
令和元年度認定「大阪人材確保推進会議 Ｅカンパニー」一覧（50音順）

No ＨＰ、関連ＵＲＬ等

1 株式会社イスルギ 

≪株式会社イスルギ 大阪支店≫
働き方改革 に関わる労働環境 労働環境 の見直 しの取り組みを全力 で行ってお り、女性・若
者が迷わずに選ぶ職場づくりをしています。
＊私自身も女性ですが、イスルギでは女性 が現場でも内勤でも楽しく働いていますよ。

 http://k-isurugi.co.jp/

2
関西空港交通株式会社

≪関西空港交通株式会社≫
・女性専用フロアを設置。フロア内には仮眠室、バスルーム、パウダールームを完備。
・多くの先輩は、大型車の運転経験はなく入社し、リムジンバス乗務員として活躍しています。入
社後は、充実した教習を受講いただきますので安心してご応募ください。関西空港を支える公共
交通として、誇りのある職場で一緒に働きましょう。

http://www.kate.co.jp

3 株式会社北梅組

≪株式会社北梅組≫
大規模な建造物を多くの仲間と協力しながら作り上げていくこと。完成時の達成感はもちろん、そ
の過程も非常に楽しく、何事にも代えがたい経験となります。その経験をともにする仲間になりま
せんか。

www.kitaume.co.jp

4 近畿配送サービス株式会社

≪近畿配送サービス株式会社≫
比較的若者の意見を聞き入れてくれチャレンジさせてくれる環境がある。また、「あべの塾」という
名で、若者が集まり、切磋琢磨して勉強する機会もある。他にも主婦の方が短時間で働けるよう
に、シフトなどに柔軟な対応を取りやすい環境になっている。

http://www.khs-ltd.com/

5 近鉄バス株式会社

≪近鉄バス株式会社≫
大型二種免許を持っていなくても、バスの運転士になれます！
大型二種免許をお持ちでない方に運転免許費用の全額を貸付け、一定期間運転士として在籍し
たときにその返済を免除する、「運転士養成制度」を設けています。以前であればバス運転士は
大型トラックやバス等の運転経験者が多かったのですが、最近は未経験の方に多く入社いただ
いています。そのため、新人教育には特に力を入れています。皆さんの成長が私たちのやりがい
です！責任を持ってプロの運転士に育てます。

http://www.kintetsu-bus.co.jp/

6 株式会社ケイ・ツーネットワーク

≪株式会社ケイ・ツーネットワーク≫
当社の企業理念は「うちが一番」です。顧客満足度、社員満足度、地域満足度、全てにおいて一
番を目指します。

http://k2-network.com

7 株式会社伸明

≪株式会社伸明≫
薄板板金の切断、穴あけ曲げを機械を使用し加工とアルミ型材の切断、穴あけ専用機械での加
工がメインの会社です。作業自体は丁寧に指導いたしますので、初心者の方でも安心した働い
ていただけます。産休、育休後も同待遇にて職場復帰、また急な休みについても対応しており、
子育て世代を応援しております。

http://www.s-shinmei.co.jp/

8 信和運輸倉庫株式会社

≪信和運輸倉庫株式会社≫
昨年より軽トラックなど普通免許での配送業務を始めたことにより女性や免許をとりたての若者
も働ける環境を整備し始めました。慣れてくれば大きなトラックに乗れる免許を取得できるスキル
アップも出来ます。

https://ja-
jp.facebook.com/sinwaman/

9 株式会社セイワ運輸

≪株式会社セイワ運輸≫
「過去５年間、離職率 0％」
有給消化率 100％ ほぼ残業なし。最寄り駅より無料送迎バス。
年一回、家族、友達参加OKのBBQ

http://www.seiwa-unyu.co.jp

10 株式会社大松土建

≪株式会社大松土建≫
建設業の中でも、解体工事をメインとしている株式会社大松土建。解体工事～自社保有のリサイ
クル工場での処理まで一貫した体制で、仕事を受注できることが強みの会社です。また、解体工
事関連の新規事業へも積極的にチャレンジする会社なので、変化を好む方には様々な機会が与
えられるところも魅力です。安心・安全の解体工事で、地域を支える存在であり続けたいと考えて
います。 http://www.daimatu.co.jp/
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11 株式会社竹延

≪株式会社竹延≫
私たちは女性活躍推進に積極的に取り組み、社長の竹延幸雄が「Japan Venture Awards2019」
中小企業庁長官賞受賞の他、「男女いきいき」優秀賞受賞、「大阪サクヤヒメ賞」受賞、「学生に
教えたい“働きがいのある企業”大賞」奨励賞(リーダーシップ賞)受賞など多くの表彰を受けてい
ます。
育児中の女性らを含め、外国人及び未経験者を採用し、時短勤務等働き続けられる環境を整備
するとともに、短期間で育成するという取組みにＩＣＴ・デジタル技術の活用で、さまざまな職人の
熟練技を携帯端末で視聴、学習することができる技能伝承「技ログ」やスマホで簡単勤怠入力で
きる“働き方改革推進”クラウド「コネキャリ」の開発などのＨＲテックの分野へ更なるイノベーショ
ンを生み出しています。私たちは既存事業の業績アップと共に、新しい事業にもチャレンジし続
け、建設業だけでなく社会全体に貢献し、活性化につながる取り組みを行っていきたいと考えて

http://www.takenobe.co.jp/

12 田村工業株式会社

≪田村工業株式会社≫
オンタイムだけでなくオフタイムの充実も重要だとゆうことで春は花見大会、秋の家族同伴OKの
日帰りバスツアーやフットサルチームでの月１回の活動、釣り大会の開催など社員の交流を大事
にしています。
又、仕事を進める上でゴールまでの道のりは一つではありません。一人ひとりがより良いと思う
方法で仕事を進められる。そういった意見を聞いてくれる環境が整っています。 http://www.tamura-kougyou.co.jp

13 鶴田電設株式会社

≪鶴田電設株式会社≫
電気技術者は、明かりの源です。張り巡らさせた電気設備は社会生命にとって血管とも神経とも
いえる役割を担っています。天然資源が恵まれない我が国がこれから大きく発展し、高度かつ広
範囲な技術を提供できる人材の育成をめざします。

http://tsurutadensetsu.com/

14 株式会社浪花組

≪株式会社浪花組≫
大正１１年創業、大阪本店・東京本店・名古屋支店・横浜支店の４つの拠点で官公庁や公共事
業、民間企業の仕事まで大規模なプロジェクトを中心に仕事をしている左官工事業の会社です。
社内では若手・ベテランの垣根なくコミュニケーションの機会が多く、またワークライフバランスの
とれた職場環境です。

http://naniwagumi.co.jp/

15 南海ウイングバス金岡株式会社

≪南海ウィングバス金岡株式会社≫
 女性専用の仮眠室等の設備を各営業所に完備しています。

http://www.nankaibus.jp/

16 南海ウイングバス南部株式会社

≪南海ウイングバス南部株式会社≫
当社では、未経験の方でも安心してバスの運転士をめざせるよう、研修に力を入れております。
現在運転士として活躍する方のほとんどが未経験から当社でのキャリアをスタートしており、女性
も活躍しています。
バスの運転士に興味のある方は未経験からチャレンジしやすい当社に是非ご応募ください。

http://www.nankaibus.jp/

17 南海バス株式会社

≪南海バス株式会社≫
 各自の就業可能時刻に合わせたシフト作成（短時間）も可能
→①最初から【正社員登用】＋【65歳定年】・・・さらに【雇用延長】もあり末永く勤
務可能です。
②転居を伴う【転勤なし】。（大阪府内のみ）
③有給消化率【90%】以上、オンとオフの切り替えは大切です。
④半数以上が大型未経験者、数ヶ月に及ぶ研修を設けています。

http://www.nankaibus.jp/

18 西日本ジェイアールバス株式会社

≪西日本ジェイアールバス株式会社≫
西日本ジェイアールバスではワーク・ライフ・バランスを重視し、本社では「フレックスタイム制」を
導入、
運転士には短時間短日数行路を設けて、個々人の生活に沿った 働き方を実現しています。
また、介護や育児をしながら働くことも可能です。
社員のニーズを汲み取り、気持ちよく働くことができる職場形成に努めています。 https://www.nishinihonjrbus.co.jp/

19 日本交通株式会社

≪日本交通株式会社≫
【総合職募集】一人ひとりを大切にする社風。だから、3年以内の離職率０％！

→バス、ハイヤー・タクシー事業を中核とする関西最大級の総合交通サービス企業です。
総合職（営業・企画・運行管理など）、タクシー乗務職、バス乗務職、バスガイド職を募集中！

http://www.nihonkotsu.co.jp/

20 日本絨氈株式会社

≪日本絨氈株式会社≫
「幸せを敷き詰めよう」の企業理念のもと、カーペットや人工芝を通じてお客様へ「幸せ」をお届け
しています。 安心・安全・高品質な商品を安定的にご提供するため、世界トップレベルの機械設
備を導入し、若手からベテランまで同じ目標に向かって、ともに力を合わせて日々切磋琢磨 して
います。また、出産 ・子育て中のママも活躍中！安心して働ける環境が整っています。全社的な
チームワークの良さが、当社の商品の高い品質に繋がっています 。

■日本絨氈：ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｲﾄ
https://japancarpet.co.jp/

■日本絨氈：ECｻｲﾄ
https://japancarpet.com/

■日本絨氈：海外向ｻｲﾄ
https://www.japancarpet-e.com/

21 阪急観光バス株式会社

≪阪急観光バス株式会社≫
結婚、子育てなどプライベートも充実させながら自分らしく長く働くことができるような、老若男女
みなが働きやすい環境を整えています。

http://www.hankyu.k-bus.co.jp/

http://www.takenobe.co.jp/
http://www.tamura-kougyou.co.jp
http://tsurutadensetsu.com/
http://naniwagumi.co.jp/
http://www.nankaibus.jp/
http://www.nankaibus.jp/
http://www.nankaibus.jp/
https://www.nishinihonjrbus.co.jp/
http://www.nihonkotsu.co.jp/
https://japancarpet.co.jp/
https://japancarpet.com/
https://www.japancarpet-e.com/
http://www.hankyu.k-bus.co.jp/


No ＨＰ、関連ＵＲＬ等企業紹介

22 阪急バス株式会社

≪阪急バス株式会社≫
 【ON】・【OFF】がしっかり切り替えられる職場です。【ON】緊張感を持って、バスに乗務。お客様
の大切な命をお預かりしているやりがいのあるお仕事です。【OFF】休憩所では同僚と雑談するな
ど、穏やかな時間を過ごせます。当社は有給消化率も高く、プライベートの時間もキープできま
す。
 当社では、経験・年齢・性別問わず、「まちのやさしい運転士さん」としてご活躍いただけます。 https://www.hankyubus.co.jp/compa

ny/

23 北港観光バス株式会社

≪北港観光バス株式会社≫
弊社のバス乗務職は、長距離運行や夜行運転、泊まり業務がありません。運行ルートやシフトが
固定されたお仕事もありますので、仕事と生活が両立しやすい職場環境です。経験や希望によ
り、小型バスからお仕事を始めることも可能です。

http://hokkohbus.co.jp/

24 間口ランドサービス株式会社

≪間口ランドサービス株式会社≫
○私たちは「当たり前を支える仕事」をしています
スーパーやコンビニに行けば様々な商品が並んでいる—当たり前の光景です。その「当たり前」を
支えているのが、私たち間口ランドサービスが携わっている物流の仕事です。間口ランドサービ
スは昭和20年に創業した物流会社です。そして業界内でいち早くユニットロード配送に取り組み、
トラックドライバーの負担を軽減しながら、お客様の元へ効率よく確実に商品を届ける役割を担っ
ています。

○社員の成長の先にお客様の満足があります
何より私たちは社員を大切にすることを第一に心がけています。一般的な福利厚生の話にとどま
らず、安全に業務に従事していただくための定期的な講習、デジタルタコグラフや独自の配送管
理システムによるリアルタイム状況分析、また新規事業に取り組むための教育研修など、社員の
安全と成長に繋がる取り組みを積極的に実施し続けています。それは、社員の成長と満足の先
にこそ、お客様の満足があると考えているからです。

https://maguchi-ls.co.jp

25 間口陸運株式会社

≪間口陸運株式会社≫
《改善大賞》
年一回、グループ全体で各現場の改善取組を発表し、優秀取組を表彰する『改善大賞』を開催し
ております。
社歴・性別・契約区分問わず誰でも参加でき、全社員に優勝のチャンスがあります。
2018年度は入社2年目の女性社員が見事最優秀改善大賞を受賞しました。
このように間口では取り組んだことを評価してもらえる風土がしっかり根付いています。
《無料保育所》
間口で働く社員対象に無料保育所をご用意。
育児で大変なお母さんも安心して働いて頂けます。
今後も開所予定多数あり。

https://www.maguchi.co.jp

26 マルコマ株式会社

≪マルコマ株式会社≫
マルコマは、建築資材・住宅設備機器卸小売業、建築業、内装外装工事業、プレカット加工業を
営んでいる会社です。
社員間の距離も社長との距離も近いので、ものが言いやすいですし、懇親会やレクリエーション
も盛り上がります。
残業時間を制限する日を設けるなど、働き方改革による働きやすい職場づくりにも取組んでいま
す。

http://www.marukoma.com/

27 大和鋼業株式会社

≪大和鋼業株式会社≫
若年就業者（20～30代）が半数を占めています。
女性従業員は一人だけですが、更衣室・トイレ等を設備して、今後増員させていきたいです。

www.yamatokogyo-kk.com

28 株式会社ロード

≪株式会社ロード≫
・充実した資格支援制度と表彰制度で、あなたの「やる気」 を応援いたします！
・幅広い年代のドライバ ーがいるので、 なんでも相談できます！

http://www.road-bin.com
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