【Ｗeb 開催】2021 年 3 月 6 日（土）
わかやま就職フェア in 東京

参加企業紹介
（3/1 現在、五十音順）
※初回公表時（2/19）より、ワコン㈱が追加されました。

ブ-ス番号

●●

ブ-ス番号

㈱淺川組

●●
総合建設業
〒640-8551
和歌山市小松原通三丁目６９番地
設 立
昭和２３年１２月
従業員
２８０名
ＴＥＬ
073-423-7161
Ｅ-mail
asakawa-jinji@asakawagumi.co.jp
採用担当 管理本部人事総務部 梅本 剛
休 日 完全週休２日制（土日、祝日）
勤務時間 本 社 8:30～17:15
支 店 9:00～17:45
作業所 8:00～17:00

㈱キナン

業 種
所在地

（写真を張り付けてください）

【企業紹介】
和歌山県で売上高トップの総合建設会社であ
り、民間企業の社屋や工場、庁舎、学校などの建
築工事からトンネル、道路、橋脚、風車などの土
木工事まであらゆるジャンルの工事を請け負って
います。
和歌山での安定した経営基盤をもとに、東京・
大阪にも支店を構え活躍の場を広げています。
現在は社員満足度の向上のため、福利厚生の
充実や働き方改革に力を入れています。

ブ-ス番号

●●

【求める人材】
■技術職（建築・土木）
建築・土木系学科の大学（院）、専
門学校、高専を卒業予定の方。
■営業職
法学部や経済学部などの文系学科
の大学（院）を卒業予定の方。

（写真を張り付けてください）

【企業紹介】
弊社は建設機械(ショベルやトラックなど)のレンタ
ルを手がけている企業です。
建設機械のレンタルを中心に温浴施設の運営、
太陽光発電も手がけています。
特に建設機械については必需品であり、業績が景
気に左右されにくく、不景気に強いのが特徴です。
また、現在では建設現場で使用されている機械の
7 割以上がレンタルで賄われており、
「建機レンタル業」は街づくりに欠かせない物になっ
ています。
ブ-ス番号

あさかわシステムズ㈱

●●

情報通信業
〒649-2333
白浜町中 1701-3
設 立
１９８４年２月
従業員
１５５名
ＴＥＬ
０７３９－４５－１００１
Ｅ-mail
recruit_entry@qualitysoft.com
採用担当 人事チーム：阪口
休 日 年間休日１２６日以上
完全週休２日制（土日）、特別休暇等
勤務時間 ９：００～１８：００

情報サービス業
〒640-8567
和歌山市西汀丁 36 番地
設 立
昭和 59 年 7 月 4 日
従業員
88 名（令和 2 年 10 月 1 日）
ＴＥＬ
072-464-7831（採用窓口）
Ｅ-mail
recruit-ask@a-sk.co.jp
採用担当 総合管理部 東 和範 、田中 翔
休 日 土・日・祝、夏季・年末年始 他
勤務時間 年間休日 120 日以上
8:30～17:30(休憩 12:00～13:00)

【企業紹介】
建設・工事業、エコ・リサイクル業向けに特化した、
業務ソフトウェア開発を主体に全国展開している
会社です。自社内での開発業務ですので、落ち着
いた環境で、技術者としての専門性を高め、長期
的なキャリアを歩んでいただけます。決して大きく
はない会社ですが、他社にはない、独自性が詰ま
った製品と人間力が強みです。人として、ＩＴ技術
者として、成長したい！自己を高めたい！と考えて
いるあなたであれば、あさかわシステムズで働く喜
びを感じていただけると思います。
ブ-ス番号

●●

【求める人材】
・人間力のベースがしっかりしている
方(他人への配慮・挨拶・傾聴姿勢・
清潔感)
・素直で成長意欲の高い方
・自責感覚を持っている方
・チームで働くことに喜びを感じる方
・あさかわシステムズの理念に共感
していただける方

業 種
所在地

【企業紹介】
クラウドによるエンドポイントセキュリティ対策およびＩ
Ｔ資産管理のためのソフトウェアの研究、企画、設
計、開発、品質管理、技術サポート、販売を行っ
ています。また、2017 年 4 月よりドローンスクール
事業を開始し、オリジナルドローンやドローンプログ
ラミング教材の開発にも取り組んでいます。
弊社の理念である「貢献と成長の豊かさ」を目指
し、地元和歌山発の技術力が世界へ貢献すること
で、豊かな世の中になるよう、少しでもお役に立ち
たいと願っています。
ブ-ス番号

キクロン㈱

●●
製造業
和歌山市六番丁２４番地ニッセイ和歌
山ビル９階
設 立
1966 年 7 月 1 日
従業員
115 名
ＴＥＬ
073-433-2220
Ｅ-mail
t-kikunavi@kikulon.com
採用担当 管理部 総務グループ
休 日 日曜・祝日他 年間休日 115 日
勤務時間 9:00～18:00(本社オフィス・各営業所)
8:30～17:30(本社工場)

【求める人材】
自ら行動して成長し、あなたの仕
事はあなたの責任でやり遂げる。そう
いった主体性に共感される方を望み
ます。前向きな姿勢は、必ず周りの
人から多くの協力を得て、さらなる効
果を生み出します。キクロンはそうい
った仲間が集まっています。共にキ
クロンを広めていきましょう！！

【求める人材】
自己の成長が会社・社会への貢献
につながります。
現状に満足せず、常に次の目標に
向かってチャレンジし、自らの価値を
高めようとする方。相手の立場に立
ち、自ら考え、行動できる方。仲間を
尊重し、チームワークを大切にする
方。
私たちと一緒に世界に向けて新しい
価値を創造しませんか？

㈱島精機製作所
機械製造業
641-8511
和歌山市坂田 85 番地
設 立
1962 年 2 月
従業員
1,478 名
ＴＥＬ
073-474-8209
Ｅ-mail
soumu@shimaseiki.co.jp
採用担当 総務人事部 採用担当者
休 日 年間休日 120 日(土・日・祝日)
勤務時間 直接部門 8：15～17：00(45 分休憩)
間接部門 9：00～17：45(45 分休憩)
業 種
所在地

業 種
所在地

【企業紹介】
キッチン・ボディ洗い・バス・トイレ・洗濯用品等
家庭用品のメーカーとして、「洗う」をテーマに企画
開発から製造・販売までを行っています。ロングセ
ラーキッチン商品「キクロンＡ」を中心として“一度
使ったらまた使いたくなる”商品開発に努めていま
す。さらにキクロンが目指しているのは、業界 NO．
１の高品質企業です。全社員が切磋琢磨して、ヒ
ット商品を生み出す発想力、市場を拡大していく
行動力を磨いています。

【求める人材】
営業職では諦めずに何度でも挑戦
することが求められます。また、お客
様から「重機の購入で悩んでいるん
だけど…」と頼られることも多い、やり
がいのある仕事です。
整備・修理職では新しい技術や知識
に興味があり、とにかくやってみるとい
う気持ちそして同じ作業を繰り返す
点検や整備等をコツコツと継続する
ことが求められます。

クオリティソフト㈱

業 種
所在地

（写真を張り付けてください）

建設機械レンタル業
647-0014
和歌山県新宮市浮島 1-25
設 立
1981 年 6 月
従業員
670 名
ＴＥＬ
072-447-8680
Ｅ-mail
marutani1376@kinan.co.jp
採用担当 総務部人事課 丸谷 大佑
休 日 年間 115 日(会社カレンダーによる)
勤務時間 8：30～17：30（基本）
※時間差出勤あり
業 種
所在地

（写真を張り付けてください）

【企業紹介】
島精機製作所はニットを編むコンピュータ横編機
を主力商品とする機械メーカーであり、横編機業
界では世界シェアトップを誇るリーディングカンパニ
ーです。基板の設計やハード/ソフトウェア開発か
ら自社で行い、革新的な技術を生みだし続けてい
ます。また、当社売上の 80％以上が海外を占め、
海外現地法人も 15 拠点構え、グローバルに展開
しています。島精機でまだ世の中にない「世界初」
を生み出すイノベーターになる挑戦をしてみませ
んか？

【求める人材】
「挑戦心」と「好奇心」
島精機は「世界初」を生み出すこと
にこだわりを強く持ち続けています。
今までにないものを「生み出してみた
い」といった挑戦心や「今まで経験の
ない企画や開発に興味がある」とい
った好奇心のある方と今後の島精機
を盛り上げていきたいと考えていま
す。

ブ-ス番号

●●

ブ-ス番号

匠技研㈱

●●
業 種
所在地

食品加工機械、駐輪場システム製造
和歌山市有本 104－2

設 立
従業員
ＴＥＬ
Ｅ-mail
採用担当
休 日
勤務時間

平成 14 年 9 月 10 日
24 名
073－472-5800
info@takumigiken.co.jp
営業技術部 松本
当社カレンダーによる（年間 114 日）
8:00～17:00

【企業紹介】
平成 14 年創業。ハム・ソーセージ加工機械の製
造
・販売を主業務とし、その他に自転車・バイク駐輪
場の自動ゲートシステムも手掛けています。ハム・
ソーセージ加工機械の分野では多くの特許を持
ち、大手ハムメーカーに機械を納品している国内ト
ップメーカーです。駐輪場ゲートシステムは関西圏
を中心に多くの駅周辺の駐輪場に納品・設置して
います。

ブ-ス番号

●●

【求める人材】
生産の効率化、省人化をさらに進め
るユーザーからの要求は簡単に解
決できるものではありません。柔軟な
発想と不屈の精神で難題に挑戦す
る技術者と、ユーザーと真摯に向か
い合い当社の製品の卓越性を紹介
できる営業の人材を求めます。

製造販売業
649-7194
和歌山県伊都郡かつらぎ町新田 94
設 立
昭和 22 年 2 月
従業員
470 名
ＴＥＬ
0736-22-0061
Ｅ-mail
admin@tsuno.co.jp
採用担当 経営企画部 築野 総務部 雑賀・織田
休 日 当社カレンダーによる
勤務時間 事務系：年間 126 日
8：00～17：00
製造系：年間 112 日
7：30 ～ 16：00、 15：00 ～ 23：30
23：15 ～ 7：45

【企業紹介】 世界三大穀物のひとつであるお米の
副産物である「米ぬか」は、貴重な国産植物性の油
脂資源です。「米ぬか」には、様々な栄養分や肌に
優しい成分が含まれています。当社は、この「米ぬ
か」を原料に『こめ油』の製造はもとより、独自の技術
を用い、医薬品原料、化粧品原料、工業用製品な
ど様々な製品を開発・製造しています。取引先は国
内外の大手企業で、有名ブランドの原料として採用
されることも多く、非常にやりがいのある職場です。

●●

【求める人材】
・会社の理念、事業内容に共感でき
る方
・チームワークを大切にできる方
・ルールをしっかり守れる方
・前向きに仕事に取組み、積極的に
チャレンジできる方
・ものづくりに興味がある方
・腰を据えて長く働きたい方

㈱八雲ソフトウェア
ソフトウェア開発
〒640-8342
和歌山県和歌山市友田町 5－43
設 立
2013 年 2 月
従業員
36 名
ＴＥＬ
03-6265-6824
Ｅ-mail
recruit@8clouds.co.jp
採用担当 総務部 松本
業 種
所在地

・完全週休二日制（土日祝日）・年末年始
・特別休暇・計画年休 5 日など各種
勤務時間 ９:３０～１８:３０（開発案件による）
休

日

【企業紹介】
【求める人材】
当社は島根と東京に拠点があり、２０１８年３月和歌山市に ・直近 3 年間の新入社員退職率０％
進出いたしました。地元の仕事に加え、東京で受注した案 ・有給休暇消化率約８０％・平均年齢 27 歳
件を島根で開発しています。２０１８年４月からスマートスピ ・女性エンジニア３０％以上
ーカーのスキル（アプリ）開発を行っています。
・2019 年４月入社新入社員３／４が女性
【主な開発言語】・Ruby・Java・PHP・C#・C++・JavaScript・ ・配偶者出産休暇の利用実績あり
VB・HTML/CSS など
・専属の教育担当をつけて新入社員をフォロー
【主な開発事例】
・穏やかな社員が多く、みんな仲が良いです
プロジェクト品質評価システム、大手 EC サイト、製造管理パ ・やりがいを感じられて、活き活きと仕事に取
ッケージソフト、電子カルテシステム、自治体、総務省、環 り組める環境を目指しています
境省、Web サイト。スマートスピーカーのスキル開発。
・楽しいから自然と成長していけます！

ブ-ス番号

●●

【企業紹介】
生協は「消費生活協同組合」のことで協同組合
のひとつです。わかやま市民生協は、事業エリアが
和歌山県内全域、組合員は約 9 万 7000 人、年
間事業高約 121 億円の県内最大の生活協同組
合です。一人ひとりが集まり協力しあって、よりよい
生活をめざすためにつくられました。
生協の職員は、組合員一人ひとりの要望を聞き、
よりよい生活を実現するための大切な役割を果た
しています。

●●

業 種
所在地

ブ-ス番号

生活協同組合
〒640-8323
和歌山市太田 3 丁目 10 番 10 号
設 立
1980 年 10 月 24 日
従業員
フルタイム 68 名（2020 年 3 月末）
ＴＥＬ
073-474-8640
Ｅ-mail
saiyou.jinji@wakayama.coop
採用担当 人事・採用・教育
山東
休 日 年間休日 117 日
勤務時間 基本 8：30～17：30（勤務地別、シフト
あり）
業 種
所在地

ブ-ス番号

築野食品工業㈱

㈲横田工作所
業 種
所在地
設 立
従業員
ＴＥＬ
Ｅ-mail
採用担当
休 日
勤務時間

【企業紹介】
製鉄・鉄鋼製造のプロフェッショナル集団として
大手ゼネコン企業や地元企業から信頼と実績を
獲得し続けています。新宮市で製造していますが
当社が手がけた鉄工製品は都心部の商業ビル、
流通施設、マンションなど誰もが聞いても知ってい
る企業の大型建築物に使用されております。
大手企業の建物に使用される理由は上場企業で
も導入しない最新設備があることと 100 年以上
脈々と受け継がれる技術力が評価されているから
です。

鉄鋼
新宮市船町 2－5－1
明治 43 年（1911 年）
12 名
0735‐29‐0346
yokota4@fm.rifnet.or.jp
横田 敏郎
日曜、祝日（年間 109 日以上）
8：00～17：00

【求める人材】
当社では鉄工エンジニアと CAD オペ
レーターを募集しています。入社した
社員のほぼ全員が業務未経験で入
社していますが現場の OJT や最新
の設備によって社員全員がそれぞ
れの仕事をできるようになっておりま
す。年々、業務も拡大しており社員
数も増えていきますので将来的には
リーダーやマネジメントもお任せしま
す。

わかやま市民生活協同組合

【求める人材】
総合職
入協後はジョブローテーション制度で、
様々な部門を経験していただきます。
将来的（3～5 年後）には以下のような業
務に携わっていただける方を募集します。
◆人材育成、能力開発、人材開発に携われる方
◆経理、財務担当幹部（候補生）
◆マーチャンダイザー（ＭＤ）
◆営業・運営統括
◆企画立案に携われる方

ワコン㈱
包装資材・梱包資材・保冷容器の製造
販売、輸出梱包サービス
〒649-6425 紀の川市中井阪 361
設 立
昭和 26 年 10 月
従業員
110 名
ＴＥＬ
0736-77-2203
Ｅ-mail
toshihito@wa-con.co.jp
採用担当 経営管理室 山野井 敏仁
休 日 会社カレンダーによる（年間 110 日）
勤務時間 8:30～17:30
業 種
所在地

【企業紹介】
当社は 1951 年に創業し、地元企業に密着して段
ボールなどの物流資材の製造・販売を行っており
ます。2008 年には関空 LC・成田 LC での輸出梱
包業にも事業を拡大。東京事業所・大阪営業所
の開設も行い、全国展開を強化しています。また、
独自の商品展開や長年に亘るノウハウを生かした
提案力が高い評価を獲得し、日本パッケージング
コンテストに 14 年連続入賞するなど、業界の市場
規模が横ばいの中、当社はシェアを拡大し著しい
成長を遂げています。

【求める人材】
営業職を募集しています。当社の営
業は誰かが作った商品を販売するの
ではなく、自分が中心となり商品デザ
イン（包装設計）します。それは、第一
にお客様目線に立ち、お客様のお役
に立ちたいと考えるからです。自分が
一から考えた商品をお客様に提案し
て、採用された時の喜びは、格別で
す。その喜びを共感できる人を募集し
ています。（研修プログラム完備）

