


【 個人情報の取扱い等に関する同意書 】 
 

ご登録手続きの前に、個人情報の取扱い等に関する下記事項をご確認ください。ご確認・同意いただいた場合は、文末に署名捺印をお願いいたします。 
●ご登録情報の取扱い 
１．利用目的について 

OSAKAしごとフィールド（以下、「OSF」といいます。受託運営：Pasona group my Life my Future共同企業体）にご提供ないし仮登録いただいた情報は、OSFにて利用します。 
また、OSFにご登録される場合、仮登録ないしご登録頂いた情報は、選考、登録・採用合否判定、人事労務管理、安全管理、紹介先若しくは紹介先になろうとする者へのスキ
ル・資格・経歴等の照会、業務請負・委託注文主への各種申請・報告等、OSFの各種情報(教育研修等)、資料の送付、提供に利用します。また、ＯＳＦにご登録される場合で紹
介のお仕事のご案内をご希望される方は、紹介における紹介先による選考に利用します。 

２．第三者提供について 
ご提供ないし仮登録いただいた情報は、委託元である大阪府及び大阪府が提供を希望する団体に提供することがあります。 

３．外部委託について 
教育研修をOSFが個人情報保護体制についてパソナの定める水準に達していると認める委託先に個人情報の委託を行う場合があります。 

４．個人情報提供の任意性について 
個人情報を提供していただくことは任意によるものです。ただし必要な個人情報を提供いただけない場合には、利用目的が適切に実施できない場合があることをご了承ください。 

５．開示請求、訂正、利用停止について 
個人情報保護法に基づく、開示、訂正、不正な利用・取得・第三者提供時等の利用停止等について 
OSF事務局が開示、訂正、利用停止等の対応を担当いたします。お申出があった場合は、ご本人確認とご請求内容等が必要になりますので、OSF所定の必要書類にご記入の上、
OSF事務局へお申出いただきます。また、次のいずれかに該当する場合には、開示、訂正、利用停止等の対象になりません。 
* 人事評価情報、人事考課結果、選考に関する情報、法令又はOSFの諸規則に違反する行為の調査に関わる情報。 
* その他、政令で定められている「個人情報の存否」が明らかになると本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがある場合、又は公益その他の利益が害される
等に該当する個人情報。 

６．取得した個人情報の返却、破棄について 
OSFにご登録いただいた情報は、登録取り消し(ご本人の申告による場合なのか、その他OSFの登録取り消し決定によるかは問いません)に際し、又はその他でお申出があった場合
でも、OSFはご登録されたご本人及び第三者に、いかなる媒体によっても返却する義務を負いません。 
OSFにご登録を希望される場合で、OSFへの本登録に進まない仮登録情報は仮登録日から３ヵ月後に廃棄いたします。また、紹介における紹介先による選考に利用するためにいた
だいた履歴書・職務経歴書は、受領日から６ヶ月以内に廃棄し、いかなる媒体によっても返却いたしません。 

７．個人情報に関するお問合せ窓口について 
相談、苦情については、OSF事務局宛に文書でお申し出下さい。 
ＯＳＡＫＡしごとフィールドPasona group my Life my Future共同企業体 OSF事務局 
大阪府大阪市中央区北浜東3-14     E-MAIL：p.public@pasona.co.jp 
個人情報保護管理者  代表構成員 株式会社パソナ 取締役常務執行役員 

２０１４年 ３月 １２日 
                                      上記の内容につき、確認・同意いたします。 
                                                        
                                      住所 
    
 
 
                                      氏名 

西暦 19 年 月 日 （ 歳）
携帯：
自宅：

〒

（求職番号　 ）

（登録ハローワーク　 ）

電話番号

メールアドレス

性別

－

生年月日

現住所 最寄駅 　　　　　　　線　　　　　　　駅

無有

有

ハローワーク登録

（カナ） 登録番号

女男氏名

最終学歴 学部・学科 卒業・在学中・中退

無（登録番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）　　OSAKAしごとフィールド登録



番号 事業所名 所在地 職種 採用人数 就業場所 求人番号

１
アサヒカルピスビバレッジ 株式会社

西日本営業本部

大阪市中央区城見１－３－７

松下ＩＭＰビル５Ｆ

営業（飲料水）

主に自販機への補充
10 京阪神地区 各支店（１１支店） 27010-13942641

事務職員 1 所在地に同じ 27010-15988741

訪問入浴サービス介護職員兼運転手

（東大阪）
2

東大阪市鷹殿町２５－１２

在宅介護センター東大阪
27010-13828441

訪問入浴サービス介護職員兼運転手

（大阪城東）
2

城東区成育２－６－２１

在宅介護センター城東
27010-13825841

訪問入浴サービス介護職員兼運転手

（旭区）
2

旭区大宮２－２５－１０

在宅介護センター大阪旭
27010-13810741

訪問入浴サービス介護職員兼運転手

（大阪中央）
1 所在地に同じ 27010-13804941

訪問入浴サービス介護職員兼運転手

（平野）
2

平野区長吉長原１－９－６

在宅介護センター平野
27010-13802741

３
株式会社 エムズワークス

新大阪オフィス

大阪市淀川区木川東３－１０－２０

ＮＬＣ新大阪１Ｆ

ネットワーク／サーバエンジニア

構築・運用管理・保守
3 所在地に同じ 27060-4577641

４ 株式会社 開智総合学院 大阪市城東区今福西２－９－２０ 塾講師 1
今福本部・今福第２・関目・諸口・今津・

古市のいずれかの教室
27010-12686941

営業／工事部門 1 所在地に同じ 27010-12683441

電気技術工事 1 所在地に同じ 27010-12684741

事務

（一般事務、貿易事務）
1 所在地に同じ 27180-2574941

営業

（国内及び海外営業）
1 所在地に同じ 27180-2576041

販売職 5

＊主な勤務先

　　北区梅田１－３－１ 駅前第一ビルB2

＊その他勤務先

　　中央区・東成区・阿倍野区

27010-13793341

住宅リフォーム営業

（藤井寺市）
1

藤井寺市沢田１－２８－１

藤井寺ショールーム
27010-13783941

８ セイコー貿易 株式会社
大阪市中央区内平野町１－１－６

ライオンズマンション第３－２０１号

貿易事務

（海外営業含む）
2 所在地に同じ 27010-14010041

９
株式会社 世真

大阪営業所

大阪市北区南森町２－１－２９

三井住友銀行南森町ビル４階

企画営業

（印刷関連）
1 所在地に同じ 27020-10239841

１０ 創建不動産販売 株式会社
大阪市中央区淡路町３－５－１３

創建御堂筋ビル５階
新築分譲住宅の営業・販売業務 3

関西（大阪府・兵庫県）内の

各分譲地販売センターに配属
27010-12685641

施工管理 1 所在地に同じ 27060-6082041

大工職 1 所在地に同じ 27060-6081141

１２ 東伸商事 株式会社 東大阪市布市町１－３－２７
営業

（固定得意先への金型・工具の販売）
1 所在地に同じ 27070-4398941

営業事務 2 13130-6360841

ＯＡ機器サービススタッフ

（メンテナンス）
2 13130-6363441

ＯＡ機器サービススタッフ

（設置）
3 13130-6367141

システムの開発

（Ｊａｖａ）
2 所在地に同じ 27010-11123341

システムの開発

（C,C++,制御系,組込み系）
2 所在地に同じ 27010-11120941

営業員（平野区） 2
大阪市平野区長吉六反４－２－２５

モチノキ薬品 大阪営業所
27010-15280141

営業員（門真市） 2
門真市四宮２－１０－１５

モチノキ薬品 北大阪営業所
27010-15233241

営業員（岸和田市） 2
岸和田市三田町２０８

モチノキ薬品 岸和田営業所
27010-15238941

茨木市西河原２－１２－１４

大阪支店

１４ 株式会社 日本ビューシステム
大阪市中央区北浜１－１－１０

北浜小林ビル５Ｆ

１１ 株式会社 創建地所 大阪市淀川区塚本２－８－１４

１３ 株式会社 日本オフィスオートメーション 東京都江戸川区松江６－７－１１

２０１４春 本気企業による本気の面接会　参加企業求人一覧表

５ 株式会社 キモトサイン 大阪市東成区深江北２－４－２８

６ 株式会社 スリーエフ技研 門真市岸和田１－３－１１

２
アサヒサンクリーン 株式会社

大阪支店

大阪市中央区北浜１－３－１４

西川三井ビルディング１階

１５ モチノキ薬品 株式会社 大阪市中央区農人橋２－４－１２

７ 株式会社 スリーエム 大阪市天王寺区城南寺町８－２２


