
『天下一合説』企業一覧（09/14更新） 
 

募集対象詳細   新：2023年 3月卒業予定   留：2023年 3月卒業予定留学生 

既：既卒 3年以内         コ：新型コロナウイルス感染症拡大の影響により仕事をお探しの方 

転：転職希望者           両：仕事と家庭の両立をめざす方 
 

アイテック株式会社 

募集対象 新・既・コ・転・両 

その他 http://www.aitec-j.com/ 

募集職種 官公庁施設管理職員 

募集地域 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山 
 

アコマ医科工業株式会社 大阪営業所 

募集対象 新・既・コ・転 

製造業 https://www.acoma.com/ 

募集職種 営業職 

募集地域 大阪 
 

旭化工株式会社 

募集対象 新 

製造業 http://www.asahi-kakou.co.jp 

募集職種 営業部、品質保証部、開発技術部 

募集地域 大阪 
 

アステム株式会社 

募集対象 新・留・既・コ・転・両 

情報通信業 http://www.astem.com 

募集職種 システムエンジニア、プログラマー 

募集地域 大阪 
 

株式会社アスト中本 

募集対象 新・既・コ・転 

運輸業・郵便業 https://asuto-iza.co.jp/ 

募集職種 倉庫管理業務、配車担当 

募集地域 大阪 
 

株式会社アスパーク 

募集対象 新・留・既・コ・転・両 

サービス業（他に分類

されないもの） 
https://www.aspark.co.jp/ 

募集職種 PG、SE、モノづくりエンジニア 

募集地域 福井,滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山 
 

厚板プレス工業株式会社 

募集対象 新・既・転 

製造業 https://atsuita.com/ 

募集職種 製造職 技術積算部 

募集地域 大阪,兵庫 
 

株式会社 アバン 

募集対象 新・既・コ・転・両 

サービス業（他に分類

されないもの） 
http://www.avan.co.jp/ 

募集職種 
パッセンジャーアテンダント、インフォメーション、

保育士 

募集地域 大阪 
 

株式会社荒木製作所 

募集対象 新・既・コ・転 

製造業 http://www.araki-mfg.com 

募集職種 生産職、技術職、営業職 

募集地域 大阪 
 

伊藤精工株式会社 

募集対象 新・既 

製造業 https://www.itoh-seiko.co.jp 

募集職種 製造職/機械技能職 

募集地域 京都 
 

伊予屋食品 株式会社 

募集対象 新・留・既 

製造業 https://iyoyafood.co.jp/ 

募集職種 総合職(営業)、製造職 

募集地域 大阪 
 

株式会社イワイ 

募集対象 新・既・コ・転・両 

卸売業・小売業 https://www.iwaiwoods.co.jp/ 

募集職種 営業、施工管理、システムエンジニア 

募集地域 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山 
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ウオクニ株式会社 

募集対象 新・既 

宿泊業・飲食サービス

業 
http://www.uokuni.co.jp/ 

募集職種 営業管理 

募集地域 大阪,兵庫 
 

株式会社宇治園 

募集対象 新・既・コ・転・両 

宿泊業・飲食サービス

業 
https://www.uji-en.co.jp/ 

募集職種 接客、販売 

募集地域 大阪,兵庫 
 

株式会社エイジケア 

募集対象 新・留・既・コ・転・両 

医療・福祉 https://agecare.co.jp/ 

募集職種 介護職員 

募集地域 大阪 
 

株式会社エスビジョンエンタープライズ 

募集対象 既・コ・転 

卸売業・小売業 
https://www.recyclemart-

sakai.com/ 

募集職種 店舗運営スタッフ・店長候補 

募集地域 京都,大阪 
 

株式会社榎本金属製作所 

募集対象 新・留・既・コ・転・両 

製造業 http://www.enomoto-k.com/ 

募集職種 営業、出荷業務、製造 

募集地域 大阪 
 

株式会社エム・システム技研 

募集対象 新・既 

製造業 
http://www.m-

system.co.jp/Japanese/ 

募集職種 営業・事務系総合職、製造職、エンジニア 

募集地域 京都,大阪 
 

株式会社オーカワ 

募集対象 新・留・既・コ・転・両 

製造業 https://www.ohkawa-net.co.jp 

募集職種 製造職 

募集地域 奈良 
 

オーケージーリース株式会社 

募集対象 新・既・転 

建設業 https://www.okg-gr.com/ 

募集職種 営業 

募集地域 大阪 
 

オーツケミカル株式会社 

募集対象 新・留・既・コ・転 

製造業 http://ohtsu-chemical.co.jp/ 

募集職種 営業職、研究開発職 

募集地域 大阪 
 

株式会社荻田建築事務所 

募集対象 既・コ・転 

建設業 https://o-ken-design.co.jp/ 

募集職種 建築設計 施工管理 営業 不動産営業 

募集地域 大阪 
 

株式会社オリエンタルベーカリー 

募集対象 既・コ・転 

製造業 www.orientalbakery.co.jp 

募集職種 食品製造 

募集地域 京都,大阪 
 

カトープレジャーグループ 

募集対象 新・留・既・コ・転・両 

宿泊業・飲食サービス

業 
http://www.kpg.gr.jp 

募集職種 接客、調理（和食・洋食）、パティシエ、ブランジェ 

募集地域 京都,大阪 
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株式会社 Kamogawa 

募集対象 新・既 

卸売業・小売業 http://www.kamog.co.jp/ 

募集職種 営業（総合職） 

募集地域 滋賀,京都 
 

株式会社協和製作所 

募集対象 新・既 

製造業 https://www.kyowa-mfg.co.jp/ 

募集職種 設計/開発職、国内営業職、海外営業職、製造職 

募集地域 兵庫 
 

株式会社グッドライフケア大阪 

募集対象 新・留・既・コ・転・両 

医療・福祉 https://goodlifecare.co.jp/ 

募集職種 
新卒：総合職、介護職 中途：介護士、送迎ドライバ

ー、ケアマネジャー 

募集地域 大阪 
 

株式会社グリーンテック 

募集対象 既・コ・転 

サービス業（他に分類

されないもの） 

https://www.green-

t.co.jp/index.php 

募集職種 検査スタッフ 

募集地域 滋賀,京都,大阪,兵庫 
 

株式会社高洋商会 

募集対象 新・留・既・コ・転・両 

製造業 
http://www.kouyou-

shokai.co.jp/ 

募集職種 企画営業、木工、鉄工、施工エンジニア 

募集地域 大阪 
 

酒井工業株式会社 

募集対象 新・留・既・コ・転・両 

建設業 
http://www.sakai-

kougyou.co.jp 

募集職種 施工監理職、生産管理職、経理事務 

募集地域 京都,大阪 
 

栄交通株式会社 

募集対象 既・コ・転・両 

運輸業・郵便業 http://sakaekotsu.com 

募集職種 ドライバー 

募集地域 大阪 
 

株式会社坂口製作所 

募集対象 新・留・既・コ・転 

製造業 https://sakaguchi-ss.co.jp/ 

募集職種 営業職 

募集地域 大阪 
 

佐藤薬品工業株式会社 

募集対象 新・既・転 

製造業 http://www.sato-yakuhin.co.jp 

募集職種 品質管理、開発、製品企画 

募集地域 奈良 
 

三陽金属株式会社 

募集対象 新・既・転 

製造業 http://www.sanyo-mt.co.jp 

募集職種 製造職、事務職、生産開発職 

募集地域 兵庫 
 

三和パッキング工業株式会社 

募集対象 新・留・既・コ・転・両 

製造業 
http://www.sanwa-

packing.co.jp 

募集職種 営業、秘書、製造職、エンジニア、SE 

募集地域 大阪 
 

gaスクール株式会社 

募集対象 新・コ・転・両 

教育・学習支援業 https://ga-school.jp/ 

募集職種 事務、営業、エンジニア 

募集地域 大阪,兵庫 
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島根自動機株式会社 大阪技術センター 

募集対象 新・留・既 

製造業 http://www.shimane-jidoki.com 

募集職種 機械設計・制御設計・営業 

募集地域 京都,大阪,兵庫 
 

株式会社シマブンコーポレーション 

募集対象 新・留・既 

卸売業・小売業 https://www.shimabun.co.jp/ 

募集職種 
総合職(営業、生産管理等)、技能職(起重機のオペ

レーション業務等) 

募集地域 兵庫 
 

株式会社シュルード設計 

募集対象 新・既・コ・転 

サービス業（他に分類

されないもの） 

https://www.shrewd-

sekkei.com/ 

募集職種 ソフト開発 ３Dモデル作成 機械設計 

募集地域 京都 
 

株式会社昭建 

募集対象 新・既・転 

建設業 http://www.kk-shoken.co.jp/ 

募集職種 施工管理職、生産管理職、総合職 

募集地域 滋賀,大阪 
 

スキルシステムズ株式会社 

募集対象 新・既・コ・転・両 

情報通信業 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 

募集地域 京都,大阪,兵庫 
 

大昌精機株式会社 

募集対象 新・留・既・コ・転・両 

製造業 https://www.daishoseiki.co.jp 

募集職種 営業、製造、技術 

募集地域 兵庫 
 

株式会社ダイセン 

募集対象 新・既・転 

建設業 http://e-daisen.co.jp/ 

募集職種 営業、空調メンテナンス 

募集地域 大阪,兵庫,奈良 
 

株式会社大つる 

募集対象 新・既・コ・転 

製造業 http://www.daitsuru.com 

募集職種 製造職、商品管理、出荷 

募集地域 大阪 
 

ダイリキ株式会社 

募集対象 新・既 

卸売業・小売業 http://www.dairiki.co.jp 

募集職種 総合職（店長候補） 

募集地域 大阪,兵庫,奈良,和歌山 
 

大和化学工業株式会社 

募集対象 新・既 

製造業 http://www.daiwaci.co.jp/ 

募集職種 総合職 

募集地域 奈良 
 

DAIWA CYCLE株式会社（ダイワサイクル） 

募集対象 新・既・コ・転・両 

卸売業・小売業 http://www.daiwa-cycle.jp/ 

募集職種 販売職 

募集地域 京都,大阪,兵庫 
 

株式会社大和生研 

募集対象 新・既 

サービス業（他に分類

されないもの） 
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・企画、仏

壇・墓石・ギフト販売、管理 

募集地域 大阪,和歌山 
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たしかにプラス株式会社 

募集対象 新・既・コ・転・両 

学術研究・専門技術サ

ービス 
https://tashikani.jp/ 

募集職種 SNS広報、Web制作、健康食品開発（理系） 

募集地域 京都,大阪,兵庫 
 

株式会社 千總 

募集対象 新・既 

卸売業・小売業 http://www.chiso.co.jp/ 

募集職種 総合職 

募集地域 京都 
 

中外テクノス株式会社 

募集対象 新・既・転 

サービス業（他に分類

されないもの） 
https://www.chugai-tec.co.jp/ 

募集職種 環境コンサルタント 

募集地域 大阪 
 

テクノグローバル株式会社 

募集対象 新・既・コ・転・両 

製造業 http://techno-global.jp/ 

募集職種 金型製造職、成形製造職、品質管理、製品設計 

募集地域 福井,大阪 
 

デジタルみらい株式会社 

募集対象 新・留・既・コ・転 

情報通信業 https://www.digitalmirai.co.jp 

募集職種 システムエンジニア、プログラマー、営業 

募集地域 大阪 
 

株式会社東研機械製作所 

募集対象 新・既・コ・転・両 

製造業 http://tokenkikai.co.jp 

募集職種 機械設計、制御設計 

募集地域 大阪 
 

東洋技研株式会社 

募集対象 新・既・コ・転 

その他 http://www.toyogiken.net 

募集職種 エンジニア 

募集地域 大阪 
 

東洋ワークセキュリティ株式会社 

募集対象 新・既・コ・転 

サービス業（他に分類

されないもの） 

https://www.tw-

s.co.jp/index.html 

募集職種 
総合職（警備・営業・総務）、一般職（警備・社員教

育）、警備職 

募集地域 滋賀,大阪,兵庫 
 

トーテックアメニティ株式会社 

募集対象 新・既・コ・転 

情報通信業 https://www.totec.jp/ 

募集職種 ITエンジニア、モノづくりエンジニア 

募集地域 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山 
 

株式会社ナカガワ 

募集対象 新・既・コ・転・両 

卸売業・小売業 
https://www.kk-

nakagawa.co.jp/ 

募集職種 営業職、事務職、配送職、IT職 

募集地域 大阪,奈良 
 

日新技研株式会社 

募集対象 新・留・既・コ・転・両 

製造業 http://www.osaka-nissin.co.jp 

募集職種 営業技術、製造設計開発、金属製品製造工、組立工 

募集地域 京都,大阪,兵庫,奈良 
 

日本リサイクルセンター株式会社 

募集対象 新・既・コ・転・両 

製造業 https://www.recycle21.co.jp/ 

募集職種 製造職 

募集地域 大阪 
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能勢鋼材株式会社 

募集対象 新・既 

卸売業・小売業 https://www.nose-sus.co.jp/ 

募集職種 営業、製造 

募集地域 滋賀,大阪 
 

阪南倉庫株式会社 

募集対象 新・既 

運輸業・郵便業 https://capsohn.co.jp 

募集職種 物流管理、物流管理事務、SE、福祉用具営業 

募集地域 大阪 
 

阪和株式会社 

募集対象 新・既・コ・転 

卸売業・小売業 https://hanwa-ap.co.jp 

募集職種 ルート配送・営業 

募集地域 大阪,和歌山 
 

株式会社ﾋﾟｰｴｽｼｰ 

募集対象 既・コ・転・両 

情報通信業 http://www.psc-inc.co.jp 

募集職種 ITエンジニア 

募集地域 滋賀,京都,大阪,兵庫 
 

ヒグチ鋼管株式会社 

募集対象 新・既・コ・転 

卸売業・小売業 
https://www.higuchikoukan.co.

jp/ 

募集職種 技術職、配送職、荷造梱包職 

募集地域 大阪 
 

株式会社ビジョンメガネ 

募集対象 新・既・コ・転・両 

卸売業・小売業 
https://www.vision-

megane.co.jp/ 

募集職種 販売職 

募集地域 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山 
 

株式会社ヒッツカンパニー 

募集対象 新・既・コ・転・両 

情報通信業 
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 

募集地域 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良 
 

株式会社ヒューマンアイズ 

募集対象 新・既 

製造業 http://www.humaneyes.co.jp 

募集職種 製造エンジニア職 

募集地域 滋賀,大阪 
 

株式会社 日吉 

募集対象 既・コ・転・両 

学術研究・専門技術サ

ービス 
http://www.hiyoshi-es.co.jp/ 

募集職種 
廃棄物収集運搬業務・水処理施設の維持管理業務・社内シ

ステムエンジニア・分析試料のサンプリング業務 

募集地域 滋賀 
 

枚岡合金工具株式会社 

募集対象 新・既・転 

製造業 https://sg-loy.com/ 

募集職種 製造業 

募集地域 大阪 
 

ファーストサクセス株式会社 

募集対象 新・既・コ・転 

情報通信業 https://1st-success.com/ 

募集職種 システムエンジニア、プログラマー 

募集地域 大阪 
 

フードテクノエンジニアリング株式会社 

募集対象 新 

建設業 https://foodtechno-eng.co.jp/ 

募集職種 技術職（設計、施工管理、電気制御・プログラム） 

募集地域 大阪 
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『天下一合説』企業一覧（09/14更新） 
 

募集対象詳細   新：2023年 3月卒業予定   留：2023年 3月卒業予定留学生 

既：既卒 3年以内         コ：新型コロナウイルス感染症拡大の影響により仕事をお探しの方 

転：転職希望者           両：仕事と家庭の両立をめざす方 
 

株式会社藤田油機 

募集対象 新・既・転 

製造業 http://fj-net.com/ 

募集職種 機械設計職・製造職・技術営業職・調達職（資材） 

募集地域 奈良 
 

株式会社ブレイン 

募集対象 新・既・転 

情報通信業 http://www.bb-brain.co.jp 

募集職種 システムエンジニア 

募集地域 兵庫 
 

プロシステム株式会社 

募集対象 新・既・転 

情報通信業 https://www.pro-system.co.jp/ 

募集職種 システムエンジニア、セールスエンジニア、総務事務 

募集地域 京都,大阪,兵庫 
 

ホーム株式会社 

募集対象 新・既・コ・転 

サービス業（他に分類

されないもの） 
http://www.ho-me.co.jp/ 

募集職種 営業（ルートセールス） 

募集地域 大阪 
 

松本鋼機株式会社 

募集対象 新・既・コ・転 

卸売業・小売業 https://www.matsu-ko.co.jp/ 

募集職種 営業職、営業事務職 

募集地域 京都,大阪,兵庫 
 

瑞穂工業株式会社 

募集対象 新・留・既・コ・転・両 

製造業 http://www.mizuho-loy.co.jp/ 

募集職種 営業、営業事務 

募集地域 大阪 
 

株式会社 三星製作所 

募集対象 新・留 

製造業 https://mstonbo.co.jp 

募集職種 総合職 

募集地域 大阪 
 

港製器工業株式会社 

募集対象 新・既・コ・転 

製造業 https://www.minatoseiki.co.jp/ 

募集職種 営業、開発設計 

募集地域 大阪 
 

株式会社三益商会 

募集対象 既・転 

製造業 http://www.mimasu-sk.co.jp/ 

募集職種 法人営業 

募集地域 大阪 
 

村中建設株式会社 

募集対象 新・既・転 

建設業 http://www.muranaka-g.co.jp 

募集職種 建築技術職（施工管理・設計・積算・建築設備） 

募集地域 福井,大阪 
 

株式会社メディプラン 

募集対象 新・既・コ・転・両 

医療・福祉 https://www.mediplan.jp 

募集職種 介護職、事務職、営業職 

募集地域 大阪 
 

株式会社モトヤマ 

募集対象 既・転 

製造業 https://www.motoyama.co.jp/ 

募集職種 営業、営業技術、機械設計、電気設計 

募集地域 大阪,兵庫 
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募集対象詳細   新：2023年 3月卒業予定   留：2023年 3月卒業予定留学生 

既：既卒 3年以内         コ：新型コロナウイルス感染症拡大の影響により仕事をお探しの方 

転：転職希望者           両：仕事と家庭の両立をめざす方 
 

森興産株式会社 

募集対象 新・留・既・転 

サービス業（他に分類

されないもの） 
https://www.iiwasabi.com 

募集職種 営業職 

募集地域 大阪 
 

もりや産業株式会社 

募集対象 新・既・コ・転・両 

卸売業・小売業 https://www.moriyas.co.jp/ 

募集職種 営業職、経理事務 

募集地域 大阪,兵庫 
 

山金工業株式会社 大阪支店 

募集対象 新・既・コ・転 

製造業 
https://www.yamakin-

kougyou.co.jp/ 

募集職種 営業、施工管理、設計 

募集地域 大阪 
 

ゆたかグループ 

募集対象 新・留・既・コ・転・両 

運輸業・郵便業 
https://www.yutakacommunica

tions.co.jp/company/outline/ 

募集職種 管理職、事務職、乗務員、制作、営業 

募集地域 和歌山 
 

株式会社ユニヴァ・ジャパン 

募集対象 新・留・既・コ・転・両 

その他 https://www.univajapan.com/ 

募集職種 省エネコンサルタント、法人営業 

募集地域 大阪 
 

株式会社ユニテツク 

募集対象 新・既・コ・転・両 

学術研究・専門技術サ

ービス 
http://www.unitec-co.co.jp/ 

募集職種 機械設計技術者 

募集地域 滋賀,京都 
 

吉泉産業株式会社 

募集対象 新・留・既・コ・転・両 

製造業 http://www.yoshiizumi.com 

募集職種 営業、事務（総務）、エンジニア、設計 

募集地域 大阪 
 

株式会社レイ・クリエーション 

募集対象 新・既・転・両 

サービス業（他に分類

されないもの） 
https://www.raycreation.co.jp/ 

募集職種 
WEB デザイナー、WEB ディレクター、映像クリエ

イター、DTPデザイナー、企画営業職 

募集地域 大阪 
 

株式会社 ロードカー 

募集対象 新・既・コ・転・両 

卸売業・小売業 http://www.roadcar.jp 

募集職種 営業、事務 

募集地域 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良 
 

若水技研株式会社 

募集対象 新・既・コ・転 

製造業 
https://www.wakamizugiken.co

m/ 

募集職種 製造職、開発職、エンジニア 

募集地域 大阪 
 

和光ホームズ株式会社 

募集対象 新・既・コ・転 

不動産業・物品賃貸業 http://www.wakohgroup.com/ 

募集職種 営業、意匠設計、施工管理、企画、総務 

募集地域 大阪 
 

株式会社ワン・ダイニング 

募集対象 新・既 

宿泊業・飲食サービス

業 
http://www.1dining.co.jp 

募集職種 総合職（店長候補） 

募集地域 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良 
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