
■令和4年7月28日（木）めざせ！再就職！ステップアップフェア【合同企業説明会参加企業一覧】
R4.6.28時点

ブースNo. 企業名 業種
1 株式会社サイバーリンクス 情報サービス業
2 和歌山ダイハツ販売株式会社 機械器具小売業
3 中野BC株式会社 食料品製造業
4 株式会社アストライン 道路貨物運送業
5 日産プリンス和歌山販売株式会社 機械器具小売業
6 株式会社八代 橋本工場 油脂製造業
7 山本産業株式会社 その他の製造業
8 株式会社オークワ 卸売業，小売業
9 中平建設株式会社 建設業

10 日進化学株式会社 化学工業
11 医療法人青松会 医療業
12 木本産業株式会社 総合工事業
13 株式会社ジェイク 娯楽業
14 株式会社コロンブス 飲食店
15 医療法人同仁会 老人保健施設カルフール・ド・ルポ 医療・福祉
16 紀南電設株式会社 設備工事業
17 社会福祉法人順風会 介護事業
18 社会福祉法人親和園 社会保険・社会福祉・介護事業
19 株式会社エイチ・エム・グループ 個別指導WAM 学習支援業
20 社会福祉法人紀三福祉会 社会保険・社会福祉・介護事業
21 西岡総合印刷株式会社 印刷・同関連業
22 大興産業株式会社 卸売業，小売業
23 タケヤテック株式会社 卸売業，小売業
24 休暇村紀州加太 宿泊業
25 株式会社ニチイ学館 和歌山支店 その他の事業サービス業
26 幕末株式会社 飲食店
27 株式会社第一テック 設備工事業
28 社会福祉法人中庸会 社会保険・社会福祉・介護事業
29 株式会社ワオ・コーポレーション 和歌山本部 学習支援業
30 株式会社ウイルバーン商事 飲食店
31 社会福祉法人喜成会 社会保険・社会福祉・介護事業
32 株式会社ポーラ 織物・衣服・身の回り品小売業
33 株式会社長尾製缶所 金属製品製造業
34 医療法人さくら会 医療業
35 トランスコスモス株式会社  その他の事業サービス業BPOサービス
36 ワコン株式会社 パルプ・紙・紙加工品製造業



ブースNo. 企業名 業種
37 株式会社紀州ほそ川創薬 卸売業，小売業
38 株式会社わたらせ温泉 宿泊業
39 株式会社KEGキャリア・アカデミー 学習支援業
40 TKLC株式会社 生産用機械器具製造業
41 株式会社正和情報サービス 情報処理サービス業
42 株式会社けいせい塾 学習支援業
43 株式会社山東鐵工所 生産用機械器具製造業
44 株式会社ドリーム 飲食店
45 株式会社ケイズ 総合工事業
46 医療法人殿田会 医療業
47 池田鉄工株式会社 金属製品製造業
48 三菱電線工業株式会社 金属製品製造業
49 株式会社健康まんてん 社会保険・社会福祉・介護事業
50 株式会社八雲ソフトウェア 情報サービス業
51 ワム・システム・デザイン株式会社 情報サービス業
52 パナソニックホームズ和歌山株式会社 建設業
53 アクサ生命保険株式会社 保険業
54 社会福祉法人髙陽会 介護事業
55 相互タクシー株式会社 道路旅客運送業
56 イッティージャパンウエスト株式会社 学習支援業
57 社会福祉法人和歌山県福祉事業団 社会保険・社会福祉・介護事業
58 株式会社エイジェック 職業紹介・労働者派遣業
59 株式会社関組 総合工事業
60 株式会社テラダ会計センター 専門サービス業
61 日本生命保険相互会社 ライフプラザ和歌山 保険業
62 株式会社パソナライフケア 医療，福祉
63 和歌山警備保障株式会社 その他の事業サービス業
64 司建設工業株式会社 建設業
65 株式会社貴志 機械器具卸売業
66 和歌山第一交通株式会社 道路旅客運送業
67 株式会社アイセン その他の製造業
68 株式会社東京海上日動パートナーズかんさい 保険業
69 菱岡工業株式会社 業務用機械器具製造業
70 南海ゴルフマネジメント株式会社 娯楽業
71 社会福祉法人紀伊松風苑 社会保険・社会福祉・介護事業
72 内藤会計事務所 専門サービス業
73 紀南農業協同組合 協同組合
74 社会福祉法人つわぶき会 社会保険・社会福祉・介護事業



ブースNo. 企業名 業種
75 株式会社オレンジライフ その他の生活関連サービス業
76 和歌山三菱自動車販売株式会社 機械器具小売業
77 明治安田生命保険相互会社 和歌山支社 保険業
78 株式会社エース産業（ドライビング・スクールかいなん） 学習支援業
79 第一生命保険株式会社 和歌山支社 保険業
80 アサカワリフォーム株式会社 総合工事業
81 小川工業株式会社 金属製品製造業
82 カイロスキ株式会社 電子部品・デバイス・電子回路製造業
83 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 和歌山支店 保険業
84 サカイキャニング株式会社 飲料・たばこ・飼料製造業
85 株式会社岡本設計 技術サービス業
86 セントケア和歌山株式会社 社会保険・社会福祉・介護事業
87 株式会社ちひろ 飲食店
88 株式会社紀北総合警備 その他の事業サービス業
89 溝端紙工印刷株式会社 印刷・同関連業
90 社会福祉法人皆楽園 社会保険・社会福祉・介護事業
91 株式会社リバソン 社会保険・社会福祉・介護事業
92 田村薬品工業株式会社 飲料・たばこ・飼料製造業
93 株式会社ヴァイオス サービス業
94 株式会社児玉兄弟商会 その他の製造業
95 Karakami HOTELS&RESORTS株式会社（ホテル川久・白浜古賀の井リゾート＆スパ） 宿泊業
96 株式会社インテリックス 織物・衣服・身の回り品小売業
97 太洋工業株式会社 電子部品・デバイス・電子回路製造業
98 株式会社小森組 総合工事業
99 株式会社よしの（よしの保険） 保険業

100 セコム株式会社 近畿本部 その他の事業サービス業


