
にであう合説でできること！

新規登録

※にであう合説はイベントプラットフォームEventHubを使用しています。ご利用には
OSAKAしごとフィールドの会員登録とは別ににであう合説への会員登録が必要です

ログイン

企業とメッセージの
やり取りができる

OSFカンパニーとは
Eカンパニーや各種認証・認定等を受けている企業、各種団体・金融機関等から紹介の
あった企業、大阪府主催の合同企業説明会に参加した企業、その他府が推進する施策
の実施企業などを、大阪府のオススメ企業「OSFカンパニー」と称しています。

詳細な企業情報については、大阪府緊急雇用対策特設ホームページ「にであう」
（https://ni-deau.jp/）内のメニュー「にであう合説」に登録することでご覧いただ
けます。
にであう合説では、企業と求職者間でのメッセージ交換やOn-line面談ができること
から、相互にコミュニケーションが可能です。

【OSFカンパニーの検索方法】
にであう合説ログイン後、TOPページの検索枠に「OSFカンパニー」と
入力して検索してください。該当企業が表示されます。

▼次ページよりOSFカンパニー一覧

https://client.eventhub.jp/form/2acd4ff3-9c66-4ed1-8028-15a31590d04d?isTicketSelected=true
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home


企業名 業種

1 株式会社セーフティ＆ベル 建設業

2 植田基工株式会社 建設業

3 株式会社ＫＭユナイテッド 建設業

4 株式会社豊国 建設業

5 鶴田電設株式会社 建設業

6 株式会社マツミ 建設業

7 豊開発株式会社 建設業

8 清田軌道工業株式会社 建設業

9 岬工業株式会社 建設業

10 株式会社ユアサデザインルーム 建設業

11 株式会社大松土建 建設業

12 昭和電業株式会社 建設業

13 泉鋼管工事株式会社 建設業

14 ＡＣＥコンサルタント株式会社 建設業

15 株式会社アールツー 建設業

16 渥美建設株式会社 建設業

17 大勝建設株式会社 建設業

18 サン・レンタルサービス株式会社 建設業

19 株式会社ショウユウ建工 建設業

20 昭和電業株式会社 建設業

21 株式会社　スイタ情報システム 建設業

22 株式会社大喜 建設業

23 株式会社ツカサテック 建設業

24 中川企画建設株式会社 建設業

25 富士理想工業株式会社 建設業

26 株式会社プレジオ 建設業

27 株式会社豊国 建設業

28 矢野建設株式会社 建設業

29 株式会社ユアサデザインルーム 建設業

30 株式会社　優誠 建設業

31 ランドマーク株式会社 建設業

32 株式会社リーテック 建設業

33 日東ビルト開発株式会社 建設業

34 ヤスダ建設株式会社 建設業

35 株式会社共生 建設業

36 大阪旭電機株式会社 建設業

37 カワモト・マニュファクチュアリング株式会社 製造業

38 能勢鋼材株式会社 製造業

39 株式会社アテックス 製造業

40 株式会社トライアード 製造業

41 日新技研株式会社 製造業

42 松田食品工業株式会社 製造業

43 株式会社テクノタイヨー 製造業

44 株式会社山本金属製作所 製造業
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https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/e9355259-7aea-4817-aab1-231bd85c7f36
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45 神谷機工株式会社 製造業

46 株式会社河辺商会 製造業

47 株式会社エーディエフ 製造業

48 株式会社コスモビューティー 製造業

49 株式会社センショー 製造業

50 株式会社中央電機計器製作所 製造業

51 株式会社モトヤマ 製造業

52 株式会社ニッコー 製造業

53 株式会社坂口製作所 製造業

54 株式会社ダイネツ 製造業

55 株式会社CHAMPION CORPORATION 製造業

56 栄光技研株式会社 製造業

57 株式会社ＴＯＮＥＺ 製造業

58 ミヤコ株式会社 製造業

59 日新シール工業株式会社 製造業

60 株式会社三和コーポレーション 製造業

61 マツダ株式会社 製造業

62 株式会社タケチ 製造業

63 株式会社徳山工業社 製造業

64 双葉塗装株式会社 製造業

65 ファインフーズ株式会社 製造業

66 行田電線株式会社 製造業

67 大阪中央ダイカスト株式会社 製造業

68 株式会社 Sakae Plus 製造業

69 株式会社エーディエフ 製造業

70 旭化工株式会社 製造業

71 株式会社荒木製作所 製造業

72 株式会社メンデル 製造業

73 株式会社児嶋鉄工所 製造業

74 株式会社三晃鍍金工業所 製造業

75 大昌精機株式会社 製造業

76 株式会社大つる 製造業

77 ニチニチ製薬株式会社 製造業

78 港製器工業株式会社 製造業

79 吉泉産業株式会社 製造業

80 大宝製袋株式会社 製造業

81 有限会社ウィルデザイン 製造業

82 チトセ工業株式会社 製造業

83 高石工業株式会社 製造業

84 IPM株式会社 製造業

85 ブルーコンシャス株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業

86 シー・システム株式会社 情報通信業

87 株式会社ナツバ 情報通信業

88 CLINKS株式会社 情報通信業

89 株式会社シー・アール・シー 情報通信業

https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/de698d9b-9d65-4965-8b19-be5db79477c1
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/55ff4341-6f55-4dc3-8fe5-699678939265
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/39f2fc7f-12bf-4acc-a9f5-bf8283d90906
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/3595b7b2-e49c-4f73-ad5b-2e1ebad0985e
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/92d2f6cb-7fc7-4fef-bce5-f1254cc0536f
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/df0308e2-6214-49a9-9749-7d433eddfcc3
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/184f6828-77b2-44df-8ebb-e9d1eb1eaf85
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/c20b15da-1a9d-4b41-8d7c-9a5def88b7a3
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/a29b5d61-d5bc-4253-ac4c-163d2ac9d485
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/f2cf9c26-e08a-4911-8909-63d58693c142
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/c75284dc-4eca-4282-a109-c3a3a9c5bba1
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/92f606ca-f434-4bcb-9c8b-a4cf2b5e5c14
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/e2be788d-54ce-47f5-91a3-4d103252337f
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/7e8e73ce-c3bc-414a-8a91-4df1af30fe59
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/bfdc0234-ccb6-4592-aa9f-adcec012ecf1
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/69ddaf59-d3a3-4844-877b-dc2904973960
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/11aea86a-d38b-4d13-a98b-cdd0a0d012d8
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/3bb008d2-2a73-4292-876e-2dbe7a91afb9
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/711daa37-f77c-4285-8b4c-9a79c7e9cf8f
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/675921c7-38a0-4e9a-a034-c6867a6d59a1
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/3d1b15c7-26c7-4a11-ba7b-95d8a8954e0e
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/ca694093-4137-4cb4-bf8d-91f8f05d4447
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/40f1ed73-d585-4747-9fae-eeac51ad68ff
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/5106d901-74ab-45fa-a832-78faa8f54ae7
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/39f2fc7f-12bf-4acc-a9f5-bf8283d90906
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/0fa08557-729c-4346-b535-5d075b2c4b8d
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/6df415c3-fae6-4adf-8827-65233ebfe471
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/bc98e9f5-09a3-4432-92bc-4d524477b3b5
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/9bf28cdf-e12b-4763-a7eb-dc927217bd45
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/52240311-da80-4d50-b4c4-7f805532cc5e
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/8d0e1cea-c5f3-4759-a90d-4a7ac73c9780
https://client.eventhub.jp/e/6Hc-oc5ii/home/c/bc88d1f3-0d20-41fa-aa73-7a31360f097c
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90 株式会社ユニティ 情報通信業

91 株式会社ハル 情報通信業

92 株式会社ユーズテック 情報通信業

93 有限会社奥進システム 情報通信業

94 株式会社ユニクエスト 情報通信業

95 株式会社アイティープランニング 情報通信業

96 アステム株式会社 情報通信業

97 株式会社HNS 情報通信業

98 株式会社セラク 情報通信業

99 ACrews株式会社 情報通信業

100 株式会社ＺＩＱＣＯＭ 情報通信業

101 Gateテクノロジーズ株式会社 情報通信業

102 大京システム開発株式会社 情報通信業

103 アルネオソフトウェア株式会社 情報通信業

104 株式会社岩通サービスセンター 情報通信業

105 株式会社PPFパートナーズ 情報通信業

106 株式会社ヒッツカンパニー 情報通信業

107 株式会社インターフェイス 情報通信業

108 株式会社電算情報技研 情報通信業

109 株式会社アプティ 情報通信業

110 日本交通株式会社 運輸業・郵便業

111 住吉冷蔵株式会社 運輸業・郵便業

112 東亜交通株式会社 運輸業・郵便業

113 株式会社日立物流西日本 運輸業・郵便業

114 栄交通株式会社 運輸業・郵便業

115 ネクスト株式会社 運輸業・郵便業

116 株式会社ネオロジスティクス 運輸業・郵便業

117 株式会社宮田運輸 運輸業・郵便業

118 栄交通株式会社 運輸業・郵便業

119 栄交通株式会社 運輸業・郵便業

120 白ハト食品工業株式会社 卸売業・小売業

121 株式会社スリーエム 卸売業・小売業

122 イケア・ジャパン株式会社　IKEA鶴浜 卸売業・小売業

123 うえろく株式会社 卸売業・小売業

124 原口機工株式会社 卸売業・小売業

125 株式会社ジャパンビューティー 卸売業・小売業

126 小川電機株式会社 卸売業・小売業

127 藤本産業株式会社 卸売業・小売業

128 タケモトピアノ株式会社 卸売業・小売業

129 フォーシーズンズ株式会社 卸売業・小売業

130 サラダカフェ株式会社 卸売業・小売業

131 池田産業株式会社 卸売業・小売業

132 エンド商事株式会社 卸売業・小売業

133 澤電気機械株式会社 卸売業・小売業

134 株式会社フライフィッシュ 卸売業・小売業
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135 株式会社ハードオフコーポレーション 卸売業・小売業

136 住友生命保険相互会社大阪中央支社 金融・保険業

137 サンワード貿易株式会社 金融・保険業

138 日本モーゲージ株式会社 金融・保険業

139 シンヨウ建設株式会社 不動産業・物品賃貸業

140 サンコーテック株式会社 不動産業・物品賃貸業

141 株式会社ザイマックス関西 不動産業・物品賃貸業

142 株式会社Ｒ−ＪＡＰＡＮ 不動産業・物品賃貸業

143 株式会社SKトラスト 不動産業・物品賃貸業

144 株式会社Okatos Hero Real Estate 不動産業・物品賃貸業

145 関西リアリティ株式会社 不動産業・物品賃貸業

146 三和住宅サービス株式会社 不動産業・物品賃貸業

147 株式会社シンエンス 不動産業・物品賃貸業

148 太平地所株式会社 不動産業・物品賃貸業

149 豊臣商事株式会社 不動産業・物品賃貸業

150 株式会社シティトラスト不動産 不動産業・物品賃貸業

151 西日本不動産株式会社 不動産業・物品賃貸業

152 浜口産業株式会社 不動産業・物品賃貸業

153 株式会社LifeNext 不動産業・物品賃貸業

154 和光ホームズ株式会社 不動産業・物品賃貸業

155 株式会社シーディア 学術研究・専門技術サービス

156 HOCインテリジェントテクノロジー株式会社 学術研究・専門技術サービス

157 クモノスコーポレーション株式会社 学術研究・専門技術サービス

158 扶洋メンテナンスシステム株式会社 学術研究・専門技術サービス

159 栗山司法書士事務所 学術研究・専門技術サービス

160 株式会社ジョインウッド 学術研究・専門技術サービス

161 関司法書士事務所 学術研究・専門技術サービス

162 株式会社イデア 宿泊業・飲食サービス業

163 GHS株式会社大阪ホテル事業所 宿泊業・飲食サービス業

164 株式会社ベストディライトグループ 宿泊業・飲食サービス業

165 株式会社太陽ビルマネージメント 生活関連サービス業・娯楽業

166 有限会社サプリメント 生活関連サービス業・娯楽業

167 泉屋株式会社 生活関連サービス業・娯楽業

168 株式会社アミューズ 生活関連サービス業・娯楽業

169 泉屋株式会社 生活関連サービス業・娯楽業

170 株式会社永和商事 生活関連サービス業・娯楽業

171 株式会社グランド商事・アドバンス 生活関連サービス業・娯楽業

172 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

173 株式会社やまねメディカル 医療・福祉

174 株式会社グッドライフケア大阪 医療・福祉

175 株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター 医療・福祉

176 株式会社ライフサポートジャパン 医療・福祉

177 株式会社クオレ 医療・福祉

178 株式会社日本介護医療センター 医療・福祉

179 ぐっどケア有限会社 医療・福祉
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180 株式会社シーヒューマン 医療・福祉

181 株式会社スーパー・コート 医療・福祉

182 パナソニックエイジフリー株式会社 医療・福祉

183 株式会社ネオリンクス 医療・福祉

184 つつみの里ケア株式会社 医療・福祉

185 有限会社クローバー 医療・福祉

186 社会福祉法人和悦会　加美北特別養護老人ホーム 医療・福祉

187 ユアスマイル株式会社 医療・福祉

188 株式会社アーキノルド 医療・福祉

189 株式会社I-Life 医療・福祉

190 社会福祉法人基弘会 医療・福祉

191 株式会社ソーシャルライフ 医療・福祉

192 社会福祉法人白寿会 医療・福祉

193 株式会社ビオネスト 医療・福祉

194 社会福祉法人　福祥福祉会 医療・福祉

195 株式会社ライジングマム 医療・福祉

196 株式会社リールステージ 医療・福祉

197 株式会社スタッフ 複合サービス業

198 日本エックス線検査株式会社 サービス業（他に分類されない）

199 株式会社いま・ここ サービス業（他に分類されない）

200 株式会社ライトスタッフ サービス業（他に分類されない）

201 ホーム株式会社 サービス業（他に分類されない）

202 株式会社コンステックホールディングス サービス業（他に分類されない）

203 株式会社トライアウト サービス業（他に分類されない）

204 サポート行政書士法人 サービス業（他に分類されない）

205 株式会社アスパーク サービス業（他に分類されない）

206 株式会社アスパーク サービス業（他に分類されない）

207 ブリッジ・ジャパン株式会社 サービス業（他に分類されない）

208 株式会社アスパーク サービス業（他に分類されない）

209 大阪デリバリー株式会社 サービス業（他に分類されない）

210 株式会社coconie サービス業（他に分類されない）

211 株式会社ダイキチ サービス業（他に分類されない）

212 株式会社　対馬綜合商事 サービス業（他に分類されない）

213 株式会社ティーネットジャパン サービス業（他に分類されない）

214 株式会社東亜立地鑑定 サービス業（他に分類されない）

215 株式会社For You サービス業（他に分類されない）

216 株式会社WINQER サービス業（他に分類されない）

217 東洋ワークセキュリティ株式会社 サービス業（他に分類されない）

218 株式会社トライシード サービス業（他に分類されない）

219 株式会社デイリー社 サービス業（他に分類されない）

220 日本企画株式会社 サービス業（他に分類されない）

221 株式会社ダイキエンジニアリング　大阪営業所 サービス業（他に分類されない）
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