
1 あけぼの化成株式会社

・住所　　　　　　　柏原市円明町741-1

・最寄駅　　　　　　近鉄大阪線 河内国分駅より徒歩30分、近鉄南大阪線 道明寺駅より徒歩20分

・設立 1980年6月

・従業員数 66名（令和3年9月6日現在）

【事業内容】
　あけぼの化成は、色々な樹脂のプラスチックを色々な形に押し出しできる製造メーカー
　になります。自動車部品、照明用部品、建材部品等が主な製品になります。
　製造の他に、検査、2次加工も行っております。
　ベトナムハノイにも2工場あり、ベトナム工場では上記の製品の他に、シート成形、
　コンパウンド(PVC原料製造)成形も行っております。

【特徴・社風】
　あけぼの化成は、新しいことにどんどんチャレンジする会社です。
　金型の製造から製品の製造、2次加工まで一環して行うことができ、社員一丸となって
　仕事をする会社です。
　社内行事も充実しており、社内全体での勉強会、BBQなども行っています。
　(昨年のコロナウィルス発生以降、現在は自粛しております)

自社のアピールポイントなど

　あけぼの化成は、異形押出し製造メーカーになります。
　色々な樹脂を色々な形に押出すことができます。
　あけぼの化成は、ものづくりが好きな人、ものづくりに興味のある人、
　ヤル気のある人を探しています。
　弊社に少しでも興味を持たれた方は、是非弊社のブースまでお越しください。

会　社　概　要

会　社　紹　介



2 株式会社　栄伸アート

・住所　　　　　　　柏原市本郷5-8-18

・最寄駅　　　　　　ＪＲ大和路線 柏原駅・志紀駅より徒歩15分

・設立 1978年（昭和53年）9月

・従業員数 17名（2021年9月現在）

会　社　紹　介

　プラスチック製品・金属等への精密印刷および箔押（ホットスタンプ）加工を
　専門とする会社です。【スクリーン印刷（シート材・成型品・ロールtoロール）
　・パッド印刷・ホットスタンプ（箔押）】
　創業以来、一貫して工業部品を主としたスクリーン印刷に携わって参りました。
　“お客様に喜んで頂けるモノづくり”をモットーに、全社員が日々努力してお
　ります。

自社のアピールポイントなど

　弊社では、20～60代までの幅広い世代が活躍しております。
　社員同士の仲がよく、お互いにフォローしあえる雰囲気の会社です。
　業務に関しても、未経験者でも先輩社員が一から丁寧に教えますので、安心し
　て下さい。

会　社　概　要



3 日鉄精密加工株式会社

・住所　　　　　　　柏原市河原町1番22号

・最寄駅　　　　　　JR大和路線 柏原駅より徒歩8分、近鉄大阪線 堅下駅より徒歩8分

・設立 1945年12月

・従業員数 268名 （2021年9月1日現在）

会　社　概　要

会　社　紹　介

　油井管継手事業と精密加工事業を展開している会社です。
　特に弊社の油井管継手は世界最大の油井管メーカーである日本製鉄㈱の継手と
　して納入され、国際的に高い評価を得ています。
　2009年より環境配慮型油井管継手の製造を開始し、環境負荷の軽減及び改善
　にも取り組んでおります。
　柏原から世界のエネルギー産業に貢献してみませんか。

自社のアピールポイントなど

　☆日本最大の鉄鋼メーカー・日本製鉄㈱の100％子会社です。
　　油井管継手の加工をベースにして、そこから培った精密機械加工技術・商品
　　をさまざまな分野へ提供しています。
　☆福利厚生も充実。
　　2017年には子育てサポートの証でもあるくるみん認定を取得しました。

【各種油井管継手】 【精密加工品（一例）】 



4 株式会社　平安製作所

 

※ 今夏、工場内の配置換えをし、大きな案件を
数件受注できる体制を整えました。

・住所　　　　　　　柏原市旭ヶ丘4丁目5-18

・最寄駅　　　　　　近鉄大阪線 大阪教育大前駅より徒歩10～15分

・設立 1949年3月

・従業員数 12名（令和3年9月15日現在）

　上場企業のお客様を中心に独自の機械を製作しています。
　お客様のご要望に応じた機械の設計を行い、その図面をもとに機械の製作から
　納入・据付工事までを行います。
　ものづくりの最初から最後までを携わることができるやりがいのある仕事です。

会　社　概　要

会　社　紹　介

　産業用自動機械の受注生産、機械の修理・メンテナンスや用途に合わせたカス
　タム化も行っております。設計・製作・据付までの全てを行い、お客様のご要
　望にもお応えしやすい環境を作っています。主な製作機としては、ブリキ等の
　鋼板を切断するシャーライン、電線や鋼線等の巻取機、ミンドレスロール。
　また、その他専用加工機等のご相談や図面をご支給頂いての製作も承っており
　ます。

自社のアピールポイントなど



5 　　株式会社 北陸ヨシナカ

・住所　　　　　　　柏原市円明町1000番地25

・最寄駅　　　　　　近鉄大阪線 河内国分駅より徒歩25分、近鉄南大阪線 道明寺駅より徒歩28分

・設立 昭和42年12月

・従業員数 68名（令和3年9月1日現在）

会　社　紹　介

【事業内容】
　コンピューター制御しない圧延機・切断機を使い様々な断面形状（約1500種類）
　のステンレス線・棒の製造。

【特徴】
　車通勤可能です（駐車場代は一部自己負担 2500円/月）
　社名に”北陸”と付いていますが、本社は大阪です。

自社のアピールポイントなど

　当社は令和元年に創立50年を迎えました。
　約半世紀に渡って培った冷間圧延技術を駆使して 丸・六角・角・半丸等の様々
　な断面形状のステンレス鋼材の製造・販売を行っています。
　工場内はエアコン完備です！

会　社　概　要



6 株式会社　松井製作所

・住所　　　　　　　柏原市田辺1-2-7

・最寄駅　　　　　　近鉄大阪線 河内国分駅より徒歩約10分

・設立 昭和43年4月2日

・従業員数 29名（令和3年10月1日現在）

会　社　概　要

会　社　紹　介

　精密プレス加工及び精密プレス金型製作を主として金属加工全般を行っている
　会社です。
　絶えず可能性を求めた物づくりに挑戦し続け、お客様の大きな満足と信頼を得
　る事により、企業価値を高め、社員の生活の安定・維持を図り、社会への貢献
　と会社の発展を目指します。

自社のアピールポイントなど

　社員同士の仲が良く、分からない事も丁寧に分かりやすく教えてくれる先輩も
　たくさんいます。
　また当社では早くからCAD/CAMシステムを駆使して、金型の設計プランから
　金型製作、プレス加工までと一貫した生産ラインを確立し、永年培った技術力
　で、高い品質の製品を製造しています。



7 アクサ生命保険　株式会社

・住所　　　　　　　八尾市清水町1-1-6 八尾商工会議所2F 八尾分室

・最寄駅　　　　　　近鉄大阪線 八尾駅より徒歩10分

・設立 1994年7月1日

・従業員数 7,865名

【事業内容】
　八尾商工会議所共済・福祉制度推進スタッフ業務
　主に八尾商工会議所が実施する共済・福祉制度を通じた保険コンサルティング
　営業

【特徴・社風】
　育児をしながら働ける時短制度もあります。
　育児経験者の先輩も多いので家庭と仕事を両立できます。
　※営業経験のない方でも充実した研修制度により安心してお勤めいただけます。
　※PCを一台貸与し、スケジュール管理、業務報告をしていただきます。

自社のアピールポイントなど

　全国商工会議所の99％にあたる511商工会議所でアクサ生命の各種保険制度
　が採用されています。

会　社　概　要

会　社　紹　介



8 インテリジェントヘルスケア株式会社

・住所　　　　　　　八尾市北本町4-7-14

・最寄駅　　　　　　近鉄大阪線 近鉄八尾駅より徒歩12分

・設立 平成28年7月1日

・従業員数 335名

会　社　概　要

会　社　紹　介

　全職員数6000名超の大型法人「ホロニクスグループ」に属しており、医療か
　ら在宅までトータルのヘルスケアサービスの提供を行っています。
　インテリジェントヘルスケアではご家庭で療養されている方のケアやご家族の
　介護離職防止を目的とした「かんたき」を13カ所展開しています。
　互助会制度や様々なサポート体制があり、働きやすい職場を実現しています。

自社のアピールポイントなど

　全職員数6000名超の大型法人「ホロニクスグループ」に属しており、安定し
　て長く働けます。
　様々なサポート体制があり、無資格未経験の方も安心して働きやすい職場を実
　現しています。
【ケアスタッフの負担を減らす取り組み】
　・働き方改革（残業ゼロ達成）
　・資格取得支援制度有（運転免許も法人負担で取得いただけます）
　・夜勤なし！
　・グループ病院や老健施設でのキャリアチェンジ可能
　・看護師8名体制で医療ケアは全て看護師が対応



9 小倉美術印刷株式会社

・住所　　　　　　　八尾市若林町2-115

・最寄駅　　　　　　大阪メトロ谷町線 八尾南駅より徒歩3分

・設立 昭和32年2月

・従業員数 132名

　当社は雪印の６Ｐチーズ、モロゾフやゴンチャロフの菓子箱、クラシエの漢方
　セラピー、佐藤製薬のユンケルといった有名企業のパッケージの印刷、企画製
　造一貫を行っている印刷会社です。多くのお客様から高い評価を獲得し、『パ
　ッケージの小倉』として業界をリードしています。

会　社　概　要

会　社　紹　介

【事業内容】
　パンフレット、カタログ、ポスター、パッケージ、カレンダー、ラベル、紙器
　容器、POP その他　総合美術印刷の企画、製造、販売
　
【当社の特徴・社風】
　鉄筋４階建、昨年オフィスや食堂、休憩スペースをリフォームし快適なワ－ク
　環境にしました。また福利厚生面では、年に1回のボウリング大会やリフレッ
　シュ休暇制度などがあります。得意先に有名企業が多いので安定性も抜群の当
　社ですが、さらに「こういう会社で働きたい！」と思えるような環境づくりに
　も注力し、一人ひとりが働きやすい職場を目指しています。

自社のアピールポイントなど



10 株式会社竹内電化

・住所　　　　　　　八尾市竹渕東4-45

・最寄駅　　　　　　大阪メトロ谷町線 出戸駅より徒歩約10分

・設立 昭和40年2月

・従業員数 19名

会　社　紹　介

　・当社は創業より一貫してアルマイト処理に特化しています。
　・世界に通用する技術を誇り、特に超硬質アルマイト技術「タケデュカル」は
　　国内外で高い評価を獲得しております。
　・精密部品から超大型製品まで表面処理を行っています。
　・アルミニウム部品に関しては、加工から表面処理まで全てに対応出来ます。

≪求める人材像について≫
　『今までのやり方に固執せず、常に新しいことを考え、チャレンジできる人』、
　『スピード感を持って主体的に仕事に取り組める人』、『仕事に熱心で、素直
　　な人』を求めています。

自社のアピールポイントなど

　・八尾税務署より優良申告法人の表敬訪問を受けました（計４回）。
　・20～40代のスタッフが中心で、ほとんどの人が未経験からスタートしています。
　・スタッフは全員が正社員です。
　・社員食堂を併設しています。

会　社　概　要



11 チトセ工業株式会社

・住所　　　　　　　八尾市西高安5-3

・最寄駅　　　　　　近鉄奈良線東花園駅から山本行バス　楽音寺駅下車西へ徒歩5分

・設立 昭和39年(1962年)6月10日

・従業員数 48名(うち女性15名、うちパート4名)

会　社　概　要

会　社　紹　介

　〈 事業内容 〉

　・金属プレス加工
　　環境対応車(HV,EV等)部品をはじめ、様々な業種業界の精密部品を製造して
　　います。
　・無酸化炉中ろう付け加工
　　”ろう付け”と呼ばれる金属接合工法で通常の溶接では接合が難しい製品の
　　実現や、切削加工等からの切り替えによるコストダウンに貢献しています。
　・無線電子機器設計製造
　　自社製品である防水無線データロガー”Logbee”で農業や建設現場などあら
　　ゆる業界のIoT化にお役立ちしています。

自社のアピールポイントなど

　2019年末、新工場を竣工し新たな時代への第一歩を踏み出しました。
　新社屋では従来の生産管理システムに加え、自社開発のショットセンサを用い
　た生産性の見える化システムの構築など、管理力の向上に努めています。
　< 働きやすい環境の整備 >
　・各フロアに男女別の乾式お手洗い完備
　・社員食堂あり。日替わり定食 or アラカルトから選べます(一部費用会社負担)



12 株式会社　ニシムラ

・住所　　　　　　　八尾市千塚2-162

・最寄駅　　　　　　近鉄大阪線 河内山本駅よりバス10分、近鉄バス 太田川バス停より徒歩5分

・設立 1935年4月1日

・従業員数 約100名

　当社は蝶番の製造販売をメインに活動しており、品質・シェアともに、業界ト
　ップクラスの実績を誇ります。蝶番メーカーとして創業８６年の歴史を誇り、
　室内ドア用では出荷数・国内トップシェア６５％以上の実績を持つ、老舗メー
　カーです。大手メーカー様から１社購買を継続して頂いている信頼性、顧客の
　ニーズに的確に応える企画・開発力と、それを形にする優れた技術力、製造力
　を武器に、ISO9001認証の品質保証体制の元、品質に「誇り」と「こだわり」
　を持って取り組んでいます。
　蝶番だけではなく、箱錠、調整ストライク、サムターンといった住宅関連商品
　も手掛けており、住宅総合メーカーへ発展し続けています。

自社のアピールポイントなど

　社員を大切に考える当社では「いかにより良い環境で実力を発揮して頂けるか」
　を追求。そのため、トップと社員との距離も近く、職場内もフラット。コミュ
　ニケーションを活発にして、全体でより良い仕事・組織づくりに取り組んでい
　ます。モノづくりに興味があり、より良いものを作るために妥協しない、向上
　心のある方、私たちと一緒に成長しましょう。

会　社　概　要

会　社　紹　介

 安全に安心して働ける 

  職場環境づくりに力を入れています！ 



13 介護老人保健施設　ノーブル楽音寺

・住所　　　　　　　八尾市楽音寺3丁目5番地

・最寄駅　　　　　　河内山本駅から東花園行きバス乗車、楽音寺停留所下車徒歩3分

・設立 介護老人保健施設として、1998年に設立。

・従業員数 多職種にて構成され、現在62名の職員が働いています。

会　社　概　要

会　社　紹　介

　★110年以上、地域での医療を担う医療法人が経営母体です。介護施設を持
　　ち、地域での高齢者福祉においても幅広く貢献できる様取り組んでいます。
　★子育て中の方の夜勤や早出等のシフト調整に対応します。
　★2時間～、短時間勤務を希望される方も大歓迎。
　★従業員の有給休暇、年間平均14.8日取得しました。
　★法人内の託児所を新築しました。施設と託児所も近く、安心して働けます。

自社のアピールポイントなど

　・職員を大切にし、和気あいあいと働きやすい職場です。
　・働きやすいので、平均勤続年数がどんどんと伸びています。
　・医療法人ならではの医療費補助をはじめ、充実の福利厚生。



14 社会福祉法人香久山会　特別養護老人ホームピュア

・住所　　　　　　　八尾市郡川2丁目33番地1

・最寄駅　　　　　　近鉄信貴線 服部川駅より徒歩12分

・設立 平成16年4月

　特別養護老人ホームを中心に高齢者介護サービス事業を運営しています。明る
　い雰囲気の施設です。施設内の様子はブログ・ホームページなどをご覧くださ
　い。現在感染症対策のため、施設内の見学はできませんが、施設にお越しいた
　だき職員と面談してもらい、現場で働く職員の、生の声を聴いていただくこと
　が可能です。お気軽にお尋ねください。

会　社　概　要

会　社　紹　介

【事業内容】
　特別養護老人ホームを母体とし、ショートステイ、デイサービスとケアプラン
　センターを運営し地域の皆様に高齢者介護サービスを提供しています。また、
　高齢者介護サービス以外に、奈良県で保育園と認定こども園を運営しています。

【特徴・社風】
　介護職員が介護業務に集中できるよう、掃除や洗濯などの雑務は専門の職員が
　行っています。無料駐車場を完備しており、自動車通勤が可能です。
　また、介護関係の資格の一部を法人内で取得できます。（詳しくはブースにて）

自社のアピールポイントなど



15 有限会社　八尾柏原ドライビングスクール

・住所　　　　　　　八尾市志紀町南4丁目211

・最寄駅　　　　　　JR大和路線 志紀駅より徒歩8分

・設立 昭和37年1月8日

・従業員数 32名

会　社　紹　介

【事業内容】
　・当校は、法隆寺、門真、光明池、守口自動車教習所と同じフォージィ・グループで
　　す。
　・普通免許、自動二輪免許の教習を行い、「交通事故を起こさない、交通事故に遭わ
　　ない」ドライバーづくりに努めています。
　・当校の職員は、運転免許を取得される皆様に、知識（交通法規、交通マナー）と技
　　術（安全運転、防衛運転）と心構え（交通社会人）の要因が三位一体となるよう、
　　ご指導に心がけています。

【特徴・社風】
　・社訓は、「◦開発(新しい感覚で仕事をしょう）◦意欲（常に仕事を追いかけよう）
　　◦実践（理屈より先ず、実行しよう」です。
　・当校の職員は、指導員資格を取得して、公共性の高い仕事に就いていることに、誇
　　りとやりがいを感じています。

自社のアピールポイントなど

　　　　　　　　　私 た ち と 一 緒 に 働 い て み ま せ ん か。
　・大阪府公安委員会指定の自動車教習所として、グットスクールを目指し、安全な初心運転者を育
　　成するとともに、地域の交通安全教育センターとしての公共性の高い仕事をしています。
　・いつもお客様サイドで「明るく、楽しく、分かりやすい教習」に心がけ、一人ひとりのお客様に
　　どのようにしたら満足していただけるかを考えながら、全力投球で教習に取り組んでいます。

会　社　概　要



16 八尾志紀マリアヴィラ

・住所　　　　　　　八尾市志紀町1-18

・最寄駅　　　　　　JR志紀駅

・設立 平成20年5月1日

・従業員数 31名

会　社　概　要

会　社　紹　介

　JR志紀駅から徒歩3分程の場所にある住宅型有料老人ホームです。大阪と京都
　で９つの施設を運営しております。今後も新たな施設を開設準備中。一緒に切
　磋琢磨しながら会社を盛り上げて頂けるスタッフをお待ちしています。

自社のアピールポイントなど

　志紀駅から近く通勤しやすい場所にあります。アットホームで働きやすい職場
　環境です。職員研修や丁寧な引継ぎで新人スタッフを手厚くサポートします。



17 八尾徳洲会総合病院

・住所　　　　　　　八尾市若草町1-17

・最寄駅　　　　　　近鉄八尾駅

・設立 1978年

・従業員数 900名

【事業内容】
　地域医療を担う基幹病院です。2階は救急受入れに重点を置いた設計で、救急搬送の
　エントランスを設け、ＥＲ・ＩＣＵ・ＨＣＵ・手術室そして主要診断検査室を集中配
　備。これにより迅速な診断・治療並びに適切な看護の実践を可能としています。病棟
　は3人床と個室の中央にナースステーションを配置し、素早い患者対応とより快適な
　入院環境を提供しています。がん化学療法、放射線治療、糖尿病治療、緩和ケア、呼
　吸ケアなど特色あるチーム医療の展開や、高度な専門治療を提供するセンターなど今
　後大きな飛躍が期待される診療科の活動も始まりました。

【特徴・社風】
　やおとくかんご3つの魅力！
　人間関係「家族のような関係でお互いに育ちあう環境」
　教育体制「すべての看護職員に学びの機会を与えキャリアアップサポート」
　福利厚生「院内保育や医療費補助など新人からママまで安心して働ける環境」

自社のアピールポイントなど

　「心に届く看護」を実践するために、急性期医療だけでなく、在宅看護や災害看護も学びの
　中に入れています。専門性の高い看護実践力の向上と広い視野で看護の提供ができる人材の
　育成をしています。
　ローテーションシステムとチューター制を導入し、仲間と助け合い、患者さまから信頼され
　る自立した看護師へ成長できるよう関わります。
　看護補助者に対しても、入職時研修など一から指導を行うので、初めての方でも大丈夫です。

会　社　概　要

会　社　紹　介



18
株式会社やまねメディカル
かがやきデイサービス

・住所　　　　　　　八尾市恩智中町2-154-6 

・最寄駅　　　　　　近鉄大阪線 恩智駅より徒歩6分

・設立 開設日　2015/5/1

・従業員数 7名（うち女性3名、パート2名）

会　社　概　要

会　社　紹　介

【事業内容】
　首都圏を中心に全国に70か所以上(関西14・大阪10)を展開。サービス付き高
　齢者向け｢なごやかレジデンス｣、通所介護施設｢かがやきデイサービス｣を運営。
　2002年6月にSIホールディングズ㈱の子会社として創業し、2007年JASDAQ
　に上場。資本金5億5875万円。2020年3月期の売上高81億200万円。
　従業員数1700名(2020年12月現在)

【特徴・社風】
　ご利用者様との「心のつながり」と「安心・安全」を大切に取り組んでいます。
　送迎・入浴介助・食事支援、レクの催行、機能訓練等に取り組み高い評価をい
　ただいています。日々のチームワークとメンバー同士の思いやりを大切に、明
　るい職場つくりを目指しています。スタッフは、20〜60代まで幅広い年代の
　方々が活躍しています。

自社のアピールポイントなど

　●全国７１か所施設がある大きな会社●未経験から始められ、上を目指しステップア
　ップできます●女性も活躍が出来ます●職員と施設の色を作れます●年齢、性別関係
　なく、とても働きやすい環境です●チームワークを大切にしています●サ高住とステ
　イ、併設のデイという「やまねメディカルのスタイル」が働く色々な方のニーズに応
　えられ、学びが大きいし成長できます●「ご利用者も職員の皆も笑顔！で帰れるよう
　な施設」をモットーにしています


