平成 31 年 3 月 20 日（水）開催

わかやま就職フェア in 東京

参加企業紹介
（2/26 現在、五十音順）
2/8 公表分からの変更は、
中辻産業が参加辞退、替わってサイバーリンクスが参加となっています。

ブ-ス番号

●●

ブ-ス番号

アイレス電子工業㈱

●●

電子機器製造、システム開発・販売・ｻ
ﾎﾟｰﾄ
所在地
〒642-0015 海南市且来 840
設 立
昭和５５年８月
従業員
１０５名
ＴＥＬ
073-483-2276
Ｅ-mail
kanri@ailes.co.jp
採用担当 管理部 瀧尻
休 日 年間休日１１５日：週休 2 日制
勤務時間 勤務時間 8:30 ～ 17:30

㈱紀陽銀行

業 種

（写真を張り付けてください）

【企業紹介】
当社は、品質と自動化と安心を提供する提案型ソ
リューション提供企業です。国内外の自動車業界
をはじめとして、ＦＡ分野に生産管理、工程管理、
品質管理、生産指示、プロセスモニタ、トレーサビリ
ティの各システムを提供しております。
また、保健・医療・福祉分野では地元 SIer 企業
として様々なソリューション提案、システムサポート
を行っています。セキュリティ分野でもお客様にベ
ストなＩCＴシステム、機器システムの提供を行なっ
ています。
ブ-ス番号

●●

【求める人材】
・ものづくりが好きな方
・ソフトウェアづくりが好きな方
・自ら考え行動しようとする方
・コニュニケーションをとることが好き
な方
・和歌山を拠点に、海外でも活躍し
たい方

（写真を張り付けてください）

【企業紹介】 創立 124 年目を迎えた紀陽銀行で
は、ブランドスローガン「銀行をこえる銀行へ」を掲
げ、お客様の期待や地域の壁をこえ、銀行という枠
をこえることを目指しています。また、和歌山県唯
一の地方銀行として、預金・貸出ともにトップシェア
を誇る紀陽銀行は、更なるシェア拡大に向け「どん
な課題にも本気で向き合い、お客さまの期待をこえ
る銀行になる」ことを約束し、地元地域における存
在感をより一層向上させるよう取り組んでいます。
“地域を支える” “自分の成長がお客さまの成長に
つながる” そんなお仕事を一緒にしませんか。

●●
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
110 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 113 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)

ブ-ス番号

●●

【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！！

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】
和歌山県に本社を構える当社は、段ボールやペッ
トボトルなど、あらゆるものに非接触で速くきれいに
印字できる産業用インクジェットプリンターを開発し
ています。段ボール用の高品位プリンターの分野
では国内 54％と圧倒的なシェアを獲得。また、卵
の殻に賞味期限を直接印字できるプリンターの開
発にも成功しました。そのほか業界唯一、銀ナノイ
ンクの製造や PE 専用プリンターなどのユニークな
開発を行っています。

（写真を張り付けてください）

【企業紹介】 紀陽フィナンシャルグループの一員
である紀陽情報システム(ＫＪＳ)は、設立当初から
金融と自治体向けのシステムを開発。長年培った
ノウハウを活かし、金融部門では紀陽銀行をはじ
め全国の金融機関への支援、公共部門では県下
および近隣府県の市町村に対して、ＩＴソリューショ
ンを提供する和歌山県内トップクラスのソフトウェア
ハウスです。金融・公共部門ともに『和歌山発全
国へ情報発信』をキーワードに年々、事業領域を
広めています。

●●

【求める人材】
営業、開発の両方に言えることです
が「なんでも自分でやってこう」という
意欲と行動力のあるかたに期待して
います。特に弊社の開発業務は与え
られて作業する内容ではありません
ので、普段の何気ないことにでも疑
問や好奇心を日常的に持っていて
欲しいです。営業であればフットワー
ク軽く対応できる方。お待ちしており
ます。

【求める人材】
和歌山でＳＥになろう！をキャッチフ
レーズに、学部・学科、知識・経験は
問いません。ＳＥって理系の仕事じゃ
ないの？文系の私でもやっていける
の？なんて、大丈夫です。
ＫＪＳでは適性とコミュニケーション能
力を重視します。
Ｋ Ｊ Ｓ に 興 味 の あ る 方 は、 マ イ ナ ビ
2020 よりエントリーを。

クオリティソフト㈱

産業用インクジェットプリンター製造
641-0015 和歌山市布引４６６
1968 年 12 月
220 名
073-445-6610
Kgk1@kishugiken.co.jp
総務部 岩橋
年間１２０日
8:30～17:30

情報サービス
本社 640-8392 和歌山市中之島２２４０番地
東京 101-0052 千代田区神田小川町２丁目５番地
設 立
昭和 60 年 2 月 1 日
従業員
27３名（平成 30 年 4 月現在）
ＴＥＬ
073-432-7581
Ｅ-mail
saiyou@k-js.co.jp
採用担当 経営企画部 採用グループ 槇野
休 日 完全週休２日制（土日）、祝祭日、年末
年始、連続休暇、リフレッシュ休暇、特
別休暇制度、育児休業ほか
勤務時間 平日：8 時 50 分～17 時３０分
業 種
所在地

ブ-ス番号

紀州技研工業㈱

【求める人材】
銀行員としての高い専門性やスキル
に、行員一人ひとりの個性と魅力が
加わり、他行とは一線を画す人材を
求めています。そのため、幅広く、多
彩な人材を採用しています。 例え
ば、周囲とコミュニケーションをとりな
がら柔軟な対応ができる方、自分の
魅力や強みを生かして行動できる
方、新しい事に意欲的に取り組むこ
とができる方など。

紀陽情報システム㈱

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。

銀行（地方銀行）
和歌山市本町１丁目３５番地
1895 年(明治 28 年)5 月 2 日
2,292 名(2018 年 12 月末現在)
073-426-7136

平安山・近藤
完全週休 2 日制(土・日)、祝日、1 週間
連続休暇、ミニ連休、ファミリー休暇、
育児休業など
勤務時間 営業店・本部 8:30～17:30

ブ-ス番号

キクロン㈱

業 種
所在地
設 立
従業員
ＴＥＬ
Ｅ-mail
採用担当
休 日

情報通信業
〒649-2333
白浜町中 1701-3
設 立
１９８４年２月
従業員
１４0 名
ＴＥＬ
０７３９－４５－１００１
Ｅ-mail
recruit_entry@qualitysoft.com
採用担当 人事部：久保
休 日 完全週休二日制（土・日）祝日
勤務時間 ９：００～１８：００
業 種
所在地

（写真を張り付けてください）

【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を開発、販売して
います。また、2017 年 4 月からドローンスクール事
業を開始し、オリジナルドローンの開発にも取り組
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、少しでも役に立ちた
いと願っています。

【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、
常に次の目標に向ってチャレンジし、
努力を惜しまず、仲間と協調してい
ける方、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？

ブ-ス番号

●●

ブ-ス番号

㈱サイバーリンクス

●●

㈱島精機製作所

情報通信業
641-0012
和歌山市紀三井寺 849-3
設 立
1964 年５月 28 日
従業員
512 名（うち契約社員 41 名）
ＴＥＬ
073-448-3600
Ｅ-mail
saiyo@cyber-l.co.jp
採用担当 総合管理部 人事課
休 日 当社カレンダーによる（年間 125 日）
勤務時間 9:00～18:00
※職種によりシフト勤務あり

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
1,394 名
ＴＥＬ
073-474-8209
Ｅ-mail
soumu@shimaseiki.co.jp
採用担当 総務人事部 人事グループ 山野
休 日 当社カレンダーによる(年間休日 120 日)
勤務時間 直接部門 8:15～17:00(休憩 45 分)
間接部門 9:00～17：45（休憩 45 分）

業 種
所在地

【企業紹介】
私たちサイバーリンクスは、流通業・官公庁向けに
クラウドサービスを提供している IT 企業です。デー
タセンターを自社で持ち、ソフトウェアの開発から運
用までトータルでサービス提供を行なっています。
また、地元和歌山にて、ドコモショップを展開してい
ます。募集職種は「IT システムエンジニア」を始
め、様々な職種をご用意しています。システム経
験あり・なしに関わらず、少しでも興味を持っていた
だきましたら、ぜひエントリーをお待ちしておりま
す！！
ブ-ス番号

●●

【求める人材】
■当社の求める人材
○何があってもやり遂げるという意志
をもっているひと
○バイタリティーにあふれ、何ごとに
も前向きな姿勢で取り組めるひと
○ベンチャースピリットやチャレンジ
精神を持っているひと
○何ごとにも粘り強く、熱意をもって
取り組めるひと等…。そんな皆さんの
ご応募をお待ちしています!!

業 種
所在地

【企業紹介】
1962 年に手袋編機の自動化を原点に出発した
島精機製作所は、今日、先進のハードウェアと優
れたソフトウェアを高度に融合させた魅力ある製品
を創り出す総合メカトロニクス企業へと発展し、コン
ピュータ横編機の分野では世界トップシェアとなり
ました。そして、常に世界初に挑戦し、新しいマー
ケットを生み出しています。これからも、社員一人
一人が、創意と工夫、さらに何よりも未知の技術領
域へ挑むエンジニア・スピリッツの精神をもとに、
「限りなき前進」を続けていきます。
ブ-ス番号

剤盛堂薬品㈱

●●

太洋工業㈱

製造業（医薬品製造販売）
〒640-8323
和歌山市太田二丁目８番３１号
設 立
昭和 32 年 1 月 8 日
従業員
104 名
ＴＥＬ
073-472-3111
Ｅ-mail
jinji@zaiseido.co.jp
採用担当 総務部 庶務課 西・植野
休 日 完全週休２日制、祝日、夏期・年末年始
勤務時間 年間休日１２３日（H30 実績）
８：３０～１７：３０
業 種
所在地

（写真を張り付けてください）

【企業紹介】
弊社は、創業以来一貫して健康保持のお手伝
いを通じ社会に貢献するという精神（こころ）を大
切にしています。複雑な現代社会から生み出され
る様々な病、そして高齢化しつつある社会を象徴
するかの様な病、これらと人類の闘いは現代社会
の大きな悩みです。弊社は、基本理念の”常に相
手の立場を尊重し、相手の立場に立って考える”
の精神を踏まえ、「健康を願う人々に必要とされる
漢方・生薬製剤を世に送ろう」と研究・開発・安定
供給の為力強く前進していきます。
ブ-ス番号

●●

斎藤ドラム罐工業㈱ 和歌山工場
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】
当社は、日本で数少ないドラム缶新缶メーカーで
あり、和歌山工場は和歌山県唯一のドラム缶新缶
製造工場です。昭和初期から業界と共に発展して
きた当社は、業界のパイオニア的存在であり、取
引先は大企業が中心ですので安定しております。
200 リットルの鋼製ドラムをはじめ、中小型ドラムや
ステンレスドラムの企画と製造、販売を手掛けてい
ます。和歌山を起点に山口県から静岡県にかけ
ての広域に対し、石油化学向けを中心に医薬品
や食料品などの需要分野に出荷しています。
ブ-ス番号

●●

【求める人材】
私達、剤盛堂薬品では次のような
方々を募集しています。より良い健康
生活を願い『三位一体』の心で漢方・
生薬製剤の供給・治病に努める私
達、「お互いが大事なパートナー」を
合言葉に『共生』の心を企業理念に
持つ私達、そんな私達のパートナー
として明日の豊かな健康社会実現に
向け挑戦する心をお持ちの躍動感溢
れる方をお待ちしています。

設 立
従業員
ＴＥＬ
Ｅ-mail
採用担当
休 日
勤務時間

【企業紹介】
JA は、組合員の農業経営指導や農業技術指
導を行うほか、信用（金融）事業や共済（保険）事
業、農業生産に必要な資材等の供給を行う購買
事業、農産物の販売事業など、さまざまな事業を
行う総合事業体です。
和歌山県内の各地域に８のＪＡがあり、本店（本
所）は和歌山市、海南市、紀の川市、橋本市、有
田川町、御坊市、田辺市、那智勝浦町にそれぞ
れ位置しています。また、各事業別の県域の連合
会という組織もあります。

勤務時間

【企業紹介】
スマートフォンやデジタルカメラなどあらゆるデジタ
ル機器に使用されているフレキシブルプリント配線
板（ＦＰＣ）の製造を通じて皆様の生活を陰ながら支
えています。またプリント基板検査機の開発・製造も
手がけ市場に送り出すと共に、これらで培った約
1,000 社を超える顧客ネットワークを活用し、新たに
他企業とのコラボレーションによる商社ビジネスも展
開しています。常に先端技術に挑戦し、中国やタ
イ、台湾に拠点を設けるなど海外展開も積極的に
進めています。

●●

業 種
所在地

【企業紹介】
創業明治30年。
以来120年を経て、紀州梅干をはじめ、梅加工食
品や梅酒の製造・販売を手がける会社として、日
本一の梅の里から全国のお客様のもとに紀州の
梅の美味しさをお届けするべく、より良い商品作り
を続けています。
「誠心誠意」の企業行動を基本とし、「日本の味、
心の味」の伝承と創造に努め、お客様、取引先、
そして地域社会から信頼される企業をめざしてい
ます。

●●

梅干・梅酒製造販売
田辺市下三栖１４７５－１３０

【求める人材】
・明るく元気な方
・やる気のある方
・向上心のある方
業務に対して向上心を持って取り組
むことが求められます。
また、お客様や取引先及び社員と、
良好な雰囲気で接することが求めら
れます。

日進化学㈱

農業協同組合
和歌山県内各地

【求める人材】
ＪＡグループ和歌山は農業と地域社
会に根ざした組織として、和歌山の
発展に貢献します！
農業や地域社会のために活躍した
い！和歌山を元気にしたい！という
意欲のある皆様とお会いできるのを
楽しみにしております。

【求める人材】
幅広い分野に好奇心を持ち、和歌
山を拠点に世界へチャレンジして
やろうという気概のある方。その
時々の状況に応じて、今何をなす
べきかを考え臨機応変に自ら行動
できる方。

設 立
従業員
ＴＥＬ
Ｅ-mail
採用担当
休 日

ブ-ス番号

―
3,500 人程度（グループ合計）
073-488-5522
jaw-saiyou@cyu.jawink.ne.jp
上山、吉宮 （ＪＡ和歌山中央会）
採用されたＪＡにより異なります。
詳しくは、ＪＡグループ和歌山ＨＰをご覧
下さい。

年間休日 128 日（2019 年）
完全週休２日制（土、日）、祝祭日、年末
年始
8：30～17：30

昭和３７年４月１３日
２７０名
0739-22-2486
info@nakatafoods.co.jp
総務部 山本
日曜・祝祭日他当社指定日、夏季・年
末年始休暇（年間休日９０日）
勤務時間 ８：１５～１７：００

昭和 7 年 1 月
37 名（内パート 5 名）
0737-83-5161
okada@saito-drum.co.jp
総務部 岡田
会社カレンダーによる（年間 115 日）
8：00～17：00

【求める人材】
和歌山工場では、各工程で編成す
るグループが連携を取り合い協力し
ながら、お客様から注文された製品
を作り上げていきます。任された業
務に真面目に取り組める責任感のあ
る方を募集します。また、一からドラ
ム缶を作り上げる工程に携わる業務
ですので、ものづくりに興味のある方
のご応募もお待ちしております。

電気機械器具製造
640-8390 和歌山市有本 661 番地
昭和 35 年 12 月
222 名（男子 156 名・女子 66 名）
073-431-6311
saiyo@taiyo-xelcom.co.jp
総務部総務課／大地、崎山、船橋

中田食品㈱

金属製品製造業（各種容器製造販売）
有田市港町 89

ＪＡグループ和歌山
業 種
所在地

業 種
所在地
設 立
従業員
ＴＥＬ
Ｅ-mail
採用担当
休 日

ブ-ス番号

【求める人材】
「この仕事をやりたい。第一人者とし
て活躍したい」という目的意識をもっ
て、何事にもチャレンジする意欲と姿
勢、そして行動力が大切だと考えて
います。さらに、モノづくりに興味があ
り、自分の技術を高める努力ができ
る方を求めます。
専門技術力・感性・コスト意識の３分
野を兼ね備えたＴ字型の技術者を
めざしていただきます。

化粧品・エアゾール製品製造業
〒541-0056
大阪市中央区久太郎町 1-6-29
設 立
昭和４６年１２月２０日
従業員
400 人
ＴＥＬ
06-6265-0073
Ｅ-mail
saiyo@nc-com.co.jp
採用担当 総務部：尾郷
休 日 当社カレンダーによる
（土日祝 年間休日１２３日）
勤務時間 ８：20～17：20
業 種
所在地

（写真を張り付けてください）

【企業紹介】
当社は、1970 年の創業以来、OEM メーカーとして
噴射剤を有するエアゾール製品に始まり、頭髪用
化粧品を中心とした液体充填品へと、幅広い分野
で事業を行っています。
商品の企画、開発、
生産を行っており、ありとあらゆるニーズに対して、
トータルサポート体制を確立しています。これまで
蓄積した貴重な経験と信用をもとに“日々学び、
日々進化する企業”として、また“従業員の溢れる
活力と豊かな創造力を限りなく生かす企業”として
邁進していきたいと思っています。

【求める人材】
◆明るく元気がある方
◆チャレンジ精神がある方
◆ものづくりが好きな方
◆コミュニケーションがとれる方
将来的には、和歌山工場・橋本工
場での幹部候補としての人材、スキ
ルや能力の向上に向けて日々頑張
る方を求めています。

ブ-ス番号

●●

ブ-ス番号

㈱農業総合研究所

●●

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

農産物流通
〒640-8341 和歌山市黒田１７－４
平成１９年１０月
175 名（2018 年 12 月 31 日時点）
073-497-7077
recruit @nousouken.co.jp
総務人事部：赤井
月 9 日(シフト制)、ありがとう休暇 3 日、
年末年始休暇 4 日、年次有給休暇
9:00～18:00 所定 8 時間 (シフト制)
休憩 1 時間

【企業紹介】
当社は、農業に情熱を～Passion for Agriculture
～を合言葉に、新たな農産物の流通を構築する
農業ベンチャー企業です。
『農家の直売所』事業では、全国 92 拠点以上の
集荷場を設け、約 8,140 人の生産者によって持ち
込んでいただく農産物を、全国 1,244 店舗以上の
契約スーパー内のコーナーにて販売しています。
消費者と生産者を広い地域で結びつける仕組み
により、魅力ある農産業の実現を目指しています。
（※2016 年 6 月東証マザーズ上場）

【求める人材】
・成長中のベンチャー企業で、様々
なことにチャレンジしたい方
・農業に関心がある方
・農業をより魅力的な産業にしたい方
・感謝の気持ちを伝えることができる方

ブ-ス番号

●●

（写真を張り付けてください）

【企業紹介】
当社は設立以来、県内のみかん・梅農家の経営
安定を支えながら、飲料メーカーの信頼を得て受
託加工事業を展開してまいりました。 時代のニー
ズを敏感に察知する先見性、新しいことにも果敢
に挑戦する革新性、それこそが当社の最大の強
みです。 積極的に技術革新を進めるとともに強い
品質保証力を維持・強化することで取引先からの
信頼を強めてまいりました。近年では豊富な県産
農産物を活かした新商品の開発・販売にも注力
し、更なる柱となるような取組みを行っております。

【企業紹介】
箸袋、紙おしぼり、紙ナプキンなどの紙製品を作
っている会社です。この分野で永年の実績と高い
全国シェアを持っています。現在、新たな挑戦とし
て軟包装素材(フィルム素材)のオフセット印刷とい
う印刷業界で世界初の分野の開拓に取り組んで
います。国産木材を使った純国産割箸の生産にも
取り組んでいます。明治４０年創業、今年で創業１
１2 年目になります

（写真を張り付けてください）

【企業紹介】 WACON は 1951 年に梱包業として
設立の後、段ボール等 BOX メーカーとして和歌
山・大阪を中心に成長してきました。
2013 年には様々な経営革新の取組みが評価さ
れ、日本の物流シーンに一石を投じる存在として、
経済産業省より「がんばる中小企業 300 社」に選
出されました。
今後は、段ボール事業においては 2020 年までの
地域№1 を、関空・成田にて航空貨物輸出梱包を
行うパックプロ事業においては、関西№1 から脱皮
し日本一になることを目標としています。
ブ-ス番号

三菱電線工業㈱

公務員

製造業
東京都千代田区丸の内 3-4-1
新国際ビル
設 立
1917 年
従業員
544 名
ＴＥＬ
03-3216-1569
Ｅ-mail
infojin@mitsubishi-cable.co.jp
採用担当 今井
休 日 当社カレンダーによる（年間 121 日）
勤務時間 8:00～16:45

【企業紹介】
三菱電線工業は、ロケットや航空機等に使用され
るシール・パッキン製品、レーザー加工機や医療
現場で使用される光ファイバ製品を主力製品と
し、半導体や自動車を含む最先端の産業分野に
高付加価値で信頼性の高い製品を提供していま
す。創業以来 100 年以上に渡って培ってきた「材
料」「設計」「製造」のコア技術を武器にグローバル
に展開しています！

ブ-ス番号

●●

【求める人材】
大切なのは主体性を持って行動す
る姿勢と、様々なタイプの人と円滑
なコミュニケーションがとれる柔軟
性。何事にも誠実に取り組み、意欲
と熱意を持って常に成長をしていく人
を求めています！

（写真を張り付けてください）

【企業紹介】 和歌山県が策定している長期総合
計画は、「世界とつながる愛着ある元気な和歌
山」をめざす将来像とし、 「未来を拓くひとを育む
和歌山」、「たくましい産業を創造する和歌山」、
「安全・安心で、尊い命を守る和歌山」、「暮らしや
すさを高める和歌山」、「魅力ある地域を創造する
和歌山」の５つの分野で構成しています。
これらの将来像を実現するため、固定観念にとら
われない斬新な発想をもって具体化した「新政
策」を推進し、和歌山県の社会構造の変革に結び
つく仕掛けづくりを展開しています。

公務員
道路貨物運送業・金属材料品製造業
〒640-8404
和歌山市湊 2 丁目 12 番 24 号
設 立
昭和 49 年 4 月
従業員
７５０名
ＴＥＬ
073-451-0273
Ｅ-mail
saiyou@minatogumi.co.jp
採用担当 総務部 総務課／武内・大谷
休 日 週休 2 日制(年間休日 113 日)
勤務時間 8:00～16:30、8:30～17:00

【求める人材】
（１）ルールを守れる人。何より安全
が最優先。ルールを守ることができ
なければ、仲間や取引先など大勢の
人に迷惑をかけてしまいます。
（２）素直で前向きな人。人の話を素
直に聞き、向上心を持って取り組め
る方。（３）コミュニケーションが取れ
る人。仕事 は基本 的 にチームプレ
イ。社内外の様々なシーンでコミュニ
ケーションを取り、良好な関係を築く
ことが大切です。

【求める人材】
自らが考え、提案して、実行する。そ
して、その目的のために力を尽くす人
を求めています。
「和歌山県民のために働きたい」と純
粋に思い、県民の幸せを一所懸命
考え、考えたことを実現するために
行動することが好き、何かを作り上げ
るのが好き。そんな人を求めていま
す。

和歌山県警察本部

業 種
所在地

【企業紹介】
鉄は世の中の原点ともいえる素材。自動車部品
やビルやマンションの骨組など、鉄なくして社会は
成り立ちません。
湊組はその鉄を原料に様々な製品を作り上げ
る鉄鋼業界の一員です。地元和歌山を事業基盤
として、「地域社会とともに」をスローガンに、「生
産」「物流」「設備」の 3 部門を柱として様々な事業
を展開しています。
安定経営のもと、これからも積極性を持って創
意工夫し、より一層の発展を目指して取り組んでい
きます。

官公庁
640-8585 和歌山市小松原通 1-1
1871 年（明治４年）
3,743 名（平成 30 年４月１日現在、教
育・警察除く）
ＴＥＬ
073-441-3763
Ｅ-mail
e2101001@pref.wakayama.lg.jp
採用担当 坂口、土師
休 日 １年につき２０日の年次有給休暇
勤務時間 原則 9 時から 17 時 45 分（月曜日から金曜
日）完全週休二日制（1 週 38 時間 45 分）
業 種
所在地
設 立
従業員

ブ-ス番号

㈱湊組

【求める人材】
WACON のコンセプトは、「物流の一
歩先を行く未来形」です。
これまでにない革新的な製品やサー
ビスを創造し、地元の和歌山・大阪
のみならず、日本全体のサプライチ
ェーンを支え、経済や社会の発展に
貢献して行きたいと考えています。
ですので、会社と共に自分も成長し
ていこうという「成長意欲」の高い人
材を求めています。

和歌山県

業 種
所在地

（写真を張り付けてください）

輸送用 BOX の製造開発販売、航空貨
物梱包
所在地
〒649-6425 紀の川市中井阪 361
設 立
昭和 26 年 10 月
従業員
106 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 年間 110 日
勤務時間 8:30～17:30
業 種

当社カレンダーによる（年間 105 日）
8：20-17：30

【求める人材】
責任感、使命感を持って仕事に取
組み、社会に貢献することに人生の
価値を見出す人。

【求める人材】
■コミュニケーションを大切にする人
■体力のある元気な人
■情熱を持って仕事に打ち込む人
■課題を見出し、解決できる人
■変化を意識し、行動できる人

ワコン㈱

業 種
所在地

休 日
勤務時間

●●

（写真を張り付けてください）

●●

製造業、印刷業
649-7195
かつらぎ町妙寺 464
設 立
昭和 22 年
従業員
336 人(うちパート 53 名)
ＴＥＬ
0736-22-7000
Ｅ-mail
ｍｓｐ@msp.co.jp
採用担当 総務 宮本

製造業
〒640-0002
海南市日方字新浜 1294
設 立
昭和 45 年 10 月 2 日
従業員
260 名
ＴＥＬ
073-483-6200
Ｅ-mail
hattori-t@karin.co.jp
採用担当 経営企画部 服部 高幸
休 日 年間休日 110 日
（原則・月 9 日間で日曜日は休み）
勤務時間 原則 8：00～17：00（3 交代制）
業 種
所在地

ブ-ス番号

溝端紙工印刷㈱
（Ａ）

ブ-ス番号

□営業所：東京、大阪、名古屋
□集荷場：北海道、埼玉、千葉、
神奈川、静岡、愛知、
和歌山、熊本

和歌山ノーキョー食品工業㈱

業 種
所在地

（写真を張り付けてください）

設 立
従業員
ＴＥＬ
Ｅ-mail
採用担当
休 日
勤務時間

公務
640-8588
和歌山市小松原通 1-1-1
2,508 名（うち警察事務職 325 人）
073-423-0110
ｅ8003003@pref.wakayama.lg.jp
警務部警務課 採用係 井領
原則、週休２日制
・通常勤務 9:00～17:45
・交替制勤務（３交替制）

【企業紹介】

【求める人材】

県民の生命、財産を守るため、約 2,500 人の県警
察職員が、治安のプロとして日夜活動しています。
人と人とのつながりの中で行う警察官の活動には、
たくさんのドラマがあり、その一つ一つが感動を与
えてくれます。変化していく時代の中でも、人情味
溢れる警察官の良さは、先輩から後輩へと受け継
がれ、今も変わらずここにあります。

警察官になるために特別な能力は
必要ありません。悪いことは許せない
という正義感、自らの仕事は意地で
もやり抜くという責任感のある方を求
めています。

～ 各種コーナーのご案内 ～
① 資料提供コーナー
参加企業の会社案内やパンフレット、その他就職活動に役立つ資料を配置
ご自由にお持ち帰りください。

② 各種相談コーナー
新卒応援ハローワーク
新卒者等の求職登録・職業相談を行っています。
移 住 相 談
わかやま定住サポートセンターの移住アドバイザーが、暮らしや
住まいの相談におこたえします。
林業就業相談
県内の林業に関する情報や仕事の内容について説明を行います。

