
～京都の企業を支える　  「縁の下の力持ち」として130年～

京都の魅力をＰＲするための取り組みも行っています。
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京都企業と学生さんを繋ぐ
就業先を求める学生さんと採用意欲のあ
る京都の中堅・中小企業とのマッチングを
図ります。京都の企業にとって将来有望な
人材確保・育成を支援するため、「知恵キ
ラリ京の中小企業業界研究会」の開催
による企業と学生の出会いの場の創出や
「ジョブ･カード制度」の推進による就業者
のキャリア開発支援を行っています。

１２月には嵐山・３月には東山で
新たな夜の風物詩となることを
目指して行政・関係団体と「京
都・花灯路」事業に取り組んで
います。

観光振興 京都・花灯路
京都の歴史、文化、暮らしなど
幅広い切り口で京都通度を認
定する検定試験の実施により
“京都”を学ぶ機会の創出を
行っています。

文化振興 京都検定 和装振興 ファッション
カンタータ

京都の上品でみやびやかな和
装文化と有名ブランドによる洋
装文化との交流・融合を図り、
京都から日本の古き良き伝統を
広く情報発信しています。

ご興味のある方はキャリタス就活2019で「京都商工会議所」と検索！

他にも京都企業を様々なカタチで支援しています

京都商工会議所には、日々、多
種多様な経営の相談が寄せら
れます。
経営者の皆さんが課題を解決出
来るように支援を行っています。

経営相談
販路拡大を目指す京都の中小
企業を応援するため、逆商談会
の開催や国内外の展示会へ
の出展サポートなどを行ってい
ます。

販路開拓支援 人脈拡大支援
人と人との新たな繋がりが、新
たなビジネスチャンスとなります。
様々なテーマで交流会を開催
し、人脈拡大の場を創出してい
ます。

京都商工会議所は「商工会議所法」という法律に
より設立された京都市域最大の「地域総合経済
団体」です。大企業から中小・小規模企業等、約
12,000の会員企業の経営に関する様々な相談や
ビジネスチャンスを拡げるための事業など、幅広い
活動を行うことで産業経済面から京都を活性化す
る活動を展開しています。

京都商工会議所

【2019年春 京都経済センター（仮称）へ移転予定です。】

雇用・人材支援
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会社概要

事業内容

若手新入社員からメッセージ

インターンシップ情報

特　　徴

求める人材

会社概要

京滋ユアサ電機株式会社
所在地/〒600-8480   京都市下京区五条通堀川東入小

泉町113-1
TEL/075-352-7433 FAX/075-352-7488
URL/http://www.keijiyuasa.jp/

メディア事業部：  ドコモショップの運営／滋賀県内、京都市内に9店舗
  （NTTドコモの商品販売・保守・コンサルティング）
電 装 事 業 部： 自動車電装品の販売・取付・修理
  （デンソー認定サービスステーション）

京滋ユアサ電機は創業83年の会社ですが、時代に合わせて変化する力、
実行力を持った成長企業です。お客様だけでなく社員を大切にし、働きやす
さ改革にも積極的に取り組んでいます！

「人と関わる事が好き」「チームで動くことが好き」と思っている人を求めます。
今、理想像が明確でなくてもいいと考えています。仕事を通じていろいろな事
柄を経験し、成長していってください。

携帯ショップと聞くと、販売職のイメージを持つ方が多いと思います。しかし、
このお仕事は単なる販売ではありません。商品・サービス、使い方などあらゆ
るものを「提案」していくのが私たちのお仕事です。お客様に「あれ使ってみ
て良かったよ！」と言ってもらえるととても嬉しいです！
実際に仕事のイメージをするのは難しいものです。入社するとどんな仕事がで
きて、先輩たちはどんなやりがいを持って働いているのか、就職活動では是
非チェックしてみてくださいね。

体験職種：ドコモショップコンサルタント
募集人数：10名
実施場所：京滋ユアサ電機株式会社　本社（京都市下京区）
参加条件：特になし
受入時期：2018年2月17日（土）予定
応募方法：マイナビ2019・あさがくナビ2019にてエントリー下さい。
問合せ先：satomi_kishi@keijiyuasa.jp
担 当 者：採用担当　岸聡美
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会社概要

事業内容

若手新入社員からメッセージ

インターンシップ情報

求める人材

特　　徴

会社概要 所在地/〒600-8423   京都市下京区仏光寺通烏丸西入
釘隠町249

TEL/075-361-8251 FAX/075-341-6093
URL/http://www.keimei-shoji.com

高級呉服・帯地・和装用品・宝飾品の商品開発から「和」の文化を取り
入れたイベント企画もトータルにプロデュースする、和装ファッションの専門商
社です。

創業123年の商社だからこそ、高品質な商品提供による催事の企画提案
と販売フォローで、全国の得意先様から厚い信頼を得ています。新入社員に
は、入社後ビジネスマナー研修を実施します。

相手のニーズを正しく理解し適格に応じるためにコミュニケーション能力を磨
ける方、チャレンジ精神があり、リーダーシップを発揮し、将来的に組織の中
核を担う気持ちがある方を歓迎します。

就職活動中には少しでも興味のある業界や面白そうだと感じた企業の説明
会に進んで参加していました。その中でこれまでにない様々な刺激を受ける
会社に多く出会うことができました。私にとってはそのうちの1社が啓明商事
でした。元々着物には興味がありましたが、人物重視の選考が面白そうと感
じた事も理由の一つです。特に面接では自分の好きな事や何に興味を持っ
たかを存分に話したことを覚えています。入社時は着物の知識は無く不安で
したが、入社後のフォローや先輩の指導もあり、今では任せてもらえる仕事も
増えています。誰かの役に立っていると実感出来るのでとてもやりがいを感じ
ています。
ぜひ皆さんにもそんな会社を見つけてほしいと思います。

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：075-361-8251
担 当 者：人事課　採用担当者
※インターンシップをご希望の方は上記の電話番号にお問合せ下さい。

啓明商事株式会社
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会社概要

若手新入社員からメッセージ

インターンシップ情報

会社概要

事業内容

求める人材

特　　徴

所在地/〒604-0825   京都市中京区御所八幡町 240
京都ブラウニービル4階

TEL/０７５-２５４-３８６０ FAX/０７５-２５４-３８６２
URL/http://www.3284.net/

１．スポーツ用品の接客販売
２．スポーツ用品のインターネット販売
３．スポーツアパレルへのマーキングやウェア・スポーツ雑貨等への刺繍加工
４．スポーツイベントや関連催事等に利用出来るイベントスペースの貸し出しや運営
５．スポーツイベントの主催やサポート業務、景品協賛等

サッカーや野球等の競技スポーツ『Athletic』とヨガやジョギングなどの健康スポーツ『Wellness』の両立が大きな特
徴です。また、関西圏に集中出店することで、地域密着の品揃えやサービス、従業員の働きやすさを実現しています。
社員教育は階層別研修を充実させています。

社員信条として、『誠実、謙虚、そして正直、素直である。何事にも感謝の気持ちを持ち、常に基本に忠実で、初心を
忘れず誠心誠意つくします。』が掲げられています。当社の接客は常にお客様に親切、親身になってお買い物のサポー
ト役として、笑顔でご納得してお買上げいただけるように努めています。

接客業は、「お客様が喜ぶ姿を見て、自分もうれしくなれる！」というお仕事で
す。常にお客様に対して親切・親身になって一緒に商品をお選びすること
が、一番の仕事です。スポーツの経験がなくても大丈夫です。商品知識も
入社してから継続した勉強会が開催されますので、自然と身についてきます。
ショップの雰囲気もとても良く、社員さんは優しい方ばかりです。スポーツ用
品の販売や各種イベントを通じて、スポーツの良さや健康を喧伝することで、
社会貢献の一翼を担っていると自負しています。また、関西圏に集中的に出
店しているので、自宅から通勤しやすく、ショップが変っても社員寮もあって働
きやすさの環境は良いと思います。

体験職種：販売・レジ・物流（商品管理）
募集人数：各店によって異なります。（１～４名程度）
実施場所：各地区店舗対象
参加条件：特になし。
受入時期：大学の夏季休暇期間が主です。
応募方法：電話もしくはメールにて。
問合せ先：株式会社スポーツ館ミツハシ　管理部　総務（電話075-254-3860 ／メール ms1911@ms-grp.com）
担 当 者：高井

株式会社スポーツ館ミツハシ
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会社概要

事業内容

若手新入社員からメッセージ

インターンシップ情報

会社概要

特　　徴

求める人材

所在地/〒602-0011  京都市上京区室町通鞍馬口下る
森ノ木町462

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

市内の大型スーパーや百貨店14店舗にて鮮魚の販売をしております。西
浅はあくまでも鮮にこだわり続ける鮮魚の専門店として、それを生かした魚屋
の鮨や惣菜等の事業を展開しています。

「生き物である鮮魚」の品質を追求するなら、大手の規模や効率を優先する手法では不可能です。経験で品質を見極
め、感性で商品を作り、真心でお客様にお届けするという「商いの本質」を見失うことなく、それが文化としての魚食を
継承し、我々の仕事に人間らしさと尊厳を与えます。

旬や四季の移ろいと共に変化する商材に愉しさを憶える方。機械に取って代わられることがなく、人間の創意工夫を
存分に発揮できる仕事が好きな方。人々の食卓を「美味しさという感動」で幸せにしたいと思う方。経済最優先の風
潮に疑問を抱き、国民性の背景としての（食）文化復権に想いを馳せる方。

今年の4月に入社した新卒社員で、魚でいうと、稚魚といったところでしょうか。
「ゼロからのスタート」であり、調理経験のない自分でも覚えるまで根気よく教
えて頂き、今では総菜部門を任せてもらっています。覚える事は多いですが、
やりがいのある環境にとても愉しく取組んでいます！学生時代の友人と近況を
話してみても、「仕事が愉しくない」とか「労働時間が長すぎる」など、ネガティ
ブなコトバばかり聞こえてきますが、毎日の仕事そのものが愉しい自分にとっ
ては、この西浅で本当に良い仕事に巡り合えたなぁ、と幸せに思えます！自分
の努力の結果が目の前のお客様の喜びとしてすぐに反映されることも仕事の
醍醐味です！

体験職種：①職人体験コース　②店舗体験コース（職人体験コース終了後）
募集人数：1回3名程度
実施場所：西浅　五条店（イオンモール五条店内）
参加条件：会社説明会参加
受入時期：未定
応募方法：キャリタス2019からのエントリー、電話もしくはメールでも受け付
けます。
問合せ先：075-451-0125　人事部宛
担 当 者：佐藤　忍

株式会社西浅
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会社概要

事業内容

若手新入社員からメッセージ

インターンシップ情報

求める人材

特　　徴

会社概要 所在地/本社：〒601-8104  京都市南区上鳥羽角田町32番地
営業所：宇治、北、東、南丹、舞鶴、丹後、吹田、栗東、
大津、水口、彦根、長浜、名古屋、東京
TEL/０７５-671-1061　FAX/０７５-662-6577
URL/ http://www.nsmr.co.jp/

電設資材の総合卸商社として、暮らしに身近な照明や、エアコンのほか工
場・大型施設向けの大きな設備機器まで、あらゆるメーカーの商品群を扱っ
ています。

何よりも「人」が財産と考えています。お客様が担当者の「人」としての魅
力を買ってくださるからです。イベント多彩で、エレトピア、社内ソフトボール大
会、社員旅行、営業決起大会などです。

元気ハツラツな方、人と接するのが好きな方、チャレンジ精神旺盛な方、電
気に興味がある方、地元で働きたい方など

電設資材の商社ということから、人と電気、人と暮らしをつなぐお手伝いがで
きる大変働きがいのある仕事だと思います。また社内イベントが多いことも魅
力的で、年に2回の大規模な展示会をはじめソフトボール大会や社員旅行、
というように、社員間の交流を通しても仕事や日々のことについて、また社会
の厳しさなど、様々なことを学んでいける会社です。

体験職種：事務職、営業職
募集人数：40人
実施場所：本社
参加条件：大学3回生
受入時期：2月中～下旬
応募方法：リクナビ2019でエントリー
問合せ先：総務課　TEL　075-671-1061　またはホームページで
担 当 者：総務課　坂井正男

 ニシムラ株式会社
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会社概要

事業内容

若手新入社員からメッセージ

インターンシップ情報

求める人材

特　　徴

会社概要

株式会社増田医科器械
所在地/
〒612-8443   京都市伏見区竹田藁屋町50番地
TEL/075-623-7111 FAX/075-623-7131
URL/http://www.masudaika.co.jp

医療機関や研究施設を中心に、医療材料・機器をはじめ、理化学機器・
試薬などを販売。ドクターや研究所員からの高度なニーズに応え、日本が誇
る高い医療の質と安全を担っています。

201億円（2011年度）から332億円（2017年度）へと過去7年、実績
を伸ばし続けています。自由な座席で仕事のできるフリーアドレスの導入など
「働き方改革」にも取り組んでいます。

「医療に貢献したい」、「人の役に立ちたい」そんな熱いハートを持つ方を求
めています。医療知識や製品知識、営業スキルは入社後に身につきますの
で、これまでの知識や経験は問いません。

医療の知識がないことを不安に思っている方もいるかもしれませんが、何も心
配はありません。業務に関連する医療の知識は、入社後の研修で十分に学
べますし、先輩社員のしっかりしたフォローで着実に身につけられます。知識
を身につけることはもちろん大切ですが、同じく大切なのは何事にも「素直な
気持ち」で真摯に向き合い、お客様と信頼関係を築くことだと思います。医
療関係者から信頼を受け、医療に貢献できるということは、社会貢献度が高
い仕事であり、大きなやりがいとなっています。

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 075-623-7121
担 当 者：総務部総務課　藤井
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会社概要

事業内容

若手新入社員からメッセージ

会社概要

インターンシップ情報

求める人材

特　　徴

株式会社ビューティフルツアー
所在地/〒604-8437   京都市中京区西ノ京東中合町56 

パレット御池２F
TEL/075-823-3550（代）
URL/https://beautiful-tour.co.jp/

■ハネムーンオリジナルツアー「Ｄｕｏ（デュオ）」、「Ｗｉｔｈ（ウィズ）」の企画・販売 
■海外挙式の企画、販売　■会員向け国内外旅行の企画、販売 
■国内外の一般・法人・団体旅行の企画、販売
■インバウンド旅行の企画、販売　他社企画旅行の受託販売

◆心豊かな世界の実現をめざす、3つの事業領域 
　■ハネムーンに特化し、企画・対面販売にこだわる【笑顔創造事業】 
　■“社員いきいき、会社は元気”を徹底的にフォーカスする【元気創造事業】 
　■多様化する訪日客ニーズを捉え、文化交流の“架け橋”となる【インバウンド事業】

■ハネムーンの企画・営業（対面接客） 
　企画造成・仕入れ手配を行う「企画部門」　 
　ハネムーン販売を全国展開する「営業部門」

■法人営業 
　企業様の研修旅行、社員旅行の
　企画提案～受注施行までを行う部門 

年齢・キャリアに関わらず、実力のある人はどんどんステップアップ。
入社 3 年目・26 歳で営業所の立ち上げを任された男性もいます。ハ
ワイ、ヨーロッパ、アメリカなどハネムーンの行き先は様々です。お客
様のご要望に的確に応えるための勉強に終わりはありません。また、
法人営業の仕事は職員旅行や報奨旅行・研修旅行から個人旅行
まで多彩です。行先提案から添乗まで旅行のすべてお任せいただける、
とてもヤリガイのある仕事。人と人とのつながりの大切さを日々実感でき
ます。

詳細：未定
問合せ先：075－823－3550（代）
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会社概要

事業内容

若手新入社員からメッセージ

求める人材

特　　徴

インターンシップ情報

会社概要 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/

1930年に「ティハウス　リプトン」を創業。軽喫茶業態の他、「名代とんか
つ かつくら」「炭火串焼き 串くら」をはじめとする多業態を展開し、数多くの
お客様にご来店いただいています。

・休日104日導入：月8日、夏期休暇5日、冬期休暇3日　
・調理技術講習：技術の向上のために、料理学校の講師が指導　
・店長研修：数値マネジメントや利益を上げるための施策を学びます。

求める人物像は「食が好き」か「人と接することが好き」かどうか。接客はも
ちろん、スタッフとのコミュニケーションも必要です。食べ歩きが好きで、美味
しいお店をご存じな方、大歓迎です。

就活生にとって、大切なのは「これだけは自信がある」というぶれない芯を持
つこと。たとえ面接で難しい質問があっても、経験を具体的な言葉にすること
で乗り越える事ができます。私にはそんな誇れるような経験がない…と思って
いる学生さんがいるかもしれません。しかし、自分自身よく振り返ってみてくだ
さい。必ず、見つかるはずです。自分自身を見つめ直すことに時間を割くこと
は、企業探しと同じくらい重要なことだと思います。アルバイトや、サークルな
ど、ありきたりな内容でもかまいません。その経験のなか、何を得たのかを自
分の言葉で表現してください。

体験職種：企画開発体験（営業部担当者によるフィードバックあり）
募集人数：各回8名
実施場所：リプトン三条店二階会@議室
参加条件：食に興味のある方
受入時期：12月中旬～ 2月下旬
応募方法：弊社HPよりエントリー可能または、
 担当へメール送信
問合せ先：a.seto@fukunaga-tf.com 
　　　　  （075-221-0593）
 https://www.fukunaga-tf.com/recruitsite/index.html
担 当 者：総務部　瀬戸 朝世

株式会社フクナガ
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会社概要

事業内容

若手新入社員からメッセージ

特　　徴

求める人材

インターンシップ情報

会社概要 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 FAX/075-353-1086
URL/http://www.wat-2006.jp/

◎システムソリューション（システム設計開発／ ITコンサルティング等）
◎クラウドサービス（ECサイト運用・構築等）
◎フードサプライ(総合食品卸売販売／ PB商品の開発・販売等）

先輩社員の指導のもと計画的に仕事を進める力など社会人の基礎力が身に
つきます。結果、事前に休みの調整が組み易くなり、プライベートもより充実
できます。
また福利厚生の一例として、資格取得支援制度による社員のスキルアップ
支援や、誕生月にはささやかなプレゼントをお贈りしています。

◎自分から人に関われる方　◎やり始めた事をやり通せる責任感のある方
◎積極的に新しいことに挑戦できる方

【若手社員からメッセージ】
やりがいの一つは成長を実感できたことです。仕事から得た経験、知識が次
の仕事で活かせたり、後輩へのアドバイスもうまくできたりしました。最初は覚え
る事が多いけど、一緒に成長していきましょう。

【採用担当からメッセージ】
2月のインターンシップは「1day」で実施します。業界を知る手段として活用しては如何でしょうか。社会へ出ることに
不安があると思いますが、社会へ出ることが楽しみと思える時間にしていきましょう。
少人数制ですので気兼ねのない雰囲気でご参加いただけます。皆さんとお話できることを楽しみにしております。

体験職種：ソフトウェアエンジニア／システムエンジニア／総合職
実習内容：  【業界説明】「IT企業って何しているの？」疑問にお応えします。 【職種説明】業界の職種とキャ

リアパスをご説明します。 【仕事の進め方】様々な職種（専門職や総合職など）の仕事の進め方
をご説明します。 【社員との座談会】質問をどんどんして下さい。「文系でもやっていけるの？」
実際の声が聴けるチャンスです。 【お食事会】インターンシップ終了後にお食事会を準備して
おります。

募集人数：1回あたり10名
実施場所：京都本社
参加条件：高専、専門、短大、大学、大学院に在学の方
受入時期：  ①2018年2月5日（月）午後　②2月6日（火）午後　③2月14日（水）午後　④2月22日（木）

午前　⑤2月23日（金）午前　⑥2月27日（火）午前　※午前開催は「9:30 ～ 12:00」、午後開
催は「14:30 ～ 17:00」となります。

応募期間：2018年1月31日まで
応募方法：■弊社ホームページよりエントリーください■
問合せ先：075-353-1085
担 当 者：平岡

株式会社ウェルアソシエイツ
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会社概要

事業内容

若手新入社員からメッセージ

会社概要

特　　徴

求める人材

インターンシップ情報

株式会社京都新聞ＣＯＭ

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://www.kyoto-np.co.jp/jinji/comannai/

言論・報道活動を中心としたあらゆる事業を通じて、京都・滋賀の活性化に
貢献するとともに、京都新聞グループの一員として経営のさらなる効率化をは
かり、新聞事業以外の新たな収益源を確保して、新聞事業をサポートしてい
くという大きな使命が与えられています。

部門を超えた社員のつながりを生みだし、既存業務の課題解決や新規ビジ
ネスの創発意欲の向上などに結びつけるため、社外の講師を招いたワーク
ショップや勉強会などを随時実施しています。

既成概念にとらわれず、常に新しいことにチャレンジする意欲が不可欠です。
チャレンジするということには、おもしろさとともに困難も伴います。与えられた
課題は何があってもやり遂げるという強い責任感を持った方の応募をお待ち
しています。

京都新聞ＣＯＭは京都新聞に関する営業・事務系業務を担う会社ですが、
その業務は多岐にわたっています。時には所属する部署の垣根を越えて仕事
をする事もありますし、色 な々事にチャレンジできる会社だと私は感じています。
京都新聞を読んだことのない人、読むのをやめてしまった人、そんな人達を
振り向かせるために出来ることが、きっとまだまだあります。そのため入社を
希望される皆さんには、「京都新聞を使ってやりたい事」を持っていて欲し
いと思います。皆さんの夢を一緒に実現できる日が来る事を、心から楽しみ
にしています！

平成26年入社　築山紗季（販売局販売部）

体験職種：販売局、営業局、事業局
募集人数：各局に５人ずつ、計１５名
実施場所：京都新聞ＣＯＭ本社ほか
参加条件：２０１９年３月末卒業および修了予定の大学生、大学院生
受入時期：１月から３月までの間、いずれもワンデイ形式で実施
応募方法：  まずメールでエントリーをいただきます。エントリー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。

応募いただいた方から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：京都新聞ＣＯＭ　総合管理局経営管理部　com-kanribu2@mb.kyoto-np.co.jp
担 当 者：片平　
エントリー方法：  メール（あて先：com-kanribu2@mb.kyoto-np.co.jp）に「インターンシップ案内希望」「学校名・学年」「氏名」

「メールアドレス」を記入してお送りください。実施予定が決まりましたらご案内を送信させていただきます。
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事業内容

若手新入社員からメッセージ

求める人材

特　　徴

会社概要

インターンシップ情報

特　　徴

所在地/〒604-0857 京都市中京区烏丸通二条上ル東側
TEL/075-212-5590 FAX/075-212-5595
URL/www.shoyeido.co.jp

薫香類(線香・焼香・練香・匂い袋)の製造販売。原料・製造・品質管理・
販売・香文化の普及活動にこだわって活動しています。

仕事は人生の大部分をつぎ込むものです。ステイタスにとらわれるのではな
く、自分のしたいことを突き詰めて、楽しいと思える仕事につくべきだと考えて
います。会社の人とのやり取りの中で、素の自分で話ができたかどうかも判断
のひとつになると思います。お互いに素直な状態で会話ができれば自然と縁
がつながっていくのではないでしょうか。焦らず、多角的に判断して自分が輝
ける場所を探してください。（入社6年目 製造部社員）

①体験職種：製造・研究
　募集人数：15名
　実施場所：松栄堂 京都本店
　参加条件：製造・生産管理・研究開発に興味がある学生
　受入時期：2018年2月15日

②体験職種：商品企画
　募集人数：15名
　実施場所：松栄堂 京都本店・リスン京都
　参加条件：芸術系大学生
　受入時期：2018年2月22日

応募方法：マイナビよりエントリー
問合せ先：人材開発室 075-212-5591 jinji-2019@shoyeido.co.jp
担 当 者：石山

株式会社 松栄堂

お香の製造から直営店舗での販売までのすべてを担っています。直接エンド
ユーザーのみなさまとコミュニケーションをとり、お客様のニーズを直接ものづ
くりに生かせる環境があります。

・明るい人　・誠実な人
・前向きにチャレンジできる人
・香りに興味がある人
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会社概要

事業内容

若手新入社員からメッセージ

インターンシップ情報

求める人材

特　　徴

所在地/〒603-8487 京都市北区大北山原谷乾町30-80
TEL/075-461-7333 FAX/075-461-6570
URL/http://www.daito-engineers.co.jp

・半導体および各種自動製造装置用の高精密部品の製作
・医療機器、航空機、環境分野等用の高精密部品の製作
・開発試作品の設計および加工相談と製作
・金型および治具製作、その他

「高精度を出すための細かな技術の積み重ねと、新たなことに挑戦できる環
境が、大東技研の魅力です。モノづくりの楽しさと、人としても成長できる楽
しさを感じながら、一流のエンジニアを目指せる会社です」「自分のレベルを
自身でここまでと決めてしまうと成長がないですが、モノづくりはそれを高みへ
成長させてくれるものと感じています。私たちの仕事は花形ではありませんが、
私たちの技術がなければ、いま普及している便利な機器類は製造できません
から、快適な生活と社会を支える縁の下の力持ちだという誇りがあります」

体験職種： ①精密金属製作エンジニア（放電・研削・切削）
 ②精密金属検査（品質管理）
 *工場見学・先輩社員との交流　＊簡単な作業体験
募集人数：1 ～ 2名/日
実施場所：〒603-8487 京都市北区大北山原谷乾町30-80
参加条件：特になし
受入時期：随時
応募方法：お電話またはメールにてお申し込みください
問合せ先：t.okamoto@daito-engineers.co.jp
担 当 者：代表取締役社長　岡本珠希

株式会社大東技研

超精密金属部品加工のスペシャリストとして、どんな複雑かつ高度な製品も実現させる技術力が誇りです。
分業体制ではなくすべて一人で行う一人一貫体制を取り、専門性の高いエンジニアを養成。
工場とは思えない綺麗で清潔な、環境と健康にも配慮した職場で、平均年齢29歳の社員が活躍する会社です。

モノづくりが大好きで、技術には終わりがないという、その奥深い世界に強く魅力を感じ、スペシャリストを目指したい方。
文系・理系は問いませんが、手先が器用で、好奇心旺盛・研究熱心な方。
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会社概要

事業内容

若手新入社員からメッセージ

インターンシップ情報

求める人材

特　　徴

所在地/〒601-8461 京都市南区唐橋門脇町23-2
TEL/075-691-5819(代) FAX/075-681-7109
URL/http://nagahama-f.com

精密機械の部品加工及び組立

常によい職場環境づくりとして５S-5T活動を行っています。
また、最近第二工場を新築し、きれいで明るい職場になりました。
職場の雰囲気は生産増況で活況があり、街中の製造業のモデルケースとし
て全国から脚光を浴びています。「あくなき挑戦」と「創造」が弊社のキャッチ
コピーです。

中小企業ですので社長との距離が近く、好きな仕事を選ぶことが出来ます。
そのような環境ですので、やる気を持ち常に考えて仕事の遂行が出来る人、
元気で明るく前向きな人が望ましいです。

・先ずは会社訪問にて職場と環境を見てください。また経営者が将来の夢を
持っているはずですので聞き出してください。小企業で大きく自分を伸ばすの
も選択の一つと考えてください。
・若手社員がたくさんおり、職場にひび活気があります。やる気があれば、様々
なことに挑戦でき、しかもアットホームの文化がある社風です。

体験職種：機械加工の補助仕事、検査係の補助仕事
実施場所：本社工場
参加条件：特になし
受入時期：就職時期※随時希望者がいれば実施しています。
応募方法：総務課まで電話
問合せ先：075-691-5819(代)
担 当 者：立入まで

株式会社長濱製作所
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事業内容

若手新入社員からメッセージ

会社概要

インターンシップ情報

求める人材

特　　徴

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/

「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。

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、当社
は「グローバル・ニッチ・トップ」を目指しています。 
社員研修も体系化したプログラムに従い実施しています。

主体性…指示待ちではなく、自らやることを見つけられる人
創造力…既存の発想にとらわれず、新しい解決方法を考えられる人
柔軟性…自分のやり方に固執せず、相手の意見や立場を尊重できる人

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くださ
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、専門分野にとらわれず色々な会社説明
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、 本
当に自分に合った会社を探してください。直感も意外と侮れません。 

体験職種： 未定
募集人数： 未定
実施場所： 本社・本社工場
参加条件： 未定
受入時期： 未定
応募方法： 未定
問合せ先： 本社総務部（TEL075-316-3284)
担 当 者： 坂口

 株式会社三橋製作所
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事業内容

若手新入社員からメッセージ

会社概要

インターンシップ情報

求める人材

特　　徴

所在地/〒615-0073 京都市右京区山ノ内荒木町7-58
TEL/075-882-5900 FAX/075-881-8885
URL/http://l-housing.co.jp/

新築分譲住宅の設計・施工・販売をメインに、リフォームや賃貸といった、「住
まい」に関することには全てお応え出来る会社です。

新築分譲住宅を、土地の取得から販売後のアフターサービスまで全てを行う
一貫体制が、お客様の安心や信頼に繋がっています。家づくりだけでなく、
街づくりにも取り組んでいる会社です。
また、働く社員の事も大切にしており、リフレッシュ休暇取得やノー残業デー
の実施といった、福利厚生の面も充実しています。

・明るく元気で素直な人
・自分で考えて行動が出来る人

就職活動お疲れ様です。
まだ解禁前ということで本格的な企業説明会はまだだと思いますが、今日この場に足を運んでくださったということは、
参加していない他の学生より一歩も二歩も前に進んでいると思います。
私も数年前に就職活動をしていましたが、何社も足を運んで面接を受けてという日々は正直大変でした。しかし、今に
なって思えば色々な会社を見る良い機会だったと思いますし、採用担当の社員としてその時の経験を学生の皆さんに
お話しする事も出来るので、自分の人生経験においてプラスになっていると感じています。
就職活動をしていく中で壁にぶつかる事もあると思いますが、ご自身に合った企業に出会える事を願っています。

体験職種：住宅営業
募集人数：若干名
実施場所：エルハウジング本社
参加条件：特になし
受入時期：未定
応募方法：リクナビ2019からエントリーしてください
問合せ先：075-882-5900
担 当 者：末富、寺川

株式会社エルハウジング
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事業内容

若手新入社員からメッセージ

インターンシップ情報

求める人材

特　　徴

会社概要

コトスタイル株式会社
所在地/
〒600-8494 京都市下京区傘鉾町54光月堂ビル2F
TEL/075-241-6001 FAX/075-241-6002
URL/http://www.kotostyle.co.jp

飲食店や美容室といった主に個人の出店希望者様にテナント物件の紹介か
ら店舗のデザイン・施工まで、ワンストップでサポートする事業を行っています。
お店づくりを通じて京都のオモシロイ場所を広げます。

通常、不動産会社や設計事務所等、複数の専門業者に依頼して行う出店
準備をワンストップで提供できるサービスは弊社独自の特徴であり、創業時よ
り多くの出店者様から好評を頂いております。

お客様である出店希望者様の想いをカタチにする為に不動産会社や職人
さん等様々な専門職の方 と々連携してプロジェクトを進めます。その為、プロ
ジェクトリーダーとしてのディレクション力が高く求められます。

4年制大学の建築学科を卒業後、2016年4月に新卒で入社しました。コト
スタイルは、お店を開業予定のお客様と現場の職人さんとの間に立って、機
能性やデザイン、施工面の問題を解決し、お客様の想いをカタチにしていく
お仕事です。難しさもありますが、常に学ぶ事が多く、とても面白いお仕事で
す。また、現在6人態勢でまだまだ少人数なので、入社後すぐに大きな仕事
を任せてもらえる環境になっています。新しいことにチャレンジするのが好きな
人は、ぜひ一度応募してみてください！

体験職種：プランナー及び営業アシスタント
募集人数：未定
実施場所：本社
参加条件：未定
受入時期：随時（応募状況によって変更になるかもしれません。）
応募方法：ホームページより
問合せ先：075-241-6001
担 当 者：穴澤（アナザワ）
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会社概要

事業内容

若手新入社員からメッセージ

インターンシップ情報

特　　徴

求める人材

所在地/〒603-8165 京都市北区紫野西御所田町9-1
TEL/075-431-0669 FAX/075-441-1439
URL/https://flat-a.co.jp

□お客様が希望される賃貸物件の紹介・案内・契約及び住まいの提案
□オーナー様が所有する賃貸物件の管理・活用提案・資産運用の提案
□マンスリー事業、京町家旅館・簡易宿泊所の運営・管理
□建築・リフォーム事業
□不動産売買の仲介

地域に根付いて43年。
単なる不動産会社ではなく、まちづくりに貢献できる企業を目指しています。
□これからの1000年を紡ぐ企業認定　□知恵ビジネスプランコンテスト認定
□社員旅行の実施（毎年6月頃）

「まちづくり」に興味のある学生

「面白い不動産屋があるよ、と教えてもらい応募しました。面接で話しやすい空気だったことと、地元に密着し
ている企業であること、そして何よりアットホームな会社の雰囲気に惹かれて入社を決めました」

「当社はひとりに課せられるノルマはありません。店舗単位で今年は何件と目標を立てて、みんなでこれを達成
しようというスタイルです。自分たちで目標を決めることで、それぞれに責任感が生まれます。自分勝手になら
ないところがいいと思います。私のようにサッカーや団体スポーツをやってきた人にはこの考えはしっくりくるの
ではないでしょうか」

体験職種：会社概要・事業・仕事内容の紹介、グループワーク、社内の見学など
募集人数：2 ～ 3名
実施場所：本社（京都市北区紫野西御所田町9-1）
参加条件：学生
受入時期：6月～ 11月
応募方法：メールもしくは電話
問合せ先：075-431-0669　k-nakagawa@flat-a.co.jp
担 当 者：中川桂一

株式会社フラットエージェンシー
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インターンシップ情報

若手新入社員からメッセージ

求める人材

特　　徴

事業内容

会社概要

T-PLUS/ 為国印刷株式会社

所在地/〒604-8457 京都市中京区西ﾉ京馬代町6-16
TEL/075-462-7889 FAX/075-464-3923
URL/http://www.t-plus-promo.com

○商 業 印 刷 物：ポスター・カタログ・パンフレット　
○出 版 印 刷 物：広報紙・機関誌・学術書・記念誌・電子書籍　
○プロモーション：  Webサイト構築・動画コンテンツ作成・イベント促進運営・

企業ブランディング

京都において1929年の創業以来、学術、医療に関する印刷物を手がけ、文化的要素を大切にしながら高品質で確
かな印刷物をご提供することが当社の使命として歩んできました。印刷で培った伝えたい情報を「わかりやすく」「読み
やすく」「心に残るもの」を表現できるノウハウをお客様ニーズと時代に即応したweb等のアウトプットや総合ブランディ
ングを提案しています。

広告業界のプロを目指し自由に動けるステージがあります。印刷？広告？デザイン？みんな最初はそうでした。アイデアと
情熱がある方、私たち共に成長していきましょう！

■ 広告や印刷の業界は特殊な知識が必要になってきますが、諸先輩方が
しっかりと指導してくれるので心配はいりません。一度覚えてしまえば専門的
な知識は生涯自分の強みに必ずなるはずです。
大手のような教育カリキュラムはありませんが、結果としてそれが社員一人一
人のリーダーシップを形成しているように思います。誰か一人がリーダーシップ
を取るのでは無く、皆が同じ目的意識をもち、それに向かってパートナーシップ
を取っていくことが大切です。だから入社される方にまず求められるのは「誠
実さ」と「建設的な思考」ではないかと考えます。

■ 印刷の仕事はただのルーティン作業ではなく、店先や街中で見かけるポス
ターやパンフレット、ノベルティをお客様のご希望を聞きながら提案して一緒
に作っていく企画に近いお仕事です。
よく耳にするある会社や学校、かの有名な人気店などの取引先もあるので、自
分たちがその発展の一員として携われることに誇りとやりがいを感じています。
また、60年以上の実績のある会社なので仕事の体制が整っており、社内の
雰囲気も良好で、協力し合える環境です。
私も転職活動を何回かしましたが、やはり仕事のやりがいと良好な職場環境
が入社を決め、長く働ける理由になります。そんな弊社の話を一度聞いてみ
てくださいね！

詳細：未定　お問合せ：０７５－４６２－７８８９　担当者：大槻

T A M E K U N I

プラスからはじまる。



20

会社概要

事業内容

若手新入社員からメッセージ

会社概要

インターンシップ情報

求める人材

特　　徴

株式会社淡交社

所在地/〒603-8588 京都市北区堀川通鞍馬口上ル
TEL/075-432-5155 FAX/075-432-0273
URL/www.tankosha.co.jp

●  茶道月刊誌『淡交』『なごみ』『淡交テキスト』並びに『淡交別冊』、茶道
専門図書、美術図書その他、出版販売

●陶磁器・室内装飾品、服飾雑貨品の企画、製作、販売 
●  茶室、茶庭、並びに数寄屋建築の設計、施工、その他什器、家具等の

デザイン、製作
●文化教室・ツアー・イベントの企画、開催

茶道専門書を中心として、京都や伝統文化・工芸などの分野に業務を集中させてきました。これらの分野での専門性、
独自性は他社に追随を許さないものがあると自負しています。
また、新入社員は最低1年間の茶道研修（お茶のお稽古）を受けていただき、茶道の基本を身につけていただきます。

茶道経験・知識の有無に関わらず「日本文化全般」に興味があり、書籍だけでなく物品や文化講座、電子情報など、
「様々な形で文化を発信していきたい」という意欲のある方を当社は歓迎しています。

実際のところ、就職活動は最終的に「ご縁」の要素が強いのかもしれません。入社してからも、部署やデスクによって、
働く環境は大きく変わります。だからといって、運に任せ、思考を止めてしまうのは、なんだか悔しい。自分の生きていく
場所は、自分で決める。GOODな「ご縁」を自分に手ぐり寄せるための努力は必ずできます。私も、京都で働き、京都
で暮らすことを目標に就職活動を致しました。お会いできるのを楽しみにしております。

体験職種：1day インターンシップ 「“日本文化”の魅力って…」
   ～編集部（書籍・雑誌）や文化事業部（ツアー立案など）での仕事内容をグループワークを通して体験し

ていただきます。
募集人数：20名程度
実施場所：株式会社淡交社 本社ビル(京都市北区）
参加条件：4年制大学生・大学院生　　全学部全学科対象
受入時期：2月19日予定（実施日数1日）
応募方法：応募締切日 = 2018年2月18日
 (1) マイナビよりエントリーをお願いします。
 (2) 日程が決まり次第、エントリーした方に当方よりメールで詳細をご連絡いたします。
 (3) 詳細内容をご確認後、ご希望の日程に改めてエントリーをお願いします。
 (4) インターンシップ参加
問合せ先：株式会社淡交社
              〒603-8588 京都市北区堀川通鞍馬口上ル 
              TEL: 075-432-5155
担 当 者：インターンシップ担当
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会社概要

事業内容

若手新入社員からメッセージ

求める人材

特　　徴

会社概要

インターンシップ情報

株式会社プラスワン
所在地/〒604-8175 京都市中京区円福寺町338

樋口・進和ビル6F
TEL/075-251-2301 FAX/075-251-2302
URL/https://www.plus1-one.co.jp/ 

私たちは、お客様企業のお悩みをインターネットを使って解決する会社です。
素晴らしい技術や商品があるのに、集客で苦戦して、必要としている方に届
けられていない。そんな企業をお助けします。

当社は2010年創業の若い会社。全員が自らの意志で行動し、力を合わせ
ることで成長してきました。「1人1人、みんなが主役」そんな社風が我々の
強みです。少し変わった福利厚生も必見です。

知識もスキルも要らない。必要なのは、言い訳しない、ごまかさない、真っすぐ
な気持ち。
素直な心で新しいことに果敢に挑戦し、失敗も踏み台にして前進できる方を
お待ちしています！

私がお伝えしたいことは「多くの業界を見て欲しい」ということです。
私は就職活動中、やりたいことが見つかりませんでした。そんな中、偶然参加
した合同説明会で、偶然IT業界のブースに立ち寄り、偶然プラスワンと出
会いました。
話を聞いているうちに「この会社なら、これからやりたいことが見つかるんじゃ
ないか」「夢が見つかったとき、その夢を叶えられるんじゃないか」と感じました。
業界を絞っていたら、きっと出会うことはなかったと思います。
だから皆さんも業界を絞りすぎず、多くの企業に触れて欲しいと思います。その
中の1つに当社が入っていると嬉しいです。（17卒・WEBディレクター・女性）

≪予定≫
体験職種：WEBコンサルタント、WEBディレクター
募集人数：10 ～ 15名
実施場所：烏丸御池
参加条件：2019年3月卒業見込みの方
受入時期：2018年1月以降
応募方法：リクナビ2019の応募フォームよりエントリーください
問合せ先：recruit@plus1-one.co.jp
担 当 者：竹下
※実施内容は変更になることがあります。募集内容につきましてはリクナビ
2019に随時更新予定です。




