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安心ライフ株式会社
会社概要

所在地 〒 612-8464

京都市伏見区中島前山町 55-2



インターンシップ情報
体験職種：総合職（営業）

ＴＥＬ：（075）602-3288 FAX：
（075）602-3382
ＵＲＬ：http://www.ansin-s.co.jp

募集人数：若干名
実施場所：本社よりスタート

事業内容

福祉用具のレンタル・販売、高齢者・障がい者専門住宅改修工事（リフォーム）
リハビリデイサービス(「安心プラス」「安心プラス下三栖」
)、早期認知症予防トレーニ
ング（「安心BBリハ京町」）
特徴・PR

私たちがお客様に提供するもの、それは｢安心｣です。
社会貢献性が高い仕事であり、高齢者や障害を持つ方の自立支援が安心ライフの役割で
す。また、お客様が今より少しでも楽しく、幸せに、快適に、日々の生活を送っていた
だけることが当社の喜びです。入社時に、福祉業界に精通している方はほぼいません。
当社ではゼロの知識をイチにするところから、頑張るあなたを応援します！福祉用具の
知識・技術はもちろん、医療や介護、ビジネススキルなど、さまざまな内容でお客様の
ニーズに応えられる力を養うことができます。また、お客様に「ありがとう」と言って
もらうためには、日々の感謝に気づくことが大切だという考えで、社員同士で感謝の言
葉をカードに書く「サンクスカード」を実施するなど、アットホームな雰囲気です。

参加条件：22 卒予定
受入時期：ご希望に合わせて調整します。
応募方法：電話またはメール
問合せ先：075-602-3288/
nakayama@ansin-l.jp
担 当 者：総務部



中山 祥子

彌榮自動車株式会社
会社概要

所在地 〒 615-0047

京都市右京区西院六反田町 10 番地



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

事業内容

創業以来 100 年余、京都市内を中心にタクシー・ハイヤー業、不動産事業を展開、そ
のほか関係会社を通じ観光バス、路線バス事業、自動車ディーラー事業等、7業種 17
社の「ヤサカグループ」基幹会社として地域社会を支え続けています。
特徴・PR

創業以来、数々の困難を乗り越えながら「総合輸送サービス業」として業態を拡大させ、
現在では京都有数の安定企業として各方面から評価いただいています。基幹事業である
タクシー事業はAIや自動運転、利用者と従業員の価値観の変化に伴う急激な変化の
真っ最中です。従来のように「単純送迎ができればOK」ではなく、数々のデジタル技

インターンシップ情報
体験職種：観光プロフェッショナルドライバー
募集人数：若干名
実施場所：京都市内
参加条件：特になし
受入時期：2021 年 2 月下旬（社会状況
に伴い変更となる可能性もあ
ります）
応募方法：インターネット上での受付
問合せ先：彌榮自動車株式会社 人事部
担 当 者：採用担当者

術を駆使しながら「ドライバーからアテンダー」への変化に向かう最中です。そしてコ
ロナ禍であっても変化を求め「今だからこそ京都企業として地元にどのようなことで貢
献できるか」ということを日々追い求めるとともに、従業員にも安心してもらうために
数々の取り組みを行っています。みなさんにはコロナ後における次世代のヤサカを一緒
に創っていただきたいと考えています！
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株式会社イノブン
会社概要

所在地 〒 600-8002

京都市下京区四条通寺町東入ル御旅町 26



インターンシップ情報
インターンシップは行う方向ですが現在
は未定です。

ＴＥＬ：075-221-0854（代）〈本社総務直：050-3356-2796〉
FAX：075-211-0030 ＵＲＬ：www.inobun.co.jp

事業内容

１８１４ 年創業のイノブンは現在「健康で夢ある楽しい生活シーンを提供する」を使命と
して、生活雑貨小売店舗を京都、大阪、滋賀、奈良の４府県に １５ 店舗とオンラインショッ
プを経営しています。住宅リフォーム事業も手掛けています。

問合せ先：イノブン 本社総務
MAIL：go@inobun.co.jp



担 当 者：藤原 昌男、廣野 双之

特徴・PR

弊社の特徴は効率重視の大型店舗にはない、それぞれの個性や地域性を活かす店舗づく
りを行っています。そのため、全員が仕入れから接客販売、ディスプレイなど売場づく
りに係っています。この経営方針が顧客のニーズに合致したサービスを継続的に提供し、
「顧客」「スタッフ」「地域・社会」から愛される経営を実現していると評価され、平成
２４ 年度には経済産業省選定「おもてなし企業選」（全国 ５０ 社）に選定されています。
また、社員がいきいき、のびのび働いているという外部機関の社員アンケートの評価に
より、第２回ホワイト企業大賞のチャレンジ賞にも選出されています。住宅リフォーム
事業はイノブンがデザインするハウスメーカーでもなく工務店でもない新しいお家づく
りを提案しています。

近江屋ロープ株式会社
会社概要

所在地 〒 600-8310

京都市下京区七条通西洞院東入夷之町 689 番地



ＴＥＬ：（075）361-2301 FAX：
（075）371-6816
ＵＲＬ：https://www.ohmirope.co.jp

事業内容

ロープ・産業資材・物流機材の販売、物流設備の設置工事、獣害防止ネットシステムの
開発、農林機械・農業機械・植物用フェンスの販売
特徴・PR

当社は江戸時代末期である 1805 年前後に創業。初代近江屋藤助が近江の国である堅田
から京にのぼり、麻糸や麻縄、綿布の商いを行ったのが始まりでした。現在では「ロープ」
や「ネット」に関係する産業用資材の販売を行いながら、時代のニーズに対応する機械
工具、林業用機械、獣害防止ネットシステムなどの販売・開発を推進。代々受け継がれ
てきた技術を強みとし、さまざまな事業を展開してきました。次なる 100 年・200 年
先の経営を目指すためにも、「安全・省力・環境緑化」をテーマに掲げながら事業活動
を促進させ、お客さまの環境づくりをご支援したいと考えています。
当社では現在、約 35 名の社員が働いています。平均勤続年数は 15 年以上と長く、年
齢も 20 代から 70 代まで幅広い年代の社員が活躍しています。
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インターンシップ情報
体験職種：営業職・事務職
募集人数：10 名程度
実施場所：近江屋ロープ株式会社 本社
参加条件：全学部全学科
受入時期：2月 24 日（水）

応募方法：マ イナビよりエントリー後、
メールアドレスもしくは電話
にて受付
問合せ先：Ｔ Ｅ Ｌ：（075）361-2301 
MAIL：t-kiriyama@ohmirope.co.jp
担当者：桐山・中村

株式会社奥田商店
会社概要

所在地 〒 607-8482



京都市山科区北花山大林町 64

インターンシップ情報
インターンシップは開催予定ですが、新
型コロナウイルス感染拡大により、中止
や延期の可能性がありますこと御了承願
います。

ＴＥＬ：075-501-8900 FAX：075-501-2268
ＵＲＬ：https://job-gear.net/okuda/

事業内容

弊社は酒類を中心に清涼飲料水、食品、調味料、業務用備品などの小売及び卸販売を手
がける、1873 年（明治6年）創業の歴史ある会社です。
会社としての安定性と培った経営ノウハウを活かして、更なる成長を目指します。

体験職種：企画
募集人数：各日とも６名までを予定して
おります。

特徴・PR

実施場所：キャンパスプラザ京都

創業以来着実かつ堅実に事業を拡大しており、現在では大手ホテル様や大型飲食店様な
ど、京都・滋賀・大阪を中心に全国（北海道から九州）1500 件以上のお客様とお取引
をいただくまでになりました。
また、酒や食品のディスカウントショップ『ケントボーイズ』やケントボーイズを併設
した『業務スーパー』（FC）など、計 32 の店舗を展開しております。
これからも新しい商品・サービスづくりを追求し、常に喜んでいただける店舗をつくり
続けます。
2021 年にも新店舗をオープンしている当社で、ぜひ活躍してみませんか。

参加条件：お 酒（日本酒・ウィスキー・
ワイン等）にご興味がある方
受入時期：8 月開催予定
応募方法：マイナビ 2022 からエントリー
問合せ先：075-501-5508

（9時～17時）
（日・水曜日は休日）
担 当 者：須磨

トヨタカローラ京都株式会社
会社概要

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/ Ｅ-mail：saiyou@corollakyoto.co.jp

体験職種：営業スタッフ
募集人数：少人数で複数回の予定
実施場所：本社（本社以外の店舗へも行く予定）

事業内容

トヨタ車の販売、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。車
のことならなんでも頼られる存在として、お客様のカーライフに寄り添うお仕事です。
特徴・PR

2020 年の自動車国内登録台数、シェア No.１ のトヨタの車の販売はもちろん、お客様
のカーライフに寄り添う中で、「車のことなら馴染みの○○さん。」と言われるようなス
タッフ、店舗づくり目指します。沢山の方と出会い、お客様と深く長い信頼でつながり、
カーライフパートナーとなれる、やりがいのある仕事です。
最初は車に詳しくなくても大丈夫！4月入社の新人導入研修では、３か月間の集合研修
を行うなど、一から学べる環境が整っています。先輩社員も、車に詳しくない人の入社
がほとんどです。
長く働ける会社です！そのためのサポートも充実。詳しくは、会社説明会でお伝えしま
す。一緒にトヨタカローラで働きましょう！
■ 入社３年離職率０％

インターンシップ情報

■ ずっと京都で働ける

参加条件：３回生
受入時期：２～３月予定
応募方法：ＨＰ、ＴＥＬ、ｅメール
お問合せ先：トヨタカローラ京都株式会社
採用担当
担当者等：トヨタカローラ京都株式会社
採用担当

■ 充実の教育制度
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ニシムラ株式会社
会社概要

所在地 〒 601-8104

京都市南区上鳥羽角田町 32 番地



インターンシップ情報
体験内容：業界・会社概要・仕事内容説明、
事務所・物流倉庫見学、取扱
商品説明、先輩社員との交流
会、就活アドバイス

ＴＥＬ：（075）671-1016 FAX：
（075）662-6577
ＵＲＬ：http://www.nsmr.co.jp

事業内容

電設資材の総合卸商社として、暮らしに身近な照明や、エアコンといった電化製品をは
じめとする店舗、オフィス、住まい向け商品から、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。
特徴・PR

創業は 1930 年、今年 91 年目を迎えるこの業界での老舗企業です。京都府、滋賀県を
中心に、地域密着型営業を展開し、その業績は京滋地区ではトップクラスを誇ります。
「顧
客満足」「堅実経営」
「社員重視」が経営の三本柱。お客様・社員共に人と人の繋がりを
大切にする会社です。多くの人との出会いがある中、人間的な魅力磨き、信頼関係を構
築することが、自分自身の成長にも繋がります。営業のスタイルはルートセールス。た
だ商品を売るのではなく、何よりも人間的な魅力を磨き、信頼関係を育んでいくことが
重要で、人間的なお付き合いが何よりも優先します。事務職も、電話や接客・応対を中
心にお客様との信頼関係を構築することが重要で単なる事務職でなく営業のいったんを
担っています。

募集人数：40 名
実施場所：ニシムラ株式会社 本社
参加条件：2022 年に大学または短大
卒業予定の学生さん



受入時期：随時
応募方法：ホームページにてエントリー
問合せ先：ＴＥＬ：（075）671-1061
担 当 者：総務課

坂井

比果産業株式会社
会社概要

所在地 〒 600-8499

京都市下京区四条通り堀川西入唐津屋町 530 番地



ＴＥＬ：（075）801-6315 FAX：
（075）812-3217
ＵＲＬ：https://www.hika.co.jp/

事業内容

化学系商社（主に日用品や化粧品等に含まれる化学原料品の販売）
特徴・PR

当社は、京都府が誇る超優良企業（Aランク企業）に認定されております。2020 年
11 月1日現在で、京都府には 30，000 社以上の企業があり、その中で超優良の認定を
受けた企業はわずか 214 社となっています。企業の商取引における信用度、経営者能力、
安定性などを基に評価されており、当社はこの認定を 10 年以上受け続けています。ま
た経済産業省からは、地域経済への影響力や企業としての成長性を評価され地域未来牽
引企業にも認定していただきました。社内においては、社員同士の距離が近く繋がりも
濃いので、仕事の相談やサポート・意見交換・プライベートの雑談などがしやすい環境
です。若いころから規模の大きい仕事を任されるケースもあり、やりがいをもって仕事
に臨むことができると思います。
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採用担当者からのメッセージ
当社は社員数約 60 名と、少数精鋭で活
動しているので一人一人が会社のキープ
レーヤーであり、主役となり得ます。創
業 130 年以上の歴史を誇り、良い伝統
を継承しながら時代に合わせて革新し続
けていくことを大切にしております。
「化
学」と聞くと文系の方は敬遠されるかも
しれませんが、当社社員の8割以上は文
系出身となっておりますので、全く心配
要りません。少しでも興味がございまし
たら、是非一度話を聞いてみてください。

京都パナホーム株式会社
会社概要

所在地 〒 607-8357

京都市山科区西野櫃川町 50-1



インターンシップ情報

ＴＥＬ：(075)591-1234 FAX：(075)
591-1237
ＵＲＬ：https://www.kyoto-panahome.co.jp/

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・PR

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。主に営業部門全般と技
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。また、パナソニックホームズの独
自の保険制度にご加入いただけます。

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
の座談会や会社案内をセッティング致し
ます。
お気軽にお問い合わせください。
現在、コロナウイルスの影響によりお申
込みいただいても座談会が設定できない
時がございます。お手数をおかけします
が、ご了承ください。
問合せ先：(075)
591-1234
Ｅ - ｍ ａ ｉ ｌ：a-yokoe@kyoto.panahome.co.jp
採用担当者：横江 彩乃

株式会社小林工務店
会社概要

所在地 〒 602-8203

京都府京都市上京区一条通大宮西入鏡石町 36



インターンシップ情報
インターンシップの実施について：未定

ＴＥＬ：075-441-0073 FAX：075-441-0074
ＵＲＬ：https://arch-koba.com/

事業内容
● 一級建築士事務所
● 建設業…パッシブハウスデザイン・高耐震高気密高断熱の木造戸建住宅新築

京町家・古民家などの耐震・断熱リノベーション
● 宅地建物取引業…不動産売買・賃貸仲介、不動産管理



特徴・PR

住宅の意匠や性能は、日々進化していきます。そのなかでも変わらない大切なものは何
か？それは『信用』です。
小林工務店では、お客様に末永くお付き合いをいただくことを目標とし、
『地元の職人が、
地元の材料で建てる、地元の土に還る家』を造っています。京町家などのリノベーショ
ンを通じて伝統を受け継ぎ、一方で高性能住宅をご提供しております。不動産部と連携
して「土地探しから家を建てるまで」の過程を全てフォローできる点も弊社の強みです。
建築業界は「休みがとりにくい」というイメージを持たれる場合が多々ありますが、小
林工務店では社員が休暇を取得できるよう、時間有休制度を導入しております。また入
社後に様々な研修が受講できるなど、働きながら学べる環境が整っています。

コロナウイルス感染症防止対策の一環と
して、対面・事務所にお越しいただいて
の採用活動は控えさせていただいており
ます。オンラインでの会社説明等は随時
実施しております。
インターンシップ・会社説明会の情報に
つきましては、下記の方法でお問い合わ
せください。
❶小林工務店の HP のお問い合わせフォー
ムからご連絡
❷お電話にてお問い合わせ（075-4410073）
:採用担当者まで
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有限会社匠弘堂
会社概要

所在地 〒 601-1122

京都市左京区静市野中町 413（事務所・工房）



インターンシップ情報
体験職種：宮 大工見習（現場の軽作業を
通して本物の宮大工の仕事ぶ
りを間近で見ていただきます）

ＴＥＬ：(075)741-1888 FAX：(075)
741-1889
ＵＲＬ：https://www.kyoto-shokodo.jp

事業内容

私たちは日本の伝統的木造建築技術を通じて世の中を幸せにする、若い宮大工集団です。
2001 年に設立し、人間教育を第一とした経営スタイルにより全国の社寺建築の新築や
修復にたずさわり、丁寧で誠実な仕事を実践中です。
特徴・PR

日本書紀に「スギとクスノキは舟に、ヒノキは宮殿に、…」という一節があり、日本人は
建築はもちろん、生活に必要な道具のほとんどを木製品で作り出してきました。また、山
や木を自然信仰の対象にするなど、木は日本人の生活や文化の基盤となってきたのです。
そして今、持続可能な社会に向けて、日本の伝統的木造建築が注目されています。
2020 年 12 月には、その伝統技術が「ユネスコ無形文化遺産」に登録されました。「見
えるところは当たり前、見えないところほど気配りを…。」師匠岡本棟梁のこの教えを、
1000 年先まで伝えることが私たち匠弘堂の使命。日本の大切な木の文化を守る価値あ
る仕事です。
2019 年：京都市「これからの 1000 年を紡ぐ企業認定」授与
2019 年：「京都市 輝く地域企業表彰」受賞

募集人数：各 1回で1名（ただし状況に
より複数の場合あり）
実施場所：弊社工房、または各工事現場
参加条件：将来社寺建築業界に就職希望
の学生
受入時期：応募の都度スケジュールを検
討（期間：2～3日程度）
応募方法：まずは下記に従ってお問い合
わせください。
問合せ先：弊 社公式サイト「お問合せ」
より（氏名、生年月日、学校名、
連絡先記載のこと）
担 当 者：宇塚

大和電設工業株式会社
会社概要

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

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・PR

【会社紹介】
大和電設工業は｢情報通信｣｢ICT ソリューション｣｢電気設備｣の3本柱の事業で、提
案と工事から保守まで、お客様に一貫してご提供し、お客様の快適な環境創りをサポー
トしています。
創立から 70 年の歴史の中で培った確かな技術力で、お客様に時間・効率・経済面での、
｢心の豊かさ｣をご提供いたします。
【福利厚生】
社員が働きやすい環境を整え、有意義な生活を送るための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
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インターンシップ情報
体験職種：技術職・営業職
募集人数：6名前後
実施場所：京都本社
参加条件：プレセミナー＆アンケートと
オンライン個別面談へのご参
加後。
受入時期：2021年3月

日時調整中

応募方法：メールにて、インターンシップ
参加希望の旨ご連絡ください。
問合せ先：TEL：(075)
672-3311 
MAIL：ddk3contact@d-d-k.co.jp
担 当 者：土肥/渡辺

株式会社システムディ
会社概要

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/

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・PR
◆ 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、全国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、
張り合いのある仕事場です。
◆ 教育制度
長年のノウハウを基に職種毎の研修カリキュラムと OJT があります。
その他、新入社員研修、各種社外・社内セミナーを実施しています。

インターンシップ情報
◆ 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：2022 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 18 日
(木)

13：15 ～ １7：30（予定）
申込方法：マイナビにてお申込み下さい。
◆ 会社説明会

日

時：3月 11 日（木）13：30 ～ 
3月 26 日（金）16：00 ～ 
3月 30 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〉

株式会社ゼロワン
会社概要

所在地 〒 600-8413

京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町 ６８０ 番地の１ 第八長谷ビル９Ｆ

ＴＥＬ：（075）344-0101 FAX：
（075）344-0130
ＵＲＬ：http://www.zero-one.co.jp

事業内容
● 業務アプリケーション（主に製造業・流通業）の企画、提案、設計、開発
● インターネット環境設計・構築
● セキュリティ設計・構築

特徴・PR

株式会社ゼロワンの事業は、お客様の経営に役立つ IT ソリューションを、企画・コン
サルティングからシステム開発、インフラ構築、運用のアウトソーシングに至るまで、
業種・業務に精通した専門の技術者がワンストップでご提供することです。
富士通グループコアパートナーに認定されており、富士通グループや優良な顧客との取
り組みにより、創業以来安定した経営を続けています。
メンター制度による新入社員教育、社内・社外研修により人材育成に努めています。
● 指導・教育制度

１. 新入社員教育：入社後１～３ヶ月（社外研修及び先輩トレーナーによる社内研修）
２. 社内・社外研修：新技術は富士通グループの技術者による指導研修（随時）

● IT

 インターンシップ情報
体験職種：シ ステムエンジニア、ネット
ワークエンジニア / インフラ
SE、プログラマ
募集人数：5 名/１回
実施場所：本社
参加条件：無し
受入時期：随時
応募方法：メール
（info@zero-one.co.jp）
、

京 都 イ ン タ ー ン シ ッ プ ナ ビ
（https://www.kyoto-is.jp/
internship/detail/
internship-16870/）
問合せ先：事業推進部
担 当 者：服部 博司

技術資格取得時に資格手当を支給します。
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株式会社Ａｉ- Ｒ（アイアール）
会社概要

所在地 〒 604-8492

京都市中京区西ノ京右馬寮町 17-3



ＴＥＬ：（075）811-6194 FAX：
（075）801-3232
ＵＲＬ：http://www.ai-r.kyoto.jp/

事業内容

情報処理機器事業：帳票に印字されたデータを活用するフォーム処理機器やメーリング
機器、検査装置等の開発・製造
ディスプレイ事業：科 学館・博物館、テーマパーク、企業SR、商業施設、展示会、

イベント等の演出や展示物の製造
特徴・PR

情報処理機器事業では、お客様のお仕事を Easy にする『楽』を提供させていただいて
おり、ディスプレイ事業では、さまざまなアイテムを通じて余暇を過ごす安らぎや学び、
つまり Enjoy する『楽』（楽しさ）を提供させていただいております。この両事業に通
じる当社のミッション（＝経営理念）として、
「お客様の『あったらいいな』にお応えし、
世の中の『楽』に貢献する」を掲げ、この想いを当社の会社名にしております。【あ（A）っ
たらい（i）いな、楽（Raku)】このミッションを達成するために、変化を恐れず、常にチャ
レンジし、お客様に必要とされる存在であり続けられるように、日々、精進しております。

インターンシップ情報
体験職種：情報処理機器事業またはディス
プレイ事業における開発業務 
（実際の開発業務を体験いた
だくため、実施当日の開発工
程により内容を決定します）
募集人数：若干名
実施場所：株式会社 Ａｉ-Ｒ 本社
参加条件：4 年制大学、大学院、高専、
専門学校に通う「機械、電気、
情報系学生」

※一部、専門知識を必要とするため

受入時期：未 定（新型コロナ感染症の状
況により決定）
問合せ先：株式会社 Ａｉ-Ｒ 管理部

（e-mail：saiyo@ai-r.kyoto.jp）
担 当 者：伊藤

株式会社ONO plus
会社概要

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

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・PR

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。
2019 年にできた新しい社名『ONO plus』は学生の皆さんの力をお借りして、社員皆
で作り上げました！また、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し
ています。
社員旅行や BBQ などリアルイベントの実施が難しい中、全社チーム対抗の動画コンペ
を開催するなど、新しい取り組みにも前向きにチャレンジ！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！
当社の経営理念『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！
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インターンシップ情報
体験職種：現場作業体験を中心に当社の
仕事を全般的に体験していた
だきます。
募集人数：3名
実施場所：Kyoto-Office（宇治田原か八
幡の工場でも体験していただ
きます）
参加条件：学年・学部不問
受入時期：応相談
応募方法：あさがくナビ、当社HP
または直接お電話で！



問合せ先：saiyo@ono-plus.com
担 当 者：経営企画部企画管理課
井上 啓子



株式会社オプト・システム
会社概要

所在地 〒 ６１０-０３１３

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

事業内容

半導体(LED やレーザーなど)が製品として世の中に出るまでには、加工したり、性
能を検査したりする必要があります。私たちはそれらの各段階で必要となるさまざまな
装置を自社で設計・開発し、製造から販売までを行う企業です。
特徴・PR

自社で設計から製造までを行っているので、お客様のご要望に応じて型にはまらない独
創的なデザインの装置を創造し、実績ある分野に拘らず、市場価値を見出せる新たな分
野へも積極的に対応できる技術力があります。また、自社製造なのでモデルチェンジや
カスタマイズへの対応が容易で、お客様に「ちょうどいい」と思って頂けるオンリーワ
ンの装置を製造することができます。具体的には車のヘッドランプの明るさを検査した
り、自動運転制御に使用される半導体の性能を検査したり、それらを製品化する為に加
工したりする装置を製造しています。社員が安心して結婚・妊娠・出産・子育てできる
雇用環境の創出に取り組んでおり、昨今では在宅勤務や時差出勤も取り入れ、社会情勢
に応じて臨機応変に働き方を選べる環境を整備しています。

インターンシップ情報
体験職種：製造業のものづくりにかかわる
各種部門を体験して頂けます。
機 械設計部、ソフト設計部、
電気設計部、生産技術部、計
測技術部
体験内容：先輩と一緒に装置の簡単なユ
ニット組などを1日から体験
できるほか、オンラインでの
体験も実施しています
募集人数：1回あたり2名程度
実施場所：本 社工場(本社ビルの道路を
挟んで向かい側です)
参加条件：コミュニケーションが図れて、
ものづくりに興味がある方
受入時期：随時
応募方法：問い合わせ先メールへご連絡
下さい
問合せ先：internship@opto-system.co.jp
担 当 者：遠藤

株式会社京都科学
会社概要

所在地 〒 612-8388

京都府京都市伏見区北寝小屋町 15



ＴＥＬ：(075)605-2500 FAX：(075)
605-2509
ＵＲＬ：https://www.kyotokagaku.com/jp/index.html

事業内容

京都科学は医師や看護師を育てる「教材」を作っている会社です。
教材と言っても教科書ではなく、手技をトレーニングする教材です。
扱う製品は時代に応じて変化していますが、創業以来 70 年以上医学教育の分野に携わっ
ています。

インターンシップ情報
インターンシップは当面の実施は予定し
ておりません。
22 卒採用活動については下記メールア
ドレスまでお問い合わせください。
問合せ先：y_sasabe@kyotokagaku.co.jp

特徴・PR

理科室に置いてある人体模型をはじめ、注射や縫合の練習ができる製品や在宅介護のト
レーニングができるものなど 100 種類以上の製品を開発してきました。
形、さわり心地、質感、動き、症例など、さまざまな角度から人間に近いリアルな製品
を作っています。
ニッチな世界ではありますが、国内ではトップクラスのシェアを誇っており、全国の医
学部や病院、看護学校にはたいてい弊社製品が置かれています。
自社工場を有しており、製品の企画開発・製造・販売・アフターフォローまで自社で行っ
ています。
私たちがつくり出す教育用シミュレータで、「医療スキルの向上に貢献すること」が私
たちの使命です！
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株式会社フラットエージェンシー
会社概要

所在地 〒 603-8165

京都市北区紫野西御所田町 9-1



インターンシップ情報
体験職種：営業

ＴＥＬ：（075）431-0669 FAX：
（075）441-1439
ＵＲＬ：https://flat-a.co.jp

募集人数：若干名

事業内容

地域の声を確かな ＂かたち＂に。主な事業は不動産の賃貸仲介業や管理業ですが、単な
る不動産会社ではありません！まちづくりに貢献できる企業を目指し、京町家の保存・
再生、商店街との取り組みなど、地域活性化に向けても取り組んでいます。
特徴・PR

実施場所：京都市北区紫野西御所田町
9-1



参加条件：学生
受入時期：夏頃
応募方法：メール

■ チームで共に成長！若いスタッフが活躍のできる職場です！

上司や先輩とも話しやすい社風が弊社の魅力です。不動産に関する知識はなくても大丈夫。
最初は慣れないお客様対応も、アドバイスをもらいながら日々磨いていきましょう！
※先 輩社員の対談の様子を、京都移住計画のHP（https://kyoto-iju.com/works/
flat3）に掲載中です。ぜひご覧ください！

問合せ先：s-yoshida@flat-a.co.jp
担 当 者：吉田 創一

■ 1人の

100 歩より、100 人の1歩が会社を動かす原動力！
弊社では、ひとりに課せられるノルマはありません。店舗単位で目標を立て、全員でこ
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。皆さんも、物件を通して人の縁をつなぐ、不動産業という仕事に挑戦
してみませんか？

ＡＬＳＯＫ京滋株式会社
会社概要

所在地 〒 600-8357

京都市下京区五条通堀川西入柿本町 579 五条堀川ビﾙ2階



ＴＥＬ：（075）361-5151 FAX：
（075）361-5050
ＵＲＬ：https://www.keiji.alsok.co.jp/

事業内容

ＡＬＳＯＫ 京滋株式会社は、京都府・滋賀県において施設の常駐警備事業、イベント等の
セキュリティオペレーションその他保安事業全般を高度で専門的に展開する「ALSOK」
のグループ会社です。詳しい内容等は当社HPをご覧ください。
特徴・PR

当社では企業活動の最も重要な源泉は「人材」であるという基本的な考え方に基づき、
「お
客様と社会の安全・安心の確保のために最善を尽くす」という経営理念を実現するため、
さまざまな研修を行っています。
入社後、初任研修を受講していただきます。研修終了後、現場へ配置し、はじめての社
会人（新卒入社）の方は、勤務地で1年間、年齢の近い先輩社員がマンツーマンでサポー
ト、丁寧にお教えします。
キャリアアップ・スキルアップの支援制度が充実していることは将来設計を行ううえで
非常に重要なことです。当社では社内の昇任試験制度でキャリアアップが充実している
だけでなく、公的資格の支援も行っています。
その他、福利厚生等も充実しています。大手企業 ALSOK グループなので安心してくだ
さい。
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インターンシップ情報
体験職種：警備職
募集人数：１０ 名
実施場所：ＡＬＳＯＫ 京滋株式会社
本社会議室



参加条件：文理不問
受入時期：３月
応募方法：マ イ ナ ビ ２０２２ か ら の 応 募・
ご連絡いただければ対応します。
問合せ先：（代）
（075）361-5151
担 当 者：吉川

いとうくん株式会社
会社概要

所在地 【本社】〒

600-8071 京都市下京区柳馬場通四条下ル相之町 138 

【運営施設】京都市伏見区羽束師菱川町 532-1（介護複合施設とうふう苑）

ＴＥＬ：（075）341-1108 FAX：
（075）351-2539
ＵＲＬ：https://ito-kun.jimdofree.com/

インターンシップ情報
体験職種：介護職
募集人数：定めなし
実施場所：介護複合施設とうふう苑

事業内容
● 介護保険事業（サービス付き高齢者向け住宅、デイサービス、ショートステイ、ヘル

パーステーション、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所等の運営）
● 介護保険事業をメインとしたコンサルティング事業
● 有料職業紹介事業
特徴・PR

弊社では、介護サービスを必要とされる利用者様や、ご家族様のサポートをするために
介護施設の運営を中心に事業を展開しています。
また、利用者様への直接的なサポートだけでなく、介護人口を増やし豊かな生活を送る
ためにコンサルティング事業や、職員研修、有料職業紹介事業も行っています。
弊社の強みは、『株式会社が介護施設を運営している』ところ。求められるニーズにお
応えできるのであれば、従来の考え方に捉われず、新しい事業にもどんどん挑戦してい
きます。
「まずはやってみる」の精神でお客様のためになるアイディアであれば、キャリアや年齢
に関わらず採用されます。職員の個性やスキル・経験に併せてキャリアチェンジができる
ことも強みの一つです。ぜひ、一緒に福祉の現場から社会を変えていきましょう！！

参加条件：特になし
受入時期：随時受け入れ可。
まずはお問合せください。



応募方法：電 話にて「インターンシップ
希望」とお伝えください
問合せ先：(075)
341-1108
担 当 者：いとうくん株式会社
採用担当 辻



京都エレベータ株式会社
会社概要

所在地 〒 600-8352

京都市下京区岩上通り高辻下ル吉文字町 457



ＴＥＬ：（075）822-0420 FAX：
（075）822-0578
ＵＲＬ：http://www.kyoto-elevator.com

事業内容

毎月定期的に契約先の各ビル・マンション等のエレベーター等を点検・調整を行います。
又、古くなったエレベーターの改修工事（入替工事）
・エレベーターの新設工事・設計製造・
検査を行っています。
特徴・PR

わが社は、あなたの無限大の可能性を発揮できる会社です。会社はそこで働く人々のも
の、だからみんなでよい会社を作ろうを基本に、エレベーター技術はもちろん、働く事
や生きる事を全社員で話し合い、人に必要とされ、地域に必要とされる企業の担い手と
して成長でき、自分の夢を実現できる会社です。オリジナルブランドのエレベーターで
お客様の思いを形にする為に、設計・製造・メンテナンスを行っていく事で「ひと・ま
ち・くらし」を我々の手で守っています。ものづくりの楽しさ、専門技術を習得する楽
しさ、会社一丸で、世の中の安全・安心を支える楽しさをあなたも味わってみませんか？
会社はそこで働く人々のものだから、みんなでよい会社を作ろうと日々成長している会
社です。

インターンシップ情報
体験内容：メンテナンス業務
募集人数：少人数
実施場所：京 都エレベータ本社・実際に
現場に出てメンテナンス体験
参加条件：学生
受入時期：随時
応募方法：電話またはメール
問合せ先：
(075)

822-0420
ke@kyoto-elevator.com



担 当 者：小林 武志
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セコム株式会社
会社概要

所在地 〒 150-0001

東京都渋谷区神宮前 1 丁目５番１号



サステナビリティ実現に向けた取り組み

ＴＥＬ：(03)5775-8300 FAX：(03)5775-8912
ＵＲＬ：https://www.secom.co.jp/recruit/

事業内容

セキュリティを中心に、防災、メディカル、保険、地理空間情報サービス、BPO ／
ICT、国際事業などを展開。セキュリティで培った安全のネットワークをベースに、安
心で便利で快適なサービスシステムをトータルで提供しています。
特徴・PR

社会の変化とともに、私たちの生活は便利になっていく一方、新たな不安やリスク、困
りごとも生まれてきます。警備から始めた当社は、誰もが安心して暮らせる世の中を実
現するために、防災、メディカル、保険、地理空間情報サービス、BPO・ICT、国際事
業とその事業領域を広げてきました。
これら７事業のシナジー効果と、AI、ビッグデータ、IoT などの最新技術を駆使するこ
とで、セキュリティに関する不安、高齢化が進むことで発生する困りごと、災害に対す
るおそれといった課題の解決に向け、付加価値の高いサービスを生み出していきます。
その可能性は国境を越え、現在 17 の国と地域で事業を展開しています。今後もグローバ
ルな舞台で、
「安全」
「安心」
「快適」
「便利」な社会を支えるサービスを提供していきます。

セコムでは創業以来、社会に有益な事業
を行い、お客様からは「困った時はセコ
ム」と言っていただけることを目標に事
業を行ってまいりました。中核のセキュ
リティ事業では、成長する日本経済の担
い手である皆様の大切な財産をお守りす
るビジネスが社会に受け入れられ、今日
のセコムの礎を形作りました。日本経済
の成熟、AI/IoT の進展、働き方改革など
により、社会の価値観とお客様の「お困
りごと」が多様化する中、それらに的確
に応えていくことが必要です。同時に、
社会の持続的な成長に貢献するためにセ
コムグループが取り組むべき重要課題を
特定し、事業活動を通じて、SDGs の目
標達成にも取り組んでいきます。

有限会社丸重屋
会社概要

所在地 〒 607-8214

京都府京都市山科区勧修寺平田町 ５７ 番地



ＴＥＬ：(075)591-1919 FAX：(075)
592-1919
ＵＲＬ：https://www.marushigeya.jp

事業内容

コスト高の新規工事等が見直され、既存構造物の点検やメンテナンス需要が拡大する昨
今。地域の人々が安心して生活を送れるよう、全国にあるインフラ構造物（橋梁、トン
ネル等）の点検・調査や非破壊検査技術サービスを展開しています。
特徴・PR

『地域の人たちの安全と安心を守る』創業以来、私達はこれを合言葉に社会インフラの
調査・点検を行ってきました。利便性を追求し構築したはずの社会インフラは次々に老
朽化し、人々に襲いかかる時代はそう遠い日ではありません。大型構造物の調査を生業
としている私達「インフラのお医者さん」における職責は重大で、気概と誇りが持てる
公共性の高い仕事です。弊社では、ドローン事業を代表とする先進機器を積極的に取り
入れ、性別や出身学部、生い立ちは関係なく誰でも挑戦できる環境を整えています。後
は皆さんのやる気と、希望・夢を持って仲間とやっていこうという姿勢だけ。コロナ禍
の影響を受けない業界です。入社後は、
「わからなくて当たり前」１から丁寧に教えます。
皆さんが当社の門を叩くことをお待ちしております。
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インターンシップ情報
体験職種：技術職
募集人数：2～3名
実施場所：京 都 市 山 科 区 勧 修 寺 平 田 町
57 番地
参加条件：特になし
受入時期：未定（コロナ禍の影響により）
応募方法：TEL・メールなど
問合せ先：TEL:(075)
591-1919 
E-mail:saiyou@marushigeya.com
担 当 者：総務部 採用担当

モラブ阪神工業株式会社
会社概要

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



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

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ＩＴサポー
ト（事務）の業務請負事業、人材派遣事業、有料職業紹介事業。
大手上場、上場関連の取引先企業のプロジェクトに参画し、企業常駐（自宅から1時間
半以内）又は請負にて最先端技術に関わりながらスキルアップする事が出来ます。
特徴・PR

モラブは最先端技術における開発業務をサポートする技術者集団です。正社員雇用で、
京都・滋賀・大阪・兵庫など関西圏や、関東圏における大手上場・上場系列の企業と直
接取引しており、将来的にステップアップとして取引先大手企業へ転籍の道もあります。
受託開発業務拡大に向けて神戸システム開発事業部 受託開発室を開設。プラントの電
力制御・監視システムや、高速道路・自治体で使われる各種システム等、社会貢献度の
高い仕事にも従事しています。今後さらなる事業拡大に取り組んでいきます。
尼崎技術研修所では高資格を持った講師がレベルに応じた技術研修を実施し、個々のレ
ベルアップを目指しています。技術者の資格取得を全面的に支援しており、受験費用な
どの半額補助や資格手当の付与など制度が充実しています。

来場者の方へメッセージ
２０１８ 年２月に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、皆さんが京滋地区で働ける
チャンスがあります。
「関西で働きたい！」
「関東で働きたい！」
「自分の知識や経験・
技術を活かしたい！」
「もっとスキルアッ
プしたいけれど、どんな仕事が向いてい
るのかわからない」など、色々な方の思
いを受け止め、あなたのキャリアプラン
を一緒に考え、歩みます。真面目で前向
きに仕事に取り組める方、関西で ３８ 年
間、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。
本イベントを通じて、これから技術者と
して活躍される皆さんとお会いできる事
を楽しみにしています。
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【問合せ先】
京都商工会議所
会員部 共済・雇用労務支援課
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

T E L:075-341-9763
F A X:075-341-976５
E-mail:jinzai@kyo.or.jp

本冊子は2021年2月17日開催「京の中小企業・業界研究会」に出展した企業を掲載し、配布したものです。

