
関西のテッペン企業による『天下一合説』　出展企業

会社名 都道府県 業種 事業内容 募集職種 ホームページURL

株式会社坂口製作所 大阪府 製造業 工業用各種アルミ・ステンレス製品の設計・製造・加工販売 営業 https://sakaguchi-ss.co.jp/

協和プレス工業株式会社 和歌山県 製造業 精密板金プレス部品加工 事務、エンジニア、プログラマー、製造技術 http://www.kyowa-p.co.jp

株式会社川嶋建設 兵庫県 建設業 土木、建築、舗装工事業（総合建設業） 施工管理職(土木・建築)、営業職、事務職、設計 http://www.kawashima.gr.jp

株式会社アテックス 大阪府 製造業
プラスチック製品の開発（企画・デザイン・設計）販売各種熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の射出

成形・加工
製造職、生産管理、品質管理、技術営業 http://www.atecs-corp.co.jp

株式会社インテリックス 和歌山県 製造業

オーダーカーテンの製造から販売、取付けまでを全て自社で行う業界初のSPA企業です。

直営小売店｢ジャストカーテン｣を全国に13店舗展開しているほか、卸売り営業や有名ホテル･商

業施設への納入も行っています

営業、販売、取付施工 https://www.interix.co.jp

白ハト食品工業株式会社 大阪府 卸売業・小売業
いもたこなんきん専門の食品メーカーさつまいもの6次産業を行い、おいもさんのお店らぽっ

ぽ・たこ家道頓堀くくるといった飲食店も展開
総合職（営業・企画・製造・農業・販売） https://www.shirohato.com/

株式会社エム・システム技研 大阪府 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
営業、事務、エンジニア http://www.m-system.co.jp/Japanese/

株式会社カズマ 福井県 製造業 カーテンを中心としたホームファッション商品の企画・製造・販売 生産技術、情報システム、営業、企画開発 http://e-kazuma.jp/

株式会社　豊国 奈良県 建設業
総合建設業・仮設工事・鋼構造物工事・ウッドデッキ、エクステリア工事・太陽光発電工事・建

設資材販売
営業施工管理 https://www.houkoku.cc/

株式会社映像システム 大阪府 建設業
AV・ICTシステム（映像音響、制御管理）の企画・設計・制作・施工・管理・メンテナンス、

AV・ICTシステムのコンサルティング業務、デジタル・サイネージの企画施工他
施工管理 https://www.eizo-system.co.jp/

マツ六株式会社 大阪府 卸売業・小売業

（商社）毎日触れているドアノブやポスト、耐震製品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。

総合職・第二総合職（営業・開発・管理） https://www.mazroc.co.jp/

株式会社ジョインウッド 大阪府 学術研究・専門技術サービス 建築構造設計、プレカット設計 建築設計、ＣＡＤオペレーター http://www.join-wood.co.jp/

日光化成株式会社 大阪府 製造業

樹脂(プラスチック)材料や建築材料の開発・製造・販売

【主要商品】■樹脂(プラスチック)材料／ディスポーザブル（使い捨て）医療器・電気絶縁材・

断熱材

海外営業、研究開発、医療営業、医療設計、生産技術 http://www.nikkokasei.co.jp/

国広産業株式会社 奈良県 製造業

バレル研磨用プラスチックメディア、 

ストーンウォッシュ用発泡メディア 

などの製造

製造、検品、開発、エンジニア http://www.kunihirosangyou.co.jp/index.html

アベル株式会社 大阪府 製造業 ステンレス表面処理、黒色ステンレス材料の販売 技術系、営業 www.abel-s.co.jp

森興産株式会社 大阪府 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 総合職、その他検討中 https://www.iiwasabi.com/

株式会社アーリア 兵庫県 サービス業（他に分類されないもの）
創業71年自動車業界に特化した行政書士法人として業界ＮＯ.1の実績とノウハウを結集し、自動

車登録関連全般を担っております。
営業事務・システムエンジニア http://www.kizuna-group.com/recruit/page-22/page-24

三伸工業株式会社 兵庫県 製造業 産業機械商社・大型構造物製造（橋梁・宇宙） 営業・生産管理・品質管理・企画 http://www.sansin-ind.jp/

株式会社ホリゾン 滋賀県 製造業 製本FA機器の、企画/開発/製造/販売/アフターサポート。 開発(メカ設計/制御設計/ソフト開発)、製造、フィールドエンジニアなど https://www.horizon.co.jp

株式会社みやまえ 奈良県 製造業 生姜加工製品の製造・販売 製造職（自社工場で生姜を素材とした製品の製造） http://www.miyamae-ginger.jp/

株式会社西浅 京都府 卸売業・小売業 生鮮魚介類の小売業及び魚惣菜・鮨販売 鮮魚の調理、加工、販売 http://www.nishiasa.co.jp/

株式会社横山基礎工事 兵庫県 建設業

・基礎工事（岩盤掘削、鋼管杭打設、地中障害物撤去など）

・重仮設工事（仮橋架設、作業用道路橋架設、作業構台設置など）

・上記に伴う技術の企画開発・資材の加工製造・建設機械整備など

営業　エンジニア　事務　現場管理　基礎工事工　重機オペレーター　工場作業員

株式会社小松原 和歌山県 製造業 和歌山から国内外の素材メーカー向けに産業機械を設計・製造している会社です。 設計職/製造職/営業職 https://www.komatsubara-iw.jp

剤盛堂薬品株式会社 和歌山県 製造業 医薬品(漢方薬)の製造販売 研究職（研究開発・学術）、試験職、営業職 https://www.zaiseido.co.jp/

京都ＥＩＣ株式会社 京都府 製造業

国内外の生産・ユーティリティ設備向けに自動化、省力化、CIM化のエンジニアリングを実施。

お客様の要求にプランニングから設計・製造・施工・アフターサービスまで一貫対応でお応えし

ます。

ソフトウェア開発職 https://kyotoeic.jp/

日本テクノロジーソリューション株式会社 兵庫県 製造業

当社は設立当時、大手電機メーカーの下請け企業でした。そこから技術力を生かした独自製品開

発に挑戦し、事業基盤を確立。そのメーカーとしての事業と、新事業開発を成功へと導いた経験

を武器にメーカー向けのセールスプロモーションやコンサルティング事業を展開。ものづくり企

業を中心に「優れた技術を優れたビジネスにする 」お手伝いをしています。

企画営業職、装置開発/設計/製作、映像ディレクション/制作 https://www.solution.co.jp/

金井重要工業株式会社 大阪府 製造業
・繊維機器の主要部品の製造、開発・フィルターなど不織布製品の製造、開発・遊休資産を活用

した不動産業
技能職 http://www.kanaijuyo.co.jp/

大浦貴金属工業株式会社 奈良県 製造業
1.貴金属地金の売買2.貴金属地金の加工および合金の製造販売3.貴金属の精製4.貴金属を原料とす

る化学薬品の製造販売5.歯科医療用貴金属合金の製造販売
営業 https://www.ohura.co.jp/

近畿工業株式会社 兵庫県 製造業 環境リサイクル機器製造（廃棄物の処理やリサイクル） 営業職、技術職（設計、開発） http://www.kinkikogyo.co.jp/

株式会社ヤスナ設計工房 兵庫県 製造業 産業ロボットなどのＦＡから環境・パワープラントまで各種産業機械の設計 機械設計職 http://www.yasna.co.jp/

株式会社食一 京都府 卸売業・小売業 海産物卸（全国100数十か所の漁港より飲食店様へ海産物を産地直送） 営業 https://www.shokuichi.jp/

枚岡合金工具株式会社 大阪府 製造業

金型・超硬部品の設計・製作 

文書管理システムの開発・販売・運用サポート 

３S活動のコンサルティンぐ

営業、事務　エンジニア http://w.co.jpww.sg-loy
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フジエダ珈琲株式会社 奈良県 宿泊業・飲食サービス業

グループ会社と共に、珈琲の製造から卸売り、レストランカフェの運営など、珈琲に関わるサー

ビスを幅広く展開しております。県内直営カフェ６店舗。珈琲はもちろんのことベーカリーの製

造、ケーキの製造や石窯ピザを手作りするなど、独自の商品にも力をいれています。

「飲食、カフェ現場スタッフ」　　「商品開発、栄養士」 http://www.fujieda-coffee.co.jp/

株式会社シーディア 大阪府 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
電気電子エンジニア、プログラマー、営業、採用 http://seedea.asia/

株式会社キンダイ 大阪府 製造業
ロールスリッター・スリッター・ヒートカット機・タオル自動縫製機・その他関連機の開発設

計・製造・販売・メンテナンス及びアフターサービス
機械・電気設計、機械組立、電気工事、メンテナンス、営業事務 https://www.kindaiweb.co.jp

湖北精工株式会社 滋賀県 製造業

お客様の生産設備となる一般産業機械・省力化機械をはじめ、カップ曲面印刷機等の各種印刷機

を設計・製作しています。特に曲面印刷機の販売実績は400台を越え、国内シェアの90%以上を

占めています。

機械設計職、電気設計職 https://www.kohokuseiko.co.jp/

栄交通株式会社 大阪府 運輸業・郵便業 一般乗用旅客自動車運送業 タクシードライバ、事務、運行管理者 http://sakaekotsu.com

株式会社　日吉 滋賀県 学術研究・専門技術サービス 環境試料や食品の分析測定・上下水道施設の維持管理・工業薬品販売・廃棄物処理　他 水処理施設の維持管理・廃棄物収集運搬・社内システムエンジニア http://www.hiyoshi-es.co.jp/

大塚産業マテリアル株式会社 滋賀県 製造業

・自動車内装品製造・販売（国内全自動車メーカ様にご使用いただいております）・鉄道車両座

席シート製造・販売（新幹線、特急車両）・リビング家具・事務用椅子カバーの製造・販売・成

形品各種製造販売

営業職、生産管理職、品質管理職、システム管理職 https://ohtsukasangyo.com/material/

松田食品工業株式会社 大阪府 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
営業、製品開発 http://mazdafoods.co.jp/

中山建設株式会社 大阪府 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。

設備施工管理技士、建築施工管理技士、水道メンテナンススタッフ http://nakayama-constr.co.jp/

株式会社ヤマサ脇口水産 和歌山県 卸売業・小売業

・飲食、サービス事業 

・水産物卸売業 

・小売業

営業、事務、飲食店スタッフ、販売職、動画制作スタッフ、バイヤー、加工職人 https://maguro-yamasa.com/

太洋エンジニアリング株式会社 大阪府 学術研究・専門技術サービス

公共インフラ整備や新たな街づくりを行う総合建設コンサルタントです。 

測量や地質調査、設計、資材価格調査など様々な分野で街づくりのアドバイザーとして社会貢献

をしています。 
土木設計、測量、地質調査、資材価格調査（マーケティング） https://www.taiyoengineering.co.jp

株式会社グッドライフケア大阪 大阪府 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。

介護士（中途）、総合職（新卒）、看護師（中途） https://goodlifecare.co.jp/

株式会社早和果樹園 和歌山県 製造業 有田みかんの生産、みかん加工品の製造、国内外への販売 総合職、製造、出荷 https://www.sowakajuen.co.jp/

株式会社ヒッツカンパニー 大阪府 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
チーム制営業・携帯販売スタッフ・わたあめ販売スタッフ・コールセンター https://www.hits-company.co.jp/

シマブンコーポレーション 兵庫県 卸売業・小売業
製鋼原料及び鉄鋼製品の仕入・加工・販売事業、大手鉄鋼メーカーの生産ライン請負事業、建設

機械パーツの設計・製造事業等
総合職（営業、生産管理、本社） https://www.shimabun.co.jp/

株式会社 河辺商会 大阪府 製造業 自動車内装品　玩具　二次電池　等の　プラスチック製部品の製造 生産技術　製造技術　技術営業　品質管理 http://www.kawabe-co.com/

矢野建設株式会社 大阪府 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。
施工管理技術者、経理、積算、設計 http://www.yano-const.co.jp

朝日エティック株式会社 大阪府 建設業
全国にチェーン展開するロードサイド店舗のサイン（看板）設計・製造・施工、建築・設備工事

一式
建築施工管理、電気施工管理、塗装施工管理、看板施工管理 https://www.etic.co.jp/

株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター 兵庫県 サービス業（他に分類されないもの）
情報処理サービス、医療事務サービス、公共福祉事務サービスITソリューション・メディカルサ

ポート・公共福祉事務の主に3つの事業を中心に展開しています。
ITエンジニア職・医療事務職・自治体事務職 http://www.nihon-data.jp/

日本電鍍工業株式会社 大阪府 製造業 めっき および 表面処理 品質管理、販売管理、開発 http://nihondento.co.jp/

株式会社　GSP 大阪府 情報通信業

《通信・ネットワーク関連事業》 

◆ネットワークシステムの構築・保守 

◆電気通信設備の構築・保守 

◆システムの構築・運用・利用に関するサービスの提供 

◆通信インフラに関する各種調査・測定・点検

携帯基地局設計・構築・施工管理、オフィスネットワーク構築 https://www.gsp-net.co.jp/

株式会社山本金属製作所 大阪府 製造業
精密加工事業（複雑形状加工、多品種小ロットから量産まで対応） 

計測評価事業（分析・評価機器の開発･製造･販売、評価試験サービス）
製造（機械エンジニア）、技術開発、研究開発、総務、営業 https://yama-kin-recruit.com

株式会社日本ビジネス開発 大阪府 情報通信業 ソフトウェア開発 営業、システムエンジニア http://www.jbd.co.jp

おぜき包装株式会社 大阪府 卸売業・小売業
パッケージ・包装資材商社／衛生用品・クリンネス商品・環境対応商品の販売／オリジナル商品

の企画・販売／ＰＯＰ・店舗備品・機器の販売
営業職、配送営業職、事務職 http://www.ozeki-housou.jp

名阪食品株式会社 奈良県 サービス業（他に分類されないもの） 産業・ヘルスケア・学校給食の受託 エリアマネージャー、営業、栄養士（管理栄養士）、調理師 http://www.meihan-shokuhin.co.jp/

株式会社きゅうべえ 京都府 卸売業・小売業

シェアサイクル事業 

ブランド・商品開発事業（スポーツサイクル・用品ブランド） 

リテール事業（Eコマース・リアルショップ）

自転車修理・販売職 https://qbei.co.jp/

日伸工業株式会社 滋賀県 製造業
プレス機械を用いて、小物精密金属部品を製造しています。お客様の業界は自動車、家電、IT機

器、バッテリー等の多岐に広がり、グローバルでのものづくりに貢献しています。
技術（設計、設備立上げ、セールスエンジニア） http://www.nissinjpn.co.jp/



会社名 都道府県 業種 事業内容 募集職種 ホームページURL

株式会社ユニテツク 岐阜県 学術研究・専門技術サービス 航空機、自動車、工作機械、生産設備、搬送機などの機械設計、電気設計およびソフト開発 機械設計技術者、電気設計技術者、ソフト開発技術者 http://www.unitec-co.co.jp/

株式会社クリエイトラボ 大阪府 情報通信業
コンピュータに関するテクニカルサポート、ヘルプデスク等のサポートビジネス、システムの構

築および販売支援
ITサポートエンジニア（ヘルプデスク、テクニカルサポート） https://www.ccl.co.jp/

OKUTAKE GROUP

（奥武建設工業株式会社・株式会社高洋建設・株式会社オクタ

ケ）

福井県 建設業

奥武建設工業株式会社：足場の組み立て・解体、鉄骨の建て方など足場・土木工事 

株式会社高洋建設：新築工事、リニューアル工事等 

株式会社オクタケ：クレーン事業、運送・重量物搬入・据付等

建築施工、土木施工、建築施工管理、クレーンオペレーター https://okutake.jp/

株式会社新高製作所 大阪府 製造業

主にビル・病院・学校・マンションなどの大型建築物の金属工事製品（手すり・ひさし・金属パ

ネル・地震対策用の伸縮建材・防災用の金属製品）の設計・製造・取付工事を行っています。取

引先は最大手ゼネコンからの受注です。

営業 http://www.niitaka-ss.jp

株式会社エム・デーエス 大阪府 製造業 リサイクルトナー、リサイクルバッテリーの製造、販売 営業、製造

株式会社ＫＭユナイテッド 大阪府 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

建設アシスタント、完全週休2日制の施工管理 https://www.paintnavi.co.jp/kmunited/ca/

ＮＫＥ株式会社 京都府 製造業
省力化機器（エアチャック・スライドシリンダ・コンベア・セル生産システム等）並びに省配線

電子制御機器（ユニライン）　の開発、製造
産業用機器の開発設計、農業用自動機器の商品企画・開発 https://www.nke.co.jp/

株式会社ヒラカワ 大阪府 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 メンテナンス https://www.hirakawag.co.jp

トライト株式会社 大阪府 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
設計開発職 http://www.tlight.jp

明和工業株式会社 福井県 建設業

土木工事業 

とび・土工工事業 

(法面保護工,法枠工,グラウンドアンカー工,落石対策・斜面対策・獣害対策工)

土木施工管理者、現場作業員 http://www.meiwakogyo.co.jp/

オーツケミカル株式会社 大阪府 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。 営業職、研究開発職 http://ohtsu-chemical.co.jp/

サムテック株式会社 大阪府 製造業 自動車部品の熱間・冷間鍛造品及び高圧ガス容器の製造 技術、製造 http://www.samtech.co.jp

池田産業株式会社 大阪府 卸売業・小売業
軸受（ベアリング）をはじめ各種精密機械部品を取扱う専門商社。（軸受、軸受周辺機器、直動

機器、メカトロ機器、制御機器などの販売）
営業職、営業事務職 http://www.ikedasangyo.com

ヤマナカセラダイン株式会社 京都府 製造業 半導体、太陽電池、光ファーバー等の原料の製造販売 製造職、機器分析及び開発業務職、安全品質管理職 https://www.yepc.co.jp/

株式会社トライアード 大阪府 製造業

・オリジナルプロダクト商品［OMOSHIROI BLOCK］

　｜商品企画・開発・試作品製作・商品生産・パッケージデザイン・販促ツール作成

・受託プロダクト商品

　｜商品開発・試作品製作・パッケージデザイン・販促ツール作成

・オンラインストア運営

　｜世界120か国に対応

・WEBデザイン

・各種模型

　｜企画・制作

・ディスプレイ

　｜企画・制作

・留学プログラム（オーストラリア）

　｜プログラム企画・紹介

営業企画、海外営業、生産管理、ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ、WEBエンジニア https://www.triad-japan.com

（株）シナプスイノベーション 東京都 情報通信業
弊社はソフトウェアメーカーとして「ものづくり」をしている企業（製造業）を支えるシステム

の研究・開発、導入、コンサル、サポートまで一貫して行っています。
営業、エンジニア https://www.synapse-i.jp/company

株式会社センショー 大阪府 製造業 金属表面処理（めっき加工・研磨加工） 製造、品質管理 http://www.sensyo-ltd.co.jp/

株式会社PLUS1（豫州グループ） 大阪府 製造業 卸売り・製造、グループ企業人事、留学生支援、 営業、ITエンジニア、事務、製造技術者、CAD設計 http://www.plus1-yoshu.jp

株式会社テクノタイヨー 大阪府 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。

営業、総務、組立、加工 https://www.techno-t.co.jp/

株式会社リンクスタッフ 東京都 その他 職業紹介業 コンサルティング営業

カトープレジャーグループ 大阪府 宿泊業・飲食サービス業
「日本のレジャーをもっと楽しく！」をテーマとし、ホテル・旅館・公共リゾート・レストラ

ン・スパ等多岐に亘り業態開発から運営までを一貫してプロデュースしています。
経理事務、バトラー（コンシェルジュ）、接客サービス http://www.kpg.gr.jp

能勢鋼材株式会社 大阪府 卸売業・小売業
ステンレス鋼材の素材販売、ステンレス鋼材の加工品販売、チタン・高合金の素材や加工品販

売、一般産業素材、航空素材販売、同加工品販売
営業、生産技術、品質管理 http://www.nose-sus.co.jp

株式会社　アバン 大阪府 サービス業（他に分類されないもの）
南海電鉄特急ラピートをはじめとする特急列車の車掌業務と車掌補助業務を業務請負していま

す。また、南海難波駅構内でお客様案内や放送を行っています。
パッセンジャーアテンダント http://www.avan.co.jp/

サラヤ株式会社 大阪府 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

http://www.saraya.com

https://www.triad-japan.com/
http://www.nose-sus.co.jp/
http://www.saraya.com/

