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あさかわルブテック株式会社

従業員数 ２２人

正社員 ２１人

男女比 １９：３

平均年齢 ４８歳くらい

事業所案内

１９５０年設立。親会社は浅川組運輸です。
コスモ石油ルブリカンツ株式会社下津工場内で潤滑油製品の充填作業を
担っています。
完全週休２日制、祝日他計１２３日／年の休日があり、
残業がほとんどないので、プライベートも充実できます。

事業所の求める人材 書類選考で重視する点

面接で重視している点

真面目でチームワークを
大事にできる人

書類の書き方が丁寧で
内容がわかりやすいか

自分の考えをしっかりと
言えているか

事業所からのメッセージ

働きやすい職場です。
ぜひ一度職場見学にお越しください。（随時受け入れ）

【R4.1 かいなん】



・求人票にてご確認ください

・書類選考なし

P R

成形部門では成形技能検定の取得を
奨励しています。現在７名の技能士
が在籍しています。
また新入社員研修は全部門で実施し
ています。

・ものづくりに関心がある方
・品質管理にプライドを持てる方

・社風とのマッチング

品質保持へのシビアさはありますが、雰囲気は年代性別
を問わずアットホームな会社です。お休みの調整もしや
すく、プライベートの計画が立てやすいです。ご応募お
待ちしております。

従業員数

正社員数

男女比

平均年齢

４８人

３３人

１：２

３９歳

～それは無限の可能性を秘めた素材です～

イワハシでは皆さんの身近にあるプラスチック製品を製造しています。
成形加工・組立から完成品納入までを提供している数少ない会社です。
扱う製品も精密電気部品から日用品まで幅広い実績があります。

簡単な検品作業が主な仕事ですが、誰かが困った時やうまくいかない時は
皆で助け合う風土のある会社です。

・求人票にてご確認ください

・書類選考なし

P R

成形部門では成形技能検定の取得を
奨励しています。現在７名の技能士
が在籍しています。
また新入社員研修は全部門で実施し
ています。

・ものづくりに関心がある方
・品質管理にプライドを持てる方

・社風とのマッチング

品質保持へのシビアさはありますが、雰囲気は年代性別
を問わずアットホームな会社です。お休みの調整もしや
すく、プライベートの計画が立てやすいです。ご応募お
待ちしております。

従業員数

正社員数

男女比

平均年齢

４８人

３３人

１：２

３９歳

～それは無限の可能性を秘めた素材です～

イワハシでは皆さんの身近にあるプラスチック製品を製造しています。
成形加工・組立から完成品納入までを提供している数少ない会社です。
扱う製品も精密電気部品から日用品まで幅広い実績があります。

簡単な検品作業が主な仕事ですが、誰かが困った時やうまくいかない時は
皆で助け合う風土のある会社です。



他業種からの転職者や文系卒など専門学科以外からの
新卒採用入社も多いため、未経験から始めた先輩たちが
指導してくれます。

今後の採用予定

●設計技術者（構造物・橋梁・道路等）
●調査測量技術者（地籍調査・測量）

事業所の求める人材

和歌山県海南市南赤坂13番地3

業

務

実

績

下田橋大橋

日高川町下田原地内

橋梁設計道路設計

わんぱく公園進入路

海南市

その他土木構造物・設計

河川・砂防設計

きしべの里公園
紀の川市貴志川町井ノ口地内

砂防ダム
新宮市熊野川町東地内

創業 昭和62年

従業員数 25人

資本金 5,500万円

事業者からのメッセージ

砂防ダム

新宮市熊野川町東地内

事業所案内（PR)

公共事業の土木設計・測量・調査を行っております。
「創意・探求・向上」の精神に基づき「ニーズに応えられる成果品」
をモットーにしております。

建設コンサルタント

橋梁設計・調査
道路設計・調査
河川・砂防設計・調査
その他土木構造物・設計

測量・調査

測量
地籍調査
地質調査

その他

災害復旧
各種データベース作成
各種データ処理

GPS測量

測量・建設コンサルタントの





事業所案内PR

〒642-0014

ガーデン・エクステリア製品の製造で30年以上の実績

事業所案内（PR）

株式会社タカショー（上場上場）のグループ会社（製造部門・100％子会
社）として、ガーデン・エクステリア製品の製造に特化し、30年以上の実績
と経験を積み重ねてきました。高い技術と工夫により、お客様のあらゆる
ニーズに合わせた、庭住まいの楽しさ、美しさ、やすらぎのある空間づくり
を提供しております。

ガーデン・エクステリア製品を製造する仕事です。加
工・組立の仕方や機械の操作など、覚えることはたく
さんありますが、その分やりがいも大きく、未経験者
でも慣れれば大丈夫。ものづくりの現場で、ぜひその
醍醐味を味わってみてください。
休日：土曜・日曜・祝日（完全週休2日制）、夏季・年
末年始休暇あり、社会保険完備、退職金制度あり、育
児休業取得実績あり。

事業所からのメッセージ
資格支援制度等

事業所の求める人材

今後の採用予定

書類選考で重視する点

面接で重視している点

技能免許取得費用会社負担

やる気、前向きな姿勢、話し方、人柄

やる気があり、前向きで、コツコツ努力できる方

規模拡大のため継続的に増員していく予定です

経歴、資格、志望動機、丁寧さ、自己PR

従業員数

正社員数

男女比

平均年齢

180人

105人

6：4

36歳くらい

和歌山県海南市小野田400[本社所在地]









事業所案内

従業員数

正社員数

男女比

平均年齢

54人

20人

1：4

45歳くらい

事業所の求める人材

今後の採用予定

相談の上、労働者の方に合わせて
就労して頂きます。

書類選考で重視する点

学歴・国籍・経験不問

面接で重視する点

人間性・協調性・温かい心

事業所からのメッセージ

いつも笑いが絶えない職場ですよ！
一緒に頑張りましょう！

代表取締役 武田一起

「こころから。。。こころへ。。。」
を経営理念にして海南市下津町に根ざした
介護福祉事業を展開しています。
スタッフ同士の仲が良く、家庭的で
とても働きやすい職場です。

2022年の2月中頃に新しく有料老人ホーム
ムを開所予定しておりますので
オープニングスタッフとしても最初から
働けます。

真面目で前向きな明るい方を求めています。
人が大好きな方！！一緒に考えたり、協力して作り上げるのが好きな方！！



コスモルブサービス（株）













老後の健康維持と利用者ができる範囲で、
体を動かせるようにサポートします。
そして人と人との心のふれあいがある、
毎日が楽しく健やかに充実した暮らしを
目指しております。

従業員数

正社員

男女比

平均年齢

110人

95人

6：4

47歳くらい

資格支援制度等

テキストの貸与、資格（介護福祉士）取得に対する費用
全額負担

事業所の求める人材

・未経験でも成長意欲が高く、前向きに仕事に取り組める方。
・お年寄りとのコミュニケーションが好きな方。
・介護福祉士資格をおもちの方歓迎。

書類選考で重視する点

丁寧な書き方であること

面接で重視している点

・人柄（コミュニケーション能力・
マナーなど）

・やる気の有無

事業所案内

天寿苑

事業者からのメッセージ

人の役にたちたいと思っている方や、
思いやりのある人であれば
たとえ資格や経験がなかったとしても、
介護の仕事をしてみたいと
少しでも感じるのであればぜひ応募ください。









事業所案内（ＰＲ）

マルワ産業は主に合成ゴムの射出成型、コンプ
レッション成型を行う会社です。
特に射出成型は得意分野としています。
皆様がよくご存じの有名建築物などの排水シス
テムに用いるパッキンにも数多く用いられてい
ます。また自動車用エンジンガスケット部品や
各種メーターパッキン、農業機械用ゴム、その
他さまざまな分野のゴム製品を製造しています。

自動化が難しく、まだまだ地道な作業で製造す
る必要があり、人材を必要としています。

本社工場：和歌山県海南市沖野々93-1

事業所の求める人材

コツコツと物事に取り組める方
手先が器用な方

パート ： 2名

ゴムの射出成型はマルワ産業｜パッキン・ガスケット・Ｏリングなど｜NBR・EPDM・CR・SBR・アクリル・シリコン・フッ素など

書類選考で重視する点

過去の就業経験

面接で重視する点

人柄

泉佐野営業所

泉佐野営業所：大阪府泉佐野市日根野3431-4

排水システム継手パッキン
自動車用ガスケット
メーター用パッキン
農業機械用パッキン
樹脂製品他

営
業
品
目

本社工場

泉佐野営業所

今後の採用予定

事業所からのメッセージ

子育て中の方、子育てを一段落された方が多く働いています。
勤務時間の調整なども可能です。
尚、パートさんは土日祝の出勤はありません。

従業員数 45人

正社員数 24人

男女比 4：6

平均年齢 40歳くらい

【R3.12 かいなん】





海南市と紀美野町で構成される一部事務組合が運営する特別養護老人ホームです。正社員に採用
されると地方公務員になります。職員は２０代から７０代まで幅広い年齢の方々が働いています。

従業員数 ６３人

正社員 ３９人

男女比 ４：６

平均年齢 ４６歳くらい

介護福祉士、ケアマネージャーなど
資格取得に必要な費用を支援しています。

協調性のある何事にも誠実に対応できる方。
資格は問いません。

介護に興味のある方、働きたいけど思い切れない方、長年
のブランクがある方、どんな方でも一度気軽に声をかけて
ください。

職歴、資格など

性格、考え方、振る舞い、協調性
一般常識など

■事業所案内

■資格支援制度等

■事業所の求める人材

■書類選考で重視する点

■面接で重視する点

■事業所からのメッセージ

〒640-1121
海草郡紀美野町下佐々１４０８－７



事業所からのメッセージ

【2021.12 かいなん】

正社員数

男女比

平均年齢

従業員数

事業所案内

事務スタッフ 1名
営業職 1名

事業所案内

事業所の求める人材

新しいエクステリアで
気分いきいき！

元気で明るい人
明朗活発な人

お仕事復帰をお考えの方も安心してスタートできます。

22人

21人

7：3

50歳くらい

事業所案内

・どの部署も人当たりの良い人が多く、職場は明るい雰囲気です。
チームワークが抜群で仕事はテキパキ、残業も少ないのでメリハリをつけて仕事ができます。
・情報共有や連携がスムーズなので安心して日々の業務に取り組める環境です。



















キッズ
スペース

〒642-0017

和歌山県海南市南赤坂11番地
海南市役所5階

☎ 073-488-1371

ご利用時間 9：00～17：00
（土・日・祝・年末年始を除く）

応募先に適した履歴書・職務経歴書
の書き方などアドバイスいたします

全国の求人情報を求人検索パソコンで

自由に閲覧できます

窓口でも相談できます

希望により担当者制、予約制での職業相談
もできます。

ベビーカーでも移動が楽なように設計、
お子さんが退屈しないように

キッズスペースをご用意しています。

お子様連れでご利用ください

ワークサロンかいなんでは

ワークサロンかいなん

駐車場完備

求人
検索

相談
紹介

ワークサロン
かいなん

アドバイス

※雇用保険の手続き、求人申し込みについては、ハローワークかいなんをご利用ください。

ご利用者の可能性を広げ

就職までサポートするのが私たちの

役割です。
お気軽にご相談ください

サポート

皆さまの満足と笑顔に出会うため
就職に向けた様々な支援を

行っています。

ぜひご利用ください。

【海南市役所5Fワークサロンまでの経路】

正面玄関を進み
突き当たりを左へ

突き当たり左方向に
エレベーターが見えます

到着ですエレベーターを降りて
左前方へ



ワークサロンかいなん 利用者の声
「ワークサロンかいなんへ行ってよかった！」の声を紹介！

ゆっくり相談にのって頂けてありがたかったです。なかなか就職が決まらず不安な中
色々な話を聞いてくれて気持ちが前向きになれ就職も決まりました。
ありがとうございました

こじんまりとしているため他のハローワークより入りやすく落ち着いた雰囲気の中で
細かい相談ができ、どんな質問にも的確なアドバイスが返ってくるので、
こちらも安心してなんでも相談できました
あのときは本当に嬉しかったし感謝しています

子どもの送り迎えがあり、応募企業へ勤務時間の交渉をお願いしたのですが、
私の経験や働ける時間などをきちんと理解して先方へ交渉をしてくれました。
おかげで私のキャリアに先方が興味を示してくれ採用になりました

履歴書の自己PRや職務経歴書を一緒に考え添削してくださいました。
「プロの相談員さんが就職活動を手助けしてくれる」という心強さが得られました。
模擬面接では自分をアピールできる伝え方を教えてもらえ、何度も練習して頂いたお
かげで、落ち着いて面接に臨め、就職することができました！

ゆっくり何度も相談でき不安な転職期間に勇気づけてくれました

どんな質問にも的確な回答が返ってくるので安心して相談できました

条件交渉などを代わりにやってくれました

履歴書作成や最終面接の対策をしてくれるなど個人に密着したサポートをしてくれました

高齢者なので、失業中は不安な毎日でした。
何度も相談の時間を頂き、自分ひとりでは見つけることができなかった求人情報を
紹介してもらいました。ここまでじっくり話を聞いてくれるとは思わなかったので
とても嬉しかったです

自分ひとりでは見つけることができなかった求人情報を紹介してもらいました

就職・転職のこと

ひとりで悩まないで私たちに相談してください
素朴な疑問やお悩みをお気軽にご質問、ご相談ください

キッズスペースにはおもちゃもご用意していますので
お子様が楽しく遊ぶことができます

ママ・パパの働きたいを
応援します



就職活動に役立つ

インターネットサイト一覧
※ホームページアドレスは、変更となることがありますので、ご了承ください。
※各サイトについては、個人の責任でご利用ください。

☆ハローワークインターネットサービス（厚生労働省）
→https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

○新卒・既卒求人

○一般求人（面接希望の場合は安定所の窓口までお越しください）

☆ＵＩわかやま就職ガイド（和歌山県商工観光労働部労働政策課）

→http://www.wakayama-uiturn.jp/

☆ リクナビ（㈱リクルートキャリア）

→https://job.rikunabi.com/

☆ マイナビ（㈱マイナビ）

→https://job.mynavi.jp/

☆わかやま就活応援ナビU-Road
→https://www.u-road.jp/

☆ キャリタス就活（(株)ディスコ）

→https://job.career-tasu.jp/

☆ダイヤモンド就活ナビ（㈱ダイヤモンド・ヒューマンリソース）

→https://www.shukatsu.jp/

☆ 若者雇用促進総合サイト（厚生労働省）
→https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/top.action

学生たちが就職活動を行う際に役立つ企業の情報を閲覧することができるサイトです。

☆ 女性の活躍推進企業データベース（厚生労働省）
→http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

女性の活躍状況に関する企業の情報を閲覧することができるサイトです。

☆ 両立支援のひろば（厚生労働省）
→http://ryouritsu.mhlw.go.jp/

わかやま新卒応援ハローワーク

仕事と家庭の両立について取組みを行っている企業の情報を閲覧することができるサイトです。

希望企業があれば
インターネットを活用する他、
直接資料請求する等、
自らどんどん調べましょう！


