中心に幅広く仕事をしています。地震大国において高い技術力を有して、
数々の、日本を代表する、高層ビル・高層マンションなどの杭工事を手掛けて
います。（グランフロント大阪、京セラドーム、なんばパークスなど）

fujiriso.co.jp

10月28日2部 株式会社アオキ
製造職（設計・CAD/CAMオペレーター、マシニ
ングセンターオペレーター、検査）

製造業
人工衛星に夢を託したアオキは、日本で14社しかない航空宇宙製造の特殊
工程の認証を持ちボーイングが認めた世界で一番小さい認定工場で、航空
宇宙技術を活かした設計から製造までのモノづくりを、ご提供しています

https://aoki-maido.co.jp/

10月28日2部 株式会社ファイン 国内営業、海外営業、EC運営、研究開発 製造業 健康食品の企画・研究開発・製造・販売 http://www.fine-kagaku.co.jp/

10月28日2部 サラヤ株式会社 営業、生産管理、生産技術、経理 製造業

家庭用及び業務用洗浄剤・消毒剤・うがい薬等の衛生用品と薬液供給機
器等の開発・製造・販売
食品衛生・環境衛生のコンサルティング
食品等の開発・製造・販売

https://www.saraya.com/index.html

10月28日2部 株式会社セイワ・プロ 営業、企画 卸売業・小売業 日用雑貨商品の卸売 http://www.seiwapro.com/index.html

10月28日2部 錦城護謨株式会社 総合職 製造業

[工業品関係]工業用ゴム製品・合成樹脂製品製造販売（医療機器製造
 業登録）

[土木関係]軟弱地盤改良工事（設計・施工・管理）・建設機器等の特
 定自主検査

[福祉関係]視覚障がい者歩行誘導マット製造販売

http://www.kinjogomu.jp/

10月28日2部 ファインフーズ株式会社 営業職、製造職 製造業 天然調味料の製造・販売 http://fine-foods.net/

10月28日2部 合同会社エエよん 介護支援員 医療・福祉
 障がい者・高齢者支援

ヘルパー派遣事業（ガイドヘルパー、ホームヘルパー）
https://a4clansakai.wixsite.com/clana4

10月28日2部 矢野建設株式会社
建築施工管理、土木施工管理、設計職、CAD
施工図作成、現場バックオフィス等

建設業
近畿全域～東京近郊～九州沖縄の道路、橋梁、下水、河川等の土木や
マンション、ホテル、医療・教育施設、工場等の建築の総合建設事業及び関
連する運送事業、土地不動産業、設計事業。

http://www.yano-const.co.jp

10月28日2部 石川特殊特急製本株式会社 営業職 製造業 印刷・製本・その他データ処理 http://www.issmain.co.jp/

10月28日2部 株式会社三晃鍍金工業所 製造職・事務職 製造業 電気亜鉛めっき加工 https://www.sankoo-ep.co.jp/

10月28日2部 トライト株式会社 設計開発、エンジニア、電気工事、CGデザイナー 製造業
LED製品の設計・開発および製造（イルミネーション、一般照明、演出照明
等)LED照明器具の販売

http://www.tlight.jp

10月28日2部 カズヒロシステム株式会社
ネットワーク・エンジニア、システム・エンジニア、技
術職、営業職

建設業
通信ネットワーク、交換機設備、LAN・電気工事、設計・施工・メンテナンス。
OA機器・ネットワーク商品取扱い

http://www.kazuhiro.co.jp/

10月28日2部 酒井工業株式会社 施工管理職 建設業
鋼構造物及びｺﾝｸﾘｰﾄ建造物の維持点検・補強・補修業務をﾒｲﾝとした社会
資本のﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社

http://www.sakai-kougyou.co.jp



『OSAKAジョブセレクション』　10月28日3部　出展企業（15社）

出展日時 会社名 募集職種 業種 事業内容 ホームページURL

10月28日3部 株式会社カツロン 製造職 製造業 プラスチック異形押出製品の製造・開発 https://www.katsulon.co.jp

10月28日3部 株式会社アクターリアリティー 営業、事務、プログラマ 情報通信業
ソフトウェア開発事業（Web系、業務系、組込系など）、ハードウェア開発
事業（機械設計、回路設計など）

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

10月28日3部 株式会社経営管理センター インフラエンジニア、オペレーションエンジニア 情報通信業 業務改善支援、ITソリューション、各種アウトソーシング、人材派遣 https://www.bmc-it.com

10月28日3部 西日本スターワークス株式会社 技術職（機械・電気・電子・ソフト）、営業
サービス業（他に分類され
ないもの）

機械・電気・電子・ソフト・化学の分野に特化した技術専門のアウトソーシン
グ事業。（派）40-300931
社員第一主義を掲げる当社は非常に定着率が高く、また、大手メーカーとの
強いパイプがあるため、各個人が能力に合わせてエンジニアとしてスキルアップ
できる環境です。

http://www.star-w-n.com/

10月28日3部 株式会社アピスライフケア 管理事務、サービス提供責任者、訪問介護員 医療・福祉
居宅介護支援

訪問介護
https://www.apis.co.jp/lc/

10月28日3部 株式会社マキシンコー 営業、事務 製造業 減速機・アクチュエータの製造・販売、物流機器の製造・販売 https://www.makishinko.co.jp/

10月28日3部 フードテクノエンジニアリング株式会社
技術営業、機械設計、施工管理、電気制御、建
築設計

製造業
 当社は、「食」に特化したトータルエンジニアリング企業です。

食品工場や低温物流センターにおけるフリーザー等各種機器の計画・設計・
製造・施工・アフターサービスを一貫してご提供しています。

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

10月28日3部 株式会社荒木製作所 生産、営業 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月28日3部 ＢＥＭＡＣ Ｋｉｄｅｎ株式会社 営業職、技術職 製造業
電気機器製造業　（高低圧配電盤、監視盤、制御盤、充電器）当社は
配電盤、制御盤を製作し、創業６０年の歴史を有する職場環境の整った
企業です

https://www.bemac-kiden.com/

10月28日3部 三紀運輸北大阪株式会社(三紀グループ) 総合事務職（既卒、新卒） 運輸業・郵便業
総合物流事業（関連会社32社、グループの資本金総額2億7,100万円、
総従業員約1,400名)

http://www.sanki-group.com

10月28日3部 株式会社シーディア
半導体エンジニア、ITエンジニア、PLC制御エンジ
ニア、機械設計、CADオペレーション

学術研究・専門技術サービ
ス

コンシューマ製品、産業機械、宇宙防衛機器、公共インフラにおけるプロダクト
エンジニアリングサービス

http://seedea.asia/

10月28日3部 タケモトピアノ株式会社
営業、仕入れ、ピアノ修理・構内運搬、社内SE、
貿易事務

卸売業・小売業 中古ピアノ輸出販売 http://www.takemotopiano.com/

10月28日3部 中山建設株式会社 管工事施工管理　建築施工管理 建設業

【1916年創業の総合建設会社】
創業より住宅設備や水廻り設備に携わってきました。１０４周年を迎えた現
在では、給排水衛生設備工事や、土木工事、建築工事まで幅広く対応し、
地域に根付いています。

http://nakayama-constr.co.jp/

10月28日3部 岡總株式会社 営業職 卸売業・小売業
各種ボルト、ナット、機械加工品（図面製作品）、電柱用亜鉛引金物、そ
の他部品供給のコーディネート

http://www.okaso.co.jp/

10月28日3部 株式会社STG 総合職、製造職、技術営業職、製造現場管理職 製造業 軽量化金属部品製造加工 http://www.stgroup.jp/


