
就職希望の高校生を対象とした企業説明会

日 時 令和元年 6月 13日（木）12:15～15:25

令和２年3月卒業の高校生を採用する予定の県内企業 124社

参加者 就職希望の高校生(令和２年３月卒業予定) 約2,150人

主催：和歌山県、和歌山県教育委員会、和歌山労働局、和歌山市

１社目 13:00～13:20 13:30～13:502社目 14:00～14:203社目 14:30～14:504社目 15:05～15:255社目

内 容 オリエンテーション 12:15～12:30

開会式 12:30～12:45

企業説明会 13:00～15:25

和歌山ビッグウエーブ

和歌山ビッグホエール

新規高卒者
採用予定企業

124社

参加

応募前サマー企業ガイダンス 2019 を開催します。

開会式 企業説明会

令和元年 ６月 ５日

資 料 提 供

担当課 労働政策課

担当者 杉琴、柏木

電話 073-441-2807

就職希望の県内全ての高校生が一堂に会する県内最大の就活イベント！

高校生が県内企業から説明を聞き、意見交換を行い、進路を考える場を提供するため

企業の採用担当者から直接話を聞き、意見交換を行うことにより、就職意識

希望する企業を中心に、多くの業種・職種を研究でき、進路選択の幅が広がる。

企業研究を深め、ミスマッチによる離職を防ぐ。

県内企業が将来の県内産業を支える高校生に対し、自社の魅力を伝えます。

≪高校生の就職に関する主なスケジュール≫
５月 ９日 県・県教育委員会・和歌山労働局から経済団体に対する新規高卒者

への求人に係る要請
５月２４日 応募前企業ガイダンスin紀南2019 （田辺市）
６月１３日 応募前サマー企業ガイダンス2019（和歌山市）
７月１１日 企業ガイダンスin伊都2019（橋本市）

※７月 １日～ 企業から学校への求人活動開始
（求人票の提示、求人活動のための学校訪問等）

企業説明会を開催します。

が高まり、不安解消につながる。

※昨年度の様子



ﾌﾞｰｽ
番号

事業所名 業種
ﾌﾞｰｽ
番号

事業所名 業種

1 アクロナイネン㈱ 製造業 63 木本産業㈱ 建設業

2 有田食品㈱ 製造業 64 近畿電設工業㈱ 建設業

3 ㈱インテリックス 製造業 65 ㈱坂口電気 建設業

4 NTN㈱　金剛製作所 製造業 66 三友工業㈱ 建設業

5 MES-KHI由良ドック㈱ 製造業 67 ㈱第一テック 建設業

6 エムチューブ㈱ 製造業 68 ㈱竹中電気 建設業

7 大阪精機工作㈱ 製造業 69 日鉄テックスエンジ㈱ 建設業

8 小川工業㈱ 製造業 70 パナソニックホームズ和歌山(株) 建設業

9 ㈱ＯＤＥＣ 製造業 71 明光電機㈱ 建設業

10 ガーデンクリエイト㈱ 製造業 72 ㈱豊工業所 建設業

11 紀州ファスナー工業㈱ 製造業 73 ワコーグループ  ( 和興建設㈱ ･ (有)ワコー産業 ) 建設業

12 ㈱北川鉄工所 製造業 74 オプラスグループ 運輸業

13 ㈱共栄テクシード 製造業 75 ㈱サカイ引越センター和歌山支社 運輸業

14 協和プレス工業㈱ 製造業 76 西日本旅客鉄道㈱　和歌山支社 運輸業

15 恵和(株) 製造業 77 ㈱ 湊 組 運輸業

16 鴻池運輸㈱　和歌山支店 製造業 78 ㈱ＮＴＴフィールドテクノ関西支店 情報通信業

17 ㈱駒井ハルテック　和歌山工場 製造業 79 ㈱サイバーリンクス 情報通信業

18 ㈱小松原 製造業 80 (社福)　芦辺会 医療・福祉業

19 金剛ダイス工業㈱ 製造業 81 (社福)皆楽園 医療・福祉業

20 スガイ化学工業㈱ 製造業 82 (社福)河西福祉会 医療・福祉業

21 ㈱スミロン 製造業 83 (社福)紀三福祉会 医療・福祉業

22 セイカ㈱ 製造業 84 (社福)喜成会 医療・福祉業

23 ㈱総本家駿河屋 製造業 85 (社福)公風会 医療・福祉業

24 太洋工業㈱ 製造業 86 (社福)琴の浦リハビリテーションセンター 医療・福祉業

25 ㈱台和　和歌山工場 製造業 87 (社福)寿敬会 医療・福祉業

26 大和歯車製作㈱ 製造業 88 (社福)守皓会 医療・福祉業

27 竹島鉃工建設㈱ 製造業 89 (社福)順風会 医療・福祉業

28 田村薬品工業㈱ 製造業 90 (社福)渉久会 医療・福祉業

29 築野食品工業㈱ 製造業 91 医療法人　青松会　河西田村病院 医療・福祉業

30 ＴＫＬＣ㈱ 製造業 92 (社福)同仁会 特別養護老人ホーム　カルフール・ド・ルポ印南 医療・福祉業

31 デュプロ精工㈱ 製造業 93 介護老人保健施設　パインドーム 医療・福祉業

32 (株)東研サーモテック 製造業 94 (医)裕紫会　中谷病院 医療・福祉業

33 東洋ライス㈱ 製造業 95 ㈱ウイルバーン商事　(江戸前回転鮨　弥一） 飲食業・宿泊業

34 中井産業㈱ 製造業 96 カラカミ観光㈱　白浜事業部 飲食業・宿泊業

35 ㈱長尾製缶所 製造業 97 休暇村　紀州加太 飲食業・宿泊業

36 中野BC㈱ 製造業 98 ㈱グランビスタ ホテル&リゾート　白良荘グランドホテル 飲食業・宿泊業

37 日進化学㈱ 製造業 99 ㈱信濃路 飲食業・宿泊業

38 ノーリツプレシジョン㈱ 製造業 100 ダイコーグループ（【株】ドリーム、【株】コロンブス） 飲食業・宿泊業

39 ㈱畑山製衡所 製造業 101 ㈱白浜館　（ホテルシーモア） 飲食業・宿泊業

40 ハバジット日本㈱　和歌山工場 製造業 102 ホテルアバローム紀の国（公立学校共済組合和歌山宿泊所） 飲食業・宿泊業

41 原田織物㈱ 製造業 103 ㈱MANPA 飲食業・宿泊業

42 阪和電子工業㈱ 製造業 104 和歌山ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ㈱（ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ和歌山） 飲食業・宿泊業

43 菱岡工業㈱ 製造業 105 Ｇプロ・リサーチ㈱ サービス関連業

44 藤本食品(株) 製造業 106 ㈱トヨタレンタリース和歌山 サービス関連業

45 北広ケミカル㈱ 製造業 107 日鉄テクノロジー（株）和歌山事業所 サービス関連業

46 桝谷精工㈱ 製造業 108 ㈱丸和 サービス関連業

47 三木理研工業㈱ 製造業 109 和歌山警備保障㈱ サービス関連業

48 溝端紙工印刷㈱ 製造業 110 エバグリーン廣甚㈱ 卸売業・小売業

49 三菱電線工業（株）箕島製作所 製造業 111 大興産業㈱ 卸売業・小売業

50 ㈱メイワ 製造業 112 ㈱オークワ 卸売業・小売業

51 山本産業㈱ 製造業 113 ㈱プラス（産直市場よってって） 卸売業・小売業

52 ㈱ヤマヨテクスタイル 製造業 114 和歌山ダイハツ販売㈱ 卸売業・小売業

53 ライオンケミカル(株) 製造業 115 ㈱スズキ自販和歌山 卸売業・小売業

54 菱和㈱ 製造業 116 セイコーメディカル㈱ 卸売業・小売業

55 和歌山太陽誘電㈱ 製造業 117 ㈱松源 卸売業・小売業

56 ワコー㈱ 製造業 118 JXTGエネルギー㈱　和歌山製油所 石油業

57 和歌山ノーキョー食品工業㈱ 製造業 119 和歌山県庁 公務

58 ワコン㈱ 製造業 120 和歌山県警察 公務

59 アズマハウス㈱ 建設業 121 ㈱島精機製作所 製造業

60 ㈱赤土建設 建設業 122 日本製鉄㈱和歌山製鉄所 製造業

61 大木電機工業㈱ 建設業 123 ㈱カワ 飲食業・宿泊業

62 紀南電設㈱ 建設業 124 和歌山マリーナシティ㈱ サービス関連業

※ブース番号1～120はビッグホエールアリーナで、121～124はビッグホエール軽運動場で企業説明を行います。

応募前サマー企業ガイダンス２０１９参加企業一覧（１２４社）


