




求人番号 企業名 職種 男女 分類 選考日① 選考日② 求人番号 企業名 職種 男女 分類 選考日① 選考日②

1 キャタピラージャパン合同会社 技能職 女 指定校 918 919 329 (株)フィットハウス 販売職（フィットハウス加古川店） 女 指定校 924
1 キャタピラージャパン合同会社 技能職 女 指定校 918 919 333 マックスバリュ西日本(株) 食料品及び日用雑貨用品の小売販売 男 指定校 919 923
3 武内プレス工業（株）　神戸工場 製造ﾗｲﾝｵﾍﾟﾚｰﾀ 男 指定校 918 336 (株）ジェイアール西日本フードサービスネット 山陽新幹線パーサー（大阪） 女 指定校 920
5 (株)神戸製鋼所　加古川製鉄所 技術研修生 男 指定校 918 339 神姫興業(株) 商品管理 女 指定校 920
5 (株)神戸製鋼所　加古川製鉄所 技術研修生 男 指定校 918 344 (株)エヌ・ケー・ワイ・コーポレーション 調理、接客 女 指定校 918
5 (株)神戸製鋼所　加古川製鉄所 技術研修生 男 指定校 1109 347 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング（株） 自動販売機オペレーション担当 男 指定校 921
5 (株)神戸製鋼所　加古川製鉄所 技術研修生 男 指定校 1220 349 コカ・コーラボトラーズジャパンセールスサポート（株） 倉庫事務ジュニアスタッフ 男 公開 1019
7 三菱マテリアル（株）　明石製作所 金属加工用切削工具の製造・検査または開発 男 指定校 918 351 (株)巴商会 営業事務 女 指定校 918
8 アサヒ飲料㈱（株）　明石工場 生産設備のオペレータ及び保全業務 男 指定校 918 352 (株)トモエシステム 営業事務職 女 指定校 918
13 三菱電機コントロールパネル（株） 事務職 女 指定校 918 353 (株)ノーリツ 技能職 男 指定校 918
16 住友ゴム工業（株） 　加古川工場 生産関係技能職 男 指定校 919 362 (株)ファミリア 〈販売職〉ベビ－用品、子ども服の販売 女 公開 919 920
20 信和工業（株） 給湯器の部品の製造 女 指定校 925 366 (株)エフ・ディ・シィ・フレンズ ファッションアドバイザー（販売職）/関西 女 公開 919 927
21 東洋ゴム化工品（株）　明石工場 ゴム製品製造工 女 指定校 918 410 (株)コスモネット 携帯電話の販売・サービス（接客業務） 女 公開 920
27 井上食品(株) 食料品の製造 女 指定校 919 419 (有)串の坊 サービス 女 公開 921
29 住友電気工業(株)　伊丹製作所 技術職 男 指定校 1129 499 モリス(株) フィットネス施設接客スタッフ 女 公開 918 921
32 (株)創味 惣菜の製造 女 指定校 918 562 (株)ヒョウベイ 一般事務 女 指定校 929
36 明石機械工業(株) 機械加工・組付等 男 指定校 920 1419 (株)鳥羽洋行 一般事務及び軽作業／兵庫 女 指定校 1122
36 明石機械工業(株) 機械加工・組付等 男 指定校 1023 701 みなとビジネスサービス（株） 事務 女 指定校 918
38 (株)コスメックエンジニアリング 機械組立加工 男 指定校 918 704 日新信用金庫 信用金庫法に基づく金融業務　事務職 女 指定校 920
38 (株)コスメックエンジニアリング 機械組立加工 男 指定校 918 751 テクノソービ（株） 設計事務 女 指定校 918
42 東洋機械金属（株） 現業 男 指定校 920 752 (株)上林電気商会 一般事務・経理・簿記 女 指定校 919
42 東洋機械金属（株） 現業 女 指定校 920 754 (株)日住サービス 事務 女 指定校 916
47 中西電機工業（株） 電機電子制御設計、制御機器、電子機器製造、営業購買業務。 女 指定校 918 755 (株)きんでん 電気工事施工技術職（配電工事） 男 指定校 918 919
54 安福ゴム工業（株） 部品成形職 男 指定校 917 925 759 近畿特殊整機(株) 建設事務 女 公開 918
55 安福ゴム工業（株） (１)部品検査・材料裁断（２）営業事務 女 指定校 917 925 759 近畿特殊整機(株) 建設事務 女 公開 918
55 安福ゴム工業（株） (１)部品検査・材料裁断（２）営業事務 女 指定校 917 925 802 (株)ハートケア 介護職 男 指定校 917
57 セイコー化工機(株) 製造職 男 指定校 920 927 809 西日本高速道路(株) 総合職（事務系） 男 指定校 917 925
57 セイコー化工機(株) 製造職 男 指定校 920 927 813 (株)ティエスプラン 一般事務、調剤薬局事務 男 指定校 920
58 増屋(株) 製造部員 男 指定校 920 817 ＫＣＪ　ＧＲＯＵＰ（株）　キッザニア甲子園 スーパーバイザー 女 指定校 918
59 山崎製パン（株） 事務職 女 指定校 916 817 ＫＣＪ　ＧＲＯＵＰ（株）　キッザニア甲子園 スーパーバイザー 女 指定校 918
60 山崎製パン（株） 生産職 女 指定校 916 841 ヘアーデザイン　パーフェクトブルー 美容師見習い 女 指定校 918
72 関西グリコ（株）　神戸ファクトリー 製造・品質管理職・生産技術職 男 指定校 917 850 中部管業(株) 一般事務 女 指定校 1031
72 関西グリコ（株）　神戸ファクトリー 製造・品質管理職・生産技術職 女 指定校 917 850 中部管業(株) 一般事務 女 指定校 1031
78 久商(株) 技術事務 女 指定校 918 904 林崎漁業協同組合 一般事務 女 指定校 918
83 (株)サーテック永田 めっき加工スタッフ 男 指定校 918 1329 (株)セントメディア 売り場コーディネーター 女 公開 1029
84 川崎重工業（株）　明石工場 技能訓練生 男 指定校 917 1003 西日本旅客鉄道(株) プロフェッショナル採用（運輸） 女 指定校 916 917
85 川崎重工業（株）　明石工場 技能訓練生 女 指定校 917 1026 (株)さんふらわあマリンサービス 船客サービス部門（事務部員） 女 公開 920 921
89 (株)兼廣 事務職 女 指定校 918 1037 神姫観光バス(株) 観光バスガイド 女 公開 919
92 明華工業(株) 機械組立 男 指定校 1113 1060 日本梱包運輸倉庫(株) 事務職 女 指定校 919
93 大成工業(株) 組立技能職 男 指定校 926 1071 コウノイケ・スカイサポート(株) 空港グランドハンドリング　航空貨物取扱業務 女 公開 920
93 大成工業(株) 組立技能職 男 指定校 926 1101 上村航機(株) 機械加工又は検査業務員 男 指名 917
93 大成工業(株) 組立技能職 男 指定校 1017 1101 上村航機(株) 機械加工又は検査業務員 男 指名 917
116 住友金属鉱山(株)　播磨事業所 事務職 女 公開 918 1101 上村航機(株) 機械加工又は検査業務員 男 指名 1015
118 京セラ(株) 物流 男 公開 920 1602 (有）ジャーマンホームベーカリー　（フロインドリーブ） カフェホールスタッフ 女 神戸フェア 1115
144 朝日アルミニウム(株) 事務職 女 指定校 1129 1603 (株)大島 事務職 女 神戸フェア 1121
151 日本ジャバラ（株） 営業事務職 女 公開 1218 1225、0111
304 (株)Ｇ-７バイクワールド バイクショップ店舗営業職（兵庫県） 男 公開 921
307 ヒラキ（株） 経理事務 女 指定校 919

318 旭食品(株)　神戸支店 事務職 女 指定校 920

321 キンキテレコム(株) 生活をまるごとサポートする提案型販売職ドコモショップ 女 指定校 919 927
322 イオンリテール(株)　近畿カンパニー 接客販売 女 指定校 916
325 (株)マルカワ　（マルカワグループ） 鮮魚・寿司・魚惣菜の調理・加工・販売 女 指定校 917
326 (株)デジアラホールディングス 事務職 女 指定校 920

平成30年度（64回生）就職内定企業一覧

（学校紹介での就職先決定者－男子38名、女子60名、合計98名）

平成31年３月現在


