
『内定エクスプレス』企業一覧（10/07更新） 
 

募集対象詳細   新：2023年大学等卒業予定者   既：既卒 3年以内の若者 

若：概ね 44歳以下の求職者     留：外国人留学生 

 
 

アウル合同司法書士事務所 

募集対象 若 

業種 学術研究、専門・技術サービス業 

企業 HP http://www.owl-office.jp/ 

募集職種 司法書士、司法書士補助者 
 

アステム株式会社 

募集対象 新・既・留 

業種 情報通信業 

企業 HP http://www.astem.com 

募集職種 システムエンジニア プログラマー 
 

１１７グループ 

募集対象 新・既 

業種 生活関連サービス業・娯楽業 

企業 HP https://www.117.co.jp/ 

募集職種 ブライダル、フューネラル、互助会営業、仏事、管理 
 

泉屋株式会社 

募集対象 新・既・若 

業種 生活関連サービス業、娯楽業 

企業 HP https://www.izumiya-gr.com 

募集職種 葬祭ディレクター、営業職 
 

医療法人社団創生会 アネシス寺田町 

募集対象 新・既・若・留 

業種 医療、福祉 

企業 HP http://i-souseikai.jp/ 

募集職種 福祉総合職（介護職スタート） 
 

株式会社エム・デー・エス 

募集対象 新・既・若 

業種 製造業 

企業 HP - 

募集職種 営業、製造、情報システム 
 

エンド商事株式会社 

募集対象 新・既・若 

業種 卸売業、小売業 

企業 HP http://www.endocc.co.jp/ 

募集職種 総合職(倉庫業務・店舗業務)・営業事務 
 

大阪厚生信用金庫 

募集対象 新・既 

業種 金融業、保険業 

企業 HP - 

募集職種 事務職、営業職 
 

大阪デリバリー株式会社 

募集対象 新・既・若 

業種 運輸業、郵便業 

企業 HP https://www.delivery.odk-g.com/ 

募集職種 倉庫管理スタッフ 
 

株式会社Okatos Hero Real Estate 

募集対象 新・既・若 

業種 不動産業、物品賃貸業 

企業 HP http://www.okatos-hero.co.jp/ 

募集職種 不動産の価格調査・査定 
 

おぜき包装株式会社 

募集対象 新・既・若 

業種 卸売業、小売業 

企業 HP http://www.ozeki-housou.jp 

募集職種 営業、一般事務、営業事務 
 

株式会社アスパーク 

募集対象 新・既・若・留 

業種 情報通信業 

企業 HP https://www.aspark.co.jp/ 

募集職種 
エンジニア職 (機械、電気電子、IT、ケミカル、バイ

オ) 、事務 
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『内定エクスプレス』企業一覧（09/13更新） 
 

募集対象詳細   新：2023年大学等卒業予定者   既：既卒 3年以内の若者 

若：概ね 44歳以下の求職者     留：外国人留学生 

 
 

株式会社イワイ 

募集対象 新・既・若 

業種 卸売業、小売業 

企業 HP https://www.iwaiwoods.co.jp/ 

募集職種 営業・施工管理 
 

株式会社エスティライフ 

募集対象 若 

業種 不動産業、物品賃貸業 

企業 HP - 

募集職種 営業、賃貸管理スタッフ 
 

株式会社 スイタ情報システム 

募集対象 新・既・若 

業種 建設業 

企業 HP https://www.suita.co.jp/ 

募集職種 営業、システムエンジニア、サービスエンジニア 
 

株式会社箕面ゴルフ倶楽部 

募集対象 新・既・若 

業種 生活関連サービス業、娯楽業 

企業 HP - 

募集職種 ゴルフ場フロント業務 
 

株式会社 LifeNext 

募集対象 新・既・若 

業種 不動産業、物品賃貸業 

企業 HP http://lifenext.co.jp/ 

募集職種 営業、事務 
 

株式会社リゾートライフ 

募集対象 新・既・若・留 

業種 宿泊業、飲食サービス業 

企業 HP 
https://resortlife.co.jp/recruit2019/re

cruit.html 

募集職種 施設運営スタッフ（フロント、清掃）、営業、事務 
 

株式会社アミューズ 

募集対象 新・既・若 

業種 生活関連サービス業、娯楽業 

企業 HP http//www.amuse-p.com 

募集職種 総合職 
 

株式会社 永和商事 

募集対象 新・既・若 

業種 生活関連サービス業、娯楽業 

企業 HP www.eiwa-shoji.jp 

募集職種 接客 
 

株式会社 KINJITO 

募集対象 新・既・若・留 

業種 医療、福祉 

企業 HP http://kinjito.jp 

募集職種 介護職員、看護師、鍼灸師、柔整師、管理職 
 

株式会社下園工務店 

募集対象 新 

業種 建設業 

企業 HP https://shimozono-co.com/ 

募集職種 営業、設計、経理事務、営業事務 
 

株式会社 対馬綜合商事 

募集対象 若 

業種 サービス業（他に分類されないもの） 

企業 HP - 

募集職種 事務・経理・営業事務 
 

株式会社ビオネスト 

募集対象 新・既・若 

業種 医療、福祉 

企業 HP https://www.bihonest.com/ 

募集職種 介護職 
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『内定エクスプレス』企業一覧（09/13更新） 
 

募集対象詳細   新：2023年大学等卒業予定者   既：既卒 3年以内の若者 

若：概ね 44歳以下の求職者     留：外国人留学生 

 
 

株式会社Hills 

募集対象 若 

業種 サービス業（他に分類されないもの） 

企業 HP https://hills3.co.jp/ 

募集職種 営業 
 

株式会社  文創 

募集対象 新・既・若 

業種 建設業 

企業 HP https://www.fumiso.com/ 

募集職種 営業、施工管理 
 

株式会社アーキノルド 

募集対象 新・既・若・留 

業種 医療、福祉 

企業 HP www.restcourt.com 

募集職種 介護職 
 

株式会社Ｒ−ＪＡＰＡＮ 

募集対象 新・既 

業種 不動産業、物品賃貸業 

企業 HP http://www.r-japan.co.jp/ 

募集職種 総合営業職 
 

株式会社アズワン・ビルド 

募集対象 新・既・若 

業種 不動産業、物品賃貸業 

企業 HP https://asone-build.com/ 

募集職種 営業 
 

株式会社アトムチェーン本部 

募集対象 新・既・若 

業種 サービス業（他に分類されないもの） 

企業 HP http://www.atom-denki.co.jp 

募集職種 営業、営業事務、リフォームサポート業務 
 

株式会社荒木製作所 

募集対象 新・既 

業種 製造業 

企業 HP http://www.araki-mfg.com 

募集職種 営業職、生産職、技術職 
 

株式会社岩通サービスセンター 

募集対象 新・既・若 

業種 情報通信業 

企業 HP http://www.iwatsusc.co.jp 

募集職種 営業職、通信技術職 
 

株式会社 SK トラスト 

募集対象 新・既・若 

業種 金融業、保険業 

企業 HP https://www.sk-trust.co.jp 

募集職種 営業 
 

株式会社岡電気工業所 

募集対象 新・既・若 

業種 建設業 

企業 HP - 

募集職種 電気工事士 施工管理技士 現場監督 
 

株式会社キタムラ建設 

募集対象 新・既・若 

業種 建設業 

企業 HP https://kitamura-cc.co.jp/index.php 

募集職種 建築および土木工事の施工管理業務 
 

株式会社グラフィック大阪支店 

募集対象 新・既・若・留 

業種 学術研究、専門・技術サービス業 

企業 HP https://www.gpc.co.jp/ 

募集職種 
測量、地質調査、CAD オペレーター、住宅環境調

査、施工管理補助 
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『内定エクスプレス』企業一覧（09/13更新） 
 

募集対象詳細   新：2023年大学等卒業予定者   既：既卒 3年以内の若者 

若：概ね 44歳以下の求職者     留：外国人留学生 

 
 

株式会社グランド商事・アドバンス 

募集対象 新・既 

業種 生活関連サービス業、娯楽業 

企業 HP - 

募集職種 総合職 
 

株式会社グロース 

募集対象 新・既・若 

業種 医療、福祉 

企業 HP - 

募集職種 介護職員・事務員 
 

株式会社 coconie 

募集対象 新・既・若・留 

業種 生活関連サービス業、娯楽業 

企業 HP http://www.coconie.co.jp 

募集職種 企画営業、営業、エンジニア 
 

株式会社三晃鍍金工業所 

募集対象 新・既・若・留 

業種 製造業 

企業 HP http://www.sankoo-ep.co.jp/ 

募集職種 製造 
 

株式会社サンパワー 

募集対象 若 

業種 建設業 

企業 HP http://www.sunpower.co.jp 

募集職種 営業 
 

株式会社ジェイウィル 

募集対象 新・既・若 

業種 不動産業、物品賃貸業 

企業 HP https://www.j-will.jp/ 

募集職種 営業、用地仕入れ 
 

株式会社シティトラスト不動産 

募集対象 新・既・若・留 

業種 不動産業、物品賃貸業 

企業 HP http://citytrust.jp/ 

募集職種 営業、事務、WEBデザイナー、施設運営 
 

株式会社白浜館 

募集対象 新・既・若・留 

業種 宿泊業、飲食サービス業 

企業 HP http://www.seamore.co.jp/ 

募集職種 フロントスタッフ、レストランスタッフ、調理師 
 

株式会社ソリューション 

募集対象 新・既・若 

業種 サービス業（他に分類されないもの） 

企業 HP https://solution-hr.com/ 

募集職種 コンサルタント営業 
 

株式会社ダイキチ 

募集対象 新・既 

業種 サービス業（他に分類されないもの） 

企業 HP https://www.daikichi-el.co.jp/recruit/ 

募集職種 営業職 
 

株式会社大星住宅産業 

募集対象 新・既・若 

業種 建設業 

企業 HP - 

募集職種 建築施工管理、現場監督 
 

株式会社ダイハチ 

募集対象 新・既 

業種 サービス業（他に分類されないもの） 

企業 HP https://daihachi.jp/ 

募集職種 総合職（ホール部門） 
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募集対象詳細   新：2023年大学等卒業予定者   既：既卒 3年以内の若者 

若：概ね 44歳以下の求職者     留：外国人留学生 

 
 

株式会社東条の森 

募集対象 新・既・若・留 

業種 生活関連サービス業、娯楽業 

企業 HP - 

募集職種 コースメンテナンス、レストランホール、営業・事務 
 

株式会社寅八商会 

募集対象 新・既・若 

業種 サービス業（他に分類されないもの） 

企業 HP https://tora8.net/ 

募集職種 営業、事務 
 

株式会社Nine 

募集対象 新・若 

業種 医療、福祉 

企業 HP - 

募集職種 
営業、動画クリエイター、福祉支援員、営業事務、看

護師 
 

株式会社ナカガワ 

募集対象 新・既・若 

業種 卸売業、小売業 

企業 HP https://www.kk-nakagawa.co.jp/ 

募集職種 営業職、事務職、配送職、IT職 
 

株式会社中村不動産鑑定士事務所 

募集対象 新・既・若 

業種 不動産業、物品賃貸業 

企業 HP http://www.nakamura-kantei.com/ 

募集職種 事務、営業 
 

株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 

募集対象 既・若 

業種 不動産業、物品賃貸業 

企業 HP - 

募集職種 建物管理の実務者、建物管理受託営業職 
 

株式会社ピースフリーケアグループ 

募集対象 新・既・若 

業種 医療、福祉 

企業 HP https://peacefree.jp 

募集職種 介護スタッフ 
 

株式会社 PPFパートナーズ 

募集対象 新・既・若・留 

業種 情報通信業 

企業 HP https://ppfpart.co.jp/ 

募集職種 ITエンジニア（SE・プログラマ） 
 

株式会社ヒッツカンパニー 

募集対象 新・既・若 

業種 情報通信業 

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

募集職種 
チーム制営業、モバイルコンサルタント、コールセン

タースタッフ、カラフルわたあめイベント STAFF 
 

株式会社ブッキングリゾート 

募集対象 新・既・若 

業種 情報通信業 

企業 HP https://www.booking-resort.jp/ 

募集職種 Webサイト構築、BtoB営業職、管理本部事務 
 

株式会社 Best Delight Group 

募集対象 既・若 

業種 宿泊業、飲食サービス業 

企業 HP http://best-delight.com 

募集職種 店舗管理・事務 
 

株式会社ほのぼの 

募集対象 新・既・若 

業種 医療、福祉 

企業 HP http://honobono-gr.com/ 

募集職種 介護職、相談員、居宅介護支援員、看護師 
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株式会社マッキンエナジージャパン 

募集対象 新・既・若・留 

業種 建設業 

企業 HP https://mackin-energy.co.jp 

募集職種 営業事務 
 

株式会社メディプラン 

募集対象 新・既・若・留 

業種 医療、福祉 

企業 HP http://www.mediplan.jp 

募集職種 介護職、事務、営業 
 

株式会社メリーマート 

募集対象 新・既 

業種 卸売業、小売業 

企業 HP http://merry-mart.net/ 

募集職種 販売職 
 

株式会社ユアサデザインルーム 

募集対象 新・既・若・留 

業種 建設業 

企業 HP http://www.ydr.co.jp/ 

募集職種 
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 
 

株式会社 優誠 

募集対象 新・既・若 

業種 建設業 

企業 HP https://www.yuusei-ltd.com/ 

募集職種 営業 
 

関西リアリティ株式会社 

募集対象 既・若 

業種 不動産業、物品賃貸業 

企業 HP http://kansai-reality.co.jp 

募集職種 営業 
 

株式会社北野ウイング 

募集対象 新・既・若・留 

業種 サービス業（他に分類されないもの） 

企業 HP https://kitanowing.jp 

募集職種 営業、事務、技術 
 

栗山司法書士事務所 

募集対象 新・既・若 

業種 学術研究、専門・技術サービス業 

企業 HP http://office-kuriyama.co.jp 

募集職種 司法書士 司法書士補助者 
 

グロース株式会社 

募集対象 新・既・若 

業種 医療、福祉 

企業 HP - 

募集職種 介護職員・事務員 
 

株式会社ＫＭユナイテッド 

募集対象 新・既・若・留 

業種 建設業 

企業 HP 
https://www.paintnavi.co.jp/kmunited/

ca/ 

募集職種 建設アシスト（事務・CADオペレーター) 
 

栄交通株式会社 

募集対象 既・若 

業種 運輸業、郵便業 

企業 HP http://sakaekotsu.com 

募集職種 ドライバー 
 

社会福祉法人基弘会 

募集対象 新・既 

業種 医療、福祉 

企業 HP http://kikoukai.or.jp/ 

募集職種 介護職、管理栄養士、トレーナー 
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社会福祉法人コスモス 

募集対象 新・既・若 

業種 医療、福祉 

企業 HP http://www.sakaicosmos.net/ 

募集職種 支援員、調理師、保育士 
 

社会福祉法人 三秀會 

募集対象 新・既・若 

業種 医療、福祉 

企業 HP http://www.sansyukai.jp/ 

募集職種 介護職、看護職 
 

社会福祉法人白寿会 

募集対象 新・既・若 

業種 医療、福祉 

企業 HP https://www.hakujuen.or.jp 

募集職種 介護職員 
 

昭和電業株式会社 

募集対象 新・既 

業種 建設業 

企業 HP http://www.sd-ht.co.jp 

募集職種 電気設備工事施工管理 
 

株式会社信和ゴルフメンテナンス 

募集対象 新・既・若 

業種 生活関連サービス業、娯楽業 

企業 HP https://www.shinwagolf.co.jp/saiyou/ 

募集職種 
総合職、専門職（事務職、フロント職、コースメンテ

ナンス職） 
 

スキルシステムズ株式会社 

募集対象 新・既・若 

業種 情報通信業 

企業 HP https://skill-systems.co.jp/ 

募集職種 
システムエンジニア、プログラマー、Web デザイナ

ー 
 

関司法書士事務所 

募集対象 若 

業種 サービス業（他に分類されないもの） 

企業 HP http://www.seki-shihosyoshi.com 

募集職種 司法書士 
 

大勝建設株式会社 

募集対象 新・既 

業種 建設業 

企業 HP https://www.dainet.co.jp 

募集職種 「営業職、施工管理技術職」 
 

太平地所株式会社 

募集対象 新・既・若 

業種 不動産業、物品賃貸業 

企業 HP https://taihei-jisyo.co.jp 

募集職種 営業、事務（予定） 
 

DAIWA CYCLE株式会社（ダイワサイクル） 

募集対象 新・既・若 

業種 卸売業、小売業 

企業 HP http://www.daiwa-cycle.jp/ 

募集職種 販売職 
 

株式会社中央コンタクト 

募集対象 新・既・若 

業種 卸売業、小売業 

企業 HP https://www.chuo-contact.co.jp/ 

募集職種 販売職 
 

株式会社東亜立地鑑定 

募集対象 既 

業種 学術研究、専門・技術サービス業 

企業 HP www.toakantei.co.jp 

募集職種 不動産鑑定評価業 
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株式会社どうとんぼり神座 

募集対象 新・既・若 

業種 宿泊業、飲食サービス業 

企業 HP https://kamukura.co.jp/company/ 

募集職種 店長、店舗スタッフ、大工、寿司職人 
 

中川企画建設株式会社 

募集対象 新・既・若 

業種 建設業 

企業 HP https://www.nakagawa-kikaku.co.jp/ 

募集職種 施工管理職 
 

ニチニチ製薬株式会社 

募集対象 若 

業種 製造業 

企業 HP http://www.nichinichi-phar.co.jp 

募集職種 営業職・製造職（機械オペレーター） 
 

日新技研株式会社 

募集対象 新・既・若 

業種 製造業 

企業 HP http://www.osaka-nissin.co.jp 

募集職種 製造設計開発、営業技術、組立・製造技能職 
 

日東化成工業株式会社 

募集対象 新・既・若 

業種 製造業 

企業 HP http://www.nitto-kasei.co.jp/ 

募集職種 営業 
 

日本エックス線検査株式会社 

募集対象 新・既・若 

業種 学術研究、専門・技術サービス業 

企業 HP http://www.j-x-i.co.jp/ 

募集職種 非破壊検査スタッフ 
 

日本企画株式会社 

募集対象 新・既・若・留 

業種 情報通信業 

企業 HP https://www.nkcnet.co.jp 

募集職種 ITエンジニア 
 

日本モーゲージ株式会社 

募集対象 既・若 

業種 金融業、保険業 

企業 HP https://www.j-mortgage.co.jp/ 

募集職種 営業、事務職 
 

富士理想工業株式会社 

募集対象 新・既・若 

業種 建設業 

企業 HP https://fuji-riso.com/ 

募集職種 現場管理者 重機オペレーター 杭打ちの技術者 
 

ブルーコンシャス株式会社 

募集対象 新・既・若・留 

業種 サービス業（他に分類されないもの） 

企業 HP http://blue-c.jp/ 

募集職種 営業職、総合職 
 

HOUKOU株式会社 

募集対象 新・既・若・留 

業種 卸売業、小売業 

企業 HP https://www.houkoujp.com/ 

募集職種 営業、仕入、カスタマーサービス 
 

株式会社 豊国 

募集対象 新・既・若・留 

業種 建設業 

企業 HP http://houkoku.cc/ 

募集職種 営業・施工管理職 
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松本鋼機株式会社 

募集対象 新・既 

業種 卸売業、小売業 

企業 HP https://www.matsu-ko.co.jp/ 

募集職種 営業職、営業事務職 
 

丸石テクノ株式会社 

募集対象 既・若 

業種 建設業 

企業 HP https://maruishi.co.jp 

募集職種 サービスエンジニア 
 

マルコマ株式会社 

募集対象 新・既・若 

業種 卸売業、小売業 

企業 HP - 

募集職種 営業、工場配車業務、工場の工員 
 

ミストラルHD株式会社 

募集対象 新・既・若 

業種 宿泊業、飲食サービス業 

企業 HP https://www.mistral-hd.co.jp/ 

募集職種 事務、SV、調理師、栄養士 
 

矢野建設株式会社 

募集対象 新・既 

業種 建設業 

企業 HP http://www.yano-const.co.jp 

募集職種 建築施工管理職 
 

株式会社吉武工務店 

募集対象 新・既・若 

業種 建設業 

企業 HP https://www.yoshitake.ne.jp/ 

募集職種 施工管理 
 

ルポゼソリューション株式会社 

募集対象 新・既・若 

業種 医療、福祉 

企業 HP https://www.ikoi-group.com/ 

募集職種 医療事務、総合職（新卒）、介護、事務 
 

レンゴーロジスティクス株式会社 西部引越センター 

募集対象 新・既・若 

業種 運輸業、郵便業 

企業 HP http://www.rengo-logi.co.jp/ 

募集職種 引越スタッフ、保険営業職 
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