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1 建設業 淡路土建㈱ 洲本市 http://www.awaji-doken.co.jp

2 情報処理機器販売 ㈱イナハラ 神戸市中央区 https://www.inahara.co.jp/

3 プラント塗装・建築 ㈱ウェイズ 神戸市灘区 http://www.ways-wp.co.jp/

4 給食業 ウオクニ㈱ 神戸市灘区 http://www.uokuni.co.jp/

5 製造業 ㈱加美乃素本舗 神戸市中央区 http://www.kaminomoto.co.jp/

6 製造業 播州電装㈱ 加古川市 https://www.banshu.com/

7 製造業 キッコーマン食品㈱高砂工場 高砂市 http://www.kikkoman.co.jp/

8 乳製品販売 ㈱共進牧場 神戸市中央区 http://www.kyoshin-milk.jp/

9 製造業 ㈱協和製作所 加西市 http://www.kyowa-mfg.co.jp

10 製造業 久米電気㈱ 伊丹市 http://www.kme.co.jp/

11 宿泊業 グランドニッコー淡路(㈱夢舞台） 淡路市 http://www.awaji.grandnikko.com

12 食品卸売業 ケイ低温フーズ㈱ 伊丹市 http://www.k-teionfoods.co.jp/

13 製造業 甲南電機㈱ 西宮市 http://www.konan-em.com/

14 自動車販売 神戸トヨペット㈱ 神戸市兵庫区 https://www.kobetoyopet.com

15 医薬品販売・ドラッグストア ゴダイ㈱ 姫路市 https://www.godai.net

16 製造業 ㈱佐野鉄工所 神戸市西区 http://www.sano-iron-works.co.jp/

17 自動車塗装商社 ㈱サンエース 神戸市東灘区 http://www.sunace-net.com/

18 モーターポンプ製造販売 三相電機㈱ 姫路市 http://www.sanso-elec.co.jp/

19 製造業 三和機工㈱ 加東市 https://www.sanwakikoh.co.jp/company/profile.html

20 総合複合店舗サービス業 ㈱G-7ホールディングス 神戸市須磨区 http://www.g-7holdings.co.jp/

21 情報システムサービス業 ㈱ｼｽﾃﾑﾘｻｰﾁ 豊岡市 https://www.sr-co.co.jp

22 鉄リサイクル業 ㈱シマブンコーポレーション 神戸市灘区 http://www.shimabun.co.jp/

23 住宅設備機器販売 新日本住設㈱ 神戸市中央区 https://www.shinnihonjusetsu.co.jp

24 製造業 西菱電機㈱ 伊丹市 http://www.seiryodenki.co.jp/

25 食品加工業 ㈱協同食品センター 西宮市 http://www.kyoshoku-c.co.jp/

26 情報サイト企画運営 ㈱ダイネンヒューマンplus 姫路市 http://www.human-plus.co.jp/

27 金融業 但馬信用金庫 豊岡市 https://www.tanshin.co.jp

28 製造業 ㈱千代田精機 神戸市長田区 http://www.chiyoda-seiki.co.jp/

29 製造業 東亜外業㈱ 神戸市兵庫区 http://www.toagaigyo.co.jp/

30 オフィス専門商社 ㈱日興商会 尼崎市 https://nikko.bunguclub.co.jp/
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31 金融業 日新信用金庫 明石市 https://www.nisshin-shinkin.co.jp/

32 情報システムサービス業 日東コンピューターサービス㈱ 姫路市 http://recruit.nittohcs.jp/

33 運輸物流 日東物流㈱ 神戸市中央区 http://www.nitto-ntl.co.jp/

34 ﾏﾝｼｮﾝ管理 ㈱日本ネットワークサービス 神戸市中央区 http://www.nihonet.co.jp/

35 給食・飲食業 ハートスフードクリエーツ㈱ 神戸市東灘区 http://www.heartoss.com

36 プラント建設 ㈱ハマダ 姫路市 http://www.hamada-inc.co.jp/

37 製造業 ㈱阪技 高砂市 https://www.hangi.co.jp

38 建設業 福井建設㈱ 養父市 http://www.h-fukui.co.jp/

39 製造業 福辰合金㈱西神工場 神戸市西区 http://www.fukutatsu.com/

40 製造業 ㈱福原精機製作所 神戸市西区 http://www.pfw.co.jp

41 情報システムサービス業 富士コンピュータ㈱ 加古川市 http://www.fujicomp.co.jp

42 工具卸売業 藤原産業㈱ 三木市 http://www.fujiwarasangyo.co.jp/

43 ホームセンター ㈱ホームセンターアグロ 揖保郡 http://www.agro.co.jp/

44 自動車販売 ㈱ホンダ兵庫（Honda Cars北神戸） 神戸市北区 https://www.hondanet.co.jp/hondacars-kitakobe/

45 製造業 ミツ精機㈱ 淡路市 http://www.mitsu.co.jp/

46 業務請負・派遣業 モラブ阪神工業㈱ 三田市 http://www.morabu.com/

47 ガス供給設備工事業 モンノ㈱ 神戸市須磨区 http://monno-jp.com/

48 飲食業 ユーアールエー㈱ 淡路市 http://www.ura.co.jp/

【2021年3月8日】兵庫県合同企業説明会&就職面接会
＜企業説明会＞　参加予定企業一覧表

業種 本社所在地 企業ホームページURL

https://www.nisshin-shinkin.co.jp/
http://recruit.nittohcs.jp/
http://www.nitto-ntl.co.jp/
http://www.nihonet.co.jp/
http://www.heartoss.com/
http://www.hamada-inc.co.jp/
https://www.hangi.co.jp/
http://www.h-fukui.co.jp/
http://www.fukutatsu.com/
http://www.pfw.co.jp/
http://www.fujicomp.co.jp/
http://www.fujiwarasangyo.co.jp/
http://www.agro.co.jp/
https://www.hondanet.co.jp/hondacars-kitakobe/
http://www.mitsu.co.jp/
http://www.morabu.com/
http://monno-jp.com/
http://www.ura.co.jp/

