
主 催京都商工会議所本冊子は2020年2月26日開催「知恵キラリ京の中小企業 企業・業界研究会」に出展した企業を掲載し、当日配布したものです。
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～京都の企業を支える　  「縁の下の力持ち」として138年～

交流スペース「KOIN」もご活用ください （京都経済センター３階）

◎京都商工会議所では、会員企業の皆様の雇用支援にも取り組んでいます。
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京都商工会議所

京都商工会議所は、業種・業態や規模の大小を問
わず京都市内（京北町を除く）すべての商工業者
が会員として参加できる地域総合経済団体です。
約12,000の会員企業の皆さまの成長・発展をお手
伝いする経営支援活動や京都の魅力やブランド
価値を高めるための活動を通じ、京都企業や地域
の発展に寄与しています。
（※京都市内以外でも京都商工会議所の趣旨に賛同
頂ける方は、特別会員として入会できます。）

京都商工会議所

京都経済の新たな拠点、京都経済センター（四条室町）

ゼロナナゴ
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応募方法：学校へ問合せ　
もしくは担当まで連絡

問合せ先：総務部　瀬戸まで
担 当 者：総務部　瀬戸

（a.seto@fukunaga-tf.com）

体験職種：接客体験　商品企画体験
募集人数：2名
実施場所：リプトン三条店　等　各店舗
参加条件：食へ興味のある方
受入時期：8月下旬～ 9月上旬

事業内容

「サー・トーマス・リプトン」、「とんかつ かつくら」、「FUKUANA901」、「焼き鳥串くら」等、
飲食店の運営、 惣菜販売店運営、ケータリングサービス等

特　　徴

京都にリプトンを創業し、90周年を迎えます。現在は、かつくらやFUKUNAGA901など、
多くの業態を運営しております。京のおもてなしで、多くのお客様と感動の時間をともに過ご
して参りました。そんなステキなおもてなしができる社員を
育てるために、様々な社外研修を用意しています。自己
啓発に積極的なフクナガで、ともに成長しましょう。全て
の店舗において、お客様お一人お一人を大切にし、「す
みません」とお声掛けをされる前にこちらから伺うことを徹
底しております。

所在地/〒604-0826 
京都市中京区高倉通御池上ル柊町584

TEL/ 075-221-0593   FAX/ 075-255-2889
URL/ http://www.fukunaga-tf.com/

株式会社フクナガ（リプトン・かつくら）
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社
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要

会社からのメッセージ
日々の「安全・安心」を守る、やりがいに満ちた仕事です。技術系専門職（土木、電気、
車両部門）として、設計や施工管理、保守などの仕事に携わって頂きます。ぜひ、一度会
社説明会にお越しいただき、職場をご覧ください！

事業内容

・鉄道事業法による一般運輸業　　・土地建物の賃貸業　　・駐車場の経営

特　　徴

【当社の特徴】
当社は世界遺産下鴨神社近くの出町柳駅を起点に、貴船神社や鞍馬寺、比叡山など京
都で人気の観光地を結ぶ鉄道です。夏は貴船で納涼、秋は紅葉の名所がずらりと、季節
に応じて様々な自然を感じられる沿線です。もちろん、朝夕は通勤や通学に、日中は観光客
の方 ご々利用いただいています。

【社員教育】
研修は入社時の新入社員研修はもちろん、各部門での業務研修、職階別の研修、役職者
対象の研修を実施し、人材育成に努めています。

【福利厚生】
社会保険完備、制服貸与、育休・産休制度（実績あり）、職場レクリエーション（年1回）、

（正社員登用後）退職金制度

所在地/〒606-8007 
京都市左京区山端壱町田町8番地の80

TEL/ 075-702-8110   FAX/ 075-702-4522
URL/ https://eizandensha.co.jp/

叡山電鉄株式会社



3

会
社
概
要

学生へのメッセージ

バスは公共交通機関のため、行政や地域の方との関わりの上に成り立っている意識が不可欠です。
私たちの事業は決して派手ではありません。日常の黒子、とも言えるかもしれません。しかし、地域の方の日常を支えるという大きな
責任があります。「お客様が何を求めていらっしゃるか」「ヒト・モノ・カネはどう動いているか」を理解してはじめて、仕事が成り立
つと考えています。
私たちに出来ることは、まだまだたくさんあります。バス業界をリードする存在になりたいと考えています。ぜひ一度お話を聞いてみ
ませんか？

事業内容

・京都府、大阪府、滋賀県内における安全・安心・快適なバス輸送の提供を通じて、地
域社会に貢献しています。  

・バスロケーションシステムの導入など、より便利なバスを目指して取り組んでいます。

特　　徴

「会社の誰かがやる」のではなく、「京阪バスというチームが一丸となって事業を推進する」。
総合職の新入社員研修の一環としてバス体験教習を取り入れているのも、こうした考えから
です。ミラーを通した見え方や死角の確認、車両誘導、高齢者模擬体験、急制動体験、さ
らにはバス運転体験、定期観光バス乗車など、事業理解に必要不可欠な内容だと考えて
います。予想以上に大きなハンドルを握った感覚。ブレーキ操作による影響。一つひとつの
小さな体験がお客様に対する姿勢を確立し、新たなサービスに繋がる。バス事業に携わる
責任と誇りを忘れず、これからの京阪バスを担う人材育成に力を入れています。

所在地/〒601-8033 
京都市南区東九条南石田町５番地

TEL/ 075-682-2310   FAX/ 075-692-2284
URL/ https://www.keihanbus.jp/

京阪バス株式会社
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応募方法：各ナビサイトまたは彌榮自動車
採用情報ホームページより応募

問合せ先：彌榮自動車株式会社 人事部
担 当 者：採用担当

体験職種：プロフェッショナルドライバー
募集人数：5 ～ 6名程度
実施場所：彌榮自動車株式会社 人事部
参加条件：特になし
受入時期：2020年6月以降（詳細決まりまし

たらホームページ等でご案内します）

事業内容

【旅客運輸事業】京都市内の一般顧客や法人顧客を対象としたタクシー・ハイヤーの運行
【その他】自動車整備、京都府内外における不動産賃貸等

特　　徴

ヤサカグループの基幹会社である彌榮自動車が「京都府営業用自動車第一号」の認可鑑
札を受け、ハイヤー会社として創業されてから100年余、ハイヤー・タクシー事業、観光バ
ス事業を中心に、路線バス事業、自動車販売事業、エネルギー事業、テナントビル事業な
どの事業に取り組んできました。

「彌榮」は大和言葉で「ますます栄える（いやさか）」を意味する縁起の良い社名です。シン
ボルマーク「三つ葉のクローバー」が意味する「安全・快適・信頼」という3つの心を大切に、
現在では京都を中心とする関西、東京を中心とする関東において、グループ合計17社、従
業員4,200名が活躍しています。

所在地/〒600-8802 
京都市下京区中堂寺櫛笥町1番地

TEL/ 075-321-3401（人事部）   FAX/ 075-311-4406（人事部）
URL/ https://www.yasakataxi.jp

彌榮自動車株式会社（ヤサカグループ本社）
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体験職種：未定
募集人数：未定
実施場所：未定
参加条件：未定
受入時期：未定
応募方法：未定

問合せ先：TEL 050-3356-2796
担 当 者：廣野、藤原

事業内容

株式会社イノブンは生活雑貨店をイノブン、ネオマートの店舗名で京都府、大阪府、滋賀
県、奈良県に１５店舗とオンラインショップを展開しています。また、住宅リフォーム（イノブン
のお家）の提案も行っています。

特　　徴

イノブンの店舗の特徴は各店それぞれが地域に密着した独自の品揃えを行っているところ
です。その為に店長へは店舗運営のほぼすべての権限を移譲しています。また、イノブンで
は仕入、ディスプレイ、販売促進などの専門職は置かず全員が販売以外の業務も分担して
行っています。その分各人の仕事の幅が広くなりますので、社員教育には特に力を入れてい
ます。自分で品揃えを考え、仕入しディスプレイした商品を買っていただいた時の喜びは格
別です。

所在地/〒600-8002 
京都市下京区御旅町26

TEL/ 050-3356-2796（本社総務直通）   FAX/ 075-221-0030
URL/ http://www.inobun.co.jp

株式会社イノブン
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体験職種：未定
募集人数：未定
実施場所：未定
参加条件：未定
受入時期：未定
応募方法：未定

問合せ先：ＴＥＬ/ 075-211-9351
ツルタホールディングス株式会社 
総務部

担 当 者：総務部 課長　濱田 安雄

事業内容

一般住宅設備機器から半導体製造装置関連部品まで、エレクトロニクスに関するあらゆる
商品を扱う総合卸商社です。取扱商品群毎に５つのグループ会社を設け、ツルタエレクトロ
ニクスグループを形成しています。

特　　徴

私たちが社会生活を営んでいく上でのあらゆる場面で使用されるエレクトロニクス関連材、こ
れが当グループの取扱い商品です。一般住宅から工場、オフィス、公共施設など、ツルタエ
レクトロニクスグループのフィールドは無限の広がりを見せ、社会の発展に寄与しています。
当グループは主に京都・滋賀を中心に事業展開を行い、地域に密着し業界トップレベルの
地位を確立しています。また福利厚生の一環として、業務関連資格の取得者へ資格手当
を、奨学金返済者への支援手当、子女教育に要する教育費等の支援手当、住宅ローン
返済者への補助手当をそれぞれ毎月支給しています。

所在地/〒604-8133 
京都市中京区六角通高倉西入滕屋町174

TEL/ 075-211-9351   FAX/ 075-211-9355
URL/ http://www.tsuruta-elec.co.jp

ツルタホールディングス株式会社（ツルタエレクトロニクスグループ）
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体験職種：営業スタッフ
募集人数：10名
実施場所：本社
参加条件：未定
受入時期：未定

応募方法：マイナビもしくはリクナビにて応募
問合せ先：トヨタカローラ京都株式会社

採用担当
担 当 者：浪江（ナミエ）

事業内容

トヨタ車の販売、各種中古車販売、自動車整備全般、保険代理店業務
車を買っていただいてからがスタート。点検、車検、部品交換、買い替え、などなど。お客様
のカーライフに寄り添います。

特　　徴

■3年、じっくり育てます。信頼に値する営業へ成長していただくために知識・ヒアリング力・
提案力・スケジュール管理力を本部主導の研修にて身につけていきます。
■まずは、「売ること」は、考えないでください。
必要以上の提案をしてしまったり、お客様のニーズに適さない車をご案内したりすれば、信頼
はスグになくなってしまうでしょう。
まずは、好みや家族構成、趣味のお話を通じて、お客様のことを知ることに集中します。
とは言え、新規でご来店されるのは、「ここで車を買いたい」というお客様。自然と、月1台、
2台と売れていくはずです。「あなたから買いたい。」と言っていただいた時の喜びはヒトシオ
です

所在地/〒604-8466 
京都市中京区西ノ京南大炊御門町1-1

TEL/ 075-461-9191   FAX/ 075-464-1645
URL/ https://www.corolla-kyoto.com/

トヨタカローラ京都株式会社
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体験職種：魚屋のおもしろさ体験
募集人数：随時（お問い合わせ下さい）
実施場所：イオンモール五条店内、

生協二条店内　など
参加条件：特になし
受入時期：随時

応募方法：インターン希望の旨、
メールにてご連絡下さい

問合せ先：jinji@nishiasa.co.jp
担 当 者：人事部　小林

事業内容

水産物等小売業
“食”という日常に寄り添い、“文化継承”の大義を担う京都の老舗企業。
最もお客様に近い現場の自由な発想を重んじて、商品もスタッフも“本物”を目指します。

特　　徴

大量生産大量消費の時代は終わり、個性や“本物感”が求められる現代では大手よりむし
ろ中小企業の方が存在感を増しています。また、利益ばかりが優先され人間性をないがしろ
にしがちな上場企業との違いも、より生活に密着した小売業だからこそ貫けるポリシーです。
自身の成長が顧客の「美味しい」という喜びに直結し、それがまた自身に還元される。まさに

“商いの正しい姿”に触れてみてください！
社員教育：入社後研修３ケ月、半年ごとのフォローアップ研修
福利厚生：契約保護施設（リゾートトラスト）、確定拠出年金、社内表彰制度、社内親睦会

費用補助制度、各種社会保険制度
年間休日：105日、有休休暇　初年度10日

所在地/〒602-0011 
京都市上京区室町通鞍馬口下ル森ノ木町462

TEL/ 075-451-0125   FAX/ 075-415-0298
URL/ https://nishiasa.co.jp/

株式会社　西浅（ニシアサ）
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会
社
概
要

インターンシップの実施予定はありませんが、社内見学・会社説明は随時対応可能です。

問合せ先：075-311-9600
担 当 者：浜上

事業内容

京都府・滋賀県・大阪府下エリアを中心にした住設建材卸売業。主要得意先は材木店・
工務店・住宅会社・リフォーム業者。

特　　徴

私達の企業理念は、「この地域に住み暮らす人々のよりよい住まいの実現に貢献すること」
を通じて、「歓びを共に創る」と言うことです。「共に」とは、一緒に働く仲間、お得意先、仕
入先などの協力会社、そして私達が目指す役割の先にいるこの地域に暮らす人々です。そ
の全ての人たちと歓びを分かち合いたいと願っています。

所在地/〒615-0802 
京都市右京区西京極北庄境町27-1

TEL/ 075-311-9600   FAX/ 075-322-2188
URL/ http://www.heiankenzai.co.jp

平安建材株式会社
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会
社
概
要

インターンシップ情報

体験職種：心理士、放課後児童支援員、保育士
募集人数：若干名
実施場所：希望する保育園
参加条件：『事業内容欄』『特徴・PR欄』に沿った職種を

希望する者
受入時期：随時（応相談）

応募方法：TEL又はメール
問合せ先：TEL：075-391-2405

E-mail：info@koguma-hoikuen.com
担 当 者：中尾修也・熊本有加

事業内容

京都市内に認可保育園を３カ園（西京区・中京区・上京区）運営しています。また、令和
元年７月より企業型保育園を１カ園（西京区）開園し、学童保育待機児童問題を踏まえ学
童保育事業を併設しています。

特　　徴

社会福祉法人熊千代会の主要事業は保育園です。当法人では子どもの小学校への引継
ぎを見通した保育を実践しています。そして、当法人が取り組むべきミッションとして持続可
能な教育の推進を目指して学童保育事業を開始いたしました。また、保育事業・学童保育
事業共通の新たな試みとして、心理職の導入を実施し園児・児童・職員へのメンタルヘル
スの充実を計画しています。企業型保育園では未就園児や保護者、学童向けのヨガ教室・
ダンス教室を開講しており、職員は福利厚生として無料で参加できます。企業型保育園は
職員の子どもの受入れも行っており、女性の働きやすい環境作りにも取り組んでおります。

所在地/〒615-8007 
京都市西京区桂上野今井町124番地7

TEL/ 075-391-2405   FAX/ 075-391-2407
URL/ https://koguma-hoikuen.com/

社会福祉法人　熊千代会
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会
社
概
要

インターンシップとして日程を設けておりませんが、個別にご連絡を頂けましたら、ご希望の
職種で活躍している社員との座談会をセッティング致します。
お気軽にお問合せください。

問 合 せ 先：075-591-1236 　　Ｅｍａｉｌ：e-takaoka@kyoto.panahome.co.jp
採用担当者：森浜　恵理子

事業内容

当社はパナソニックグループのパナソニックホームズ株
式会社と共同出資で設立した協業会社です。1979年
に設立し、京都エリアに特化して住宅の販売から施工・
アフターサービスまで手がけています。

特　　徴

パナソニックホームズグループの安定基盤で将来性は
抜群です。主に営業部門（戸建住宅・資産活用物件の販売営業）と技術部門（設計・建
設管理）での採用を予定しております。
研修制度も充実しており、パナソニックホームズグループの研修にご入社後ご参加頂き、ビ
ジネスマナーや基礎知識を学んで頂きます。その後も定期的に研修がございます。
京都エリアでの活動になるため、転勤はございません。京都に根付いて長期キャリアを築け
ます。産休・育児休暇取得実績もあり、単身用の社宅のご準備もございます。

所在地/〒607-8357 
京都市山科区西野櫃川町50-1

TEL/ 075-591-1236   FAX/ 075-502-5852
URL/ https://www.kyoto-panahome.co.jp/

京都パナホーム株式会社
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会
社
概
要

体験職種：建築設計・施工管理、木工事、
不動産企画

募集人数：若干名
実施場所：当社
参加条件：ワープロ、表計算、図面を書く

場合はCAD

受入時期：随時
応募方法：メールまたは電話
問合せ先：info@arch-koba.com、

075-441-0073
担 当 者：小杉

事業内容
■ パッシブハウスデザインの木造戸建住宅の新築

京町家・民家などの耐震・断熱リノベーション
■ 不動産売買・賃貸仲介、不動産管理
■ 相続相談

特　　徴

住宅の意匠や性能は、日々進化していきます。そんな中で最も変わらぬ大切なものは何か？
お金では買えないもの、形のないもの、無償のもの、それは『信用』です。
私たちは、代々お付き合いをいただくことを目標に『地元の職人が、地元の材料で、地元の
土に還る家づくり』を誠心誠意の努力を払って仕事をしています。
今、私たちは先祖の遺産である京町家や民家などをリノベーションしてその知恵を受け継ぎ
ながら働いています。
一方で、私たちは先端の知見を使って百年後『伝統と呼ばれる住まい』を今に新築をしています。
そしてその新築が将来の人たちの財産になるよう努力しています。

所在地/〒602-8203 
京都市上京区一条通大宮西入鏡石町36

TEL/ 075-441-0073   
URL/ https://www.arch-koba.com

創業元治元年小林工務店（株式会社小林工務店）
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会
社
概
要

会社からのメッセージ

【Point①】文理は全く関係ありません！
社員の約40％は文系出身。日々変化していく業界なので、勉強することはたくさんありますが、充
実した研修制度があるため、技術に興味を持って取り組める方であれば、文理を問わず成長できま
す。

【Point②】コミュニケーション力が活かせます！
お客様の潜在的なニーズを引き出し、その要望を実現するための最適なシステムをチームで創り上
げていくのが私たちの仕事です。そのため、コミュニケーション力がとても重要です。

事業内容

■システムソリューション（ITソリューション提供／ソフトウェア開発等）
■フードサプライ（総合食品卸売販売／ PB商品の開発・販売等）
■クラウドサービス（自社サービス開発／ ECサイト運用・構築等）

特　　徴

＼ウェルアソシエイツは笑顔で仕事ができる組織の構築を行っています！／
わたしたちは、3つの事業を柱に、ITと食品が融合し相互に共鳴するビジネスの仕組みを追
い求める、京都に基盤をおく企業です。
これまで『価値の共有と創造』の企業理念を大切に、笑顔で仕事ができる組織の構築を行っ
てきました。
人は十人十色。趣味や嗜好、考えに正解も不正解もありません。そのため、社員同士が意
見を出し合い、お互いを理解することができる組織づくりに注力しています。
あなたも“自分らしさ”を大切に、ウェルアソシエイツで一緒に働きませんか？

所在地/〒600-8411 
京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地　COCON烏丸5階

TEL/ 075-353-1085   
URL/ http://www.wat-2006.jp/

株式会社ウェルアソシエイツ
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会
社
概
要

インターンシップ情報

体験職種：社内各局（販売局、営業局、事業局）の業務体験と
会社全体の取り組み

募集人数：１回実施につき５名
実施場所：当社内および各種事業開催会場など
参加条件：２０２１年３月末以降に卒業及び修了予定の

大学生、大学院生
受入時期：２０２０年３月以降随時、ワンデイ形式で複数回実施

応募方法：メールでエントリーをいただいた方に実施詳細をご案内し、
参加希望を募ります。参加者を決定して集合場所、時間
などをご案内します。

問合せ先：総合管理局経営管理部
com-kanribu2@mb.kyoto-np.co.jp

担 当 者 ：片平

事業内容

京都新聞社から収益部門（広告､ 販売､ 事業）と管理部門（総務､ 経理､ 人事など）を分
社し創業した会社です。
新聞広告、新聞販売に関する事務・営業、文化・スポーツイベントの企画・運営などを行っ
ています。

特　　徴

京都新聞グループは、報道を中心としたさまざまな事業を通じて、地域に貢献することを使命
としています。京都新聞ＣＯＭは、その一員として経営効率化や新たな収益源の確保によ
り、新聞事業をサポートしています。
新規事業創発のための活動を「コトづくり」と銘打って、議論から事業の具体化までを行っ
ています。また、創発への種まきとなる先行事例の研究や思考の転換のためのワークショッ
プの実施を通し、次 と々「コト」を作り出す発想力の育成にも乗り出しました。
未知の分野に立ち向かう社員の自主的な取り組みへの支援も積極的に行う体制を整えて、
会社としての将来の方向性を共有することを目指しています。

所在地/〒604-8567 
京都市中京区烏丸通夷川上ル

TEL/ 075‐255-9797   FAX/ 075-255-9798
URL/ http://event.kyoto-np.co.jp/

株式会社京都新聞ＣＯＭ
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会
社
概
要

◆インターンシップ
内 　 容：ソフトウェア業の現状と未来
場 　 所：システムディ京都本社
参加条件：2021年3月に4年制大学・大学

院・短期大学・高専・専門学校を
卒業予定の方

日 　 時：２月２７日（木）９：３０～１８：００（予定）
申込方法：お電話にてお申込み下さい。

◆会社説明会
日　　時：3月17日（火）16：00 ～

3月26日（木）13：30 ～
3月31日（火）13：30 ～

場　　所：キャンパスプラザ京都
申込方法：3月1日より、マイナビにてお申込み下さい。
問合せ先：採用担当　奥・宮澤　

＜TEL　075-256-7777＞　

事業内容

創業以来、大学、健康・文化施設、民間企業、自治体等に、自社開発した業務支援のパッ
ケージソフトを提供してきました。今や北海道～沖縄まで7,000余りのユーザで稼働し、さら
に事業を拡大し発展しています。

特　　徴

◆商品サービスの特徴
弊社のビジネスソフトは、多くのユーザに利用頂くことで、更に品質・信頼性が高まり、新た
なユーザの獲得へと繋がっています。また、単なる業務の効率化だけにとどまらず、ユーザの
売上・収益アップ、顧客獲得に貢献、コミュニケーションツールとしても活用されており、日本
中の多くのユーザから高い評価・信頼を得て、業界内でトップクラスのシェアを誇っています。
◆社風・風土
自由闊達な意見交換の中で、若手社員が伸び伸びと働き、キャリアに応じて多様な仕事に
挑戦・スキルアップできる環境があります。自分の成長や仕事の成果が目に見える、やりが
いのある仕事場です。

所在地/〒604-8172 
京都市中京区烏丸通三条上る　システムディ本社ビル

TEL/ 075-256-7777   FAX/ 075-255-1054
URL/ https://www.systemd.co.jp/

株式会社システムディ
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会
社
概
要

会社からのメッセージ

情報通信分野は進化や技術革新が目まぐるしく常に最新情報にアンテナを張り、新しいチャレン
ジに取り組むことが肝要です。これまで培ってきたノウハウや実績をベースに、早期から人材教育
に力を注いできました。技術研修やキャリア研修、ヒューマンスキル研修などを実施し、社会人とし
ての成長、さらにはワークライフバランスにも配慮し、年間休日など各種制度を整備しています。ま
た育児休暇取得後の復帰率は100％を誇り、営業職や技術職として活躍している女性社員が多
いのも特徴です。仕事と生活の「新しい当たり前」をつくる、それが私たちの仕事と考えています。

事業内容

地域の企業、病院、学校、公共施設で働く人々にとって、便利で快適に働ける環境つくり
に欠かせない、電話などの通信設備、パソコン、ネットワークなどの情報通信設備の提案、
設計、施工、メンテナンスを行う会社

特　　徴

【会社紹介】
創業６９年になる業界では老舗企業です。「地域密着」×「商材に捉われない課題解決力」
を強みに、官公庁から民間企業まで幅広く、多くのお客様を支えてきた信頼と実績で、創業
以来黒字経営を継続しています。

【福利厚生】
社員が働きやすい環境を整え、有意義な生活を送れるため取組みに力を入れています。年
間休日１２０日以上、さらには有給休暇を活用すればそれ以上の休暇を確保できます。その
他にも様々な制度を設け社員の生活をまもっています。
 ・奨学金返済支援制度 ・自宅通勤困難者向け住宅支援制度
 ・資格取得支援制度　 ・育児・介護者向け時短勤務制度 ・時間有給休暇制度

所在地/〒601-8316 
京都市南区吉祥院池ノ内町83

TEL/ 075-672-3311   FAX/ 075-682-1329
URL/ http://www.d-d-k.co.jp

大和電設工業株式会社
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社
概
要

体験職種：営業職、機械オペレーター
募集人数：4人／日
実施場所：Kyoto-Office（伏見区）、

Yawata-Fatory（八幡市）
参加条件：学部・学年不問
受入時期：随時

応募方法：あさがくナビ、またはHP、
お電話で直接応募可

問合せ先：saiyo@ono-plus.com
担 当 者：企画管理部 井上啓子

事業内容

大手フィルムメーカー様からお預かりしたフィルムをお客様のご希望に沿って加工し、大手
ユーザー様へ。B to B企業として、豊富な設備で確かな技術と品質をお客様に提供し、サ
プライチェーンの根幹を担います。

特　　徴

時代の流れのさらに先を行くために、毎年新しいことに挑戦している当社では、役職や年齢、
性別にかかわらず、ヤル気のある社員にはどんどん仕事を任せ、活躍できる環境が整ってい
ます。教育制度も充実しており、社員の成長を積極的にサポート！
さらに、仕事だけでなく遊びに対してもとことん真面目！アットホームで温もりある職場で社員
旅行やレクリエーションなど、各種イベントも充実し、社員の中から『明日が楽しみな職場』と
いう声が上がるほど！
前期から新たに掲げた経営理念『パートナーと共に未来へ躍進する』という言葉の下、一
緒に活躍できる若い人材に期待しています！

所在地/〒612-8035 
京都市伏見区常盤町34番地1

TEL/ 075-621-2111   FAX/ 075-621-2115
URL/ https://ono-plus.com

株式会社 ONO plus
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社
概
要

体験職種：装置製造
募集人数：２名
実施場所：本社工場　

京田辺市三山木野神86-1
参加条件：１回生より可
受入時期：打合せによる

応募方法：メール
kawai@opto-system.co.jp

問合せ先：総務部
担 当 者：河合佳紀

事業内容

光（LED/LD）半導体の検査装置及び電子ディスプレイ・パワー（自動車）半導体に関す
る検査装置並びにチップ加工装置の設計、製作、販売、並びにエンジニアリングサポート

特　　徴

当社の主市場とする半導体業界は技術進歩が早く、その上景気の浮沈みの激しい業界
の中で企業の安定維持することが経営者の手腕として求められております。当社は中小企
業の特徴を生かしてユーザーのニーズに合ったカスタム製品の受注製作をしており景気動
向に余り振り回される事なく着実に成長し今日に至っております。IT革命はデジタル化やモ
ジュール化そしてネットワーク化などを通じて製造業の生産プロセスの変革をもたらし日本産
業界全般にわたるビジネスの有り方に大きく影響を与えております。当社も変革に乗り遅れ
る事のない様、市場の動ニーズにマッチしたタイミングで新製品を開発していきたいと思って
おります。

所在地/〒610-313 
京都府京田辺市三山木野神100

TEL/ 0774-68-4440   FAX/ 0774-68-4447
URL/ http://www.opto-system.co.jp

株式会社オプト・システム
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会
社
概
要

先輩社員の声

≪入社を決めた理由≫
元々、自分でモノを形に出来るような仕事がしたいと考えており、そんな中でクロイ電機を見つけま
した。会社説明会に参加し、有名な施設にも数多く納入実績があることを知りました。高いレベル
での試作から商品化まで一貫して製造出来る体制が整っており、ここで自分の力を付けていきたい
と感じました。
≪会社の魅力≫
どんなことでも上司に相談できる雰囲気が良いと感じています。自分ひとりでは解決できないことな
ど、各部門に協力できる先輩や同僚がいますので、安心して開発することができます。

（入社8年目　商品開発部　Kさん）

事業内容

照明器具（住宅用、施設・店舗用、屋外用）、照明調光装置、セキュリティ関連製品、住
宅用電気機械製品、各種部品（木、ガラス、板金、樹脂、集積回路）の研究･開発･製
造

特　　徴

クロイ電機は皆さんのご自宅にある照明器具やビルやマンションに設置されている非常灯・
誘導灯、舞台用の大型調光装置、ホテルのドアに取り付けられているカードキーの制御ユ
ニット等も扱っており、企画・設計から製造、品質管理に至るまで一貫して社内で行ってお
ります。大手家電メーカーのOEM取引先として日本を代表する施設にも弊社の商品が使
われています。近年では働き方改革にも力を入れており、時間外労働の削減や有休取得率
の向上の取り組み、奨学金を返済している社員のための手当等、社員一人一人が心身共
に健康で活き活きと働ける環境作りを進めています。

所在地/〒601-8121 
京都市南区上鳥羽大物町7番地 京都南ビル4階

TEL/ 075-555-0569   FAX/ 075-662-2177
URL/ http://www.kuroi.co.jp/

クロイ電機株式会社
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会
社
概
要

体験職種：全職種
（体験ではなく会社見学）

募集人数：分析技術者２名、ソフトウェア
技術者１名、電気設計１名

実施場所：所在地と同じ
参加条件：希望職種に関する知識のある方

受入時期：３月２日～３月２７日の間で応相談
応募方法：電話またはメールにて受付
問合せ先：TEL：075-693-9480　

メール：yamanishi@-sl.com
担 当 者：総務部　山西真由美

事業内容

当社は分析機器メーカーとして2001年に資本も社名も新たに設立した会社です。ガスクロ
マトグラフと有機元素分析装置を中心に各種分析機器の開発・設計・製造・販売・アフター
メンテナンスをしています。

特　　徴

「For the Customer」を合言葉に、お客様の要望に合わせたシステムを提案するのを得意
とし、他社にない魅力ある製品をお届けしています。また毎年いくつかの新技術で他社にな
い新製品を創出し、分析機器のオンリーワン企業を目指しています。平成26年には「京都
中小企業技術大賞」を、平成30年には「第30回　中小企業優秀新技術・新製品賞　
優良賞」をいただきました。会社はまだ少人数のため、和やかな雰囲気が自慢です。福利厚
生も充実。働きやすい環境が一番！約3ヶ月の研修期間を設ていますので安心して製品の
ことなど覚えてください。

所在地/〒601-8144 
京都市南区上鳥羽火打形町3番地1

TEL/ 075-693-9480   FAX/ 075-693-9490
URL/ http://j-sl.com/

株式会社ジェイ・サイエンス・ラボ
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会
社
概
要

インターンシップ情報

体験職種：工場見学、開発職の体験
募集人数：各回　約6名
実施場所：京都本社

（京都市南区久世中久町676：
  JR桂川駅より徒歩約10分）

参加条件：1 ～ 3回生
受入時期：2021年度卒向けインターンシップ

は2020.2月で終了、説明会は3

月より実施、決定次第マイナビに
アップしています。

応募方法：マイナビ2021にて「大興製作所」
で検索➡「説明会、セミナー」ぺー
ジよりご予約ください。

問合せ先：network@daico.co.jp
担 当 者：採用担当　藤田、須田

事業内容

「石英ガラス」という特殊素材の製造販売、製品開発をしています。普段では目にすること
のない産業用製品が主ですが、宇宙や分析・医療、光学、半導体などの多分野で、最先
端の研究開発を支えています。

特　　徴

みなさんもご存知の、小惑星探査機「はやぶさ」。この探査機が持ち帰った、小惑星の物質
サンプルを保管するための容器、ガラスシャーレは弊社が製作したものです。石英ガラスの
超高純度といった特性を活かし、JAXA様よりご依頼を受けて開発しました。
こういった事例を含め、私たちは様々な分野で活躍する石英ガラス製品に携わっています。
宇宙やサイエンスなど最先端の分野に関わることのできるワクワクが、私たちの仕事の醍醐
味だと感じています。
また、社内では「知恵の種制度」という誰でも新規開発品を提案できる制度があります。社
員皆が手をあげて発言できる、やりたいことは提案できる、自分次第で成長できる職場です。

所在地/〒601-8207 
京都市南区久世中久町676

TEL/ 075-933-4191   FAX/ 075-924-2288
URL/ https://daico.co.jp/

株式会社大興製作所
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会
社
概
要

若手社員からのメッセージ
自己分析・自己アピールは、自分に正直になることが大切です。「自分はどんな人間で、自己の長
所をこの会社で活かしたい」と言えるようになって下さい。仕事に対する能力だけでなく人間として
の内面的な部分など、思わぬところで評価されることもあります。また、専門分野に捉われず色々
な説明会に参加し、業務内容だけでなくその会社の雰囲気・社風を肌で感じ、 自分に合った会社
を探して下さい。直感も意外と侮れません。
インターンシップ情報
問合せ先：総務部（TEL：075-316-3284） 担当者：坂口

事業内容

「入れる、揃える、巻く、拡げる」といった技術に特化。
◎包装関連装置…小袋自動投入機など
◎コンバーティング関連機器…LPC、AIREX、UE
世界各国で営業活動を行っています。

特　　徴

当社は包装関連装置、コンバーティング関連機器。これらの製品群を通して、「グローバル・
ニッチ・トップ」を目指しています。 
仕事にマジメですが、社風は穏やかでアットホーム。若手社員と管理職の距離も近く、先輩
に気軽に相談できる風通しのよい職場です。
お花見、バーベキュー、御火焚祭、五山送り火鑑賞など、社内イベントが盛んで交流の場
がたくさんあります。「部署間を越えて付き合える」のも当社の魅力です。
地域の特性を生かして高い付加価値を創出していると評価され、地域経済をリードする「地
域未来牽引企業」にも選出されました。京都に根ざした知られざる優良企業です。

所在地/〒615-0082 
京都市右京区山ノ内赤山町1番地

TEL/ 075-316-3284   FAX/ 075-313-7595
URL/ http://www.mitsuhashi-corp.co.jp/

株式会社三橋製作所
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社
概
要

体験職種：販売
（先輩社員とのディスカッション）

募集人数：10名
実施場所：京都市内
参加条件：2021年新卒であること
受入時期：3 ～ 4月

応募方法：電話にてお申込ください。
問合せ先：075-415-1800
担 当 者：事業推進部 栗尾

事業内容

京料亭でご好評を得た品をベースに、ご家庭でも楽しんでいただける和のギフト「おもたせ」
として製造・商品化。京都をはじめ東京・大阪・名古屋の直営店や有名百貨店で販売。
自社製造の無農薬米など、食の安全へのこだわりも特色。料亭発祥の地（京丹後）に製
造拠点を設立し、地域貢献の意味も込めた取り組みを行っております。

特　　徴

人でしかできない食を人の手でつくり伝えたい、その想いこそ、和久傳の特徴です。社員教
育は、新入社員研修の他、オンデマンド研修などを取り入れております。また、福利厚生で
は産休、育休はもちろん、お子様が保育園、幼稚園、学童に通われている間、会社から手
当が支給されますので、子育て応援も積極的に行っております。

所在地/〒602-8482 
京都市上京区浄福寺通上立売上ル大黒町719

TEL/ 075-415-1800   FAX/ 075-415-1801

株式会社紫野和久傳
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会
社
概
要

＜2020年4月以降予定＞　
体験職種：総合職（事務・管理系）
募集人数：各回15名程度
実施場所：京都商工会議所
参加条件：大学生または修士の方

受入時期：2020年 8月～ 2021 年1月に
実施予定

応募方法：キャリタス就活にて応募
問合せ先：tel:075-341-9741

mail:soumu@kyo.or.jp
担 当 者：総務部 総務・人事課（採用担当）

事業内容

地域総合経済団体
○地域経済等の活性化、政策提言　○新産業創出の推進
○中小企業経営支援、創業・事業承継支援　○商業活性化・まちづくり支援
○人材育成　○国際ビジネス交流促進　○観光・京都ブランド振興等

特　　徴

京都には自社の強みや知恵を使った個性あふれる中小企業が数多くあります。
我々京都商工会議所では、そんなキラリと光る企業の魅力を引き出すため、幅広い事業を
企画・展開しています。
個別企業の経営サポートから京都全体の経済活性化に向けた事業の企画・実施まで職員
の業務は多岐にわたり、若いうちから京都の活性化に向けて幅広い分野で活躍できます。

所在地/〒600-8565 
京都市下京区四条通室町東入京都経済センター 7階

TEL/ 075-341-9741   FAX/ 075-341-9792
URL/ https://www.kyo.or.jp/kyoto/

京都商工会議所
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会
社
概
要

若手社員からのメッセージ

形のない物を一から作り上げていくためには、お客様のお店や商品への深いこだわりを理解し、良い提案に結び付けなければなり
ません。営業、デザイナー、プランナーで知恵を出し合い、お客様と何度も話し合い作り上げていくのは大変ですが、自分が手掛
けた商品が店頭に並ぶのを見ると達成感でいっぱいになります。提案のきっかけになる自由な発想を言葉に出来る方、一緒に意
見をぶつけ合いましょう！
本年度のインターンシップは未定。
問合せ先：075-253-0800  担当者：管理本部　総務部　松﨑　正直

事業内容

お客様の本質・価値を知り、その価値をエンドユーザーに伝え最大限に高めていくブランディ
ング＆プロモーションを軸とした、企画・デザインのご提供。
良きパートナーとして、お客様の「想い」を「カタチ」に！

特　　徴

「考えることと売ることは、人間に残された最後の仕事である」を創業の精神とし、自分の頭
で考え、デザインすることにこだわり続けて七十余年、お客様のファン作りのための知恵袋
でありたいと考えています。アウトプットは、パッケージ等の各種包装資材、店舗ディスプレ
イ、チラシ、カタログ、webサイトなど多岐に亘ります。
当社の財産は「人」。特に新入社員・若手社員の教育には力をいれ、基礎研修・ＯＪＴはも
とより、資格取得支援や書籍購入費支給などサポート体制も充実しています。また、手厚い
子育て支援など、働きやすい職場づくりのため、数々の制度を用意しています。

所在地/〒604-8162
京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634　カラスマプラザビル21・6F

TEL/ 075-253-0800   FAX/ 075-253-0910
URL/ https://www.lifedesign.co.jp

株式会社　第一紙行
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会
社
概
要

若手社員からのメッセージ

とにかく周りが気になると思います。自分だけうまくいかないんじゃないか、最後まで報われないん
じゃないか、など苦しい思いをする子もいると思います。
ですが納得できるまで挑戦し続けて欲しいです。新卒として入社するのは一度きりです。出会うこと
のできる同期もそのタイミングしかありません。
時には運命論を信じて、出会うべく会社に出会ってないだけだ…！と鼓舞してください。
そしてその努力が実り、内定が出たら周りに気を配ってください。まだ頑張っている人たちがたくさん
います。就活に限らず、自分と周囲を大切にしてください！

事業内容

音楽教室、カルチャーセンターの運営事業
ピアノ・管弦打楽器・楽譜等の楽譜販売事業
CD・DVD等のAVソフト販売事業

特　　徴

“単なる「楽器屋さん」ではありません…！”
私たちは京都を中心に全国へ、音楽関連事業を様々な切り口で皆様へお届けする企業です。

「“必要不可欠ではない音楽”はどのように今後必要とされていくのか」
そんな事をぜひ、一緒に考えてみませんか？
まだまだ自ら発見できていない「音楽文化」の魅力に多くの方々に気付いてもらうこと。
一人ひとりのお客様の暮らしの中に、「ゆとり・遊び」のこころをご提案すること。
お客様が学びの場を通じて成長を実感し、喜ぶ姿をもっとみたい！
ＪＥＵＧＩＡグループは創業以来、120年。
そんな変わらぬ想いをお届けしています。

所在地/〒604-8036 
京都市中京区三条通寺町東入石橋町11

TEL/ 075-255-1566   FAX/ 075-211-9501
URL/ http://www.jeugia.co.jp

株式会社 JEUGIA
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会
社
概
要

会社からのメッセージ

作る時代から守る（維持管理）の時代へ移行しつつある中、今まさに特殊高所技術を活用
した調査・点検の需要が増加しています。
人とは違うことをやってみたい！希少価値の高い、誇れる技術を習得したい！誰かの役にたつ
仕事をしたい！そう思った方は特殊高所技術者向きかもしれません。
是非、我が社に興味を持ってみて下さい！

事業内容

構造物の調査・点検等の業務
橋梁・水路構造物（ダム）・風力発電施設（風車）等の構造物の調査・点検・簡易補修
をおこないます

特　　徴

社名にもなっている、『特殊高所技術』とはロープ等の機材を活用して、橋梁、ダム、風車
等の近接困難な巨大構造物に安全に近接する技術です。

『特殊高所技術』は自社開発技術であり、産学官からなる有職者会議によって、比較対象
工法の足場より、安全性等を高く評価されています。社会インフラ維持管理業務は年々増
加しており、新技術を保有する当社は創業より毎年130％成長の躍進の企業です。
我々にしか出来ないこの技術で、インフラを守るという社会貢献に繋げ、共に幸せになる未
来を作っています。
＊地域未来牽引企業認定、ワーク・ライフ・バランス推進宣言企業認定、ユースエール認
定

所在地/〒601-8318 
京都市南区吉祥院三ノ宮町1

TEL/ 075-574-7077   FAX/ 075-574-7078
URL/ https://www.tokusyu-kousyo.co.jp/

株式会社特殊高所技術
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会
社
概
要

体験職種：未定
募集人数：未定
実施場所：未定
参加条件：未定
受入時期：未定
応募方法：未定

問合せ先：03-5732-5105
担 当 者：東京本社 人事部　中本

事業内容

■個人向け：クリーニング事業
〈一般家庭向けの衣料品等のクリーニング〉

■法人向け：リネンサプライ・ユニフォームレンタル事業
〈シーツやタオルなどのリネン品やユニフォームをクリーニング付きでレンタル〉

特　　徴

当社は今年で創業114年を迎えるクリーニング業界のパイオニアです。日本初のドライク
リーニングを開発してから、業界のリーディングカンパニーとしてお客さまの「きれい・気持ち
いい」のお手伝いをしています。また、私たちは個人向けのクリーニングという枠に留まらず、
ホテルや食品メーカー等にリネン品やユニフォームをクリーニング付きで貸し出す「法人向け
事業」も展開しています。関西では京都・大阪に拠点があり、京都支店は1945年の開設
から今日まで地域の皆さまにご愛顧いただいております。クリーニング業界って?何する??ど
んな仕事がある???まずは、ぜひ当社ブースまでお越しください。

所在地/〒601-8127
京都市南区上鳥羽北花名町13-2

TEL/ 075-662-2100   FAX/ 075-662-2106
URL/ http://www.hakuyosha.co.jp

株式会社 白洋舍 京都支店
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会
社
概
要

会社からのメッセージ

関西で働きたい、自分の知識や経験・技術を活かしたい、更にまたは新たに技術を身に付けたい、真面目で前向きに仕事に取
組める方は、是非一度当社の話を聞いてみていただき、当社について知って下さい。そして関西で37年、大手企業のパートナー
として歩んできた当社で一緒に頑張りましょう。2018年2月には京都烏丸に京都事業所を開設し京滋地区の企業開拓もどんど
ん進んでおり、京滋地区で働いていただけることと思います。
当日は、若くて元気で夢と希望にあふれた皆さんとお話しできるのを楽しみにしています。

事業内容

機械・電気・電子回路・情報処理・建築土木・研究解析など各種設計開発やＯＡ機器
操作（一般事務）の業務請負事業、人材派遣事業、有料職業紹介事業

特　　徴

弊社は創業以来37年間、兵庫・大阪・京都など関西や、関東の大手上場・上場系列
の企業と直接取引しており、企業常駐にて最先端技術に関われます。文系で技術の経験
が無くても、充実した社内研修で技術分野で活躍でき、将来的にステップアップとして取引
先大手企業への転籍の道もあります。
採用は、新卒・中途を問わず、文系・理系を問わず、正社員を通年で積極的に行っており、
また技術職だけでなく事務職も採用しています。
福利厚生面では、土日祝完全週休二日制で、夏季・年末年始、慶弔、年次有給休暇等
があり、年間休日数は122日前後です。また資格取得支援として受験費用の半額補助や
資格手当付与もあります。

所在地/〒604-8161 
京都市中京区烏丸通六角上ル饅頭屋町617　六角長谷ビル3階（京都営業所）

TEL/ 06-6341-8237   FAX/ 06-6341-3638（採用担当）
URL/ http://www.morabu.com

モラブ阪神工業株式会社



京都市わかもの就職支援セン
ターは、京都で働きたい人と京都
企業を結ぶサービスを提供してい
ます。企業の事を知りたい方、選
考に向けて書類添削や面接対策をしたい方に、個別カ
ウンセリングやセミナーを実施しています。場所はキャン
パスプラザ京都６階。利用は全て無料です。

◎個別カウンセリング　担当制。1回60分（京都以外の企業へ
就職希望の場合は30分）。進路相談、ES添削、面接対策な
ど、京都企業の採用状況に詳しいカウンセラーが丁寧に対応
します。

◎直接企業人と話せるセミナー　学生や求職者が直接企業を
知るセミナーを企画・実施します。

◎フリースペース　営業時間内はセンターを開放しています。自
主勉強や友達との就職相談など気軽にご利用ください。Wi-Fi
完備、充電OK

サービス内容 

TEL．075-746-5086
E-Mail : info@kyoto-wakamono.org
※カウンセリングやセミナー情報は
　HP（https：//kyoto-wakamono.org）をご参照ください。

連絡先

京都市わかもの就職支援センター

京都ジョブパーク学生就職センター
京都ジョブパーク学生就職センターでは、低回生のキャ
リア形成から卒業年次の就職活動まで、更には京都で
働きたい留学生の就職活動を総合的に支援する3つ
のコーナーを開設しています。インターンシップや就職を
考える学生の皆さん、お気軽にお立ち寄りください。
◎場所：京都市南区東九条下殿田町70　
　　　 京都テルサ西館3階京都ジョブパーク内

京都企業の情報収集に利用できる公共サービス

WEBサイト京都ジョブナビでは、「京のまち
企業訪問」ページで京都企業を紹介して
います。より就職活動に活かせるよう、各
企業の働き方改革に取り組む状況も掲載
しています。京都での就職を考えている人
に、まず見てほしいWEBサイトです。

◎3,700社以上の企業情報や特集記事を掲載
◎学生には探しにくい中小企業の魅力情報が豊富
◎働き易い職場環境作りに熱心な企業情報も掲載

◎京都の企業を知りたい
◎中小企業への就職に不安や悩みがある
◎社会人の仕事観や仕事のエピソードを知りたい

ポイント 

 こんなヒトにオススメ 

京都ジョブナビ

　最短１日から気軽に参加できる京
都企業でのインターンシップ・職場体
験を実施しています。「京都企業で働
きたい」、「インターンシップは未体験
で不安」、「どんな企業を選んだらよい
かわからない」。そんなあなたを、企業
にも、キャリア支援にも詳しいコーディ
ネーターがサポートします。

　京都新卒応援ハローワークと共同
で、留学生の方の日本での就職活動
を全面的にサポートします。応募書類
の書き方や面接対策、在留資格のこ
となど、困ったこと・わからないことがあ
れば何でもご相談ください。

　新卒応援ハローワークは大学等の
学生さんや卒業後３年以内の方の就
職を支援する専門のハローワークで
す。就職に関する相談、求人の紹介
から職場定着までをワンストップで支
援します。

インターンシップ事務局新卒応援ハローワーク 京の留学生支援センター



主 催京都商工会議所本冊子は2020年2月26日開催「知恵キラリ京の中小企業 企業・業界研究会」に出展した企業を掲載し、当日配布したものです。

【問合先】
京都商工会議所 会員部 雇用支援課
住所：京都市下京区四条通室町東入 

京都経済センター 7階
TEL：075-341-9763　
FAX：075-341-9795　
E-maｉl：jinzai@kyo.or.jp

企業・業界
京の中小企業

京で働き 京で暮らす！

知恵キラリ

研究会

ハンドブック




