
ジョブ・マッチング・フェアin柏原　合同就職説明会  参加事業所一覧　【2018年6月28日（木）会場：アゼリア柏原】

【　１部　】13：00～14：30（14：15受付終了）

ブース 企業名 就業場所 職種 雇用形態 年齢 求人番号 職種 雇用形態 年齢 求人番号 職種 雇用形態 年齢 求人番号

1 株式会社日中製作所 柏原市 1-1 機械加工（ロック部） 正社員 ～40歳 7088481 1-2
機械加工（カーテン
レール部）

正社員 ～40歳 7087581

2
モリマーサム樹脂工業
株式会社

羽曳野市 2-1 製造オペレーター 正社員 18～35 7227081 2-2 清掃 準社員 不問 7901781

3 旭紙工株式会社 松原市 3-1
印刷物加工・製本ス
タッフ

正社員 18～40 7170081 3-2
印刷物加工・製本ス
タッフ

パート 不問 7171381

4 日新鋼業株式会社 柏原市 4-1 生産スタッフ 正社員 18～45 7707481

5 泉本精工株式会社 松原市 5-1
加工・包装(ベアリン
グ・自動車駆動部品）

正社員 18～59 7716481 5-2
ベアリング組立・包
装・検査

パート 不問 7717781 5-3 工場事務 正社員 ～59歳 7223781

6
壽自動車株式会社
藤井寺自動車教習所

藤井寺市 6-1 教習指導員 正社員 不問 7761381

7 株式会社豊興 松原市 7-1 営業職 正社員 ～35歳 7115981 7-2 社内システム事務 正社員 ～30歳 7116581 7-3 仕分け作業員
契約
社員

不問 7117481

8 彩華化学工業株式会社 柏原市 8-1 製造職 正社員 不問 7084381 8-2 技術職 正社員 ～35歳 7082181 8-3 営業職 正社員 ～35歳 7081281

9 株式会社あじみ屋 松原市 9-1 教育担当社員 正社員 不問 7172681 9-2
軽作業（納品移動整
理）

パート 不問 7174581 9-3 出荷とピッキング パート 18歳～ 7175481

10
紀伊産業株式会社

藤井寺市 10-1
プラスチック射出成形オ
ペレーター：経験者

正社員 18歳～ 7588981 10-2
プラスチック射出成形オ
ペレーター：未経験者

正社員 18～30 7587681 10-3
化粧品容器仕上組立
検査

パート 不問 7589581

大阪工場
10-4 工場一般庶務事務

契約
社員

不問 7700281

11 日本計器株式会社 柏原市 11-1 営業職 正社員 ～40歳 7653781 11-2
最終工程スタッフ（組
立、仕上、検査）

正社員 ～40歳 7650981 11-3 一般事務 パート ～59歳 7645781

12 有限会社 ワイズ 松原市 12-1 営業 正社員 ～40歳 7080881 12-2 印材の製造 正社員 ～40歳 7079581

13 株式会社藤電
近畿一円
現場 13-1 電気工事 正社員 ～45歳 7583281

14 株式会社帝国警備
藤井寺市
から現場 14-1 警備員 正社員 18歳～ 7113381

15 株式会社シンク 羽曳野市 15-1
ＮＴＴドコモショップ受
付スタッフ

正社員 ～35歳 7627481



ジョブ・マッチング・フェアin柏原　合同就職説明会  参加事業所一覧　【2018年6月28日（木）会場：アゼリア柏原】

【　２部　】15：00～16：30（16：15受付終了）

ブース 企業名 就業場所 職種 雇用形態 年齢 求人番号 職種 雇用形態 年齢 求人番号 職種 雇用形態 年齢 求人番号

1
株式会社井上カーグウド 藤井寺市

1-1 自動車ピット作業 正社員 ～59歳 7678481 1-2 店舗販売スタッフ 正社員 ～59歳 7677581 1-3 自動車車検整備工 正社員 ～59歳 7676981

他、７店舗
1-4

自転車販売・修理・整
備（店長候補）

正社員 不問 7659681

2
山崎製パン株式会社
大阪第二工場

松原市 2-1 製造部門 正社員 18～59 7118781 2-2 製品の仕分け 正社員 18～59 7119881 2-3 製造補助 パート 不問 7120181

2-4 ルート配送ドライバー 正社員 18～59 7203681

3
株式会社ミヤガワ

柏原市 3-1 一般事務（柏原工場） パート 不問 7095481 3-2 軽作業員（柏原工場） パート 不問 7094581

3-3 一般事務（名阪工場） パート 不問 7091381 3-4 軽作業員（名阪工場） パート 不問 7093981

4 大和板紙株式会社 柏原市 4-1
紙の製造オペレー
ター

正社員 18歳～ 7703381

5 コーマ株式会社 松原市 5-1 営業 正社員 ～35歳 7490481 5-2 営業事務 正社員 ～35歳 7491781 5-3 生産技術職 正社員 ～30歳 7489681

6 富士電線工業株式会社 柏原市 6-1
電線製造補助（編組
加工）

パート 不問 7099181

7 株式会社丸末 松原市、他 7-1
総合職（大学等新卒
及び既卒３年以内）

正社員 32988

8 株式会社シャロン 柏原市 8-1 生産管理 正社員 ～35歳 8071481 8-2 営業 正社員 不問 8072781 8-3 仕上・検品作業 パート 不問 8073881

9
シコー株式会社
関西製造部

羽曳野市 9-1 大型ポリ袋製造 正社員 18～35 7286681

10
阪本織布株式会社

羽曳野市 10-1 介護職（常勤） 正社員 18歳～ 7228381 10-2 ケアマネージャー パート 不問 7626581 10-3 介護職（日勤＋夜勤） パート 18歳～ 7231781

デイサービスぶどうの家
10-4 介護職（夜勤） パート 18歳～ 7230481 10-5 介護職（日勤） パート 不問 7229681

11 フラグシップはせがわ
はせがわでんき株式会社

松原市 11-1 販売・工事・営業 正社員 18～35 8002381 11-2
販売・事務・ポスティ
ング

パート 不問 8005581

12 大益工業株式会社 柏原市 12-1 プラスチック成型工 正社員 不問 7629881 12-2 営業および業務 正社員 不問 7628781 12-3 工場内軽作業 パート 不問 7631081

13 株式会社浜田 松原市 13-1 営業 正社員 不問 7102281 13-2 一般事務 正社員 不問 7107981

14 有限会社津田工作所 柏原市 14-1 製造工 正社員 ～35歳 7610781

15 社会福祉法人ふくふく会 羽曳野市 15-1
グループホーム介護
職員

正社員 18歳～ 7679781 15-2
介護職員（グループ
ホームみやび）

パート 18歳～ 7681381


