株式会社
大阪チタニウムテクノロジーズ

株式会社朝日新聞社
(本社)

〒104-8011 東京都中央区築地5-3-2

所在地

所在地

〒660-8533 兵庫県尼崎市東浜町1番地

(関西拠点) 〒530-0005 大阪市北区中之島2丁目3-18
1879年

設立年

従業員

4,448人

1952 年

設立年

従業員

766人

事業内容・ここに注目！

事業内容・ここに注目！

朝日新聞の発行と朝日新聞デジタルの配信を中心に、文化・スポーツ催
事の主催・運営、各種コンテンツ配信事業などを行う総合メディア企業で
す。記者部門、ビジネス部門（販売、メディアビジネス、企画事業、デジタ
ル、管理財務）、技術部門（エンジニア）を中心に、教育事業を行う教育
総合本部や新たなビジネスモデルの起案・開発を担うメディアラボなど、
「職種のデパート」と言われる幅広いフィールドがあります。

「軽い・強い・錆びない」という夢の金属、チタン。当社は日本で初めてスポ
ンジチタン製造の工業化に成功し、業界のパイオニアとして歩んできました。
現在も、質・量を兼ね備えたトップメーカーとして業界を牽引しています。も
う1つの主力製品であるポリシリコンの製造においても、半導体用として世
界トップレベルの品質を誇り、現代文明を支える素材メーカーとして、高品
質・高純度な製品を提供しています。

関西で働く魅力とは

関西で働く魅力とは

大阪は弊社創業の地。大阪本社の新社屋に並んで、今春「中之島フェス
ティバルタワーウエスト」が完成。日本有数のツインタワー、大阪の新しいラ
ンドマークとなりました。

『人のあたたかさ』を感じられること。働く上で、周りとのコミュニケーションは
とても大切ですが、陽気で人懐っこい方が多い関西は、声をかけ、助け合
うことが自然にできる雰囲気があります。

企業の社風・風土

企業の社風・風土

弊社は特別な人の集まりではなく、個性豊かで人間味あふれる社員の集
まりです。社風は、ひとことで言えば「自由闊達」。何でも議論して決める会
社です。

年齢、性別などに関わらず、やる気のある人にはどんどん重要な仕事を任
せてもらえます。New Challenge Best Qualityのブランドスローガンのもと、
社員全員の更なる成長を目指しています。

株式会社京都銀行

株式会社サンエース

所在地

〒600-8652 京都市下京区烏丸通松原上る

設立年

1941年

従業員

3,428人

所在地

〒658-0054 神戸市東灘区御影中町2丁目1-4

設立年

1971年

従業員

125人

事業内容・ここに注目！

事業内容・ここに注目！

京都銀行は創立以来、一貫して「地域社会の繁栄に奉仕する」を経営理
念に掲げ、地域とともにお客さまとともに歩んできました。日々変化する環
境の中で真にお客さまのお役に立つために、行員一人ひとりが懸命に努
力し、成長し続けています。「地域のために働き、地域とともに成長しつづ
ける」という京都銀行での働き方を通して、地域金融機関で働くことの面白
さを感じてください。

【創業以来68年間連続黒字、自己資本比率84.9%】神戸本社の関西優
良中小企業！神大OBOG活躍中！オートサプライヤー事業部は、業界
全国No.1の実績。当社が創設した全国組織トップネットは、PB商品を180
品目以上取り扱い業界を牽引する役割を担っています。リフォーム事業
部は、パナソニックコンテスト22年連続受賞で受賞歴全国No.1。新事業始
動、M&A、神戸最大級のショールームオープン等、成長中！

関西で働く魅力とは

関西で働く魅力とは

関西を地元とする広域型地方銀行で働くということは「地域とともに暮らし
ていく」ということです。地域に密着したさまざまなサポートを行いながら、地
域の一員として地域の発展を実感することが出来ます。

創業以来68年間、神戸を中心に事業を展開し築いてきたのは、お客様と
の深い『繋がり』。地元密着型の企業だからこそ「お客様との一生のお付き
合い」が可能となり、抜群の経営安定に繋がっています。

企業の社風・風土

企業の社風・風土

「地域社会の繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、地域のお客さまの
ため、常識にとらわれることなく挑戦してきました。京都銀行で地域のため
に一緒に成長、挑戦してみませんか。

「人と人との繋がり」を大切にする社風です。社員同士の交流を促すLet’s
制度や社員旅行、社長自ら講師を務める研修制度等、充実。社員一丸
となって『100年企業』を目指し日々自己成長に取り組んでいます。
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掲載している情報は2017年12月1日時点のデータです。

CBC株式会社

山陽電気鉄道株式会社

(本社)
所在地

〒653-0843 神戸市長田区御屋敷通3丁目1番1号

〒104-0052 東京都中央区月島2-15-13

所在地
(関西拠点) 〒541-0041 大阪市中央区北浜1-8-16

1933年

設立年

従業員

718人

1925年

設立年

従業員

430人

事業内容・ここに注目！

事業内容・ここに注目！

山陽電気鉄道株式会社は、兵庫県南部を拠点とする歴史ある鉄道会社
です。本業である鉄道業を中心に、不動産業、流通業、レジャー・サービ
ス業など、地域の皆さまの生活を支える総合サービスをグループ全体で
展開しています。また、堅実な経営を行う一方、台湾鉄路管理局との姉
妹鉄道協定をはじめとするインバウンド事業の展開など、日々新たな挑戦
を続けています。「様々な角度から地域に貢献できる」ところにご注目くだ
さい！

1925年の創業以来、安定した経営基盤のもと堅実に経営を続けてきた化
学品の老舗専門商社です。
現在世界中に42の拠点を持ち、社員の約30%が既に駐在を経験していま
す。
「健康」「安全」「利便性」「環境」をテーマとした合成樹脂、化成品、医薬、
農薬、食品、電子機材・光学機器、太陽電池・燃料電池、衣料品等のト
レーディングだけでなく、メーカーとして一部医薬品や自動車の部品等の
製造も行っています。

関西で働く魅力とは

関西で働く魅力とは

兵庫県、そして関西には「魅力的なのにあまり知られていない場所」や「ま
だまだ発展の余地がある場所」が数多く存在します。地域の活性化や街
づくりに主体的に関わってみたい方は、関西での就職がオススメです！

生まれ育った土地だから、あなたが興味を持った土地だから、地域の人の
為に働く魅力があります。他の地域にない魅力が凝縮された関西を一緒
に盛り上げていきましょう。

企業の社風・風土

企業の社風・風土

「お客さまを大切に」という想いを全社員が共有している山陽電車では、職
場においてもアットホームな雰囲気があります。また、守りに入らず積極果
敢に挑戦する姿勢を大切にしており、明るく活気に満ちた会社です！

独立系の創造商社であるCBC独特の“何でもあり”な環境で、若いうちから
貪欲にチャレンジしたい方、必見です。

株式会社滋賀銀行

シスメックス株式会社
（医療機器）

所在地

〒520-8686 滋賀県大津市浜町1番38号

設立年

1933年

従業員

所在地

2,125人

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1 IHDビル8F

1968年

設立年

従業員

約8,000人

事業内容・ここに注目！

事業内容・ここに注目！

滋賀銀行は滋賀県に本店を置く唯一の地方銀行です。設立より先進的な
事業展開により滋賀県を中心に京都、大阪、三重、岐阜、愛知、東京ま
た近畿の地方銀行で唯一海外に支店を有し、広域型地銀として事業展
開をしています。
銀行業の醍醐味は幅広い知識で様々な角度から提案し、お客さまと感動
を共有できることです。中でも滋賀銀行には若い内から主体性を持って仕
事にチャレンジでき、一人一人が輝いて働けるフィールドがあります！

シスメックスは「診断・治療」から「予防・健康管理」に至るまで、医療の基
盤となる「検査」を事業領域とし、世界中の人々の健康に貢献しています。
検査の中でも最も一般的である血液検査や尿検査をはじめとする検体検
査分野で国内トップ。血球計数、血液凝固、尿沈渣検査ではグローバル
No.1シェア。医療、その先にある人々の命・健康に貢献できるのは、医療
従事者だけではありません。

関西で働く魅力とは

関西で働く魅力とは

滋賀県の人口減少率は全国で3番目に低く、また、日本の中心に位置す
る地理的優位性から非常に恵まれた営業基盤を有しています。ポテン
シャルの高い滋賀県のリージョナルバンクとして、地域経済の発展に貢献
します。

シスメックスは神戸に本社・研究開発機能を置き、190ヵ国以上の国々で
事業を行っている神戸発グローバル企業です。個別化医療・予防医療を
初めとする次代の医療で世界に貢献していきます。

企業の社風・風土

企業の社風・風土

地方銀行初の県外進出、地銀トップの国際統一基準行認定、環境金融
の推進、女性の積極活用など、時代の一歩先を見据えた先進的な取り組
みを実践し、これまでの枠にとらわれないチャレンジする風土が定着してい
ます。

シスメックスでは国籍・性別・年齢を超えて多様な従業員が勤務していま
す（新卒女性比率約50%。外国籍比率20%）。機械・電気・生物・化学な
ど様々な分野の専門家が活躍しています。

-2-

掲載している情報は2017年12月1日時点のデータです。

スミセイ情報システム株式会社
(住友生命グループ)
所在地

住友生命保険相互会社

大阪市淀川区宮原4-1-14
住友生命新大阪北ビル

〒532-0003

1971年

設立年

従業員

所在地

1,392人

〒540-8512

大阪市中央区城見1-4-35

1907年

設立年

従業員

42,835人

事業内容・ここに注目！

事業内容・ここに注目！

【2018年入社3名内定！】スミセイ情報システムは、住友生命グループの
IT戦略の中核を担う企業として、得意分野である金融システムを主軸に
公共・サービス等、幅広いフィールドでICTソリューションを展開しています。
特に若手研修は業界トップクラスを誇り、入社5年間でSE基礎力を身につ
け、各自の強みを活かして活躍しています。2016年「えるぼし」最上位の3
段階目の認定！

関西圏では本社・支社と幅広い業務があります。以下に具体例を挙げま
す。
【本社】
保険金や給付金支払の査定業務、新契約引受けの査定業務、法人向け
福利厚生制度の案内事務、保険料収納事務、契約内容変更事務、新
卒採用、労務管理等
【支社】
営業職員のサポート業務、お客さま対応等

関西で働く魅力とは

関西で働く魅力とは

【住友生命グループ】住友の発祥は大阪。私たちスミセイ情報システムも
関西で生まれた会社です！大阪・東京の2本社制、大阪で働く社員は6割
以上！

弊社の一般職は、大阪に本社があるため幅広い業務を経験することで着
実にキャリアを積むことができます。業務職というマネジメントも行う職種に
職種変更できる制度もあり、関西での活躍をする環境が整っています！

企業の社風・風土

企業の社風・風土

あなたの強みはなんですか？
1人ひとりが能力と特性を活かして働ける会社です！
ITの仕事に必要なのは好奇心と向上心。年齢は関係ありません！挑戦し
た分、スキルが身につきます。

職種・年次に関わらず、若手の時から責任感のある仕事を任されます。一
方で風通しのよい風土でもあり、自分の意見を遠慮なく発信できる環境で
もあります。

大和証券グループ

株式会社椿本チエイン

(本社)

〒100-6751

所在地

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

所在地

〒530-0005

大阪市北区中之島3-3-3

(関西拠点) 〒530-8265 大阪市北区曽根崎新地1-13-20
設立年

1943年

従業員

13,725人

1941年

設立年

従業員

2,197人

事業内容・ここに注目！

事業内容・ここに注目！

リテール事業、ホールセール事業、アセット・マネジメント事業を中核とし、
日本全国の店舗網による強力な国内基盤と、世界20ヶ国／地域を拠点
としたグローバルネットワークを有する総合証券グループです。システムや
リサーチ、証券バックオフィスなど、グループ会社によるサポート体制を含
めた総合力をフルに活かし、国内外のお客様の運用と資金調達の双方の
ニーズに対応した幅広い金融サービスを提供しています。

当社は産業用チェーンで世界シェア1位（世界26%、国内59%）、自動車
エンジン用タイミングチェーンドライブシステムで世界シェア1位（世界37%、
国内68%）を占める業界トップメーカーです。他にも『マテハン（マテリアル
ハンドリング）』と呼ばれる搬送・仕分け・保管などのシステム（工場設備）を、
自動車・物流・創薬といった業界に納品しています。興味をお持ちの方は
是非、説明会にお越しください！

関西で働く魅力とは

関西で働く魅力とは

「地元に恩返しをしていきたい」、「子育てとキャリアを両立させたい」、「ス
キル・キャリアを磨きたい」そんな想いを持った社員が多数活躍している会
社です。皆さんも一緒に「理想の働き方」を見つけてください。

関西発の強い技術力を持った企業はたくさんあります。そして当社も世界
No.1シェアを誇るトップメーカーです。
皆さんも私たちと共に関西から世界中の社会を支える仕事にやりがいを感
じてみませんか？

企業の社風・風土

企業の社風・風土

社員一人ひとりの創造性を重視し、チャレンジ精神溢れる自由闊達な社
風です。社員が持つ力を最大限に発揮できる環境整備に力を入れており、
充実した研修制度や仕事と育児の両立支援制度、社長賞など紹介しま
す。

自分の関わる製品、サービスが世界中の社会を支えているという自信と誇
りを持って働いています。また、少数精鋭なので若い時から仕事を任せて
もらえて、どんどん成長できる風土が整っています。
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掲載している情報は2017年12月1日時点のデータです。

株式会社デンソーテン
(旧：富士通テン)

東京海上日動火災保険株式会社
(本社)

所在地

〒652-8510 神戸市兵庫区御所通1-2-28

〒100-8050 東京都千代田区丸の内1-2-1

所在地
(関西拠点) 〒541-8555 大阪市中央区高麗橋3-5-12

1972年

設立年

従業員

2,943人

1879年

設立年

従業員

17,148人

事業内容・ここに注目！

事業内容・ここに注目！

当社は100年培ったクルマづくりの技術とICTを活用し、車載用機器を手掛
けるカーエレクトロニクスメーカーです。自動運転の実現や人々の命を守る
周辺監視センサーはもちろん、ドライブをより便利で楽しくするナビ・オー
ディオやインターフェース、燃費向上や排ガス低減をめざした、環境にやさ
しい制御システムなどを提供しています。自由で快適なモビリティ社会の
実現にむけて、新たな価値の創出に挑戦し続けています。

1879年の創業以来、リーディングカンパニーとして世界中の「挑戦」を実現
してきました。今後一層複雑・多様化する社会において、グローバルに「イ
ンフラビジネス」を展開する当社の存在意義は益々高まりを見せています。
「挑戦のDNA」を有した活力あふれる主体的な人材を原動力に、世界中
の「使命」に応え続けること。そして、世界中から信頼され必要とされる
「Good Company」を創ることが私たちのビジョンです。

関西で働く魅力とは

関西で働く魅力とは

「働く場所」とは、「生きる場所」でもあります。どちらも兼ね備えた関西（神
戸）は、バリバリ仕事のできる都市でもあり、古くからの文化を大切にする気
質のため、人も街もあたたかく、住みやすいエリアといえます！

関西(滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山・兵庫)で働きたい。幅広いキャリア
を重ねたい。新しいことにチャレンジしたい。
「自由闊達」・「チャレンジ精神」を大切にする東京海上日動で皆さんの夢
を叶えませんか！！

企業の社風・風土

企業の社風・風土

年次が離れた先輩でも気さくに仕事を教えてくれます。わからないことがあ
ればどんどん聞けます！また、音楽好き・クルマ好きの社員がたくさんいる
のも、当社の特徴です。

世界中に、使命がある。
Make a Good Company, Create a New History

日本ハム株式会社
(ニッポンハムグループ)

日工株式会社

所在地

〒674-8585 兵庫県明石市大久保町江井島1013-1

設立年

1919年

従業員

所在地

570人

〒530-0001 大阪市北区梅田二丁目4番9号 ブリーゼタワー

1949年

設立年

従業員

単体： 2,372人、グループ合計： 29,679人
（2017年3月/平均臨時雇用者数含む）

事業内容・ここに注目！

事業内容・ここに注目！

●アスファルトプラント、コンクリートプラント、各種リサイクルプラント(システ
ム）の製造・販売 ●各種プラント等の制御装置の製造・販売 ■幾多の
国々で都市開発、道路・交通機関の整備拡充に貢献。近年は積極的に
環境分野にも進出、土壌浄化等の様々な再資源化事業にも着手してい
ます。

ニッポンハムグループは、「日本」だけじゃない！「ハム」だけじゃない！を
合言葉に、国内食肉業界では最大級のインテグレーションシステムを独
自に築き、生産から販売までを一貫して行っております。
業界において先駆けて構築されてきた仕組みで、安全かつ高品質な商品
作りを可能としています。
全ての人に「食べる喜び」を届けるために、価値創造にチャレンジし続けて
おります。

関西で働く魅力とは

関西で働く魅力とは

1919年、兵庫県明石市にて創業した当社は、関西を拠点に事業拡大を
続け、社会を支えるインフラ産業に貢献してきました。
明石本社で製造される機械が、全国、世界へ。その業務の一端を担って
みませんか。

意外と知られていませんが、実は関西「大阪」が本社の日本ハム。
徳島からスタートし、今では全国にニッポンハムグループがあります。
幅広い事業領域・販売網を駆使して働けることが魅力の一つです。

企業の社風・風土

企業の社風・風土

職場の雰囲気はアットホーム、先輩が後輩の面倒をみる伝統があります。
平均勤続年数は18年以上、上場企業の中でも上位です。
離職率も低く、安心して長年勤めていただける会社だと自負しています。

私たちはグループ企業であり、「チーム」として団結して事業を展開してい
ます。
「世界で一番の食べる喜び」をお届けするためにチャレンジし続ける企業
風土があります。
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掲載している情報は2017年12月1日時点のデータです。

株式会社
ハイレックスコーポレーション

日本生命保険相互会社

所在地

〒541-8501 大阪市中央区今橋3-5-12

1889年

設立年

従業員

所在地
[単体]70,651名⇒内務職員 19,747名
（男性 5,078名 ／ 女性 14,669名）
（2017年3月末）

〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町1-12-28

1946年

設立年

従業員

連結12,230人 単体971人

事業内容・ここに注目！

事業内容・ここに注目！

個人および企業向け各種保険商品の引受・保全サービス、有価証券投
資・貸付・不動産投資など受託資産の運用、付随業務

【輸送用機械器具製造業】
各種コントロールケーブル及び医療用器具の開発・製造・販売
二輪・四輪、トラック・バス・特殊車両、建機等国内では、全てのメーカー
に取引を頂き、海外でもアメリカ・韓国等自動車先進国から中国・インド・
ベトナム等新興国まで、拠点を持つ。 ウィンドレギュレータ、パワースライド
ドア他システム化した商品の開発や、最先端技術の医療機器・福祉分野
でも社会に貢献しています。

関西で働く魅力とは

関西で働く魅力とは

関西では資産運用部門やホールセール部門に加え、「お客様サービス本
部」を構えています。お客様サービス向上（契約事務や支払事務等）に向
けて企画・運営を実施しています。

関西には首都圏に負けない日本屈指の学術・研究レベルを誇る大学や
研究機関があり、新しいモノやサービスを生み出す基盤のノウハウや技術
の研究も活発です。その中で当社は、グローバル企業として展開していま
す。

企業の社風・風土

企業の社風・風土

日本生命は、約1100万人のお客様から約64兆円の資産をお預かりする生
命保険業界のリーディングカンパニーです。｢世界一の安心を提供する企
業｣を目指して、常に戦略的な挑戦を続けています。

「この仕事を通じて社会に貢献する」「この仕事を通じて立派な人を創る」
を経営理念とし、ケーブルをコアとした製品の研究開発を続け、電気・電
子、最先端技術を応用した医療機器分野へも進出してきました。

株式会社パソナグループ

三井住友海上火災保険株式会社

(本社)

〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2

(本社)

所在地

〒101-8011

所在地
(関西拠点) 〒541-0047 大阪市中央区淡路町4-2-15

設立年

1976年

従業員

(関西拠点) 〒540-8677

8,682人(連結・契約社員含む)

1918年

設立年

東京都千代田区神田駿河台3-9
大阪市中央区北浜4-3-1
三井住友海上大阪淀屋橋ビル14階
従業員

14,691人

事業内容・ここに注目！

事業内容・ここに注目！

「社会の問題点を解決する」という企業理念のもと、誰もが活き活きと自由
に働くことができるよう、いくつもの仕事のインフラを創るソーシャルソリュー
ションカンパニーです。女性、若者、中高年の就労やキャリア構築の支援、
ワークライフバランスの充実、企業のグローバル化支援、地方での地域活
性や就農支援などに取り組み、ゼロからさまざまな仕事のインフラを創造し
ています。

国内規模No.1の損害保険金融グループとして業界をリードしてきた三井住
友海上。激動の現代、世界を舞台に挑戦を続けてきました。世界中45か
国に展開し、常に事業領域を拡大しています。今後もグループ力をさらに
活かして世界トップ水準の保険・金融グループを目指し、挑戦を続けてい
きます。採用コンセプトは「向き合うから、強くなる」働くことや将来に向き合
い、会社とともに挑戦したいと思っている方をお待ちしております。

関西で働く魅力とは

関西で働く魅力とは

関西の企業とエキスパートスタッフの橋渡しとして、就業開始までの仕事
案内と、就業開始後安定就業頂くためのサポートをします。真摯に取り組
むことで企業とスタッフの方に信頼して頂けることにやりがいを感じます。

関西エリアは三井家・住友家の縁の地であり、経済の発展地です。三井
住友海上の社員として、多くの人や企業の発展に貢献することができます。

企業の社風・風土

企業の社風・風土

年齢・役職問わず、非常にコミュニケーションがとりやすい環境です。上司
との距離も近く、日々のコミュニケーションの中でも小まめに意見を聞いてく
ださり、チャレンジを後押ししてくれます。

当社では、人財育成を競争力の源泉と位置付けています。社員一人ひと
りが学ぶ責任・育てる責任を果たし、互いに支え合い成長していく企業風
土です。お客さまを心から応援するため、誠実であることを心掛けていま
す。
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掲載している情報は2017年12月1日時点のデータです。

三井ホーム株式会社

株式会社みなと銀行

〒163-0453

東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビル53階

(関西拠点) 〒541-0053

大阪市中央区本町4-4-25
本町オルゴビル5階

(本社)
所在地

1974年

設立年

従業員

所在地

2,179人

〒651-0193 神戸市中央区三宮町2-1-1

1949年

設立年

2,327人

従業員

事業内容・ここに注目！

事業内容・ここに注目！

【事業内容】
注文住宅事業を中心とし、賃貸住宅事業・医院建築事業・大規模木造
事業・商業デザイン事業・商品販売事業・海外事業・リフォーム事業ほか。
【ポイント】
オーダーメイドの家づくりをお客様へ提供します。
三井ホームしかできない家づくり。

当行は、兵庫県下最大規模のネットワークを擁する、兵庫県を代表する
地域金融機関です。ものづくり企業や農漁業、観光など成長産業のファン
ドや地域創生の取り組みに独自のノウハウと強みも持っています。関西最
大の地域金融グループ「関西みらいフィナンシャルグループ」の一員であ
る当行は、グループでの強みの共有、相互補完、新たなサービスの提供
により、地域密着型のビジネスモデルを更に深化させ、地域に貢献して参
ります。

関西で働く魅力とは

関西で働く魅力とは

三井ホームにとって、関西エリアは東京と肩を並べるほどの重要なマー
ケットであります。
そのため、会社を背負って働いている実感を持つことができます。
また人情味溢れた人と仕事が出来るのは面白いです。

関西最大のお客さま基盤と店舗ネットワークを活かし、地銀の枠を超えた
発想と行動力で活躍するフィールドは無限に広がっています。全国トップク
ラスの地域金融グループで働く誇りとやりがいが、みなと銀行にはあります。

企業の社風・風土

企業の社風・風土

年齢に関係なく活躍できる社風があります。
私も営業時代は最年少で全国トップ5に入り、その後、会社のマーケティン
グや営業戦略の企画・立案を行いました。
社員同士も仲が良く、よく遊びに行きます。

～地域のみなさまとともに歩みます～
という経営理念のもと、行員一人ひとりが「地域のみなさまのお役に立ちた
い」「地域を元気にしたい」という熱い思いで、日々の業務に取り組んでいま
す。

森合精機株式会社

大和工業グループ

所在地

〒674-0093 兵庫県明石市二見町南二見10番2

設立年

1964年

従業員

所在地

220人

〒671-1192

兵庫県姫路市大津区吉美380番地

1944年

設立年

従業員

1,670人 グループ連結

事業内容・ここに注目！

事業内容・ここに注目！

森合精機は、工業用洗浄機で、国内シェアNO1！他社の追随を許しませ
ん。国内の全自動車メーカー様を中心に、ご愛顧いただいています。実
は・・皆さんのご家庭で乗られている自動車は、ほぼすべて森合精機の洗
浄工程を経て作られているのです！そんな森合精機には、世界を相手に
仕事がしたい、地元企業でじっくりとキャリアを積みたいなど、様々な思考
の方に働いていただけるフィールドがあります。

東証一部上場の大和工業（株）を中核とする、鉄鋼・軌道用品事業グ
ループです。フェアとグローバルをモットーに電炉鉄鋼メーカーとしてはいち
早く海外展開に取り組みました。若手であっても意欲や実力があれば早く
から海外を経験させ、将来的には当社のコア人材として活躍していただき
たいと考えています。働き甲斐のある誠実な企業集団の一員として会社と
ともに自分自身を成長させてみませんか。国際派の貴方をお待ちしていま
す！

関西で働く魅力とは

関西で働く魅力とは

「関西」＝「お笑いの文化」＝元気ですよね。頑張るときはしっかり頑張る、
そして笑顔のある会社。それが関西で働くことの、「オモシロイ」こと。森合
精機は自由闊達な社風のもと、クリエイティブな仕事をしています。

国内単独拠点である姫路（全ての技術・ノウハウが集中！）より、多くの社
員が当社の技術を海外に伝える役割をしています。海外からの来客も多く、
関西にありながら若手であっても世界との繋がりを感じられる企業です。

企業の社風・風土

企業の社風・風土

森合精機は、とにかく若手が元気！！「同期入社の結束力」ということを
大切にしており、世代によっては毎月同期会をしています。風通しのよい
社風づくりのため、社員旅行などイベントも大切にしています。

当社が大切にしているのはフェアの精神です。顧客、サプライヤーの別なく
フェアな取引を重んじている事だけではなく、社内であっても上下双方向
に自由に意見を発信していける風土を目指しています。
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掲載している情報は2017年12月1日時点のデータです。

読売新聞大阪本社

所在地

リコー電子デバイス株式会社

〒530-8551 大阪市北区野崎町5-9

1952年

設立年

所在地

1,158人

従業員

〒563-8501 大阪府池田市姫室町13-1

2014年

設立年

従業員

654人

事業内容・ここに注目！

事業内容・ここに注目！

「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
各種イベントの主催、後援など。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。メディアが多様化している今だからこそ、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。

当社は半導体デバイスの企画から開発・生産・販売・品質保証まで一貫し
て自社で高い機能を備え、その技術力と顧客対応力で世界中のトップ
メーカーに愛され続けています。コア技術であるCMOSアナログ技術は低
消費・高精度・小型化を実現する回路・プロセス・実装技術に優れ、PCや
スマホ、ウェアラブルデバイスなどの電子機器をはじめ、自動車や産業機
器、IoT製品など様々な製品に搭載され社会に貢献しています。

関西で働く魅力とは

関西で働く魅力とは

歴史あふれる関西から全国に向けニュースを発信する社会的意義を感じ
てください。また、原爆の記憶を伝える広島、阪神・淡路大震災の教訓を
伝える神戸からの情報発信など、関西でしかできない仕事があります。

慣れ親しんだ環境の中、社会人スタートを切ることで安心してのびのびと
仕事をしていただけます。海外売上比率は50％以上ですので関西で働き
ながらワールドワイドな活躍ができるところも魅力です。

企業の社風・風土

企業の社風・風土

記者の養成機関である「記者塾」の設置など、読売新聞は社員の育成に
どこよりも力を入れています。会社の雰囲気は家族的。でも、日本を情報
で支えていく新聞社で働く社員は誇りを持って仕事と向き合っています。

やる気のある人材の成長を促し育てる風土があります。
若い人の意見にも耳を傾け尊重する職場環境があり、若手がイキイキと活
躍しています。

質問リスト

「関西企業との交流会」は座談会形式。企業の方と近い距離で話ができます。
「でも、何を質問していいのか思いつかない！」そんなあなたのために、聞いておきたい質
問を集めました！是非参考にしてください。

＜配属について＞

＜大学時代について＞

・部署間の異動はありますか？
・異動希望が通ったことはありますか？
・転勤・出張は多いですか？

・大学生のときにやっておくべきことはありますか？
・どのような就活をしていましたか？
＜仕事について＞

＜業界・企業について＞

・この仕事の一番面白いところはどこですか？
・この仕事で一番苦労したことは何ですか？
・上司や同僚はどのような人ですか？
・出社時間・退社時間は大体何時ごろですか？
・特に忙しい時期はいつですか？
・将来の夢はなんですか？
・どんな人が向いていると思いますか？

・同業他社と比較して強みは何ですか？
・今後伸ばしていく予定の分野はありますか？
・貴社の業界で働くことの魅力は何ですか？
＜資格について＞
・入社後取得しなければいけない資格はありますか？
・語学力は必要ですか？

＜福利厚生について＞
・研修はどのようなものがありますか？
・休暇は取りやすいですか？
・休みの日は何をして過ごしていますか？
・産休や育休の取得率はどうですか？

これらの質問の他にも
気になることを気軽に
質問しちゃいましょう！
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掲載している情報は2017年12月1日時点のデータです。

