
ブースNo 事業所名 職種 就業場所 雇用形態 年齢 募集人数 学歴・免許・資格・経験等 求人番号

1 アクサ生命保険　株式会社 商工会議所共済・福祉制度スタッフ 泉大津市 正社員 ６４歳以下 2 高卒以上／普通免許優遇 27110-8048491

2 医療法人　徳洲会　和泉市立総合医療センター 看護補助者 和泉市 正社員 １８～４５歳 1 不問 27110-8064491

自社の新築戸建の現場監督 高石市 正社員 ６４歳以下 2 普通免許（ＡＴ限定可） 27110-8069191

リフォーム施工管理 高石市 正社員 ６４歳以下 2 実務経験者優遇／普通免許（ＡＴ限定可） 27110-8070691

建築設計 高石市 正社員 ６４歳以下 2
高卒以上／戸建住宅設計の経験者優遇／普通免許（ＡＴ可）／２級

建築士以上 27110-8071991

用地仕入 高石市 正社員 ６４歳以下 2
高卒以上／用地仕入、不動産仲介業、開発設計業務のいずれか

の経験者優遇／普通免許（ＡＴ可） 27110-8072491

新築戸建の営業 高石市 正社員 ６４歳以下 2 普通免許（ＡＴ限定可） 27110-8073791

4 ＳＣ有機化学　株式会社 製造職
忠岡町また
は堺市西区 正社員 １８～３９歳 1 高卒以上 27110-8045391

製造補助作業（ナット） 高石市 契約 不問 2 高卒以上 27110-8047991

製造補助作業（口金） 高石市 契約 不問 3 高卒以上 27110-8046691

技術研究職 高石市 正社員 ５９歳以下 1
大学又は大学院卒業（応用科学又は機械工学
系） 27110-7251191

営業 高石市 正社員 ５９歳以下 1 大学卒業／普通免許（ＡＴ限定不可） 27110-7250591

キッチンスタッフ（軽食） 高石市 契約 不問 1 不問 27110-8049791

洋菓子製造補助（９：００～） 高石市 パート 不問 1 不問 27110-8050591

洋菓子製造補助（洋生菓子） 高石市 パート 不問 1 不問 27110-8051191

商品受発注スタッフ 高石市 パート 不問 1 不問 27110-8052091

店頭販売員（アプラ高石店） 高石市 契約 不問 1 不問 27110-8053391

店頭販売員（あべのハルカス近鉄店） 大阪市阿倍野区 契約 不問 1 不問 27110-8054691

店頭販売員（高島屋大阪店） 大阪市中央区 契約 不問 1 不問 27110-8055991

店頭販売員（高島屋泉北店） 堺市南区 契約 不問 1 不問 27110-8056491

8 シャープ化学工業　株式会社 製造事務及び工場軽作業 堺市西区 正社員 ５９歳以下 2 不問 27080-29548291

9 住友ゴム工業　株式会社 タイヤ製造 泉大津市 契約社員 １８歳以上 5 不問 27110-8063991

沿岸荷役作業（泉大津） 泉大津市 正社員 不問 2
普通免許（ＡＴ限定可）／移動式・天井クレーン、油圧ショベル、

フォークリフト／玉掛等あれば尚良い 27030-35672891

沿岸荷役作業（泉北高石） 高石市 正社員 不問 2
普通免許（ＡＴ限定可）／移動式・天井クレーン、油圧ショベル、

フォークリフト／玉掛等あれば尚良い 27030-35669691

営業スタッフ 高石市 正社員 不問 2 不問 27110-8067291

工場作業員 高石市 正社員 不問 2 不問 27110-8068591

営業職 堺市西区 正社員 ４０歳以下 2 大卒程度／普通免許（ＡＴ限定可） 27080-27877591

機械オペレーター（冷間ナット製造） 堺市西区 正社員 ３４歳以下 1 普通免許（ＡＴ限定可） 27080-27875891

機械オペレーター（伸線係） 堺市西区 正社員 ４４歳以下 1 普通免許（ＡＴ限定可） 27080-27872991

機械オペレーター（ねじ切） 堺市西区 正社員 ５９歳以下 1 普通免許（ＡＴ限定可） 27080-27874791

建築工事担当者 高石市 正社員 ５９歳以下 1 高卒以上／普通免許（ＡＴ限定可） 27110-8066891

水まわりのメンテナンススタッフ 高石市 正社員 ４０歳以下 1 高卒以上／普通免許（ＡＴ限定不可） 27110-8065791

サービス提供責任者（忠岡） 忠岡町 正社員 ５９歳以下 1
訪問介護経験者／ヘルパー１級・基礎研修・実
務者研修・介護福祉士のいずれか 27080-31113491

サービス提供責任者（和泉府中） 和泉市 正社員 ５９歳以下 1
訪問介護経験者／ヘルパー１級・基礎研修・実
務者研修・介護福祉士のいずれか 27080-31116291

サービス提供責任者（和泉中央） 和泉市 正社員 ５９歳以下 1
訪問介護経験者／ヘルパー１級・基礎研修・実
務者研修・介護福祉士のいずれか 27080-31114791

サービス提供責任者（おおとり） 堺市西区 正社員 ５９歳以下 1
訪問介護経験者／ヘルパー１級・基礎研修・実
務者研修・介護福祉士のいずれか 27080-31115891

訪問介護ヘルパー（忠岡） 忠岡町 パート 不問 3 介護職員初任者研修修了者またはヘルパー２級以上 27080-31117591

訪問介護ヘルパー（和泉府中） 和泉市 パート 不問 3 介護職員初任者研修修了者またはヘルパー２級以上 27080-31123891

訪問介護ヘルパー（和泉中央） 和泉市 パート 不問 3 介護職員初任者研修修了者またはヘルパー２級以上 27080-31118191

訪問介護ヘルパー（おおとり） 堺市西区 パート 不問 3 介護職員初任者研修修了者またはヘルパー２級以上 27080-31125591

事務職員 堺市西区 正社員 ５９歳以下 1 短大卒以上 27080-31580691

看護助手 堺市西区 正社員 １８～５９歳 5 高卒以上 27080-31577291

訪問介護ヘルパー 堺市西区 正社員 ５９歳以下 2 介護職員初任者研修修了者又はヘルパー２級以上 27080-31583791

車両の運転手 堺市西区 正社員 ５９歳以下 2 普通免許（ＡＴ可）／介護職員初任者研修修了者 27080-31573991

車両の運転手 堺市西区 パート 不問 3
普通免許（ＡＴ可）／自動車の運転経験者（介護
タクシー経験者優遇） 2708-31574491

16 丸山建設工業　株式会社 建築工事・土木 高石市 正社員 ５９歳以下 1
高卒以上／現場経験者優遇／普通免許（ＡＴ限
定不可） 27110-8060091

製造 高石市 正社員 ５９歳以下 3
機械・金属・電気科履修の方／パソコン操作可能な方／溶接・

フォークリフト免許あれば尚良し 27110-8061391

軽作業 高石市 パート ５９歳以下 5 不問 27110-8062691

営業 高石市 正社員 ３０歳以下 1 普通免許（ＡＴ限定不可） 27110-8057791

機械加工 高石市 正社員 不問 1
ＮＣ旋盤・マシニングの経験／マシニングセンター加工技能検定２級

以上／普通免許（ＡＴ限定可） 27110-8058891

倉庫内作業（泉北営業所） 泉大津市 契約社員 不問 3 業務経験あれば尚良し／フォークリフト技能講習修了者 27010-70251091

倉庫内作業（堺市堺区） 堺市堺区 契約社員 不問 3 業務経験あれば尚良し／フォークリフト技能講習修了者 27010-70252391
倉庫内作業（住之江区） 大阪市住之江区 契約社員 不問 3 業務経験あれば尚良し／フォークリフト技能講習修了者 27010-70253691
倉庫内作業（尼崎市） 尼崎市 契約社員 不問 3 業務経験あれば尚良し／フォークリフト技能講習修了者 27010-70255491
フォークリフトによる入出庫作業 八尾市 契約社員 不問 3 業務経験あれば尚良し／フォークリフト技能講習修了者 27010-70254991

18 森寅鋼業　株式会社

5 エノモト工業　株式会社

7 株式会社　銀装　羽衣工場

14 株式会社　ニチイ学館　堺東支店

19 株式会社　大和産業

3 伊勢住宅　株式会社

17 明和金属工業　株式会社

15 社会医療法人　ペガサス　馬場記念病院

10 株式会社　大都

12 東和工業　株式会社

11 高砂金属工業　株式会社

　　　　　　　　　令和元年度　泉北就職情報フェア（令和元年１１月２１日）　　 　　　　

6 オーツケミカル　株式会社

13 中山建設　株式会社


