
大阪府プロフェッショナル人材戦略拠点での主な成約実績をご紹介します。
50音順

会社名 業種 事業内容 募集したプロ人材 年代

医療器開発の経験者 60代

営業経験者 50代

(株)アイ建設 建設業
新築一戸建て・注文住宅・リフォーム・マンションの企画・設計・施
工及び管理全般

現場責任者 50代

(株)アイピー総研
卸売業・
小売業

防犯カメラ・セキュリティ商材の販売及びネットワーク構築・保守
業務
ナースコール販売・施工・メンテナンス
事務所新設、移転、増設時のビジネスホン、LAN工事
PC保守・HP作成
PC修理、データ復旧事業

営業組織づくりと営業力向上のためのマネジメント
強化ができる方

40代

浅井物産(株)
卸売業・
小売業

塗料卸売、文具用インキ製造、特殊塗料製造 外国語ができ化学のこともわかる人材 50代

朝日熱処理工業(株) 製造業 金属精密部品の熱処理 提案型開拓営業を担う幹部社員 40代

(株)アスコ 製造業
･道路工事保安用LEDソーラー表示機、警告灯等の設計・製造・
開発
・アミューズメント用LEDピッチャー等の設計・製造・開発

開発、設計担当者（ハード形技術者、電気設計技術
者）

50代

(株)アスパーク サービス業
労働者一般派遣事業、医療に特化した有料職業紹介事業
機械・電機・電子の構想開発設計、実験・生産技術業務
分析業務のアウトソーシング業務、プログラミング開発

技術及び研究開発のスキルを持った人材 40代

アルスコーポレーション(株) 製造業

・プロ用刃物の企画開発、製造
・一般流通用刃物の企画開発、製造
・業務用機械刃物の企画開発、製造
・刃物のメンテナンスサービス

刃物製造の最終段階における品質管理者 40代

(株)アルティジャーノ 製造業 自動車用フロアマット製造・ 販売、新車・中古車各種販売
海外事業責任者(幹部：海外戦略をともに考え実行
に移せる人材）

30代

(株)アルメディア・ネットワー
ク

情報通信業
システム開発、医療情報システムのコンサルティング導入支援業
務

技術者 50代

石垣ゴム工業(株) 製造業 ゴム製品・プラスチック・組立
工場での生産技術全般や生産効率を向上させるた
めに自動化や仕組み等を考え実践できる人材

60代

ＩＴ化に対応できる人材 30代

ＩＴ化に対応できる人材 40代

伊勢鋼材(株)
卸売業・
小売業

鋼材卸、加工製造
ＩＳＯ９００１対応が可能で、品質管理ができ、マネジ
メント経験がある方

50代

顧客および製造委託者との技術窓口や、EMS工場
の工程改善、治具作成および主要設備の検討がで
きる人材

40代

経理業務のサポート 30代

開発営業（海外）人材 40代

工場長候補 50代

経理総務業務全般ができ、部門のマネイジメントが
できる方

40代

メーカーで生産管理部門とりわけ品質管理の経験が
ある方

40代

(株)ウィファブリック
卸売業・
小売業

・繊維・ファッション業界のＢ2Ｂフリマサイト・SMASELL(スマセル）
事業
・国産ライフスタイルブランド・RDF事業
・ブランディングコンサルティング事業（デザイン・写真・映像・
WEB・アプリ開発）

ITサービス事業などを成長させた経験や営業マネジ
メント経験がある方

30代

外回りの営業ができる方 40代

製造業での品質管理の経験者
40代
×2人

営業経験者または生産管理経験者で折衝業務がで
きる方

40代

(株)ウチダ
卸売業・
小売業

工業用塗料の調色工場塗料および金属表面処理剤の販売 国内営業強化のための人材 40代

(株)ウチノ 製造業
鍛造前高効率誘導加熱装置・自動鍛造加熱炉・自動ボルト加熱
炉・各種自動化装置の開発・設計・製作

搬送関連製品の機械設計経験者
40代
×2人

(株)AFIテクノロジー 製造業
細胞、微生物等の評価・制御・製造に関わるデバイス、装置、試
薬等の開発、製造、販売

基板設計、回路設計の経験があり、分析化学、電気
化学、高周波、電界などの知識がある方

40代
×2人

(株)ＳＫＢ 製造業

・建築・建材・インテリア関連商品の企画・設計・製造・販売
・引き戸クローザーシリーズ ・開口制限カナモノ
・特殊な動作を実現する機能部品・装置 の設計・製造（OEM）
・建築・建材・インテリア用 ・産業機器用 ・自動車鉄道用の製造

経理部門をマネイジメントできる方 50代

テレマ部隊をまとめ、改革できる人材 40代

業務部門の業務改革、改善ができ教育できる方 60代

(株)アイキャット 製造業 歯科向け医療機器の開発販売

◆成約件数：295件（平成30年11月分まで）

(株)石田大成社 情報通信業 広告企画提案、デジタル制作など

植田アルマイト工業(株) 製造業

井前工業(株） 製造業

耐熱製品の製造販売ならびに省エネ技術の創出
１：労働安全上、優れた耐熱繊維製品の提供
２：皮膚刺激のない耐熱シリカ製品（１０００℃）の加工販売
３：省エネ保温材の採寸～取付～省エネ診断まで
４：セラミックコンデンサー用高性能セッターの製造販売

アルミニウム合金の表面処理（アルマイト）・マグネシウム合金の
表面処理、硫酸アルマイト　カラーアルマイト　ホワイト電着塗装
艶消電着塗装　ブラック電着塗装　グレー電着塗装　マット処理
電着塗装　硬質アルマイト（ユーエイコート）　導電性、潤滑性ア
ルマイト（ユニマイト・タフマイト）アルミ二ウム合金のプラズマ電解
による新しい表面処理（ＫＥＰＬＡ−ＣＯＡＴ）

イツワ商事(株)
卸売業・
小売業

＜EMS事業＞電子機器及び小型精密部品の海外委託生産業務
<調達事業＞映像音響機器、情報通信機器用の各種電子部品
及び金型、電子部品の生産合理化設備や、AV周辺機器、PC関
連部品、PC周辺機器の輸出入業務

(株)エスコプロモーション
卸売業・
小売業

ESCO事業を中心とした省エネ機器（太陽光発電システム・蓄電
池・オール電化等）の販売・施工事業

http://m-artigiano.com/


会社名 業種 事業内容 募集したプロ人材 年代

監査法人対応や有価証券報告書作成経験があり、
開示資料の作成、上場経理決算業務など決算業務
や管理会計ができる人材

40代

管理部門の組織をまとめ、幅広い管理部門の職務
経験と、上場準備業務を理解できる人材

40代

(株)ＮＨＣ
卸売業・
小売業

自然食品、健康補助食品、自然派化粧品、健康機器など お客様相談センターで営業経験がある方 50代

(株)ＮＳＣ 製造業 ディスプレイ製造
製造業の総務職の業務に理解があり、推進力とな
れる総務人材

30代

人材ビジネスや海外事業の経験者 30代

海外事業の責任者 40代

営業拠点のマネイジメントができる方 30代

営業拠点のマネイジメントができる方 30代

新規事業の立ち上げとそれを推進できる人材 40代

経理を中心に総務部門を管理できる人材 40代

経営企画ができる人材 30代

営業管理職候補 30代

財務、経理の経験者で組織マネイジメントができる
人材

40代

新規事業開発、経営企画、新規事業の営業などが
できる人材

40代

経営企画や採用戦略など社長をサポートできる人材 30代

大嘉産業(株)
卸売業・
小売業

①建設仮設資材の製造・販売・ﾚﾝﾀﾙ、低層住宅建設用仮設資材
の販売
②産業(土木・防災繊維)資材およびスポーツ人工芝の設計・製
造・販売、公園遊具のシステム設計・製造・施工・管理
③海洋資材の販売

社内ITシステムの管理・構築・運用経験がある人材 40代

大阪高速鉄道(株) 運輸業 モノレールによる旅客輸送鉄道の経営 システム運用職 50代

大阪市街地開発(株)
サービス業_

他に分類され
ないもの

・市街地再開発事業等によって建築された建築物の管理、運営
・同事業に関連する施設の建設、経営を行うことにより市街地再
開発の円滑なる促進

幅広い法人営業のネットワークや経験を持ち、販促
や営業力強化に向けた企画・立案ができる人材

50代

大阪真空化学(株) 製造業
金型、成形、表面処理全般、自動車の内外装部品、家電などの
意匠部品や、センサー部品など機能部品の表面処理

仕事内容に関連した経験があり、部下を指導できる
方

40代

建築士又は補償業務管理上の資格、公共用地の買
収に係る補償算定業務の経験者

40代
×2人

営業等の経験があり、円滑なコミュニケーションがで
きる人材

40代
×2人

総務・経理・人事の経験のある人材 40代

業務経験のある人材 50代

品質管理経験のある管理職 50代

営業経験のある管理職 50代

生産管理部門の管理職＝工場全体のマネジメント
（仕組みづくりや改善）ができる人材

50代

新設する企画開発部で社長とともに販売促進を担当
する責任者候補

40代

(株)オカノ 製造業 接着剤や両面テープの代理店、建築(インテリア)製品製造業 既存顧客への販売および営業チームマネジメント 30代

(株)オフィスジャパン 製造業
オフィス関連商品サービス
環境対策関連商品サービス

商品サービスの親和性が高く、営業力を有した人材 50代

亀水化学工業（株） 製造業 歯科材料と要介護者向け口腔衛生用品の製造販売 海外事業責任者 30代

カワソーテクセル(株) 製造業

電力系資機材製品（がいし、架線金物、電線ヒューズ） の製造
水冷ヒートシンクの製造
メタライズ（セラミックスと金属の接合）製品の製造
ろう付（金属接合）製品の製造

生産管理、工場マネジメントできる人 50代

北恵(株)
卸売業・
小売業

新建材・住宅資材・住宅設備機器等の販売および施工付販売
■内装関連：天井材、階段部材、クロゼット、玄関、室内ドア　他
■外装エクステリア関連：窯業系サイディング、エクステリア部材
全般　他
■設備機器関連：キッチン、バス、トイレ　他
■木材・銘木関連：構造材、造作材、集成材　他
■建築金物関連：各種建築用接続金具、建築作業機材　他

総務業務全般をまとめられるプレイングMGR 50代

太田機工(株)

岡田装飾金物(株) 製造業 工業用カーテンレール等の製造販売

製造業 自動車メーカー向けのドア部品、シート部品などの製造・組立

大阪府土地開発公社 公務 公共用地等の取得、管理、処分等

生活関連
サービス業

・娯楽業
高齢者住宅紹介業、介護総合ポータルサイト運営

(株)ＳＴＧ 製造業

(株)笑美面

サービス業_
他に分類され

ないもの

・テレマーケティング事業（６０％）
・海外支援サービス事業（４０％）
・WEBマーケティング事業
・アウトソーシング事業、オフィスソリューション事業、CTIサービス
事業

(株)ＭＲＳ

マグネシウム合金やアルミ合金のダイカスト法で高級一眼レフカ
メラや自動車部品、電子部品を軽量化する製造

http://www.o-japan.jp/
http://www.otakikou.jp/
http://www.os-rail.co.jp/


会社名 業種 事業内容 募集したプロ人材 年代

木戸紙業(株) 製造業
食品およびその他パッケージに関するデザイン、製造、販売（各
種ラミネートパウチ、ラベル、紙器、オフセット印刷製品）

原価計算の仕組みつくり、管理部門をまとめられる
方

40代

開発、設計ができる方 40代

財務、経理経験がある方 30代

経理全般のスキルがある方 40代

経営企画等の経営サポートができる人材 50代

40代
×1人

50代
×4人

共栄社化学(株) 製造業

 機能性モノマー・オリゴマー（メタクリル酸誘導体、アクリル酸誘
導体等）、金属工業用化学品（伸線潤滑剤、防錆剤等）、塗料添
加剤（タレ止剤、分散剤等）、機能性高分子材料（樹脂添加剤、界
面活性剤、乳化剤等）、クリーニング業務用品の開発・製造・販売

研究所における接着剤分野のアドバイザー顧問職 60代

生産管理において品質管理を含む工程調整ができ
る人材

50代

アナログ設計ができる技術者 60代

(株)近畿製作所 製造業 塗装機器、エアー関連機器専門メーカー
新商品開発、設計開発、試作品製造、製造部門との
調整業務ができる方

50代

金源リビング(株)
卸売業・
小売業

カーペット、インテリア全般の輸入及び販売業
スタッフを管理し、他部門とコミュニケーションが図れ
る人

50代

経理･財務部門管理職 40代

経理・決算業務を取り仕切れる人材 40代

(株)グローバルプランマネジ
メント

製造業
建設機械、農業機械の部品加工(溶接及び機械加工)製造業向
け人材派遣業及び技能教育、通訳翻訳業

建機、荷役、農機部品の半自動溶接、溶接ロボット
の生産・品質管理、労務管理など工場マネジメント
全般ができる人材

30代

(株)広伸 製造業
プレハブ住宅用鉄鋼部材、中厚板溶接板金金物、店舗用什器な
どの製造販売

製造部門における生産管理や安全管理、効率化、
品質向上・人材育成など工場長として生産部門にお
ける統括ができる方

40代

30代
×4人

40代
×3人

ＩＴ業界の営業経験者 50代

30代

40代

(株)ササガワ 製造業 紙製品の製造・販売 経理実務ができる方 30代

佐藤運輸倉庫(株) 運輸業
貨物自動車運送事業、第一種貨物利用運送事業、倉庫事業、構
内荷役作業、水道用器具の加工・組立

生産管理のマネイジメントができる人材 40代

(株)ＳＩＲＣ 製造業 磁性薄膜を用いた電力センサの研究開発、製造、販売 試作エンジニア 50代

澤電気機械（株）
卸売業・
小売業

特約店等への電気機械器具卸売り 販路拡大、取引先拡大に取り組める営業幹部 30代

三協化成(株) 製造業 ゴムおよびプラスチック用発泡剤・発泡助剤の製造、販売 製造部門を管理する幹部候補 50代

(株)サンパック 製造業
家庭用品の企画開発・製造・販売・パッケージ・じゅう器の企画開
発・販売

WEB運営責任者 40代

サンファーネス(株) 製造業 焼結・焼成炉、熱処理炉等 各種プラント付帯設備 の製造販売 工業炉の機械設計業務 50代

三陽商事(株) 製造業 動力伝達機器の設計・製作・販売およびサービス・輸出入 海外営業及びマネイジメントができる人材 40代

篠永化成(株)
卸売業・
小売業

化学薬品商社部門
メイン商品　界面活性剤各種 天然油脂ワックス類 石油化学品類
（有機・無機）

営業管理職候補 30代

構造設計職 40代

業界理解があり営業力がある方
40代
×2人

経理のエキスパート 30代

ジュラロン工業(株) 製造業 光学プラスティックレンズの製造販売
エンプラ製品の射出成形技能や金型加工知識等が
あり、マネジメント経験がある方

40代

Joyful喜一ホールディングス
(株)

卸売業・
小売業

国内外有名機械工具等の卸販売及び輸出入業務
機械加工に関する知識があり、ビジネス英語力のあ
る方

30代

主に組み込み系ＳＥ

LED電源装置、蛍光灯、電子安定器製造など

製造業 全国１００円ショップ向けの商品企画から製造卸事業

コンピューターマネージメン
ト(株)

ＩＴ人材分野のアウトソーシング事業

クライアント先でのシステム開発

家電メーカーでの製品開発経験や組込みアプリ開発
経験があり、関連する家電製品の技術的知見を十
分にお持ちの方

生活家電の開発、製造、販売製造業

(株)グリーンオーナメント

シーホネンス(株)

ギャランツジャパン(株)

情報通信業

(株)キャットアイ 製造業
自転車部品（リフレックスリフレクター）、自転車付属品（ランプ・ス
ピードメーター・サイクルミラー等）の製造販売

(株)共進電機製作所

医療・介護施設用電動ベッドの製造、販売製造業

製造業

http://www.sankyo-k.co.jp/gaiyou.htm


会社名 業種 事業内容 募集したプロ人材 年代

昭和電機(株) 製造業
電動送風機(厨房機・ごみ焼却炉・工業炉など）・集じん機・ファン
ブロアといった、風に関する産業機械の製造
環境改善機器、健康リハビリ機器の製造

新規事業の品質管理者 40代

物流、購買をまとめる管理職候補 30代

ルートセールおよび新規開拓ができる方 40代

品質管理の改善、改革に取り組んだ経験者又は問
題解決できる方

50代

人事制度や給与制度、働く環境づくりができる方 40代

(株)伸栄設備 建設業
給排水衛生設備・空気調和設備・換気設備、消防設備・浄化槽
設備・リフォーム改修工事

給排水衛生設備、消防設備、管工事、施工管理経
験者

30代

新興機械工業(株) 製造業 ばね加工機械の開発設計・製造・販売・アフターサービス 海外営業職 50代

神港テクノス(株) 製造業 温調計、制御機器の製造 技術開発ができる人材 40代

(有)新生スチール 製造業 鋼板加工業
金属加工、生産管理経験者でマネジメントができる
方

40代

(株)シンワ・アクティブ 運輸業 物流センターの運営・請負、流通加工、倉庫業 新規事業計画策定・運用等の実務経験者 50代

管理部スタッフ 40代

品質保証や生産管理等ができる工場長候補 50代

機械製品の品質管理・保証の業務経験者および加
工の知識を持たれている製造経験者

40代

(株)瑞光 製造業 衛生用品（紙おむつ・生理用ナプキン等）製造機械の製造販売 知財部門管理職候補 40代

(株)スーパーホテル 宿泊業
ホテル業、ホテルチェーンの展開、土地有効活用のコンサルティ
ング

経理・財務のマネイジメントができる人材 50代

摂津金属工業(株) 製造業
パイプ加工（暮らし、商業、工業など多彩なシーンで活躍する各
種パーツ・建材の生産、ＯＥＭ販売）

家具、建築、金属製品の知識があり、設計ができる
人材

40代

セツナン化成(株) 製造業
・化成品、合成樹脂及びその製品の加工・製造並びに販売
・機能性プラスチックコンパウンド・マスタバッチコンパウンド
・コンパウンド技術研究・開発

国内営業を強化するため、販路拡大できる方 40代

(株)セレマアシスト 情報通信業 ITILプロセスを実装したシステム運用　一般労働者派遣事業 管理部門の管理職経験者 40代

生産管理、工場運営、マネジメント、人材育成の経
験がある人材

50代

財務経理、マネジメント、人材育成経験者 50代

50代

40代

(株)大衆自動車商会
卸売業・
小売業

自動車及び自動車部品売買業・自動車修理、整備業, 自動車販
売協力店・損害保険代理店業

品質管理の経験者で、英語力のある方 50代

産業用機械の知識を有する機械設計経験者 30代

金属機械加工の知識を有する、営業経験者 30代

大和鋼業(株) 製造業

厚鋼板の各種精密ガス熔断、薄・中・厚鋼板の各種レーザー切
断
鋼製品の各種開先加工、製罐、曲げ、穴アケ、切削、溶接、塗装
等の加工、一般、及び特殊鋼材の輸出入、販売

営業管理職経験者 50代

大和精工(株) 製造業
農業機器、自動車部品、厨房機器、省力化関連機器などの部
品・ユニット・製品製造

営業部長候補 50代

ソフトウエア開発職 40代

電気制御等の基本技術を有し、各種モーター制御等
の経験者

30代

機械設計の経験がある方
30代
×3人

製品デザインの経験がある方 20代

髙橋工業(株) 製造業
 トンネルフリーザー®（連続急速冷却装置・連続急速凍結装置）
その他各種食品製造プラント設計・製作・販売・施工

業務経験のある人材 60代

立花金属工業(株) 製造業 アルミニウム及び同合金展伸材並びにその加工品の製造・販売 金属関連の営業 40代

タチバナテクノス(株) 製造業
民生用電気部品製造、車載用電気部品製造、板金プレス全般、
鋼製家具製造、紛体塗装及び組立

品質管理者 50代

総務・経理・人事ができるマネジメント経験者 50代

ビジネス英会話ができる貿易業経験者 50代

(株)塚谷刃物製作所 製造業 工業用特殊刃物等の製造 システムの専門人材 40代

製造業

産業機械、部品の製造

精密油圧部品加工及び組立、船舶用ディーゼルエンジン部品加
工及び組立、印刷機械部品加工・ 変圧器部品加工・工業用ミシ
ン部品加工

生産現場の効率化を推進できる人材

進栄化成(株) 製造業

製造業

プラスチック再生シート製造販売

(株)伸和製作所 製造業

(株)タカゾノテクノロジー 製造業
医療機器及び薬科機器の製品及び調剤業務支援システムの開
発

(株）近正 各種刃物の製造

(株)大進工業研究所

(株)センショー 製造業
銅・すず・ニッケル・硬質クロム・装飾クロム・無電解ニッ
ケル、その他各種メッキ・表面処理加工



会社名 業種 事業内容 募集したプロ人材 年代

実験の知識 (設計等)を有し、機械、工作道具に興味
がある人材

50代

排水設備のメンテナンスの知見を有する人材 40代

マーケティングの知識を有するセールスエンジニア 50代

営業として、コンサルタントによる改善を提案できる
方

40代

40代
×4人

50代
×2人

(株)西田製綱所 製造業 鋼線、ワイヤロープ製造
工場スタッフとのコミュニケーションが図れ、業務指
導ができる管理職

50代

(株)西松屋チェーン 製造小売業 ベビー用品、ベビー服製造 自ら商品開発ができる人材 50代

40代

30代

品質管理ができる人材※ 60代

事業展開ができる人材 50代

日本エレクトリック(株) 製造業 モーターの巻線加工 社長をサポートし、経営に携わっていける人材 60代

技術開発・研究開発部門の責任者 50代

ソフトウェアに関する業務全般ができる方 50代

日本機材(株)
卸売業・
小売業

空気圧制御機器を中心としたロボット等ＦＡ機器販売の技術専門
商社

ＡＳＥＡＮ地区現地法人の事業マネイジメントができ
る人材

50代

(株)ヌマタ 製造業

FA関連機器、産業用電気機器等の販売
電子デバイスの販売
マイコン応用システム製品の開発、製作、販売
ASICの開発、設計
マイコン・パソコン応用ソフトウェアの開発、設計
デジタルサイネージの開発、設計

アナデジ電子回路開発業務 30代

ハイテン工業(株) 製造業
パーツホーマー用金型・プレス用金型冷間ボルト及びナット成形
用金型の設計・製造販売、熱間ボルト及び熱間成形用金型製造
販売

品質管理、品質保証の実務経験者 30代

長谷川製菓(株) 製造業 アイス用コーンの製造 品質管理専任人材 30代

(株)パックス 製造業 化学薬品製造販売
表面改質業界の技術者として10年以上の経験とマ
ネジメント経験がある方

50代

経理・財務全般ができる人材 50代

財務の視点から経営全般を見れる方 60代

生産技術 50代

国内営業の経験者 40代

国内の技術営業経験者 50代

海外営業経験者 50代

海外展開（海外代理店管理）ができる人材 50代

品質保証職の経験者、英語力を有した人材 50代

商品開発業務の経験、英語力を有した人材 50代

合成原料の調査、調達、価格交渉、外注先管理等
購買部の管理業務全般ができる方（プレイングマ
ネージャー）

50代

経理（プレイングマネージャー）候補 40代

販売先開拓ができる営業（卸の営業）の方 30代

販路開拓ができる営業（卸の営業）の方 30代

人事制度含めた人事改革に関する知識、経験をもっ
た人材

30代

販路開拓ができる営業力のある方 30代

販路開拓ができる営業力のある方 40代

(公財)東大阪市産業創造勤
労者支援機構

公務
産業の振興と創造を推進し並びに勤労者の福祉の向上を図るこ
とにより、東大阪市の発展に寄与。東大阪市内中小企業への支
援

販路開拓・海外展開支援、技術マッチング支援コー
ディネートができる人材

60代

(株)日宝 製造業
プラスチック製品の製造販売
成形用金型作製

医療機器用プラスチック成形、精密エンジニアリングプラスチック
成形、その他プラスチック成形、射出成形用精密金型の設計・製
造、ＩＴ技術研究・開発

製造業
空気環境計測、産業向け気流計測・制御、クリーンルーム内汚染
物質計測・分析機器の開発・製造・販売

生産管理、生産技術などの現場の実務経験者

成形技術力がある方

(株）ビオ・マーケット

浜理薬品工業(株)

卸売業・
小売業

(株)ニート
※の人材は、関連会社 トラ
ストメディカル（株）での採用

有機野菜の小売・卸売

ディンク(株) 製造業

製造業 医薬品原薬及び医薬品中間体の製造・販売

製造業

日本カノマックス(株)

(株)テクノ経営総合研究所
学術研究・専
門・技術サー

ビス業
製造業に特化したコンサルティング

ハードロック工業(株) 製造業 特殊ネジ製造・販売

ダンボール工場向け排水処理設備の設計・施工・メンテナンス

https://www.hardlock.co.jp/


会社名 業種 事業内容 募集したプロ人材 年代

上場経理ができ、決算をまとめられる方 50代

マネジメント経験があり、プレイングマネージャーとし
て業務遂行できる方

40代

経理を中心に管理部門の責任者（CFO） 50代

WEB販売、バイヤーの経験やマネジメント経験がり、
プレイングマネージャーとして業務遂行できる方

50代

(株)ＢＴＯ
学術研究・
専門・技術
サービス業

カーディテイリング関連製品の開発と卸売、環境製品の開発と卸
売、 カーディテイリング製品・環境製品施工、自動車整備用機器
設備設計

技術営業及び商品開発ができる人材 30代

(株)平井製作所 製造業
外観部品の製造、プレス加工処理、冷蔵庫・調理家電・空気清浄
機の部品、薄型テレビ架台・エアコン室外機架台、回転灯部品
タクシーメーカー部品

製造現場のマネジメントができる方 50代

(株)ファナティック 製造業
サーバー・ストレージ・産業用コンピューターの設計、開発、製
造、販売

生産技術職 50代

金型の設計・加工ができる人材 30代

金型技術を持った即戦力人材 30代

品質保証に対応できる人材 40代

金型技術を持った人材 50代

購買のプロ人材 40代

営業企画のマネジメントができる方 50代

40代

50代

富士高周波工業(株) 製造業 金属熱処理（高周波焼入受託加工、レーザ焼入受託加工） 新しい事業サービスの営業責任者候補 50代

扶桑工業(株) 製造業 空調用冷媒配管・給湯器用配管の加工 海外駐在の可能な方 50代

フセハツ工業（株） 製造業 金属加工・製造業(スプリング類の製造並びに加工販売など) 現場での管理職経験があり工作機械等が扱える方 40代

(株）プロスパー商会 サービス業

・電気工事業・大阪ガス総合住宅設備
・防犯・防災機器取扱施工・メンテナンス
・自然エネルギー開発・コンサルタント
・住宅用・産業用太陽光発電システム販売施工

電気工事士を育成できる方 60代

(株)平安製作所 製造業
オーダーメイドの機械製造会社/生産用機械器具製造業/産業用
設備機械の設計製造

製造業で開発・設計などものづくりの仕事の経験者
でコミュニケーション力がある方

30代

(株)豊栄製作所 製造業 超高真空装置製造・販売 機械設計経験者、現場（生産現場）経験者 40代

(株)ポコアポコネットワークス 製造業
・人工知能を用いた物体認識技術開発、及びライセンス
・CNN物体認識用ＩＰの開発・ライセンス
・CNN学習ソフトウエアツール開発・ライセンス

物体認識、ＡＩ関連としてのソフト開発 40代

細田工業(株) 製造業 食品加工自動化機械 開発アドバイザー 50代

営業 30代

非破壊検査のプロ人材 50代

技術営業 40代

技術開発ができる人材 40代

マイクロ波化学(株) 製造業 マイクロ波化学プロセスの研究開発
マイクロ波化学プロセスの技術開発や新工場立ちあ
げを行うエンジニア

30代

経理、上場を目指していく体制つくりが出来る人材 40代

WEB管理ができる方 20代

弁理士 30代

国内外出願事務ができる方 30代

マツダ(株) 製造業 冷間圧造技術を駆使した高精度で安価なねじ部品製造
製品検査工程表の作成、計測機器の管理、工程解
析、ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ１４００１の改定に向けて取り組
める品質管理全般ができる人材

60代

(株)丸長石材 製造業
石材の加工・販売・輸出入並びに仲介事業、霊園の開発及び管
理業務、ペットの霊園の企画・設計・施工及び墓地の販売

円滑なコミュニケーションがとれ、この業界の仕事に
興味がある方

30代

品質管理者 40代

タイ法人を拠点として、当社製品（樹脂の射出成形
品）の営業活動ができる方

30代

生産工程での業務用電気製品（完成品）の品質管理 50代

製造業

【射出成型事業】マグネシウム：一眼レフなど高価格帯商品の筐
体シェア50％、プラスチック：自動車業界向け等、多数の販路
【OEM事業】ウォーターサーバー/浄水器などの開発設計・製造・
組立・品質検査

バルブ、継ぎ手の新製品開発責任者

保育園を始め、老人施設、障害者施設等の厨房をメインとして、
給食用品・衛生消耗品から、建築・リフォームまで社会福祉法人
をトータルにサポート

(株)ビティー

学術研究・
専門・技術
サービス業

(株)mighty
卸売業・
小売業

衣料・衣料雑貨を取り扱うインターネット通信販売EC事業、直営
セレクトショップの運営。通販・WEBショップの運営

(株)藤井精密回転機製作所 製造業 産業用直流・交流モーター等の応用製品の設計・製造・販売

ミツワ電機工業(株)

・日本および海外における、特許・実用新案・意匠・商標・サービ
スマークの出願
・異議申立,審判,鑑定,訴訟,各種調査,ライセンスおよび税関取締
・不正競争防止法・回路配置法・著作権法　ほか知的財産権に関
する業務全般

前田特許事務所

(株)フジキン 製造業

医療・
福祉

バルブ製造

福井精機工業(株) 製造業
樹脂金型の開発
得意分野としては真円度が必要な丸モノ樹脂部品やインサート
樹脂部品用金型

ポニー 工業(株) 製造業 非破壊検査装置製造販売、検査計測装置製造販売など

http://www.matsuda-fastener.co.jp/
http://www-ng.fujikin.co.jp/index.html


会社名 業種 事業内容 募集したプロ人材 年代

総務・経理経験者 40代

生産技術職 40代

品質管理ができる管理職 40代

東京営業所長 40代

海外展開（工場立ち上げ）をサポートできる人材 40代

機械加工品の品質管理・保証の経験者で、機械・電
気関連の知識を持ち、機械の保全ができる方

40代

製造や品質保証等の経験がある方で、製造と品質
の統括業務ができる方

40代

(株)村上製作所 製造業

下記製品の開発・製造・販売
【送風機事業】　発電所用送・排風機、ボイラー用、集塵装置用な
ど、その他特殊ブロアの設計、製作、据付
【産業機械】　各種省力機械、搬送装置、その他一般産業機械の
設計・製作・据付

営業幹部候補
プロジェクトマネジメントできる人材

30代

森田工業(株) 製造業
プラントエンジニアリング、繊維機械装置設計・製作、産業用プロ
セス設備など

機械・設備設計および大規模案件のプロジェクトリー
ダー

50代

山本化学工業(株) 製造業
ウェットスーツ素材、競泳用水着素材、メディカルバイオラバー、
バイオラバー、素材

海外営業の経験者でビジネス英語ができる人材 50代

(株)山本水圧工業所 製造業 油・水圧応用機械装置及び各種油・水圧機器製造販売
管理部門、経理を含め総務人事ができる人材：部門
責任者候補

40代

山本通産(株)
卸売業・
小売業

主に産業向けの色材（顔料・染料）や樹脂・添加剤など化学品や
測色計など精密機器を取扱う『色と光の専門商社』

カラーデザイン業務等の経験者 30代

ユニプラス(株)
卸売業・
小売業

モノフィラメント（原糸）、モノフィラメント製造装置等の販売
輸出入業務の経験者で日常業務に於いて支障ない
語学力があり海外経験が豊富な方

50代

吉泉産業(株) 製造業 食品機械製造・販売 営業部門の管理職 40代

米田産業(株)
卸売業・
小売業

プラント建設における足場用建材商社 営業マネジメント・経営企画ができる人材 40代

(株)レザック 製造業

印刷紙器・段ボール箱製造業向けＣＡＤシステム、自動製図・サ
ンプル加工機システム、レーザー加工機システム、抜型用刃物
自動加工機、ブランキングシステムなど、各種自動加工機の開
発・製造・販売・保守

経理決算ができ、経理を中心に総務など管理部門を
統括できる人材

50代

(株)和晃 製造業 フッ素樹脂の溶接・特殊加工等、金属の鋳造・加工・組立等 品質管理及び検査責任者 40代

(株)oneA 製造業
電子応用機器の製造販売、通信応用機器・周辺端末装置の製
造販売、精密切削部品の製造販売

電気回路系に強い人材 40代

(株)ワンダーシェフ 製造業
ステンレス製厨房用品、アルミニウム製厨房用品及び、各種金属
による製品の製造販売並びに輸入販売

電気の知識を有し、工場での折衝経験があり、語学
力がある方

40代

(株)南野産業 製造業 強靭鋳鉄（FC・FCV・FCD）製造

(株)ミナミダ 製造業
金属部品製造( 自動車向けの金属パーツ:シートベルト部品、ハ
ンドル部品、Ｈｖ・Ｅｖ向けの銅端子、ボデー部品など）

http://www.moritak.com/
http://www.hyprex.co.jp/index.html
http://www.wako51.co.jp/

