
1 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

・従業員数 ７,８６５人

【事業内容】
　　八尾商工会議所の共済・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



2 株式会社　キクトウ

・住所　　　　　　　八尾市千塚2-143-1

・最寄駅　　　　　　近鉄大阪線「河内山本」駅下車徒歩20分、又は、近鉄信貴線服部川駅下車徒歩10分

・設立 昭和55年（1980年）

・従業員数 20名

★緑の多い立地の中の会社です。

★ルートセールス・製造・管理業務と３部門があり、それぞれ智恵を出し
　合って頑張っています。

★今後の大型物件等に建築業界の夢を広げています。

自社のアピールポイントなど

☆スーパーゼネコンの工事業者向けに「材料販売」を、トップハウスメーカーへ「住宅
　部材」の加工・販売を行っています。

☆“あせらず" "おごらず" "あきらめず” をモットーとした家庭的でアットホームな
　会社です。

会　社　概　要

会　社　紹　介



3 住吉化成株式会社

・住所　　　　　　　八尾市北木の本3丁目10の2

・最寄駅　　　　　　JR大和路線八尾駅徒歩20分

・設立 昭和31年　4月1日

・従業員数 30人

自社のアピールポイント

●弊社はポリウレタン・ポリエチレンを中心とする各種発泡体の加工品・成型品を
　生産し、きめの細かい「ものづくり」で多彩な業種に部材を供給しています。
●「手づくり」をベースとした生産工程は、お客様との「心の通うものづくり」を
　信条に、さまざまなニーズに対応が出来るように体制を整えております。
●弊社は長年培った技術の伝承はもとより、そこに新しい感性を吹き込むことで
　時代に沿った「手づくり」ならではの領域を作り出すことを目指しています。

会　社　概　要

会　社　紹　介

■八尾の本社工場と狭山工場(狭山市山本東414-6)があり、営業と経理・総務部門は八尾工場です。
　八尾・狭山工場共に発砲プラスチック(軟質ポリウレタン、軟質ポリエチレン等)の加工をしており
　ます。
■主な用途は家具・インテリア製品・寝具・鉄道車両シート等のクッション材、雑貨・パッケージ・
　ケース・スポーツ用品等の緩衝材、工業用パッキング材等です。主に家具のクッション材として
　広く使用されているチップフォーム(再生ウレタンフォーム)は狭山工場で独自に生産しています。
　独自の特色・風合いを持ったチップフォームの生産・加工が行え、また断材の廃棄による環境への
　影響の軽減や材料のリサイクル利用という面からも、チップフォームの生産は弊社の特長となって
　います。厳しい要求に応えながらも「楽しくものづくりをする」のが私たちのスタイルです。
　あたかもスウィングしながら楽器を演奏するジャズプレイヤーのように…そうして出来た製品が
　「SWING FOAM」です。私たちのものづくりへの思いがお客様に伝われば･･･と、いつも願って
　います。



4 株式会社　タイラ

・住所　　　　　　　八尾市南木の本4丁目１０６番地１

・最寄駅　　　　　　地下鉄谷町線八尾南駅下車　徒歩１０分

・設立 平成１９年３月２１日(２００７年)

・従業員数 ２２人

●当社は八尾市において、建材の販売、施工からスタートし、八尾を中心とした地域の
　皆様と共に成長してまいりました。

●現在は、建材の販売・施工をはじめ、建物の設計・施工、不動産の賃貸・売買・仲介
　など、皆様の生活の基盤となる『住まい』に関することをワンストップで提供できる
　体制を整えております。

●『住まい』のエキスパートとして、お客様のご要望に最大限応えながら、【安心】
　【安全】【快適】を満たす『住まいさがし』『住まいづくり』のお手伝いをさせて
　いただきます。

自社のアピールポイントなど

地元にねざした安定企業ですので安心して仕事にうちこめます。

人材の成長を長い目で見ているので自分のペースでがんばれます。

会　社　概　要

会　社　紹　介

社屋外観

作業の様子

休憩室



5 平金物株式会社

・住所　　　　　　　八尾市跡部北の町1丁目2－20

・最寄駅　　　　　　JR大和路線・おおさか東線　久宝寺駅　徒歩10分

・設立 1976年

・従業員数 37名(2022年10月1日現在)

■アルミ・ステンレス・鉄の薄板を加工して建物の窓やドアの周囲で使用
　される金属製品の製造を行っています。

■･･･と言われても何を作っているのか分からないと指摘されそうですが、
　皆さんがよく利用されるコンビニエンスストアやドラッグストア、
　ファストフード店などでも弊社の製品が使用されています。

自社のアピールポイントなど

⑴２０歳・３０歳代の有給休暇取得率８０％以上！

⑵誰もが仕事に誇りを持ち、快適に働ける企業を目指しています。

⑶製造業未経験の方の応募もお待ちしています。

会　社　概　要

会　社　紹　介



6 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　（徒歩約１０分）

・設立 昭和40年2月

・従業員数 17名

▷当社はアルマイト処理を行っている会社です。
▷アルマイトとはアルミニウムの表面を強制的に酸化させ、丈夫な酸化皮膜でコーティ
　ングする技術のことで、創業より一貫してアルマイト処理に特化しています。また
　精密部品から超大型のアルミニウム製品の表面処理を行っています。
▷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います。
▷現場では、現状のやり方に固執せず、常に新しいことを考えてスピード感を持って
　仕事に取り組むことを心がけています。

自社のアピールポイントなど

・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。
・ＢＢＱやカラオケ大会など行い、社員間のコミュニケーションをはかっています。
・昼食は社員食堂を利用しています（一部費用会社負担）。
・駐輪場、自転車置き場を併設しています。
・八尾優良法人会の会員です。

会　社　概　要

会　社　紹　介



7 株式会社 桃林堂

・住所　　　　　　　八尾市山本町南8丁目19番1号

・最寄駅　　　　　　近鉄大阪線河内山本駅・高安駅から徒歩約15分

・設立 大正15年

・従業員数 27名（令和4年10月1日現在）

◎自社で和菓子を製造・販売している会社です。

◎創業以来、国産の食材を使い、餡作りから始まり、お菓子一つ一つを全て真心を
　込めて手作りすることを、理念としております。

◎代表のお菓子として、「もなか大坂」「小鯛焼」「五智果」「生水ようかん」などが
　あります。

自社のアピールポイントなど

①自社の製品に、従業員全員が誇りを持っています。
②仕事と子育て（家族）が両立できる会社です。
③従業員の半数以上が、勤続１０年を超えています。
④未経験の方でも、親切丁寧に仕事内容をお教えします。

会　社　概　要

会　社　紹　介



8 株式会社　トーア

・住所　　　　　　　八尾市渋川町1丁目3番29号

・最寄駅　　　　　　JR久宝寺駅（徒歩約10分）、近鉄久宝寺口駅（徒歩約15分）

・設立 1941年

・従業員数30名　（令和０４年８月３１日現在）

◇ベルト、財布、金具を製造販売している会社です。

◇一昨年８０周年を迎え、長きに渡って培った信用や技術力で、常に新しいモノ作りに
　チャレンジし着実に業績を伸ばしています。

◇中国に自社工場がございますので多彩なファッショングッズを生産することが可能
　です。

自社のアピールポイントなど

①社員同士の仲がよく、話しやすい雰囲気のアットホームな会社です。

②個人の意見を尊重し合え様々ことにもチャレンジできる社風です。

③先輩社員が、仕事内容を親切丁寧に教えます。

会　社　概　要

会　社　紹　介



9 株式会社　ニシムラ

・住所　　　　　　　八尾市千塚２－１６２

・最寄駅　　　　　　近鉄河内山本駅からバス１０分、近鉄バス「太田川バス停」より徒歩５分

・設立 昭和10年

・従業員数 100人（男性59名、女性41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
　保証体制のもと、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、トップの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



10 ニチレイマグネット株式会社

・住所　　　　　　　八尾市相生町4-7-1

・最寄駅　　　　　　JR関西本線　八尾駅から徒歩１５分

・設立 昭和４６年

・従業員数 174名（パート１５名含む）（令和４年６月３０日現在）

＜1＞自動車の初心者マーク、ホワイトボードを世に出したパイオニア企業であり、
　　  フレキシブルマグネットシートを主体とした各種マグネットの製造、販売を
　　  している会社です。

＜2＞創業５２年目を迎え、安定した企業です。

＜3＞新商品の開発なども積極的に行い、店舗リフォーム、家屋のリフォーム、
　　  百貨店関係の模様替え工事を伴った新しい市場にも進出しております。

自社のアピールポイントなど

●「安定企業でしっかり働きたい！」という方なら、景気や時代に左右されない
　マグネットを扱う当社へ❢
●そして、まったくの未経験でも、先輩から教わったことを素直に吸収・実践して
　頂ければ、きちんと業務をこなせるようになりますので安心してご応募下さい。

会　社　概　要

会　社　紹　介



11 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６０名の職員が働いています。

★１００年以上、地域での医療を担う医療法人が経営母体です。

★八尾市・東大阪市にクリニックや介護施設を持ち、地域での高齢者福祉において、
　医療でも介護でも幅広く貢献できる様取り組んでいます。

自社のアピールポイントなど

(1)職員を大切にし、和気あいあいと働きやすい職場です。

(2)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。

(3)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。

会　社　概　要

会　社　紹　介



12 株式会社　藤原電子工業

・住所　　　　　　　八尾市南木の本2-51

・最寄駅　　　　　　地下鉄八尾南駅から徒歩20分

・設立 1993年

・従業員数 25名（令和4年9月29日現在）

■プリント基板の外形加工及び金型製作を行っている会社です。

■弊社唯一のバリ軽減金型は顧客より評価が高く車載関連で広く使用されています。

■また、３年前より金型技術を活かした部品加工にも着手し事業領域を広げています。

■２０１９年には経済産業省より地域未来牽引企業にも選定されております。

自社のアピールポイントなど

◎月に１回、社内勉強会を開催し、コミュニケーションの場を持つことよって、
　分からない事・疑問点などを解決するよう努めています。また、丁寧な指導と
　人材育成に努めています。

◎女性の方々もＣＡＤ／ＣＡＭや製品検査などで活躍頂いています。

会　社　概　要

会　社　紹　介



13 株式会社　柳田製作所

・住所　　　　　　　八尾市太田4丁目44-45

・最寄駅　　　　　　地下鉄八尾南駅下車　近鉄バス「太田駅」徒歩すぐ

・設立 1978年4月

・従業員数 50名

■特殊車輛である消防車やごみ収集車、タンクローリー、バキュームカーの部品から
　塗装、組み立て完成まで1貫して生産を行っています。
■また一般ユーザーからの修理にも対応しています。
■製缶工場では産業用装置であるコンベアや送風機等、製造しています。
■八尾市では『モノづくり達人賞』、大阪府では大阪府優良技能者表彰『なにわの名工』を
　受賞しています。

自社のアピールポイントなど

❶毎年、年度末には来期に向けての経営指針を全社員で作り上げます。
❷各グループごとに目標を設定し、毎月、進捗確認を行います。
❸５S活動では一人ひとりが意見を出しあい、より働きやすい職場環境を日々追求して
　います。

会　社　概　要

会　社　紹　介



14 株式会社　ヨーク警備

・住所　　　　　　　大阪府八尾市光町２－３

・最寄駅　　　　　　近鉄八尾駅下車　徒歩３分

・設立 2006年12月4日

・従業員数 22名

●「イトーヨーカドー」や「アリオ」など商業施設の警備を行っているセブン＆アイ・
　ホールディングスの警備会社です。

●現在は全国で約５０拠点の商業施設において、施設警備を行っております。

●一般的な寡黙なイメージの警備員ではなく、接客業に近い警備員を目指している
　警備会社となります。

自社のアピールポイントなど

▷警備の仕事は、特に資格は必要ありません。
▷未経験の方でも全く問題ありません。
▷ゆっくりと安心して仕事を覚える環境にありますので、是非、一緒に頑張って
　いきましょう。

会　社　概　要

会　社　紹　介



15 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下車徒歩30分、近鉄南大阪線道明寺駅下車徒歩20分

・設立 1980年6月

・従業員数 ６６名（令和４年１０月１０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です。
　　自動車部品、照明用部品、建材部品等が主な製品です。
　　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製品の他、シート成形、コンパウンド
　　(PVC原料製造)成形も行っています。

【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。
　　金型製造から製品製造、2次加工まで一環して行い、社員が一体感をもって取り組む会社です。
　　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。
　　(新型コロナウィルス感染症発生以降、現在は自粛しています)

自社のアピールポイントなど

（1）あけぼの化成は、異形押出し製造メーカーになります。
（2）色々な樹脂を色々な形に押出すことができます。
（3）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。
（4）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



16 岡本印刷株式会社

・住所　　　　　　　柏原市円明町1000-29

・最寄駅　　　　　　近鉄南大阪線道明寺駅、近鉄大阪線河内国分駅

・設立 明治40年

・従業員数 40人（令和４年９月３０日現在）

➊化粧品、医薬品のパッケージを企画・製造・販売する印刷会社です。
➋大手のお客様との長年の取引を通じてコロナでも業績向上し社員増を計画しました。
➌時代に沿った環境などの企画提案、女性の感性に訴える高品質製品の製造は他社では
　まねできないものです。
➍製品の一部であるパッケージは仕事が途切れることがありません。

★一度お話を聞きに寄ってください。

自社のアピールポイントなど

■大手のお客様とタイアップして商品のパッケージを作り上げていきます。

■ルートセールスで安定した仕事を通じて経験のない方でもじっくり深く成長していけ
ます。

■社員の方も地元の人が多く働きやすい職場です。

会　社　概　要

会　社　紹　介



17 彩華化学工業株式会社

・住所　　　　　　　柏原市大正2-8-3

・最寄駅　　　　　　JR大和路線柏原駅より徒歩10分

・設立 昭和40年11月2日

・従業員数 ５９名（令和4年10月1日現在）

会　社　紹　介

■プラスチック用着色剤の開発・製造・販売・委託加工を行っております。

■創業から58年目を迎え、次期社長を中心に次の50年に向けた組織体制の改革を進めて
　います。

■製造職だけでなく幅広い職種にチャレンジしたい方の応募をお待ちしております。

自社のアピールポイントなど

＜1＞完全週休２日制（土・日）・祝日♪
＜2＞有給取得率も高く残業もほぼなく、ワークライフバランスの取り組みが進んでいる
　　　職場です。
＜3＞研修制度もあり未経験でもスキルアップが可能。制服・安全靴も支給いたします。
＜4＞安心して働いていただけるように組織改革推進中です。

会　社　概　要



18 株式会社　シャロン

・住所　　　　　　　柏原市高井田923-3

・最寄駅　　　　　　JR大和路線高井田駅より徒歩7分、近鉄大阪線河内国分駅より徒歩15分

・設立 1951年6月

・従業員数 48名（令和４年８月現在）

★『シャロン』は創業７１年、化粧品用パフ・スポンジ、化粧用小物などを手がけて
　います。

★大手化粧品メーカー中心にお取引があり、有名商品にも使用されているパフの企画
　・製造・販売を行うOEMのメーカーです。

会　社　紹　介

会　社　概　要

自社のアピールポイントなど

（1）丁寧な研修制度が整っていますので未経験の方も安心してご活躍いただけます。

（2）身近にある製品を扱っていますのでお仕事にもすぐに馴染んでいただけますよ♪



19 日新鋼業株式会社

・住所　　　　　　　柏原市片山町１２－６

・最寄駅　　　　　　近鉄大阪線河内国分駅より徒歩約１０分

・設立 昭和１６年（創業大正８年）

・従業員数 ６６名（令和４年１０月１日現在）

【事業内容】
　ステンレス鋼線・異形線の製造・販売を行っています。

【特徴・社風】
　・大正８年創業、今年で創業１０3年を迎えた当社は、「社員が主役」
　　「いきいき楽しく力を合わせ皆揃って成長していく集団を目指す」といった基本
　　姿勢を掲げ、世の中に無くてはならない素材（ステンレス鋼線・異形線）を日々
　　生産しています。

　・若い社員が多く活躍していただいています（平均年齢３８歳）。

自社のアピールポイントなど

・自動車、家電、建築、住宅、医療等、さまざまな業界で使用される素材を生産して
　います。
・社員が主役、皆で成長できる職場環境を目指しています。資格取得支援制度あり。
・年間休日１１７日
　【休日出勤はめったにありません】【残業は少なく月平均５時間程度】
・賞与とは別に年４回報奨金(成果配分制度)。有休が取りやすい(平均取得率７割♪)。

会　社　概　要

会　社　紹　介

本社社屋

当社製品（ステンレス異形線）

若手が活躍



20 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 26名（令和4年9月21日現在）

◎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

((1))　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が
　　　たくさんいます。
((2))　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と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。

会　社　概　要

会　社　紹　介


