
就活ソニック2017出展企業一覧（※五十音順）

※ホームページＵＲＬをクリックすると詳細をご覧いただけます。

会社名 ホームページURL

1 アートコーポレーション株式会社 http://www.the0123.com

2 株式会社アールエフテクニカ大阪オフィス http://rftecnica.com/

3 株式会社アクティブライフ（大阪ガスグループ） https://activelife.co.jp

4 株式会社浅野歯車工作所 http://www.asanogear.co.jp/

5 朝日電器株式会社 http://www.elpa.co.jp/

6 株式会社アスモ介護サービス http://www.asmokaigo.co.jp/

7 アプライアンス＆デジタルソリューション株式会社 http://www.ad-sol.co.jp

8 株式会社ハンコヤドットコム http://www.hankoya.com/

9 株式会社アルトナー http://www.artner.co.jp/

10 一冨士フードサービス株式会社 www.ifsco-group.com/

11 株式会社Ｆ・Ｏ・インターナショナル http://www.fo-kids.jp/ 

12 エムケイ株式会社 http://www.mk-group.co.jp

13 エムケイ石油株式会社 http://www.mk-group.co.jp/oil/

14 株式会社MJE https://mjeinc.co.jp/

15 株式会社エムジェイテック http://www.mjtec.co.jp

16 株式会社大倉 http://www.okura.co.jp

17 オーツケミカル株式会社 http://ohtsuchemical.racms.jp/

18 オーティス株式会社 http://www.otis-group.com/

19 カトープレジャーグループ http://www.kpg.gr.jp

20 株式会社川嶋建設 http://www.kawashima.gr.jp

21 キクロン株式会社 http://www.kikulon.com

22 季譜の里 https://www.kifunosato.com/

23 株式会社ケア２１ http://www.care21.co.jp/

24 株式会社経営情報センター http://www.mic-west.co.jp/

25 ＫＢＫエンジニアリング株式会社 http://www.kbkeng.co.jp

26 小泉製麻株式会社 http://www.koizumiseima.co.jp

27 向洋電機株式会社 http://www.koyoelec.co.jp/

28 株式会社コンサス http://www.consuss.co.jp
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29 株式会社サンエース http://www.sunace-net.com/

30 三恵工業株式会社 http://www.sankei-555.co.jp/jp/

31 株式会社サンディ www.sundi.co.jp

32 株式会社サンラヴィアン http://www.sunlavieen.co.jp/

33 株式会社シーエスシーサービス http://csc.service.co.jp

34 社会福祉法人滋賀県障害児協会 http://www.open-mind.jp/

35 株式会社シスウェーブ http://syswave.jp/

36 Joyful喜一ホールディングス株式会社 http://www.joyful-cube.com

37 株式会社シンプルソフトウェア研究所 http://www.simple-soft.co.jp

38 株式会社信和ゴルフメンテナス http://www.shinwagolf.co.jp

39 株式会社すてらめいと・ジャパン https://www.stella-mj.co.jp/

40 生活協同組合おおさかパルコープ http://www.palcoop.or.jp/

41 株式会社積進 http://www.sekishin.co.jp

42 ゼネラルエンジニアリング株式会社 http://www.geng.co.jp/

43 株式会社ソフィア www.sophia-inc.co.jp

44 株式会社大水 http://www.daisui.co.jp/

45 大和鋼業株式会社 http://www.daiwa-metal.co.jp

46 １１７グル－プ（冠婚・葬祭・仏事） http://www.117.co.jp/

47 株式会社タオ http://www.tao-st.co.jp

48 株式会社TTM https://www.e-ttm.jp/

49 デュプロ精工株式会社 http://www.duplo-seiko.co.jp/

50 東レ・カーボンマジック株式会社 http://www.carbonmagic.com

51 株式会社中北製作所 http://www.nakakita-s.co.jp/recruit

52 株式会社西浅 http://www.nishiasa.co.jp/

53 ニシオティーアンドエム株式会社 http://www.nishio-tm.co.jp

54 株式会社西村屋 http://www.nishimuraya.ne.jp

55 日本植生株式会社 http://www.nihon-shokusei.co.jp

56 株式会社日本創造教育研究所 http://www.saiyo-nisouken.jp/

57 日本フッソ工業株式会社 http://www.nipponfusso.com

58 株式会社のらや http://www.noraya.com/

59 株式会社はーとふるセゾン http://heartfulsaison.co.jp

60 株式会社ビジネスブレーン https://www.miyako.com/
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61 株式会社ヒッツカンパニー https://www.hits-company.co.jp/

62 ヒルタ工業株式会社 http://www.hiruta-kogyo.co.jp

63 株式会社ファーストスクエア http://f-square.co.jp/

64 ファルメディコ株式会社 http://www.pharmedico.com/

65 株式会社フジキン http://www.fujikin.co.jp/

66 富士金属株式会社 http://www.fuji-kinzoku.co.jp

67 株式会社フジデン http://www.fujiden.com/

68 株式会社冒険の森 http://forest-ad.jp/

69 株式会社北陸近畿クボタ http://www.hokurikukinki-kubota.co.jp/

70 株式会社ホンダカーズ三重 http://www.hondacars-mie.com/

71 前田道路株式会社 http://www.maedaroad.co.jp/index.html

72 株式会社松阪鉄工所 http://www.mcccorp.co.jp

73 マリックスオフィスシステム株式会社 http://www.marix-oa.com/

74 株式会社マルイ http://www.maruilife.co.jp/recruit/index.html

75 丸二倉庫グループ http://www.maruni-soko.co.jp/

76 岬工業株式会社 http://misaki-kogyo.co.jp

77 株式会社元廣 http://motohiro.co.jp

78 ユアサグループ（5社） http://www.tjk.ne.jp/recruit

79 社会福祉法人優愛福祉会 www.yuuai-fukushikai.com/

80 株式会社ヨシックス http://yossix.co.jp

81 株式会社ランダルコーポレーション http://www.lundal.co.jp/

82 株式会社リクサス http://www.lixus.co.jp

83 リック株式会社 http://www.lic-net.jp

84 両備ホールディングス株式会社 http://www.ryobi.gr.jp/

85 株式会社レザック http://www.laserck.com

86 株式会社ローゼン https://www.manneken.co.jp/

87 株式会社若葉総合鑑定 www.wakabakantei.co.jp

88 株式会社ワット・コンサルティング http://www.jp-wat.com/

89 ワボウ電子株式会社 http://www.wabo.co.jp

90 株式会社ワンステップ http://www.kilat.co.jp/
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