
2019年度（令和元年度）　求人票一覧　一部抜粋
※指定校求人に絞って掲載しております。

通し番号 分類 企業名 店名・事業所名 主な業務
1 ｻｰﾋﾞｽ アートコーポレーション株式会社 アート引越センター 生産職助手（引越作業員）（南大阪支店）
2 ｻｰﾋﾞｽ アライ興産　株式会社 総合職
3 ｻｰﾋﾞｽ 株式会社　ジェイ・エス・エス 警備、空港保安検査、総合安全管理／関西国際空港

4 ｻｰﾋﾞｽ 株式会社　セノン 関西国際空港支社 警備職（空港保安検査業務）
5 ｻｰﾋﾞｽ 株式会社　心斎橋　ミツヤ 客席係
6 ｻｰﾋﾞｽ 株式会社　心斎橋　ミツヤ 調理係
7 ｻｰﾋﾞｽ 医療法人　清楓会 楓こころのホスピタル 給食調理員
8 ｻｰﾋﾞｽ 株式会社　ルビー 店舗運営職（大阪泉南地区１）
9 ｻｰﾋﾞｽ 株式会社　ルビー 店舗運営職（大阪泉南地区２）
10 ｻｰﾋﾞｽ 株式会社　ルビー 店舗運営職（大阪泉南地区３）
11 ｻｰﾋﾞｽ 国際セーフティー　株式会社 警備職
12 ｻｰﾋﾞｽ 医療法人　爽神堂 調理補助
13 ｻｰﾋﾞｽ 株式会社　フジオフードシステム 店舗スタッフ（接客・調理）
14 ｻｰﾋﾞｽ 五大テック　株式会社 警備業
15 ｻｰﾋﾞｽ 日本パナユーズ株式会社 警備職（総合職）
16 営販 上新電機株式会社 販売職
17 営販 山文商事　株式会社 営業（販売・整備）
18 営販 山文商事　株式会社 給油フロント販売
19 営販 南海電鉄グループ　サザントランスポートサービス　株式会社 運転手
20 営販 株式会社　フォーキャスト スマホ・ケータイアドバイザー
21 営販 株式会社　ナルミヤ・インターナショナル 販売職（総合職）/大阪エリア
22 営販 南海バス　株式会社 営業係
23 営販 株式会社　ＥＮＥＯＳウイング 関西支店 トータルカーライフアドバイザー（接客・販売整備係）

24 営販 株式会社　伊藤園 販売職
25 営販 株式会社　酒直 営業職（石油部）（泉佐野）
26 看介 社会福祉法人　三秀會 介護職員
27 看介 医療法人　聖志会 渡辺病院 看護補助者
28 看介 社会医療法人　慈薫会 河崎病院 看護補助・介護士
29 看介 社会医療法人　慈薫会 介護老人保健施設　大阪緑ケ丘 介護（緑ヶ丘）
30 看介 社会医療法人　慈薫会 河崎病院 准看護師見習い
31 看介 日清住宅サービス　株式会社 介護職員（ヘルパー）
32 看介 医療法人　清楓会 楓こころのホスピタル 看護補助者
33 看介 医療法人　爽神堂 看護補助
34 看介 医療法人　亀廣記念医学会 関西サナトリウム 看護補助
35 看介 社会福祉法人　せんわ 介護職員
36 看介 シャローム株式会社 やすらぎの介護シャローム 介護総合職
37 看介 医療法人　桐葉会 介護職員
38 看介 医療法人　桐葉会 看護助手
39 看介 株式会社　絆の会 障がい児者福祉サービス
40 看介 株式会社　コリオン 介護士兼看護助手
41 技能 鴻池運輸　株式会社 和歌山支店 現業職
42 技能 小林鉄工　株式会社 工作機械オペレーター・組立工設計・製図業務見習い

43 技能 株式会社　寿製綱所 製造作業職（伸線業）伸線工
44 技能 住友ゴム工業　株式会社 泉大津工場 タイヤ製造技能職
45 技能 株式会社　菰下鎔断 鎔断技術者
46 技能 株式会社　エイエイエスケータリング 機内食調理（国際線）
47 技能 株式会社　エイエイエスケータリング 機内食搭載オペレータ
48 技能 株式会社　エイエイエスケータリング 機内食ミールコーディネータ
49 技能 株式会社　きわきん 営業

※分類について

技能・・・工場での製造業、食品加工、自動車整備、運送業など

サービス・・・調理、接客、警備職など

看介（看護介護）・・・介護職、看護補助など

営販（営業販売）・・・ガソリンスタンド、家電量販店、アパレルショップでの販売など

理美容・・・美容師のアシスタントなど

事務・・・事業所での事務職



通し番号 分類 企業名 店名・事業所名 主な業務
50 技能 株式会社　日万産業 一般作業
51 技能 丸昌工業株式会社 めっき作業にかかる一連の業務
52 技能 マツダロジスティクス　株式会社 技能職／堺C
53 技能 株式会社　向新 屋号　銘菓創庵　むか新 菓子製造職
54 技能 株式会社　のりつけや 繊維への糊付の作業
55 技能 クリーン・テクノロジー株式会社 半導体製造装置向け排ガス処理装置に関わる業務

56 技能 山九　株式会社 大阪鉄鋼支店（和歌山支店） 物流技能職
57 技能 株式会社　徳信商会 エンジニア（泉佐野）
58 技能 株式会社　日本トラフィックサービス 国際航空貨物取扱い全般
59 技能 ジェイ－ワイテックス　株式会社　 第一事業所 技能職
60 技能 株式会社　神洋 機械装置の電気盤の配線作業、機械装置の組立、架台溶接作業

61 技能 吉川運輸　株式会社 物流スタッフ【倉庫内作業】（和歌山県）
62 技能 神鋼鋼線工業　株式会社 二色浜事業所 ワイヤーロープ製造業
63 技能 辰巳織布　株式会社 織布工・機械工
64 技能 株式会社サンデリックフーズ 製造スタッフ
65 技能 花王ロジスティクス　株式会社 物流管理職
66 技能 旭紡績株式会社 紡績　製造職
67 技能 株式会社　センシュー 生産技術
68 技能 朝日ウッドテック　株式会社 木材加工機械のオペレーター
69 技能 橘織物株式会社 綿布製造保全工
70 技能 南海電鉄グループ　サザントランスポートサービス　株式会社 航空貨物カーゴオペレーター
71 技能 東洋リビングサービス　株式会社 クリーニング工場での作業全般
72 技能 神鋼鋼線ステンレス株式会社 技術職
73 技能 株式会社　境川工業所 金属金物加工
74 技能 株式会社　境川工業所 めっき工
75 技能 株式会社太洋工作所 製造・加工業務
76 技能 株式会社太洋工作所 検査・加工・管理業務
77 技能 Ｓ・Ｓ・Ｅ 電気工事
78 技能 株式会社　マツイコーポレーション 現場技術者補助（土木・建築）
79 技能 日本郵便株式会社　 近畿支社 郵便配達等
80 技能 双葉工業　株式会社 機械工
81 技能 日本酪農協同　株式会社 近畿工場（毎日牛乳） 製造（技術系）一般
82 技能 日本酪農協同　株式会社 近畿工場（毎日牛乳） 製造（技術系）総合
83 技能 東洋冷蔵株式会社 大阪支店 加工及・物流業務
84 技能 ジャパンマテックス　株式会社 グランドパッキン・ガスケットの製造業務
85 技能 松岡電気　株式会社 電気工事士
86 技能 日通関西物流株式会社 航空貨物の取扱スタッフ（泉南市）
87 技能 トヨタL＆F近畿　株式会社 車両整備工
88 技能 トヨタカローラ南海　株式会社 整備職
89 技能 ネッツトヨタ南海　株式会社 整備職
90 技能 株式会社　西浦鋼線所 工場内作業スタッフ
91 技能 株式会社　吉建 航空貨物取扱（関西空港）
92 技能 株式会社　吉建 航空貨物取扱（倉庫内）（関西空港）
93 技能 株式会社　クロセ 検査
94 技能 株式会社　クロセ 機械（旋盤）
95 技能 株式会社　クロセ 保全
96 技能 大正紡績　株式会社 紡績オペレーター・紡績保全工
97 技能 朝日海運　株式会社 作業職
98 技能 小笠原印刷　株式会社 印刷オペレーター
99 技能 小笠原印刷　株式会社 仕上げ加工部門
100 技能 日本紙工　株式会社 紙加工技術員
101 技能 阪南土建　株式会社 現場作業（現場監督補助）
102 技能 株式会社　マル熊塗装 塗装工
103 技能 ＮＴフィルム株式会社 大阪事業所 製袋加工
104 技能 株式会社　ヒラノ・スカイ・サポート 空港事業部 屋内作業
105 技能 株式会社　大新 現業職
106 技能 フジエアカーゴ株式会社 現業職
107 技能 鴻池運輸株式会社 泉佐野営業所 倉庫内製品保管出荷作業
108 技能 廣岡紡績　株式会社 カーペット糸製造機器運転工
109 技能 南陽電業　株式会社 鉄道電気工事
110 技能 株式会社　岩谷鉄筋 鉄筋工
111 技能 平工業株式会社 配管工（現場作業員）
112 技能 株式会社　上組 重量物運搬及び機械据付業



通し番号 分類 企業名 店名・事業所名 主な業務
113 技能 岸和田製鋼　株式会社 製造技能職（圧延工場）
114 技能 内外施設工業　株式会社 管理業務（大阪府泉佐野市）
115 技能 株式会社　坂上鉄工所 製造職
116 技能 五光精機　株式会社 技術総合職
117 技能 株式会社　高田ベッド製作所 溶接・縫製・組立・梱包・木工・レザー張り加工

118 技能 山陽製紙　株式会社 紙製造工
119 技能 竹田工建　株式会社 足場組立工
120 技能 株式会社　村上組 大工工事
121 技能 泉鈑金工作所 自動車板金塗装職人
122 技能 幸技建 建設作業
123 事務 株式会社　高田ベッド製作所 事務職
124 理美容 SHIMA 美容師アシスタント
125 理美容 株式会社　仁インターナショナル 美容師補助員


