
【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2019年 冠婚・葬祭 4

2020年 冠婚・葬祭 8

●過去に採用実績のある大学

設立 1966年1月17日

資本金
1億5,000万円

（グループ合計）
売上高 156億円

学科専攻

冠婚葬祭・介護で人をつなぐ

１１７グループ

１１７グループは、結婚式、葬儀、介護という人と人とのつながりをより強く感じ、

より深いものにしていく場をお手伝いします。

所属・氏名
和歌山・大阪本部

町島　啓太

073-424-0117

recruit-w@117.co.jp

本社所在地
【本社】兵庫県姫路市古二階町63

【和歌山・大阪本部】和歌山県和歌山市湊38-1

業種 冠婚葬祭

文系・理系

大阪大谷大学、大阪経済大学、香川大学、関西外国語大学、関西大学、関西学院大学、京都産業大学、京都大学、京都橘女子大学、高知大学、甲南大学、神戸学院大学、神

戸国際大学、帝塚山学院大学、同志社女子大学、奈良大学、阪南大学、兵庫県立大学、兵庫大学、桃山学院大学、和歌山大学ほか（50音順・一部抜粋）

従業員数 1995人 （男974人、女1021人）

ＨＰ https://www.117.co.jp/

人事担当者

問い合わせ先

◆地域No.1評価の結婚式場を運営！

◆年間１万件以上の葬儀実績！

◆葬祭ディレクター資格者１００名以上在籍！

◆葬儀評価お客様満足度97.6％

弊社ホームページ、『マイナビ２０２２』、『マイナビ２０２３』に随時情報を掲載していきます。

ぜひご予約・ご参加ください。

文系・理系

新卒採用担当の町島と申します！

私も新卒採用を経て１１７グループに入社しました！

１１７グループのこと、冠婚葬祭のお仕事のこと、丁寧にご説明します！

①
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【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2019年 総合職 2

2020年 総合職 6

●過去に採用実績のある大学

-

滋賀県立大学　兵庫県立大学　大阪市立大学　関西学院大学　同志社大学　立命館大学　近畿大学

大阪学院大学　大阪産業大学　大阪商業大学　追手門学院大学　桃山学院大学　帝塚山学院大学　など

従業員数 820人 （男 620人、女 200人）

ＨＰ https://www.iseki-kansai.co.jp

人事担当者

問い合わせ先

●会社見学

　随時、受け付けています。人事担当者にお問い合わせください。

-

「農業のことはよく知らないのだけど…」、「実家は農家じゃないし・・・」

そんな初心者の方でも大丈夫！実は私自身、入社前は農業初心者でした。

まずは、気軽に話を聞きにブースにお立ち寄りください。

「実は機械いじりやプラモデル作りが好き」そんな方も大歓迎！！

学科専攻

〈夢〉ある農業をめざして　～農家とともに、未来を紡ぐ～

株式会社　ヰセキ関西中部

日本唯一の農業機械専業メーカー「井関農機（東証1部上場）」のグループ販売会社です。

中部・北陸・関西地域を販売エリアとしており、農家の方々へのトラクター、田植機、コンバイン等の農業機械の販売、

整備から営農指導、生産支援まで農業にかかわるあらゆる場面のサポートを行っております。

所属・氏名 人事部　高木・大窪
0566-92-7221

本社所在地 愛知県安城市和泉町大北61

業種 小売業

・現在、農業業界は「農業革命」の真っただ中！

　ICTやロボットの農業への導入等、今後大きな変革と成長が

　見込まれる業界です。

・農業初心者でも大丈夫！入社後に研修をしっかりやります。

・個人単位の業務が多く、自分のペースで仕事ができます！

設立 昭和53年７月

資本金 8,100 売上高 147億円
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【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2019年 営業 1

2020年 技能・技術 3

●過去に採用実績のある大学

三井E&S造船㈱の100％子会社です。

フェリー、タンカー、RORO船、巡視船等、国内外を航行する大型船舶の修繕工事/定期検査と事業としています。

全長４０５ｍの大型ドライドックを保有しており、世界中で航行する船舶を受入、修理できる技術を有しております。

これまでに約2,500隻の修繕を行い、海へ送り出してきた経験と実績を基に、「日本の海運経済を支えている」という強い使命を持って事業に取り組んでおります。

所属・氏名 総務部　南出
0738-65-1111

yura-recruit@mes.co.jp

本社所在地 日高郡由良町網代193-13

業種 製造業 設立 昭和63年10月

資本金 2億円 売上高 40億円

私たちの生活を支える”大型船舶”を治してみませんか？

MES由良ドック株式会社

経営

和歌山大学、神戸学院大学、阪南大学、近畿大学、京都産業大学　等

従業員数 164人 （男　149　人、女　15　人）

ＨＰ https://www.yuradock.co.jp/

人事担当者

問い合わせ先

年間休日119日、賞与約5ヵ月分支給、フレックスタ

イム制度等、働きやすさ向上、福利厚生の充実にも取

り組んでおります。

 会社見学を随時、受入れております。

 希望職種に応じた業務内容、職場の雰囲気等を肌で感じていただけます。

 又、社宅入居を検討される方は居室内覧もご案内可能です。お気軽にご連絡下さい。

経済・法学・工学

学科専攻

「仕事のダイナミックさには自信があり！」

 大型船舶の修繕/点検工事の施工管理を行う技術職、様々な実作業を行う技能職を募集しています。

  ① 海や船が好き、興味のある方    ② 大きなモノづくりに興味のある方    ③ 人と関わる事が好きな方

 この３つが当てはまれば文系卒でも未経験でも当社で活躍できるチャンスがあります。

 興味のある方は是非、当社説明をご視聴ください。

③
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【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2020年 品質管理部 2

2021年 技術職 1

●過去に採用実績のある大学

ー

近畿大学、大阪産業大学、大阪商業大学、甲南大学、信愛女子短期大学

従業員数 59人 （男　39人、女　20人）

ＨＰ http://www.oitech.co.jp

人事担当者

問い合わせ先

創業14年とまだまだ歴史が浅い会社ですが、国内自動車

メーカーのほとんどに部品を供給しております。自動車向け

はハーネスを止める金属部品、電装部品関連、ハンドル関

連、シートベルト等の部品を製造しています。

家電関連はエアコンの室外機部品などがあります。

鉄に限らずアルミ、ステンレスなど様々な材質での

加工（業界屈指の技術力）ができる数少ないメーカーです。

●会社見学

　随時、受け付けています。人事担当者にお問い合わせください。

理系・電気電子工学科

次世代のリーダーの応募をお待ちしております。

・技術職を希望の方で、ものづくりに興味がある方。

・機械の操作や物を作ったりする事が好きな方。

・根気よく最後まで考え抜き、やり遂げる方。

●20代、30代、女性社員も活躍中です。

学科専攻

業界屈指の技術力

オーアイテック株式会社

自動車部品をメインに家電・弱電等のボルト・ナット・パーツ部品の製造

所属・氏名 総務　塩留
0736-67-8686

taishi-shiodome@oitech,co,jp

本社所在地 和歌山県紀の川市北勢田726番15

業種 金属製品製造業 設立 2007年5月10日

資本金 9,800万円 売上高 10億円
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【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2019年 ー ー

2020年 ー ー

●過去に採用実績のある大学

設立 1943年11月

資本金 9000万円 売上高 13億円

学科専攻

人と地域、つなぐ幸せ

熊野御坊南海バス株式会社

熊野の観光と暮らしを公共交通から支える

所属・氏名
総務担当

二神　山野上

0735-22-5101

soumu@nankai-nanki.jp

本社所在地 和歌山県新宮市徐福二丁目１番１１号

業種
交通運輸業

(乗合・貸切バス事業)

ー

大阪外国語大学、大阪芸術大学、京都大学、近畿大学、和歌山大学

（中途採用者を含む）

従業員数 167人 （男147人、女20人）

ＨＰ https://kumanogobobus.nankai-nanki.jp/

人事担当者

問い合わせ先

幅広い年齢層、日本全国また世界各国から様々なお客

様をお迎えするため、お客様によってご配慮しなけれ

ばならないことが異なり難しさもありますが、コミュ

ニケーションスキルを磨くことができる環境です。

◆会社見学・会社紹介

弊社の事業内容、仕事内容をご紹介する面談を随時行っております。遠方で来社いただくことが難しい場合は、WEBで実施することも

可能です。

ー

２０２０年１月に社名を「熊野交通株式会社」から「熊野御坊南海バス株式会社」に変

更しました。

地域の公共交通を支える仕事、熊野の魅力を発見・発信する仕事に興味のある明るく前

向きな方、お待ちしております!!
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【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2019年 ディレクター 2

2020年 ディレクター 1

●過去に採用実績のある大学

国文学部

阪南大学、大阪経済大学、近畿大学、桃山学院大学、立命館大学、関西学院大学、兵庫県立大学、大阪芸術大

学、関西大学

従業員数 25人 （男　12　人、女　13　人）

ＨＰ https://www.clarenet.co.jp/

人事担当者

問い合わせ先

クレアネットはネットの会社、WEBサイトを作る会社です。

何気なくみるWEBですが、実はデザイン見た目だけではなく、プログラミングやラ

イティング、使い勝手をチェックしたり、アンドロイドやアイフォンなどで対応

チェックしたりなどたくさんの業務があるんです。クレアネットはそういったことを

全部やっている会社です。新事業へのチャレンジで増収増益を継続中、海外旅行研修

は毎年で7年連続実施中。去年は韓国の38度線、北朝鮮の国境沿いに行きました。

（去年は4月予定のグアムがコロナ禍のため泣く泣く・・）Webをはじめとするデジ

タルマーケティングのプランニングから制作ディレクション・運用まで行っていま

す。大手クライアントを中心に上流工程から携わっていただきます。

スタッフメンバーは元々経験者は少ないですが、ほぼみんな経験を積んで仕事ができるようになり、今活躍していますので、自社の教

育環境は整っています。WEBマーケ会社、なにそれ？と興味もった方はぜひ、一度会社に遊びに来てください。サッカー好きの方には

「サッカー採用」というサイトがあります。「サッカー好き採用」で検索ください、サッカー好き社員も大募集です。

当日現場に参加できない、時間取れない場合でも、「Uターンフェアで興味もって」と言っていただければ、会社見学、ズーム面談、

準備できますのでご相談ください。

情報デザイン

インスタ、ホームページ、リクルートサイト、ユーチューブ、検索すればたくさんの情報が出てきますので

ぜひご覧ください。

WEBマーケ会社のWEBディレクター　WEBデザイナー　HTMLコーダー　および　アシスタント　いろんな仕事があり

ます。

成長産業でお仕事することは楽しいです。一緒に田辺を盛り上げましょう。

学科専攻

株式会社クレアネット

【1】　Webマーケティング事業　Webコンテンツ制作／取材／ライティング

クリエイティブデザイン／レスポンシブデザイン　CMSソリューション　Webサイト運用・マネジメント　Webコンサルティング・アクセス解析　動画・音声系コンテン

ツ制作

【２】システム開発事業　　クラウド型Webシステム開発　スマートフォン向けシステム開発

【３】ECソリューション事業　ECサイトアライアンス運用

所属・氏名 谷　美輝
06-4792-8281

tani@clarenet.co.jp

本社所在地 〒530-0052 大阪市北区南扇町1-5　UAKビル3F 

業種 IT 設立 2008年6月1日

資本金 1000万 売上高 2億円
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【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2019年 児童指導員 1

2020年 保育士 1

●過去に採用実績のある大学

新規事業所

設立 2017年1月17日

資本金 400万 売上高

学科専攻

株式会社健康まんてん

和歌山県下で放課後等デイサービス・児童発達支援のみらい発達塾ダックを3店舗しています。子供たちに学習、学育、療

育を提供し、社会への礎を築く取り組みをしています。子どもたちとの会話を楽しんだり実験したり絵本を読んだりと簡

単な勉強を教えたりする楽しみながらするお仕事です。送迎業務も有（ペーパードライバーの方でも広く決まった道を走

ります。また運転研修は必ず行いますので安心して取り組めます。

所属・氏名
代表取締役・井上勝

貴

734882141

tennka1213@yahoo.co.jp

本社所在地 和歌山市神前85-5

業種 障害児通所支援事業

関西大学、四天王寺国際大学、園田学園女子大学、武庫川女子大学など

従業員数 23人 （男　　5人、女　18　人）

ＨＰ ｈｔｔｐｓ：//www.ducktogogo.com/

人事担当者

問い合わせ先

すべては障害児のために和歌山史上今までにない改善に向け

た事業所を創る。和歌山県から優秀な人材を日本全国、そし

て世界に輩出したいを願い、5年の節目に、今冬和歌山市神

前に2～6歳までの児童発達支援事業と夕方から中学～高校

生までのデイサービス、児童や障害の方の相談に乗る相談支

援事業所がオープン致します。

随時体験・見学可能　新卒学生さんは4月まで学生パートとして週何日でも働く事ができます。気軽にお問合せください。和歌山市と有田

市に事業所がありますのでお好きな事業所を選ぶことができます。年間休日122日あります。残業はありません。

職員の研修も豊富でみんな一緒に頑張れる職場です。もちろん困ったことがあったり、

悩んだりすると助け合って頑張れるチームとなっております。ぜひあなたもチームの一

員になって子供の未来を支える仕事を頑張っていきましょう。介護休業もとれたり(1年

以上勤務の方）一ヶ月に一度7時間30分労働を取り入れてくれていたりなど職員に何か

と待遇をよくしてくれています。働きやすいです。子供は障害児とまではいかないくら

いの子供が多く、重度な子はいません。支援は比較的取り組みやすいです。
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【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2018年 介護職 1

2020年 保育士 1

●過去に採用実績のある大学

人間福祉学科

大阪大谷大学、大阪保健医療大学、関西大学、関西福祉科学大学、畿央大学、近畿大学、近畿福祉大学、神戸医

療福祉大学、神戸女学院大学、高野山大学、四天王寺大学、相愛大学、帝塚山学院大学、(近年の採用実績大学・

五十音順）

従業員数 377人 （男　84人、女　293人）

ＨＰ http://www.koyokai.or.jp

人事担当者

問い合わせ先

0才の赤ちゃんから１００才を超えるお年寄りまで、

みんなが楽しく元気に過ごせるよう利用される方の思

いに寄り添い、各種専門職が連携し、みなさんの生活

に「やさしさと笑顔」をお届けします。

職場見学は、随時受付しています。お気軽にご相談ください！！

幼児教育専攻

髙陽会では、①介護職と②保育士を募集しています。

①介護職は、無資格・未経験でも大丈夫！！入職後に、スキルアップを目指して資格を

取得することも可能です。

②新卒保育士さんも活躍中！！わきあいあいと楽しく勤務しています。

お気軽にブースにお立ち寄りください！！

学科専攻

介護と保育を通じて「豊かな未来」をつくります！

社会福祉法人　髙陽会

和歌山県（紀の川市・橋本市）と大阪府（岸和田市・和泉市・泉南

市）において介護施設と保育所を運営しています。

所属・氏名 総務課・楠木　雄一
0736-73-5881

jinji@koyokai.or.jp

本社所在地 和歌山県紀の川市黒土153番地

業種 社会福祉事業（介護・保育） 設立 昭和54年7月

資本金 473百万円 売上高 18億円
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【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2019年 営業・開発など 22

2020年 営業・開発など 20

●過去に採用実績のある大学

和歌山大学 近畿大学 大阪大学 大阪市立大学 同志社大学 徳島大学 早稲田大学　など

従業員数 1433人

ＨＰ https://www.shimaseiki.co.jp

人事担当者

問い合わせ先

横編機業界世界シェア№１

皆さんがよく知るユニクロやH＆Mなどに当社の

横編機が採用されており、ニット製品を生産されていま

す！

開発業務が体験できる1day仕事体験（理系対象）

9月14日（火）制御機器開発体験

9月15日（水）ソフトウェア開発体験

9月17日（金）アプリケーション開発体験

マイナビ2023またはリクナビ2023よりお申し込みください。

総務人事部人事グループの田中です。入社3年目で皆さんと年齢も近いと思いますので

会社の事、仕事の事、就職活動の事など何でもお聞きください！！！

本日は、たくさんの学生さんとお話しできるのを楽しみにしています。

学科専攻

世界に挑戦する、世界初に。

株式会社島精機製作所

ニットを編むコンピューター横編機の開発

所属・氏名
総務人事部人事グループ

田中　駿

073-474-8209

s-tanaka.9020@shimaseiki.co.jp

本社所在地 和歌山県和歌山市坂田85番地

業種 製造業 設立 1962年2月4日

資本金 148億5980万 売上高 244億円

世界を変える、

世界初を。
Fashion Innovator

⑨

 4

https://www.shimaseiki.co.jp/
https://www.shimaseiki.co.jp/
https://www.shimaseiki.co.jp/
https://www.shimaseiki.co.jp/
https://www.shimaseiki.co.jp/
https://www.shimaseiki.co.jp/
https://www.shimaseiki.co.jp/
https://www.shimaseiki.co.jp/
https://www.shimaseiki.co.jp/
https://www.shimaseiki.co.jp/
https://www.shimaseiki.co.jp/
https://www.shimaseiki.co.jp/
https://www.shimaseiki.co.jp/
https://www.shimaseiki.co.jp/
https://www.shimaseiki.co.jp/
mailto:s-tanaka.9020@shimaseiki.co.jp
mailto:s-tanaka.9020@shimaseiki.co.jp
mailto:s-tanaka.9020@shimaseiki.co.jp
https://www.shimaseiki.co.jp/
mailto:s-tanaka.9020@shimaseiki.co.jp


【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2019年 開発技術 1

2020年 生産ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 1

●過去に採用実績のある大学

応用化学科

大阪府立大学・京都工芸繊維大学・関西学院大学・関西大学・同志社大学・立命館大学・京都産業大学・近畿大

学・龍谷大学他

従業員数 145人 （男　133　人、女 12 人）

ＨＰ https://www.sumiron.com/

人事担当者

問い合わせ先

今年創業50周年を迎えた、表面保護フィルムを製

造・販売する化学メーカー。和歌山工場の平均年齢は

30歳と若い方達が活躍する企業です。

◆工場見学：随時受付中。ご希望の方は、人事担当者までお問い合わせ下さい。

文系

人事担当の寺尾です。「表面保護フィルム」ってご存知ですか？皆さんがご存知の分野

だけでなく、「こんなところにも使われているの！？」と驚くような所にも使われてい

ます。ブースにてその商品をご覧いただけます。ぜひお立ち寄り下さい！

学科専攻

私達の暮らしの様々なシーンで使用されています

株式会社スミロン

表面保護フィルム製造・販売

所属・氏名 管理部　寺尾美保
06-6763-0707

sumiron3@gold.ocn.ne.jp

本社所在地 大阪市天王寺区東高津町１１－９

業種 製造 設立 1972年

資本金 9600万円 売上高 54億円
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【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2019年 ― ー

2020年 ― ー

●過去に採用実績のある大学

　・近畿医療福祉大学　・城西国際大学

従業員数 254人 （男　９０人、女　１６４人）

ＨＰ http://www.takasekai.or.jp/

人事担当者

問い合わせ先

施設見学については随時受付を行いますので、電話等により事前にご連絡ください。

（新型コロナウイルスの感染状況等によりお断りさせていただく場合もあります。）

笑顔・感謝を共感できる、明るく向上心のある方を求めています。

お気軽にお問い合わせください。

・古座川町・那智勝浦町・串本町の３町内に事業所があります！

・事業所も多く、各種のスキルを身に付ける事ができます！

・単身者向け職員寮があります！

・法人独自の奨学資金制度があります！

学科専攻

「高齢者の尊厳を支えるケアの確立」

社会福祉法人　高瀬会

特別養護老人ホーム・老人保健施設等の施設介護事業、ショートステイや訪問介護・看護の通所介護等の在宅介護事業など、古座川

町・那智勝浦町・串本町において事業を展開しています。高瀬会高齢者総合ケアセンターとして、すべての高齢者の方が生きがいを

持って暮らせるよう、地域になくてはならない福祉インフラとして機能することを目指しています。

所属・氏名
法人本部

　　　北　真吾

0735-72-3600

honbu@takasekai.or.jp

本社所在地 和歌山県東牟婁郡古座川町高瀬３５３

業種 医療　福祉 設立 昭和５８年（1983年）

資本金 売上高 12億円

⑪



【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2019年 0

2020年 0

●過去に採用実績のある大学

営業職　：

大手企業のような部分的な担当ではなく、機械全体を設計しますので広範囲な

技術力を身につけることができますし、部分設計では味わえない達成感もあります。

提案型営業が主となります。基礎的な機械の知識が必要とされるため、産業機械営業の

ノウハウはもちろん、メカ、制御の知識も同時に習得できます。

設立 2002年

資本金 1500万円 売上高 8億円

食品製造機械（ハム・ソーセージメーカー向け）の設計・製造・販売・アフターサービス

駐輪場自動ゲートシステムの設計・製造・販売・アフターサービス

所属・氏名 営業技術部・松本
073-472-5800

info@takumigiken.co.jp

本社所在地 和歌山市有本104-2

業種 機械製造業

変化し、進歩する

近畿大学、大阪工業大学

従業員数 27人 （男　20　人、女　7　人）

ＨＰ http://takumigiken.co.jp/

人事担当者

問い合わせ先

当社は「可能性の追求」を旨とし、独創的で高効率な

今までにない新しい機械の開発に絶え間なく挑戦し

続けています。

会社見学随時受付け（事前連絡要）

学科専攻

技術職　：

⑫



【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2019年 技術職 2人

2020年 技術職 3人

●過去に採用実績のある大学

和歌山大学、近畿大学、大阪商業大学、関西外国語大学、大阪経済大学、桃山学院大学、四天王寺大学 他

従業員数 165人 （男151人、女14人）

ＨＰ https://www.toyo-kensa.co.jp/

人事担当者

問い合わせ先

・和歌山県内唯一の総合検査会社

・非破壊検査×インフラ調査の複合検査・調査が強み

・フィールドは、製鉄所や化学プラントからテーマ

パークまで。色々な施設の裏側が見れます。

●会社説明会

　会社説明会を１０月８日（金）に堺市の大阪支店で、１０月１５日（金）に和歌山市の本社で実施予定。

　「マイナビ２０２２」の当社のページからお申込みください。

「非破壊検査って何？」と思われる人がほとんどです。

誰もが最初は未経験ですので、文系理系関係なく安心して応募してください。

（文系の方でも技術者になれます！）

まずは、ブースにお越しください。

学科専攻

私たちが社会の安心と安全を守ります

東洋検査工業株式会社

鋼構造物やタンク・配管、プラントなどを壊さずに検査する「非破壊検査」と、トンネルや橋梁、コンクリート構造物な

どを調査する「インフラ調査」の両方を行っています。

所属・氏名 総務部　島貴富
073-471-1311

tkk-saiyo@toyo-kensa.co.jp

本社所在地 和歌山市出島31-5

業種 非破壊検査業 設立 1973年7月5日

資本金 4000万円 売上高 14億円
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【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2019年 営業・設

計・建設

4

2020年 営業・設計 2

●過去に採用実績のある大学

設立 2007年4月1日

資本金 4,000万円 売上高 14億円

学科専攻

「強さ」と「暮らしやすさ」のＮo.１でありたい

パナソニックホームズ和歌山株式会社

パナソニックホームズの販売・設計・施工

所属・氏名 管理部：芝本 潤子
073-422-8746

shibamoto.junko@jp.panasonic.com

本社所在地 和歌山市中之島1518中之島801ビル4階

業種 建設業

観光学部・生物理工学部・

経営学部

和歌山大学・近畿大学・大阪商業大学・京都建築大学校他多数

従業員数 39人 （男　29人、女　10人）

ＨＰ https://homes.panasonic.com/kyoten/area/30/

人事担当者

問い合わせ先

当社は和歌山に密着した企業で、パナソニックホーム

ズ株式会社１００％出資の住宅販売施工会社です。

パナソニックホームズグループならではの高い技術力

があります。

会社説明会：随時開催しております。

展示場見学：入社2年目の社員が、展示場をご案内をさせていただきながら交流をさせていただいております。

ぜひ、担当者までご連絡お待ちしております。

生物理工学部・建築専攻科

毎年数名ずつの採用をしており、年齢の近い社員もおります。

また、お互いに連携しながら業務も行っておりますので、ぜひ皆さんも私達と一緒に

和歌山に密着して働いてみませんか。

まずはブースにお立ち寄りください。

本日はたくさんの方とお会いできることを楽しみにしています！
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【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2019年
ソフトウェアエンジ

ニア
3

2020年
ソフトウェアエンジ

ニア
3

●過去に採用実績のある大学
青山学院大学、大阪工業大学、大阪国際大学、大阪市立大学、大阪大学、大阪電気通信大学、岡山大学、岡山理科大学、関西大学、九州大学、京都光華女子大

学、京都コンピュータ学院鴨川校、京都産業大学、近畿大学、甲南大学、神戸電子専門学校、埼玉大学、島根県立大学短期大学部、島根大学、摂南大学、鳥取

大学、富山県立大学、同志社大学、奈良女子大学大学院、奈良大学、ＨＡＬ大阪、広島工業大学、北海道大学、山梨大学、立命館大学、立命館大学大学院、龍

谷大学、龍谷大学大学院、和歌山工業高等専門学校、和歌山コンピュータビジネス専門学校、和歌山信愛女子短期大学、和歌山大学、和歌山大学大学院

学科専攻

知能情報学科、情報ネットワーク学科、総合文化学科

コンピュータ科学科、電気情報工学科、電気情報系学科

従業員数 40人 （男　36人、女　4人）

ＨＰ http://www.balto.co.jp/

人事担当者

問い合わせ先

・私たちのプログラムが駅や空港などのインフラを支えています。

・「設計者は利用者でもある」そんな身近なソフトウェアを開発している

企業です。

・リアルタイム性、信頼性を厳しく要求されるソフトウェア開発を得意と

する企業です

・ソフト会社に多い「派遣業務」はありません。

●1Day仕事体験

　随時、現場で働く若手社員と【ものづくり】体験を実施しています。

　当社では新型コロナウィルス感染症拡大の状況を見つつ、１～２名の少人数制で実施しています。

　個別に日程調整させていただいていますので、人事担当者にお問い合わせください。

物づくりの仕事には楽しみと達成感があります。私たちは、建物でも道路でも橋でもなく、プログラミングでソフトウェ

アという物づくりを続けている会社です。ソフトウェアという物づくりに興味がありチャレンジしたい方、エンジニアの

仕事で一緒にスペシャリストをめざしましょう。どんな世界でも、スペシャリストは貴重な存在です。「これなら誰にも

負けない」「こういうことなら自分は何かひと工夫できそうだ」という特技を活かせる仕事なら、それはその人に合った

仕事だということができます、そして働くのも楽しいに違いありません。みなさんの応募をお待ちしています。

　　　　　　　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　＆　Ｎｅｔｗｏｒｋ　ａｌｉｖｅ

　　　　バルトソフトウェア株式会社

社会インフラ（鉄道・航空）系のシステム開発を主に行い社会に貢献しているソフトウェア会社で

す。リアルタイム性 ・ 信頼性を厳しく要求されるソフトウエア開発を得意としています。

所属・氏名
大阪開発室

　弓場真紀子

06-6282-7192

jinji@balto.co.jp

本社所在地 大阪市中央区本町2-5-7　メットライフ本町スクエア

業種 ソフトウェア開発 設立 1990年8月1日

資本金 1000万円 売上高 4億円
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【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2019年 総合職 3

2020年 総合職 2

●過去に採用実績のある大学

大阪大谷大学、関西大学、関西外国語大学、京都産業大学、武庫川女子大学、和歌山大学、和歌山信愛女子短期

大学など　　（五十音順）

従業員数 169人 （男99人、女70人）

ＨＰ http://www.hishioka.co.jp

人事担当者

問い合わせ先

・製造領域が広く、「ハーネス加工・板金加工・組立加

工・設計試作」等を行い、一貫生産を得意としています

・ジョブローテーションで幅広い業務を経験できます。

・障がい者雇用に力を入れるとともに、誰もが楽しく働き

続けられる会社を目指しています。

・社員食堂・企業内託児所が併設されています。

○インターンシップ

　　事前にご連絡頂ければ、日程調整させていただきます。　まずは人事担当者までお問い合わせ下さい。

〇会社見学

　　事前にご連絡頂ければ、日程調整させていただきます。　まずは人事担当者までお問い合わせ下さい。

私達、菱岡工業株式会社は主に業務用エアコンの制御部の製造をしています。

目にしたことが無いという人がほとんどだと思いますが、何もわからなくても大丈夫で

す。

ご興味を持たれたら、是非、会社見学に足を運んでください。

本日は、たくさんの方とお会いできることをを楽しみにしています。

学科専攻

思い立ったら、さあTRY!

菱岡工業株式会社

業務用空調機・冷凍機の制御機器製造など

所属・氏名 総務　岡田
073-476-5111

m.okada@hishioka.co.jp

本社所在地 和歌山県和歌山市中島528番地

業種 製造業 設立 1974年

資本金 2,360万円 売上高 52億円

わっしょい保育園（企業内託児所）

⑯
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【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2019年 - -

2020年 - -

●過去に採用実績のある大学

設立 1950年6月25日

資本金 3000万円 売上高 8億円

学科専攻

和風旅館でおもてなし！！

株式会社むさし

旅館業

所属・氏名
総務

堀　広明

0739-43-0634

hori@yado-musashi.co.jp

本社所在地 和歌山県西牟婁郡白浜町８６８

業種 旅館業

-

追手門学院大学・大阪国際大学・大阪観光大学など

従業員数 150人 （男79人、女71人）

ＨＰ http://www.yado-musashi.co.jp

人事担当者

問い合わせ先

関西有数のリゾート・温泉地として名高い「白浜」に

あります客室148室・収容人数680名の大型和風旅館

です。ワンルームタイプの社員寮（wifi完備）や従業

員食堂（昼・夜）完備しています。

・会社見学・・・随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

-

総務　堀と申します。旅館のお仕事はイメージしにくいかと思います。お気軽にお訪ね

下さい。

⑰
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【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2020年 一般職 0

2021年 一般職 2

●過去に採用実績のある大学

学科専攻

ー

ー

ユタカ交通はタクシー事業部(北営業所)・バス事業部(湊営業

所)・旅行事業部(公園前営業所)を運営している和歌山密着型の企

業です。各営業所では総合職と専門職を採用しております。近年

旅客運送業・旅行事業を軸に和歌山のまちづくりと観光振興につ

ながる事業展開をしています。地域交通やMaasから少人数向けガ

イドタクシー、様々なツーリズム、ワーケーションを通して「お

客様の最大満足」と地域、観光振興に取り組んでいます。

皆さんこんにちは。当社は1954年創業以降、現在まで幅広い事業を展開している地元

会社です。私たちは、和歌山の地域活性化を目指しています！

当社は、グループ会社としてグループ内の転職やキャリアチェンジもできますので、本

人の能力にあった仕事を見つけることが可能です！私たちと楽しく働きませんか？

前向きでチャレンジ精神のある方の応募をお待ちしています。

「インターンシップや会社見学」

随時受け付けています。人事担当者に問い合わせください。

「WEB企業説明会」

随時受け付けています。人事担当者に問い合わせください。

ＨＰ www.yutakacommunications.co.jp

人事担当者

問い合わせ先
所属・氏名

本社・人事・採用担

当

073-422-5356

kyujin@yutakacommunications.co.jp

資本金 1000万円 売上高 3億円

従業員数 97人 （男　78　人、女　19　人）

本社所在地 和歌山市中之島2287番地

業種 道路旅客運送業・観光業 設立 1954年

・総合的管理　・経営企画　・人事管理　・運行管理

・運行管理　・営業　・タクシー、ハイヤー、各種バスドライバー

地域へのサポートで「和歌山」の活性化を！

　　ユタカ交通株式会社（ゆたかグループ）
⑱
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【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2020年 介護職 0

2021年 介護職 0

●過去に採用実績のある大学

設立 2002年

資本金 1000万円 売上高

学科専攻

「やさしく　にっこり　よりそう介護」

             ライフアクセス株式会社(ゆたかグループ）

・介護施設部門では利用者の生活支援、身体介護、健康管理、レクリエーション等の業務と付随する書類作成

・介護タクシー部門ではライフサポーター、介護タクシー、病院の法人契約に基づく送迎業務、書類作成

所属・氏名
クオーレゆたか

野尻

073-488-2818

kyujin@yutakacommunications.co.jp

本社所在地 和歌山市中之島2287番地

業種 介護事業

ー

従業員数 48人 （男　24　人、女　24　人）

ＨＰ http://lifeaccess.co.jp/index.php/lifeaccess-about

人事担当者

問い合わせ先

私たちライフアクセスは、「やさしく　にっこり　よ

りそう介護」を理念とし、2000年に介護タクシー事

業(空いろ介護サービス）の開始をはじめ、2005年に

通所介護事業(ゆたかデイサービス）、2018年に住宅

型老人ホーム(Cuoreゆたか)を開設祖を開設指摘まし

た。地域の高齢者の方が住みやすいまちを目指してい

ます。

「インターンシップや会社見学」

随時受け付けています。人事担当者に問い合わせください。

「WEB企業説明会」

随時受け付けています。人事担当者に問い合わせください。

ー

人と関わり、コミュニケーションを図ることが好きな方！！

介護事務所が多様(介護タクシー、住宅、訪問介護、通所介護)で、自分にあった働き方

ができます。

　また、介護技術のスキルアップのため社外の研修、希望に応じて資格取得の支援も

行っております。

⑱
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【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2019年 0

2020年 0

●過去に採用実績のある大学

和歌山大学、関西学院大学、近畿大学、立命館大学、帝塚山大学、同志社女子大学、京都産業大学等

従業員数 680人 （男211人、女469人）

ＨＰ https://reimeikai.com

人事担当者

問い合わせ先

職員は「仲良く、明るく、生き生きと」をモットーに

日々業務にあたっています。予防・医療・介護と幅広

く事業を展開しており、仕事を通じて様々な経験を積

む事ができます。

見学は随時受け付けていますのでお気軽にお問い合わせください

医療や介護について専門的な知識がなくても大丈夫です！！お気軽にブースに立ち寄

り、担当者に色々質問してみてください。多くの方のご訪問をお待ちしております。

学科専攻

予防・医療・介護のユートピアを目指して

社会医療法人　黎明会

２４時間３６５日の救急体制をとる北出病院を中心に予防医療から介護まで幅広く事業展開している

地域密着型の医療法人です。地域の皆さんが安心して暮らせるまちづくりを目指しています。

所属・氏名
法人本部人事財務部

宮下知幸

0738-22-8868

tomoyuki_miyashita@reimeikai.com

本社所在地 和歌山件御坊市湯川町財部７２８−４

業種 医療・介護 設立 1962年12月1日

資本金 なし 売上高 54億円

⑲

https://reimeikai.com/
https://reimeikai.com/
https://reimeikai.com/
https://reimeikai.com/
https://reimeikai.com/
https://reimeikai.com/
https://reimeikai.com/
https://reimeikai.com/
https://reimeikai.com/
https://reimeikai.com/
https://reimeikai.com/
https://reimeikai.com/
https://reimeikai.com/
https://reimeikai.com/
https://reimeikai.com/
mailto:tomoyuki_miyashita@reimeikai.com
mailto:tomoyuki_miyashita@reimeikai.com
mailto:tomoyuki_miyashita@reimeikai.com
https://reimeikai.com/
mailto:tomoyuki_miyashita@reimeikai.com


【業務概要】

【企業プロフィール】

電話

メール

【企業のＰＲポイント】

【採用担当者からのメッセージ】

【インターンシップや会社見学など】

【参考：過去の採用情報】

●大卒採用実績

職種 人数

2019年 0

2020年 0

●過去に採用実績のある大学

設立 平成元年

資本金 6，125万円 売上高 6億円

学科専攻

西日本最大の大露天風呂、日本一の家族専用貸切露天風呂

株式会社　わたらせ温泉

リゾートホテル及び日帰り入浴施設での接客サービス

所属・氏名 総務部　岩﨑
0735-42-1185

y-iwasaki@watarase-onsen.jp

本社所在地 大阪府堺市西区鳳東町４丁４０１-１

業種 宿泊業

下関市立大学、神戸学院大学、京都外国語大学、大阪経済法科大学、日本経済大学、四天王寺国際仏教大学

従業員数 55人 （男　２０　人、女　２５　人）

ＨＰ https//www.watarase-onsen.jp

人事担当者

問い合わせ先

　西日本最大の大露天風呂、日本一の家族専用貸切露

天風呂(8カ所) 紀伊山地の霊場と参詣道の熊野本宮大

社、熊野古道の拠点のホテル

●インターンシップ

　インターンシップを実施予定。「2022年夏季インターンシップ」受付中詳しくは、総務部まで、お問い合わせください。

●会社見学

　随時、受け付けています。総務部まで、お問い合わせください。

「心の宿」をモットーにしている当社では、接客に非常に重きを置いています。その

為、、明るく素直な方に、ぜひお越しいただきたいと思っております。

⑳
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