
出展企業(50音順） 業種 ホームページURL

アールシーロジスティクス株式会社 サービス業（他に分類されないもの） https://www.rcl.co.jp

株式会社アール・ジェイ・エス 医療・福祉 https://www.rjsboss.com

アイチーム株式会社 情報通信業 https://i-team.co.jp/

旭技建株式会社 建設業 www.asahi-giken.co.jp

旭情報サービス株式会社 情報通信業 http://www.aiskk.co.jp/

株式会社アスタリスク 製造業 https//:www.asx.co.jp

株式会社アスパーク サービス業（他に分類されないもの） https://www.aspark.co.jp/

株式会社あったかハウスナビ 建設業 http://attaka-navi.co.jp

株式会社アニスト 医療・福祉 https://www.honest-ty.com/

株式会社荒木製作所 製造業 http://www.araki-mfg.com

アルネオソフトウェア株式会社 情報通信業 http://www.aruneo.co.jp/

池田産業株式会社 卸売業・小売業 http://www.ikedasangyo.com

石田工業株式会社 製造業 www.isd-ishida.co.jp

株式会社いろは 医療・福祉

株式会社インクルージョン 医療・福祉 http://www.inclusionosaka.com

植田基工株式会社 建設業 http://www.uedakikou.co.jp/

株式会社エイエイエスケータリング 製造業 http://www.aascatering.co.jp/html/home2.html

エス・アイ・エス株式会社 サービス業（他に分類されないもの） http://www.sis-g.co.jp/

株式会社エステック 建設業 http//www.soc-estec.co.jp/

株式会社エム・システム技研 製造業 http://www.m-system.co.jp/Japanese/

エンド商事株式会社 卸売業・小売業 http://www.endocc.co.jp/

株式会社オオヤマ 卸売業・小売業 https://www1.e-ooyama.co.jp/

株式会社オールケアライフ 医療・福祉 https://allcare.co.jp/

奥村機械株式会社 不動産業・物品賃貸業 https://www.okumura-kikai.co.jp/

押谷産業株式会社 製造業

おぜき包装株式会社 卸売業・小売業 http://www.ozeki-housou.jp

株式会社ＣＡＳＴ 建設業 https://cast-ltd.com

極東ゴム株式会社 製造業 https://kyokuto-rubber.co.jp/

近畿設備株式会社 建設業 http://www.kinsetu.co.jp/

九櫻設備工業株式会社 建設業 http://kuzakura.com/

株式会社グロース 医療・福祉 https://www.growth-care.info/

グローバル・テック株式会社 サービス業（他に分類されないもの） http://gl-tech.co.jp/

株式会社KRフードサービス 宿泊業・飲食サービス業 https://www.food-kr.com/

株式会社ケンテック 製造業 www.kentech.co.jp

弘進ゴム株式会社 製造業 https://www.kohshin-grp.co.jp/

合同電設株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業 https://gohdodensetsu.co.jp/

鴻池メディカル株式会社 医療・福祉 https://www.konoike-medical.co.jp/

株式会社coconie サービス業（他に分類されないもの） http://www.coconie.co.jp
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株式会社御座候 卸売業・小売業 http://www.gozasoro.co.jp/

酒井工業株式会社 建設業 http://www.sakai-kougyou.co.jp

栄交通株式会社 運輸業・郵便業 http://sakaekotsu.com

社会福祉法人さつき福祉会 医療・福祉 https://saiyou-satsuki.jp/

株式会社佐藤信 卸売業・小売業 http://www.satoshin.co.jp/index.html

サンライズ株式会社 製造業 http://www.sunrise-bg.co.jp/

三和化工紙株式会社 製造業

株式会社シーアイ・パートナーズ 医療・福祉 https://www.starlit-group.net/

社会福祉法人治栄会 医療・福祉 http://www.jieikai.or.jp/

株式会社繁原製作所 製造業 https://www.shigehara.co.jp/

社会福祉法人清水福祉会 医療・福祉 http://www.seisuikai.net/

株式会社ジョヴィ 卸売業・小売業

株式会社スーパー・コート 医療・福祉 http://www.supercourt.jp/

株式会社すずらん 医療・福祉 https://www.suzuran-hobbies-lifestyle.com/

セイハネットワーク株式会社 教育・学習支援業 http://www.seiha.com

株式会社セレクティ サービス業（他に分類されないもの） https://selecty-hd.co.jp/

株式会社泉州トレーディング 製造業 https://www.s-s-t-corporation.com/

株式会社創建 不動産業・物品賃貸業

宗和工業株式会社 製造業 https://www.souwadrw.co.jp/

株式会社タイセイシュアーサービス 不動産業・物品賃貸業 https://www.taisei-sure.co.jp

株式会社ダイハチ サービス業（他に分類されないもの） https://daihachi.jp/

大和精工株式会社 製造業 http://www.daiwa-seiko.jp/

たしかにプラス株式会社 学術研究・専門技術サービス https://tashikani.jp/

株式会社中央電機計器製作所 製造業 https://www.e-cew.co.jp/

株式会社ツカサテック 建設業 http://www.tsukasatec.co.jp

株式会社ティーネットジャパン サービス業（他に分類されないもの） http://www.tn-japan.co.jp

デンゲン株式会社 製造業 http://www.dengen.co.jp

株式会社東工舎金属製作所 製造業 http://www.tokosha-k.co.jp/

トヨタカローラ南海株式会社 サービス業（他に分類されないもの） https://nankai.corolla-dealer.jp/

株式会社寅八商会 サービス業（他に分類されないもの） https://tora8.net/

トリコヘアラボグループ 製造業

株式会社NOWLIVE 宿泊業・飲食サービス業 https://en-gage.net/now-live_jobs/

中井商工株式会社 建設業 https://www.nakaishoko.co.jp/

西日本ジェイアールバス株式会社 運輸業・郵便業 https://www.nishinihonjrbus.co.jp/

株式会社日米クック 宿泊業・飲食サービス業

株式会社日本ピーエス 建設業 https://nipponps.co.jp/

ニッポンレンタカー関西株式会社 サービス業（他に分類されないもの） http://www.nipponrentacar.co.jp/kansai/

日本エックス線検査株式会社 サービス業（他に分類されないもの） http://www.j-x-i.co.jp/
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株式会社日本技術センター 製造業 https://www.nichigicenter.co.jp/

株式会社日本スペリア社 製造業 http://www.nihonsuperior.co.jp

ネクストグループ 運輸業・郵便業 http://www.next-bin.com/

ネッツトヨタニューリー北大阪株式会社 卸売業・小売業 https://www.netznewly.co.jp/

社会福祉法人白寿会 医療・福祉 https://www.hakujuen.or.jp

株式会社パリエ サービス業（他に分類されないもの） //www.parie-co.com

株式会社ピーエスシー 情報通信業 https://www.psc-inc.co.jp/

株式会社ビーナス 医療・福祉 https://www.venus-comrade.co.jp/

株式会社ビオネスト 医療・福祉 https://www.bihonest.com/

株式会社ピクシー 製造業 https://www.pixypixy.co.jp/

株式会社樋原製作所 製造業 https://www.hbrind.co.jp

株式会社ヒュアラン 情報通信業 http://ms-support-osaka.com/pc/

株式会社ビューティサロンモリワキ 生活関連サービス業・娯楽業 http://www.bs-moriwaki.co.jp/

日和建設株式会社 建設業 https://www.hiyori-kensetsu.jp/

株式会社平八 卸売業・小売業 https://www.hirahachi.co.jp/

ファーストサクセス株式会社 情報通信業 https://1st-success.com/

社会医療法人ペガサス 医療・福祉 https://www.pegasus.or.jp/

株式会社紅中 卸売業・小売業 http://www.venichu.co.jp

防衛省 自衛隊大阪地方協力本部 公務員（特別職国家公務員） https://www.mod.go.jp/pco/osaka/

まこと建設株式会社 建設業 http://www.makoto-kensetsu.co.jp/

株式会社万代 卸売業・小売業 http://www.mandai-net.co.jp/

瑞穂工業株式会社 製造業 http://www.mizuho-loy.co.jp/

宮脇鋼管株式会社 卸売業・小売業 http://www.miyawakikoukan.com

村中建設株式会社 建設業 http://www.muranaka-g.co.jp

株式会社モトヤマ 製造業 https://www.motoyama.co.jp/

もりや産業株式会社 卸売業・小売業 https://www.moriyas.co.jp/

株式会社柳田製作所 製造業

矢野建設株式会社 建設業 http://www.yano-const.co.jp

株式会社ユアサデザインルーム 建設業 http://www.ydr.co.jp/

ユアスマイル株式会社 医療・福祉 https://emerald-sato.jp/

ユーグロップ株式会社 製造業

株式会社ユーポス 卸売業・小売業 https://www.u-pohs.co.jp/

株式会社ワイズ 卸売業・小売業

ワム・システム・デザイン株式会社 情報通信業 https://www.womnet.com/

大阪信用金庫 金融・保険業 https://www.osaka-shinkin.co.jp/
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