
職種 社名 職種 就業場所

株式会社パリエ システムエンジニア、プログラマー 大阪市中央区

COBOLプログラマー 大阪市北区

ITプログラマー 大阪市北区

制御/組込み系エンジニア 大阪市北区

VBAエンジニア 大阪市北区

システム開発エンジニア 大阪市北区

株式会社サミットシステムサービス システムエンジニア・プログラマー 大阪市北区

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 大阪支店 業務系アプリケーション開発技術者 大阪市北区

株式会社アイレックス 大阪支店 【組込系】システムエンジニア/プログラマー 大阪市北区

システムエンジニア 大阪市淀川区

システム運用サポート・ヘルプデスク 大阪市淀川区

電子カルテのインストラクター 大阪市淀川区

インフラエンジニア 大阪市淀川区

株式会社KMユナイテッド 建設アシスト（事務CADオペレーター） 大阪市北区

株式会社大和ネットサービス ネットショップの受発注業務（一般事務） 大阪市平野区

株式会社サトウプロダクト 受入れ事務 堺市堺区

医療法人隆星会 事務系総合職 大阪市平野区

新日本ウエックス株式会社 大阪支店 総務経理職 大阪市住之江区

SATO社会保険労務士法人 一般事務（労働保険・社会保険手続き等） 大阪市淀川区

株式会社デイリー社 事務職一般職 東大阪市

商品管理 豊中市

営業事務・一般事務 豊中市

株式会社トーコー 総合職（給与計算部門） 枚方市

茨木精機株式会社 総務職 茨木市

購買事務 大阪狭山市

生産工程の管理業務 大阪狭山市

総務事務 河内長野市

車両管理部（総合職） 河内長野市

業務管理 和泉市

業務管理 東大阪市

業務管理 大阪市住之江区

各職種をクリックいただくとそれぞれの求人票を閲覧いただくことができます。

IT

株式会社ウイングノア

システムスクエア株式会社

事務

株式会社ノブカンパニー

シモヒラ電装株式会社 狭山事業所

株式会社日本トランスネット

https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27010-38506521.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-41677221.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-41692821.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-41722421.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-41759621.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-48894321.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-48627621.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-49520521.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-49553521.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27060-22825521.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27060-22911021.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27060-22919921.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27060-22920721.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-48343521.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27040-18342821.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27040-18663121.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27040-18959221.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27060-23429121.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27060-23823921.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27070-15916321.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27100-9206721.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27100-9208221.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27130-9702221.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27150-12757421.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27160-4711221.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27160-4712521.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27160-4716921.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27160-4718021.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27160-4719721.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27160-4720521.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27160-4721421.pdf


マーケティング営業 大阪市中央区

人材コーディネーター 大阪市中央区

日本ビルコン株式会社 近畿支社 営業職（空調設備） 大阪市西淀川区

互光建物管理株式会社 総合職（営業・スタッフ管理） 大阪市淀川区

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 大阪支店 SES営業 大阪市北区

新日本ウエックス株式会社 大阪支店 営業職（法人向け提案型） 吹田市

配送（ルート営業） 堺市東区

配送（ルート営業） 兵庫県神戸市

営業（総合職） 茨木市

営業（総合職） 大阪市天王寺区

茨木精機株式会社 営業・営業技術職 茨木市

株式会社浜田 営業 高槻市

シモヒラ電装株式会社 狭山事業所 営業職 大阪狭山市

金属加工員（溶接ロボット） 大阪市大正区

金属加工員（曲げ加工機） 大阪市大正区

金属加工員（第2工場） 大阪市大正区

リフト作業兼商品管理 大阪市平野区

溶接工作業員 大阪市平野区

農機具・建設機械部品のスポット溶接オペレーター大阪市平野区

新日本ウエックス株式会社 大阪支店 商品管理業務 大阪市住之江区

製造スタッフ 堺市西区

製造スタッフ（溶接、その他板金作業） 和泉市

埴生ミートパッカー株式会社 入出庫・ピッキング・シフト勤務（総合職） 羽曳野市

鍛造工 高槻市

チェーンコンベヤの設置及び補修工事の施工管理 高槻市

製造（各種チェーン） 高槻市

熱処理工 高槻市

検査（各種チェーン・シャックル等） 高槻市

技術（品質管理） 高槻市

化粧品製造オペレーター 大東市

製造オペレーター（昼夜交替） 大東市

成型機オペレーター 大東市

プラスチックシート押出成形機オペレーター 大東市

茨木精機株式会社 資材総合職（倉庫管理・資材発注） 茨木市

営業

株式会社　パリエ

関西ハニューフーズ株式会社

株式会社トーコー

製造
職等

並田機工株式会社

株式会社サトウプロダクト

株式会社三翠社

テイサ産業株式会社

ニッポー株式会社

https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27010-38492421.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27010-38505221.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-47364721.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-48392821.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-49494121.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27060-23427621.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27080-17261321.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27080-17263921.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27130-9709021.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27130-9729521.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27150-12540621.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27150-12607121.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27160-4709121.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27030-23777521.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27030-23779321.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27030-23780121.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27040-18659521.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27040-18660321.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27040-18661621.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27060-23242921.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27080-17331321.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27080-17461421.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27120-8969221.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27150-12553821.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27150-12555521.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27150-12556421.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27150-12558621.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27150-12619221.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27150-12621921.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27180-9833521.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27180-9832221.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27180-9831821.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27180-9830721.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27150-15719821.pdf


並田機工株式会社 配送 大阪市大正区

株式会社サトウプロダクト ドライバー兼リフト作業 東大阪市

新日本ウエックス株式会社 大阪支店 ルート配送 大阪市住之江区

株式会社浜田 小・中・大型トラックドライバー 高槻市

設備管理員 大阪市中央区

ビル・マンション設備管理 大阪市浪速区

ビルメンテナンス管理業務 大阪市浪速区

官公庁施設管理職員 岸和田市

官公庁施設管理職員 高槻市

官公庁施設管理職員 兵庫県神戸市

官公庁施設管理職員 京都府八幡市

官公庁施設管理職員 茨木市

官公庁施設管理職員 兵庫県小野市

官公庁施設管理職員 泉北郡忠岡町

官公庁施設管理職員 枚方市

機械警備スタッフ 大阪市北区

ビル・マンション等建物の設備巡回点検員 大阪市北区

イオンディライト株式会社 関西支店 設備管理 大阪市中央区

ビル・マンションの清掃 大阪市浪速区

施工管理/進行確認スタッフ 大阪市中央区

医療法人隆星会 介護系総合職 大阪市平野区

株式会社デイリー社 レストラン店舗スタッフ 豊中市

航空貨物取扱い業務 泉南市

航空機地上運行支援 泉佐野市

運輸

設備
管理

株式会社　パリエ

アイテック株式会社

互光建物管理株式会社

その他

株式会社パリエ

スイスポートジャパン株式会社

https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27030-23782721.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27040-18662921.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27060-21165221.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27150-12700121.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27010-38507421.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27010-38510021.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27010-38514521.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-48349021.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-48409921.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-48417921.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-48424621.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-48426121.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-48428721.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-48430421.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-48431321.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-48384821.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27020-54667921.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27030-24915521.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27010-38504821.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27010-38627521.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27040-18957721.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27070-15922521.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27140-4630521.pdf
https://www.hyogaki-shien.com/pdf/27140-4631421.pdf



