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No ＨＰ、関連ＵＲＬ等

http://www.izumi-ko.co.jp/

※企業の魅力発信ＷＥＢサイト
http://www.kigyo-
miryoku.pref.osaka.lg.jp/job/detail/comp
any-567.php
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≪株式会社ウイルテック≫

製造サービスを手掛け、従業員規模も3,000名以上の当社。多くの取引先があることから、業務
内容、給与、勤務時間など、社員が優先したいものに合わせて職場を選定。女性管理職育成も
進めています。

【宣言】
守りたいものを守りながら働ける会社です。何でもご相談ください。

https://www.willtec.jp/

http://www.uedakikou.co.jp/

※企業の魅力発信ＷＥＢサイト
http://www.kigyo-
miryoku.pref.osaka.lg.jp/job/detail/comp
any-370.php
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≪掛谷運輸倉庫株式会社≫

建設現場で使用する資材・機材の運送を専門で行う掛谷運輸倉庫。車両はすべてユニック車（ク
レーン付車両）です。その分、運転免許以外の資格も必要とされますが、積み下ろしはすべてユ
ニック。体力的な負担は少なく、長く働ける点が魅力です。

【宣言】
社として時代に応じて進化していかなければ、最後は衰退しかないと強く思います。新事業やIT
化も含め柔軟な頭を持ちながら自社の魅力を追求していくことが永遠・必須のやるべきことだと
考えています。

http://www.kakeya.co.jp/truck/
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≪株式会社カシックス≫

関西一円の配送拠点を活かして営業をおこなっているカシックス。社員とその家族も大切にと、
勤務形態は週休2日・3日を選択することができます。家族を招いた社内バーベキュー大会もあ
り、社内も家庭も円満を目指しています。

【宣言】
私たちの業種は、企業様のみならず各家庭の生活が「毎日の当たり前を当たり前に過ごして頂
く」。つまりは社会に無くてはならないものであり、皆様のお役に立てることが我々の使命であると
信じて活動しております。私どもの企業理念は「まかせて安心 カシックス」。今後もご利用頂いて
いる全てのお客様に喜んで頂ける活動を続けて参ります。

http://www.kasix.jp/
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≪共栄機械株式会社≫

包装用フィルム製袋の製造機械メーカーである共栄機械。珍し過ぎて、家族も仕事を理解してな
い…という社員の声もありますが、社員同士の結束力は強いです。いざとなったら事務方も現場
で手を貸すチームワークがあります。

【宣言】
製造業というと「ものづくり」という言葉がよく出てきますが、弊社はこれ以外の言葉で自社を表現
できるような企業、職場環境を目指したいです。

http://www.kyouei-k.co.jp/
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≪越野運送株式会社≫

ダスキン他、企業の専属輸送を主体とする越野運送。行動指針の一つに「笑顔で」を掲げ、得意
先だけでなく、社員もその家族も笑顔になるよう、プライベートな時間を確保しやすい勤務形態を
整えています。

【宣言】
人との出会いを大切に、やりがいと居心地の良さを追求した職場環境づくりに取り組んでいきま
す。「笑顔」あふれる会社になろう！

http://www.koshino.co.jp/index.html
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≪コーナン建設株式会社≫

関西・首都圏を基盤とする総合建設会社のコーナン建設。社員の大半が新卒入社で、一から育
てる文化があります。やる気があれば、年齢・性別なんて関係ない。社員の可能性を信じ、仕事
を任すのがコーナン流です。

【宣言】
コーナン建設の魅力をどんどん発信して、良い人材を採れるように頑張ります！！

http://www.cohnan.co.jp/

企業紹介

1

≪泉鋼管工事株式会社≫※大阪府「男女いきいき・元気宣言」事業者

大阪ガスの指定工事業者としてガス機器の販売から設置工事までトータルで手掛ける泉鋼管工
事。安定した事業環境に安住せず、チームビルディング研修、評価指標の見直し、指導方法の
改善などに着々と取り組んでいます。

【宣言】
弊社では現在、ドラスティックな社内体制、職場環境の改善を行っています。ボトムアップ・トップ
ダウン両方の意見を上手く活かせるような社内体制、職場環境の構築に向けて、人事・総務関
連の業務を行っています。

3

≪植田基工株式会社≫

くい打ちなどの基礎工事を手掛ける植田基工。業界トップクラスの施工量をこなす当社の原動力
は社員。スケールの大きなかっこいい仕事ですが、社員の育成は丁寧。「大学に通う代わりに当
社で学ぶくらいの気持ち」で若手社員を育成しています。

【宣言】
大阪人材確保推進会議に入れることに感謝し、何も知らない人でも、5年経てば1人前の技術者
になれるように、キャリアプランと資格支援制度をさらに充実させ、若手社員育成に力を入れてい
ます。

http://www.izumi-ko.co.jp/
http://www.kigyo
https://www.willtec.jp/
http://www.uedakikou.co.jp/
http://www.kigyo
http://www.kakeya.co.jp/truck/
http://www.kasix.jp/
http://www.kyouei-k.co.jp/
http://www.koshino.co.jp/index.html
http://www.cohnan.co.jp/
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≪新栄運輸株式会社≫

近畿地区の小売店への食料品配送を担う新栄運輸。未経験者でも仕事をしやすいようにと、70
ルート以上ある配送先についての「配送マニュアル」を整備。「いつもどおりにできた」を合言葉
に、職場環境の改善を進めています。

【宣言】
人手不足の中で、地域オンリーワンの仕事を目指す会社です。若い人の英知で物流を“開拓”し
ませんか。 そんな若者を求める会社です。

http://shin-ei-unyu.com/
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≪株式会社スマイル建設≫
建設工事業 大阪府東大阪市桜町2－3 宮崎桜町ビル2階 201号

大和ハウス工業の集合住宅施工を専門とするスマイル建設。「営業目的のHPは不要」と言える
ほど、業況は安定しています。同種の工事に集中して取り組むため、経験が積みやすく、社員の
成長スピードも当社の自慢の１つです。

【宣言】
ホームページの作成などを通じて待つのではなく、行動していけたらと思います。
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≪摂津運輸株式会社≫

一斗缶輸送を強みとする摂津運輸。一斗缶の積み下ろしは手作業ですが、最新の安全設備の
導入や社内研修、社員の家族も含めたイベントを通じ、社員が安全に働け、社員の家族が安心
して職場に送り出せる「究極の安全」を目指しています。

【宣言】
まずは自社のホームページで魅力発信に向けて磨きをかけていきたい。

http://www.settsu-unyu.com/
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≪株式会社ソルテック工業≫

プラント設備の設計からメンテナンスまで一貫対応しているソルテック工業。社員数100名程度な
がら、2010年のベトナム工場開設以降、当社で活躍する外国人が増加しています。国籍に関係
なく、グローバルに力を発揮できる会社です。

【宣言】
弊社が社会に貢献している仕事の内容を伝え、やりがいのある仕事であるということを広く広報
し、「入社後に定着し活躍できる人材」を発掘し、採用していきたいと思います。 同時に、業界全
体が繁栄できるように努めていきたいと思います。

http://soltec21.co.jp/

13

≪大宝製袋株式会社≫

食品・医薬品などの包装袋を製造する大宝製袋。2017年3月に衛生管理はもちろん、社員の休
憩スペースも充実させた新工場に移転。店頭で販売されている商品を見て、自社製の袋がわか
るくらい、愛社精神あふれる社員がそろっています。

【宣言】
Eカンパニー取得を機に、更に「いい会社」「働きやすい会社」に取り組んでいき、若者が入社しや
すく、活躍できる会社へと日々進化し続けます！

http://www.taihouseitai.co.jp/
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≪谷正運輸株式会社≫

家電品のメーカー配送を強みとする谷正運輸。得意先からの信頼はもちろん、社員個人の存在
を大切にしているからこそ、「ドライバーは、お客様から社名ではなく、個人の名前で呼んでもらえ
る存在になってほしい」と代表は語ります。

【宣言】
お客様、地域、従業員とその家族に「喜ばれる・選ばれる企業」を目指します。

http://tanimasaunyu.com/
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≪株式会社ツカサテック≫

産業・環境プラント向け煙突の設計・施工・メンテナンスを手掛けるツカサテック。高所作業もあり
入社のハードルは煙突と同じく高いですが、入社後の安定感は抜群。他社ではできない仕事に
魅せられ、社員定着率は99％以上です。

【宣言】
1人でも多くの求職者の方と出会えるよう、そして応募していただけるよう、自社の魅力を発信し、
「入社して良かった。」と思っていただける環境づくりにも併せて取り組んでいきたいと思います。

http://www.tsukasatec.co.jp/
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≪株式会社つばめ急便≫

企業向け物流サービスを展開するつばめ急便。企業規模としては大手企業に位置づけられます
が、社内の雰囲気はいい意味で垣根が低く、中小企業的な温かさがあります。若手・ベテランを
問わず、意見を出しやすい社風が魅力です。

【宣言】
“つばめ急便”の魅力の発掘・発信を深化させることで、会社を担っていただく人材を獲っていき
ます！！

http://www.tsubamekyuubin.co.jp/
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≪株式会社トミナガ≫

イベント資材や音響機器の配送などを得意とするトミナガ。「ドライバー＝一匹狼」というイメージ
が持たれやすいですが、当社の特長は仲間意識の強さ。居心地がよすぎて、同業他社からの転
職後に13kg太った！というドライバーもいるほどです。

【宣言】
当社はまだまだ拡大する企業(会社)と自負しており、若い世代が働きやすい環境整備に取り組
んでいき、社員全員が一致団結し、従業員だけじゃなく、その家族達にもトミナガで働いて良かっ
たと思ってもらえる会社にしていきたいと思います。

http://tominaga3.com

http://shin-ei-unyu.com/
http://www.settsu-unyu.com/
http://soltec21.co.jp/
http://www.taihouseitai.co.jp/
http://tanimasaunyu.com/
http://www.tsukasatec.co.jp/
http://www.tsubamekyuubin.co.jp/
http://tominaga3.com
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≪株式会社日本電工≫

LED照明や電気自動車充電設備などの電気工事を行う日本電工。一番大きな拠点でも従業員
は15名程度と拠点ごとの規模が小さく人との距離が近いこともあり、役職に関係なくお互いを気
遣う雰囲気があります。

【宣言】
常に「新しい挑戦と更なる飛躍をめざしている」株式会社日本電工です。 お客様のご要望に対し
感謝をして全力で努力し、実現させ、喜びと満足をしていただく事を旨とし、常に「熱意」・「誠意」・
「創意」の三意を持って、地域社会に奉仕すべく「ベストを尽くせ」の指針のもと、新たなる挑戦と
更なる飛躍をめざします。

http://www.nichiden.co.jp/

http://next-bin.com/

※企業の魅力発信ＷＥＢサイト
http://www.kigyo-
miryoku.pref.osaka.lg.jp/report/041/
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≪株式会社樋口物流サービス≫

医療関係器材・店舗用設備品などの配送を手掛ける樋口物流サービス。地元で働きたい人への
積極的な雇用、若手社員の育成に力を入れています。 会社を見てもらってから決めて欲しいと
いう思いもあり、希望に応じて入社前に職場見学を実施しています。

【宣言】
「Eカンパニー」企業の名に恥じぬよう、積極的に業界イメージの向上に努めたいと思います。

http://www.higuchi-logistics.co.jp/
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≪株式会社日立物流西日本≫

近畿・中四国エリアに保有する倉庫で、企業の物流効率化を支える日立物流西日本。「倉庫作
業」というと、力仕事を想像しがちですが、当社では最新のIT・AIを積極的に取り入れ、作業負担
の軽減による職場環境改善も進めています。

【宣言】
頂いたEカンパニー認定をより良い企業取り組みに活かして、繋げて行きたいと思います。

http://www.hitachi-
hb.co.jp/nishinippon/
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≪富士興業株式会社≫

鋼材運送を主業とする富士興業。2017年6月に現社長が事業を承継、社内には新たな風が吹い
ています。「社員の幸福を追求するための会社」という経営理念の下、風通し良い社内で若手か
らベテランまでコミュニケーション良好！

【宣言】
男女問わず若手の人材に活躍してもらえるような職場環境を整え、積極的に採用活動を行って
いきます。

http://fujiwk.co.jp/index.html
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≪堀内運送株式会社≫

イベント資材などの配送を行う堀内運送。それぞれが持つ最大限の力を出せる会社を目指して
います。「性別や趣味趣向で判断せず 、人として評価します」という熱い採用専任担当者を筆頭
に、人材確保を推進中！

【宣言】
企業が職場環境の充実に取り組んでこそ、職場の魅力をお伝えできるという事が基本だと思い
ます。 時代も変化します。我々企業の職場環境改善についても「完成」はないと考えます。少し
ずつですが、“前向き小走り”で取り組んでいきたいと思っています。

https://www.horiuchiunso.co.jp/
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≪丸長運送株式会社≫

南河内エリアの運送を支える丸長運送。「現場で売上を作ってくれる従業員がいるからこそ。社
員が長く働ける環境を用意したい」と現場社員への感謝を語る取締役本部長の言葉からは、社
員に対する信頼がうかがえます。

【宣言】
今後、よりいっそう採用・教育に注力し、人材が集まる魅力ある会社作りに励んでいきたいと思い
ます。

http://maruchounso.com/
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≪岬工業株式会社≫

大型タービンをはじめ発電機器に強みを持つ岬工業。プラント機器の建設からメンテナンスまで
多くの実績を有する当社。建設業を知らなくても資格取得支援制度があり、大阪に縁がなくても
単身寮があり、と手に職をつけ生活基盤を作れる職場です。

【宣言】
売り手市場でなおかつ、大手企業志望の学生が多い状況であるが、中小企業の魅力を発信して
目標の採用数を確保したい。

http://misaki-kogyo.co.jp/
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≪ネクスト株式会社≫

一般・イベント貨物から航空貨物まで配送するネクスト。「社員は家族」と語る代表取締役の言葉
の通り、専任の指導担当の社員だけでなく、多くの社員が新入社員に関わって育成しよう、という
雰囲気があります。たくさんの「両親」が温かく見守っています。

【宣言】
・合同説明会への積極的な参加
・人材開発に関するプレゼン資料の完成
・ホームページの人材に関するページの改良
を実施する。
「会社経営はあなたが主役です！」

http://www.nichiden.co.jp/
http://next-bin.com/
http://www.kigyo
http://www.higuchi-logistics.co.jp/
http://www.hitachi
http://fujiwk.co.jp/index.html
https://www.horiuchiunso.co.jp/
http://maruchounso.com/
http://misaki-kogyo.co.jp/
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≪矢野建設株式会社≫※大阪府「男女いきいき・元気宣言」事業者

マンション等の建築請負から土木工事、土地開発不動産事業まで手掛ける矢野建設。真心こめ
た建設サービス業を提供すべく女性施工管理職が在籍、事務職の女性社員による社内検査の
実施など、業界では少数派の女性活躍推進建設会社です。

【宣言】
業界全体としても求人への応募が少ない中、今回のＥカンパニーワークアップ計画を通じて、改
めて自社の魅力の掘り起こしをすることができ、社長の陣頭指揮のもと取り組んでいる「女性活
躍推進」「働き方改革」をなお一層推進していくことが、今在職する社員にとっても快適な職場に
なり、それそのものが我が社の魅力となり、結果的にリクルート活動も円滑に進むと期待してい
ます。

http://www.yano-const.co.jp/
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≪株式会社ユアサデザインルーム≫

施工図面の作成を手掛けるユアサデザインルーム。専門性の高い仕事ながら、学部学科国籍
不問で一から社内教育を行い、国内・海外拠点で活躍する外国人も多数在籍。最新技術の習得
にも積極的です。

【宣言】
建設業界において、より「信頼され頼りにされる」企業をめざします。

http://www.ydr.co.jp/

http://www.yano-const.co.jp/
http://www.ydr.co.jp/

