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採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

I・T・O株式会社

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒579-8038 大阪府東大阪市箱殿町10番4号

総務部 総務課

http://www.itokoki.co.jp/

072-981-3781

masaki.nanbu@itokoki.co.jp

1953 260 9,000万

技術職：大阪・滋賀
営業職：各事業所
事務職：大阪

高度な技術力で、ガスの供給機器業界においてトップクラスのシェアを獲得
しています。当社の製品は、国内はもとより海外においても活用され、国内
外のインフラをしっかりと支えています。

「ガス」というエネルギーは、私達の生活に欠かすことのできない生活必
需品で、家庭だけでなく工場、外食産業、テーマパーク等に幅広く使用さ
れています。「ガス」はその性質上、圧力が高いため「減圧弁」という機
器により、減圧及び調圧させなければ使用できません。当社では、ガスの
減圧弁(調整器)をはじめ、ガバナ、バルブ類、電磁弁の開発・製造・販
売・施工管理やバルク貯槽の開発・輸入販売・施工管理等を行っています。

採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

株式会社ウィル

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川1-14-39

人材開発グループ人材開発チーム

http://www.will-hr.com/

0797-74-7268

hr@wils.co.jp

1995 182 2億7,121万

本社(兵庫県宝塚市)
大阪府内4拠点、兵庫県内7拠点、愛知県内1拠点

今春入社の神大出身社員は9名。それでも学生さんの認知度はまだまだ。関
西ではエリアトップのシェアを達成し、今年新たな勝負地として、まずは名
古屋進出。
業界の枠にとらわれず、唯一無二の会社を目指します。

流通事業/リフォーム事業/リノベーション事業/開発分譲事業/受託販売事業/
不動産取引派生事業(ファイナンシャルプランニング業務、広告代理業務、紹
介業務など)/教育事業/コンサルティング業務

採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

アイテック阪急阪神株式会社

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒553-0001 大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル

総務人事部 人事課 採用担当

http://itec.hankyu-hanshin.co.jp/recruit/newgraduate/

06-6456-5205

saiyou@itec.hankyu-hanshin.co.jp

1987 772 2億

大阪・東京

私鉄系最大規模のSIerとして幅広い事業を展開しています。阪急阪神東宝グ
ループをITから支えるのはもちろん、グループ外の売り上げが50％以上と
ユーザー系SIerから進化した企業です。

阪神電気鉄道、阪急阪神ホールディングス、三菱電機が共同出資して設立し
た『阪急阪神東宝グループ』のシステムインテグレータです。
鉄道インフラ、ビル、医療、Web・インターネット関連、公共系など、関西
を中心に人々の暮らしを支える幅広い分野のシステムを開発。AI技術など最
新の技術も活用し、社会に役立つソリューションを全国へ展開しています。

採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

EIZO株式会社

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒924-8566 石川県白山市下柏野153番地

人事部 人事課

http://www.eizo.com

076-274-2910

recruit@eizo.com

1968 1,006 44億2,574万

本社(石川)
営業所(東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡)

ヘルスケアやクリエイティブワーク、航空管制といった特定市場に注力し、
それぞれで高い世界シェアを誇ります。その結果、高い営業利益率
(10.2％:18年3月期連結)をマークしています。

高品質モニターブランド「EIZO」を世界80ヶ国以上に展開する映像関連機
器メーカーです。業界屈指の技術力を強みに、ヘルスケア・航空管制・クリ
エイティブワークなど性能や信頼性が求められる分野でグローバルにビジネ
スを行っています。近年ではソリューションビジネスにも注力し、撮影～記
録～配信～表示までを手掛け、お客様にとって最適な映像環境を作り上げる
ことで、幅広く社会を支えています。

JOB Guidance for Future!

掲載している情報は5月29日時点のデータです。
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採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

株式会社加美乃素本舗

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒651-0055 神戸市中央区熊内橋通3丁目3番25号

総務部

kitamura@kaminomoto.co.jp

078-231-1455

http://www.kaminomoto.co.jp

1953 129 1億3,400万

・西暦1932年に日本初の養毛毛生剤「加美乃素」を発売した育毛剤業界に
おけるパイオニア企業。

・主力商品「加美乃素A」は、今年で発売86年を迎え、超ロングセラー商品
として消費者の支持を受け続けている。

・化粧品、医薬部外品の製造販売業
①養毛剤、育毛剤、発毛促進剤
②染毛白髪染め、白髪用ヘアマニキュア
③シャンプー、コンディショナー
④スキンケア用の基礎化粧品(洗顔料、化粧水、乳液、美容液等)
・上記製品を神戸の本社工場で生産し、代理店を通じ全国の小売店で販売し
ております。

・海外へは中近東、東南アジアを中心に世界45カ国に輸出しております。

採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

株式会社サンエース

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒658-0054 神戸市東灘区御影中町2丁目1-4

人財開発室

http://www.sunace-net.com

078-851-8060

jinji@sunace-net.com

1971 130 4,800万

神戸、大阪、京都、岡山、広島

専門商社:業界全国No.1の実績。全国組織トップネットは22周年を迎え、
シェアトップ！
住宅リフォーム:【神戸・地域密着】自社ブランド開設！新事業始動、M＆A、
神戸最大級ショールーム開設等、成長中！

【神戸大学「関西企業特集」7年連続掲載！神戸に貢献したい！】神大
OBOGが活躍中！
創業以来69年間連続黒字経営、自己資本比率84.9％の関西優良中小企業サ
ンエース。
当社では「皆揃って幸せになりたい。」この想いに共感したメンバーが、
≪100年企業≫を目指し、真剣に仕事に取り組んでいます。理念経営を実践し
た結果、経済産業省「おもてなし経営企業選」、「健康経営優良法人
2018」に選出！

採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

株式会社清水設計事務所

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-2-20

総務部

http://www.smdo.co.jp

078-221-8700

info@smdo.co.jp

1968 32 1,000万

神戸市中央区

新幹線、在来線、特別列車まで幅広く、例えば先頭形状開発について、デザ
イナーの意図を生かしつつ、現実の設計要件を満たしたモデリングができる
など、鉄道車両分野では異色の高い技術力を誇ります。

鉄道車両設計を主たる業務とする機械設計専門の請負会社です。
車体主構造・台車・艤装・内外設備・運転室関係・先頭構体など、車両のあ
らゆる分野にわたって、基本設計から計画設計、詳細設計、製作のための
データ作成、さらには3Dモデリング作成まで、国内外の鉄道車両の設計・製
図を幅広く受注しています。

採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

神栄株式会社

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒651-0178 神戸中央区京町77番地の1

人事部 人事グループ

http://www.shinyei.co.jp/recruit/shinsotsu/

078-392-6881

y-fujikawa@sk.shinyei.co.jp

1887 633 19億8,000万

神戸、東京、名古屋、福井、大阪、福岡、沖縄、他

神栄は、商社としての機能を持ちながら、商品を自ら開発・製造するメー
カー機能を持った「ものづくり商社」です。

商社として、レディスアパレルなどを扱う繊維事業、冷凍食品やナッツ類を
輸入販売する食品事業、生活雑貨・インフラ・試験機器などの輸出入をする
物資事業では、豊かな生活の実現の一翼を担っています。メーカーとして、
空気中の湿度や粒子を測定するセンサを開発するなど、電子事業では快適な
環境づくりに役立っています。多岐に亘る事業を行い、人々の暮らしを根底
から支えています。

JOB Guidance for Future!

掲載している情報は5月29日時点のデータです。

全職種(営業、総合、研究):神戸本社
営業のみ東京支店の可能性有
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採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

スミセイ情報システム株式会社

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル

人材開発部

https://mypage.plus.i-web.jpn.com/slc/

03-3348-6287

SAIYOU@slcs.co.jp

1971 1,414 3億

大阪・東京

神大生5年連続計13名入社！「えるぼし」最上位の3ツ星認定、「くるみ
ん」3回連続認定！
社員1人ひとりが働きやすい環境づくりとして「ダイバーシティ＆インク
ルージョン」を推進しています。

4大生保のひとつである住友生命のICT戦略企業として、約30兆円の総資産、
4万人以上の従業員、1,500近い営業拠点等を管理する巨大金融システムを構
築し、支えています。
ユーザー系IT企業のため、「スミセイだけ」と思われがちですが、顧客企業
は100社以上。
最大の強みである生命保険はもちろん、各種金融業務、製造、流通、サービ
ス、公共など幅広い業種のお客さまにICTソリューションを提供しています。

採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

日鉄住金テックスエンジ株式会社

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル

採用・人材開発部 採用グループ

http://www.tex.nssmc.com/

03-6860-6602

saiyou@tex.nssmc.com

1946 11,284 54億6,800万

福岡、大分、山口、兵庫、大阪、和歌山、愛知、千葉、茨城、北海道

プラントの設計から製作・施工、メンテナンス、さらには生産技術の分野も
あり、幅広い視野を持つ技術者として成長可能です。皆さんの先輩もオン
リーワンの技術者として活躍しています。

当社は、新日鉄住金グループの総合エンジニアリング企業として、1946年
の創業以来、70年余りの歴史があります。製鉄プラントをはじめ、多様な分
野で培われた機械・電気・システムソリューション・土木・建築・生産管理
の幅広い技術分野を有し、その「複合力」で新たなる付加価値を創造してい
ます。

採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

株式会社デンロコーポレーション

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目11-17

人材課

http://www.denro.co.jp/recruit/

06-6976-1161

saiyo@denro.co.jp

1947 661 9,600万

大阪、香川、福島、岩手、東京、広島、宮城、福岡、天隆(海外子会社)

送電鉄塔・通信鉄塔の業界トップシェアを誇ります。福島県と香川県の東西
2つの工場を活かし、業界で唯一全電力会社に鉄塔を供給。またプラント事
業では、鋼材の熱処理設備などでオンリーワン技術を保有しています。

【電気・通信のない暮らしを想像できますか？】当社は、全国の電力・通信
ネットワークを支える鉄塔メーカーです。自社開発の鉄塔設計システムや生
産設備を強みとし、設計・製作・施工・メンテナンスの一貫したソリュー
ションを提供しています。また、環境に配慮した産業機械設備の開発・製作
を行う『プラント事業』、高品質の溶融亜鉛めっきで鋼構造物を長寿命化す
る『めっき受託加工事業』といった幅広い事業を展開しています。

採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

日鉄住金物産株式会社

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒107-8527 東京都港区赤坂8-5-27

人事部 人材開発課

http://www.nssb.nssmc.com/

03-5412-5019 

uedayuu875@nssb.nssmc.com

1977 1,891 163億8,905万

国内支社・支店・営業所 31カ所
海外事務所・現地法人 17ヵ国35都市

総合商社より専門性を持ち”手触り感”のある仕事
専門商社より幅広く、バランスの取れた事業経営を行いつつ、各事業分野で
トップクラスの信頼と実績を持つ商社です。

当社は鉄鋼、産機・インフラ、繊維、食糧の4つのコア事業を展開する「複
合専業商社」です。新日鐵住金グループの中核商社として、世界を舞台にダ
イナミックにビジネスを展開。売上高2兆円を誇り、各分野でトップレベル
にある四事業は、生活の基盤となる衣・食・住を支えています。

JOB Guidance for Future!

掲載している情報は5月29日時点のデータです。
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採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

日本調剤株式会社

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒100-6737 東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー37階

人事部

https://www.nicho.co.jp/

03-6810-0816

jinjisaiyou@nicho.co.jp

1980 4,488 39億5,302万

初任地は東京本社です。(東京都千代田区・JR東京駅直結です。)

調剤薬局業界をリードしてきた会社で、売上高は業界2位です。子会社に
ジェネリック医薬品の製造販売会社を有し、そのような調剤薬局企業は世界
的にも類を見ません。先見性と独自性が当社の強みです。

日本調剤は、全国に580店舗以上の調剤薬局をチェーン展開する、調剤薬局
業界のリーディングカンパニーです。
また、日本調剤は総合医療ビジネスカンパニーとして調剤薬局を軸に、「医
薬」に関する様々な事業をグループで展開しています。具体的にはジェネ
リック医薬品の製造販売、医療系人材サービス、医薬コンサルティングを手
掛け、毎年成長を続けています。

採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

ビップシステムズ株式会社

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-1 ビアンクォード3Ｆ

管理部

http://www.bip.co.jp/

03-3464-1061

hiroshi_katsuki@bip.co.jp

1976 193 2,000万

本社及び東京近郊

40年以上に亘る技術の蓄積により、大手メーカーの中核技術を保有しつつ、
未来の多種多様なソフトウェア先端技術(IoT、AIなど)への取り組み(研修等)
を強化、キャリアアップの環境があります。

ソフトウェア受託開発:ネットワーク、組込系システム(車載向等)、ミドル
ウェア開発、ロボット等遠隔プロセス制御、サービスプラットフォーム(AI
関連システム)等の分析から開発、品質管理

採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

ノバシステム株式会社

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒556-0016 大阪市浪速区元町2-3-19

経営企画部 人事課

https://www.nova-system.com/

06-6636-8118

jinji@nova-system.com

1982 394 1億3,975万

大阪府、東京都

生命保険会社様向け業務システムの開発を30有余年にわたり手がけ、とりわ
け日本生命相互会社様向けシステム開発においては、大手2社様に次いで第3
位の受託実績を有しております。

金融機関向け業務システムのコンサルティング開発、クラウド技術を活用し
たパッケージソフトウェア開発を主な事業とし、近い将来の株式上場も視野
に入れ次のステージへ向けて前進中です。神戸大学OB・OGの方(7名 経営、
経済、文学、発達科学、国際文化、理学、海事)も活躍されています。

JOB Guidance for Future!

掲載している情報は5月29日時点のデータです。

採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

古河電気工業株式会社

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒100-8322 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

人事部 人材採用課

http://www.furukawa.co.jp/gakusei/shinsotsu/

03-3286-3333

fec.recruit@furukawaelectric.com

1896 52,254 693億9,500万

本社および全国の事業所・研究所(東京、横浜、千葉、平塚、日光、三重、滋
賀など)

電線業界の一角で、情報通信、電力インフラ、自動車部品と幅広い事業領域
を持ち、売上高構成に偏りないことが特徴。カテーテル用ポリイミドチュー
ブや蛍光ナノ粒子等ライフサイエンス分野への事業拡大も進めている。

●情報通信(光ファイバ、波長可変レーザーモジュール等)●エネルギー(電力
ケーブル、地中ケーブル防護管等)●自動車部品(自動車エアバッグ用コネク
タ、バッテリ状態検知センサー等)●電子部品材料(３層絶縁電線、半導体用
テープ、メモリーディスク用ブランク材等)●建設建築材料(配送水管、断熱
材、給配電製品)●ライフサイエンス(カテーテル用ポリイミドチューブ、蛍
光ナノ粒子等)
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採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

マリンフード株式会社

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒561-0814 大阪府豊中市豊南町東4-5-1

管理部 総務課

http://www.marinfood.co.jp

06-6333-2488

kanri-d@marinfood.co.jp

1957 436 9,000万

本社(大阪府豊中市)、泉大津工場(大阪府泉大津市)、長浜工場(滋賀県長浜市)
他

当社は独自性ある経営、即ちたくさんの日本一を持つコア・コンピタンス経
営を目指しています。業界の各賞を受賞しているチーズ代替品「スティリー
ノ」は発売以来多くのお客様にご好評いただいています。

マーガリン、チーズ、ホットケーキを主力とする多彩な商品の製造・販売を
手掛ける食品メーカーです。喫茶店や食品メーカーなどに向けた業務用商品
のほか、量販店向けの家庭用商品でも多くの支持を獲得しています。

採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

株式会社武蔵野

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒351-0034 埼玉県朝霞市西原1-1-1

人事部

http://www.ms-net.co.jp/

048-487-1111

m.saiyou@ms-net.co.jp

1969 11,827 2億6,000万

埼玉、神奈川、千葉、群馬、栃木、宮城、福島、静岡、大阪、京都、神戸、
福岡

コンビニなどで販売されるお弁当やおにぎり・お惣菜など、持ち帰り用の調
理済み食品のことを外食に対して「中食」といいます。 年間9兆円を超える
この巨大市場でビジネス展開しているのが、私たち武蔵野です。

武蔵野は、コンビニ業界最大手セブン-イレブンのお弁当やおにぎり、調理麺、
調理パン、洋菓子等の開発・製造を行っています。おにぎりでは定番の『ツ
ナマヨ』も実は武蔵野が開発した商品です。今後も独自の技術と開発力で中
食業界を牽引していきます。食品業界に興味がある方は、是非武蔵野のブー
スへお越しください！

採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

森合精機株式会社

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒674-0093 兵庫県明石市二見町南二見10番2

総務部

http://www.morigoseiki.co.jp

078-944-3647

recruit@morigoseiki.co.jp

1964 240 7,865万

本社、神戸営業所(本社内)、中部営業所(愛知県刈谷市)、東京営業所(品川区)

工業用洗浄機では業界シェアNO.1を誇っており、他者の追随を許しません。

工業用洗浄機、減速機、油圧機器の3事業から成り立つ会社です。特に工業
用洗浄機では業界シェアNO.1を誇り、国内の全自動車メーカーを中心に、ご
愛顧頂いています。工業においては必要不可欠で、縁の下の力持ちとして、
日本のものづくりを根底から支えています。NO.1のプライドを持ち、お客様
第一を掲げ、お客様のニーズと真摯に向き合う我が社。共に、日本のものづ
くりを支えていきませんか？

JOB Guidance for Future!

掲載している情報は5月29日時点のデータです。

採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

村田機械株式会社

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒612-8418 京都市伏見区竹田向代町136

人事グループ

https://www.muratec.jp/corp/recruit/freshers/

075-672-8117

personnel@syd.muratec.co.jp

1935 3,160 9億

京都・愛知・東京・大阪など、海外拠点

村田機械は5つの事業を軸に、グローバルに展開する産業機械メーカーです。
5つの事業は主要マーケットもユーザーも異なりますが、複数トップシェア
製品を抱える、非常にユニークな企業です。

1935年の創業以来、「自動化と省力化」「機械にできることは機械に任せ、
人間は人間らしい創造的な仕事を」というポリシーのもと、知的創造活動を
支える「モノづくり」に邁進。世界トップシェアの技術も多数あり、海外売
上比率は60%に上ります。
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採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

裕幸計装株式会社

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒152-0001 東京都目黒区中央町2-8-8

総務部 採用担当

http://www.yukokeiso.com/recruit/

03-5720-3231

recruit@yukokeiso.com

1963 160 1億

東京本社、栃木営業所、埼玉営業所、横浜営業所

計装技術が日本にもたらされた当初から55年に渡り、数多くの大型建物で空
調自動制御システムの設計施工を手がけてきた、業界内の老舗です。施工実
績の数々と確かな技術力は、非常に高く評価されています。

当社はオフィスビルを中心に、電気・空調・防犯等の自動制御システムの設
計・施工・メンテナンスを行う会社です。東京都庁、国会参議院本館、東京
駅、六本木ヒルズ、バスタ新宿等における自動制御・中央監視システムなど、
公共性の高いプロジェクトに多数携わっています。またベトナムに現地法人
を持つなど、グローバル展開も加速中。ともに制御技術を学び、社会や環境
への貢献を志す社員を募集します！

採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

大和工業グループ

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒671-1192 姫路市大津区吉美380番地

採用チーム

http://www.recruit-ykc-group.jp/

079-273-1064

ysaiyougroup@yamatokogyo.co.jp

1944 1,670 79億9,669万

姫路本社(営業は本社の他・東京・大阪・福岡あり)

独立系資本の国際的な電炉メーカーとして異彩を放つ大和工業グループ。売
上高経常利益率は鉄鋼業界で常にトップクラスという健全な財務体質を保持。
世界5か国に進出し「グローバルの大和」として認知されています。

大和工業グループは、「鉄に関連したものづくり」を展開する鉄鋼電炉メー
カーです。事業の柱は、「鉄鋼」「重工」「軌道用品」の3つ。建築用鋼材
や船舶用鋳鋼品、鉄道軌道用品などを生産しています。創業以来70年以上に
わたって培ってきた技術力と、マーケット、提携先、取引先、そして社員一
人ひとりとのフェアな関係構築を重んじる和の精神を基に、日本だけでなく
世界中で豊かな世界の実現に貢献しています。

採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

読売新聞大阪本社

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒530-8551 大阪市北区野崎町5-9

人事部

http://saiyou.yomiuri.co.jp/

06-6366-1545

o-rookie@yomiuri.com

1952 1,209 1億

大阪本社、管内の総支局をはじめ、東京、西部本社、海外総支局など

読売新聞は、世界で、日本で、関西でもシェアトップの全国紙。メディアが
多様化すればするほど、確かな情報を伝える新聞社の役割は、ますます重要
になっています。先輩に続くみなさんを、お待ちしています。

「読売新聞」の制作発行、オンラインニュースの配信、文化・スポーツなど
各種イベントの主後援など。

JOB Guidance for Future!

掲載している情報は5月29日時点のデータです。

その他
【製造（輸送用機器）】

採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

株式会社モリタホールディングス

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒541-0045 大阪市中央区道修町3丁目6番1号 京阪神御堂筋ビル12階

人事部 人財開発課

http://www.morita119.com/recruit/index.html

06-6208-1913

kaoru.higashio@morita119.com

1932 1,775 47億4,612万

全国(大阪・東京・兵庫・神奈川・千葉ほか)

消防車の国内シェアNO.1！ 消防・防災・環境保全の分野で、トップシェア
の製品を多数もちます。海外100ヶ国以上への販売実績をもち、グローバル
企業としても活躍しております。

【消防車両事業】消防車両ならびに特殊車両の開発・製造・販売およびメン
テナンス

【防災事業】 自動消火設備・消火器などの各種防災機器・設備の開発・製
造・販売および保守点検

【産業機械事業】鉄スクラップ処理機などの各種大型油圧機械の開発・製
造・ 販売および保守点検

【環境車両事業】衛生車、塵芥車等の環境保全車両の開発・製造・販売およ
びメンテナンス
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採用問合せ先

勤務地

業界での位置づけ

事業内容

ロータスビジネス
コンサルティング株式会社

設立年 従業員 資本金

所在地

部署

URL

TEL

E-mail

年 人 円

〒530-0004 大阪市北区堂島浜2丁目2-8 東洋紡ビル4階

西日本支社

https://www.lotusbc.co.jp/recruit/

06-6347-0105

recruit@lotusbc.co.jp

2005 (インド子会社含む) 75 3,000万

東京、大阪、インド(本人希望があれば)

SAP Business Oneでは国内では最も多い導入実績を有しており、SAP社か
らはGold Partnerの認定を受けております。日立システムズ、富士通、IBM
など大手システムベンダーからも非常に高い評価を頂いております。

私たちは今日の企業がより効率的な経営体制を実現するための業務改革の実
行を支援しています。製造業、流通業のお客様を主として、国内、海外への
システム導入の計画立案、導入作業、開発作業、稼動後の運用支援を、日本
語、英語、中国語でご提供しております。取り扱い製品としては、グローバ
ルで認知度の高いERPパッケージSAP Business One Microsoft Dynamics
365に弊社ノウハウを付加してご提供しています。

JOB Guidance for Future!

掲載している情報は5月29日時点のデータです。
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