京で働き京で暮らす！
就活スタートアップ応援

京の
中小企業・
業界研究会
ハンドブック

主

催

京都商工会議所

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。
「縁の下の力持ち」として京都の企業を支え、今年で創立140周年を迎えます。

公式ホームページ

www.kyo.or.jp/kyoto/
京都商工会議所 公式SNSアカウント

多くの経済団体等が集う拠点、京都経済センター
（四条室町）
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ゼロ ナ ナ ゴ
京商ワークナビ「ゼロナナゴ」は、「京で学び京で働く」を実現するために、

京都で働きたいと考えている皆様に向けて、本所会員企業の採用やインターンシップ
といった様々な情報を発信する企業情報・就職活動情報サイトです。是非ご活用
ください。
※3月上旬に情報更新予定です。
URLはこちら
https://www.kyo.or.jp/075/

検定試験

資格取得は、
自分の夢や目標に近づくチャンス。
資格を強みに夢をつかもう！

京都・観光文化検定試験

簿記検定試験

歴史・文化・産業・暮らしなど多分野に
わたり京都通度を認定する検定試験です。
従業員のおもてなし力アップに会社で取り組まれて
いる企業もあります。
試験日

7
 月 第2日曜日（3級のみ）
12月 第2日曜日



検定試験について

会社の日々の経営活動の記録から、経営成績と財政
状態を明らかにする簿記はビジネスパーソンに必須。
２級・３級はペーパーで実施する統一試験の他に、随時
受験が可能なネット試験もございます。
統一試験日

6月12日
（日）
、
11月20日
（日）
、
2月26日
（日）

その他にも、ビジネスや現代社会に対応する知識を習得できる資格があります。詳細はホームページでご確認ください。
（ビジネス会計、カラーコーディネーター、ビジネス実務法務、ビジネスマネジャー、メンタルヘルス・マネジメント、福祉住環境コーディネーター、
環境社会（eco検定）、リテールマーケティング等）

製造業

その他
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その他サービス業
モラブ阪神工業株式会社 
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ALSOK京滋株式会社 ���������������� 14

安心ライフ株式会社
会社概要

所在地 〒612-8464

京都府京都市伏見区中島前山町55-2



Ｔ Ｅ Ｌ：075-602-3288 ＦＡＸ：075-602-3382
ＵＲＬ：http://ansin-s.co.jp/

インターンシップ情報
体験職種：営業職
募集人数：未定

事業内容

福祉用具のレンタル・販売、高齢者・障害者専門住宅改修工事、デイサービス事業
特徴・PR

京都市伏見区を中心に、福祉用具の販売・レンタルから住宅改修、デイサービスまで、
介護ビジネスの可能性に挑戦し続けている専門商社です。
障がいを抱える高齢者にとって、福祉用具は「自立」するために欠かせないものです。

自分のことは自分で、それが高齢者の思い。
私たちは「世界一の技術」
「世界一の笑顔」を掲げ、お客様の安心を第一に考えています。
お客様の価値観や思いに合わせて提案を行うためには、商品ラインナップは当然、何より
技術と笑顔が大切。社内研修をしているのは、お客様の安心のためなのです。

実施場所：安心ライフ株式会社

本社

参加条件：特になし
受入時期：都度
応募方法：メールにてお問い合わせくだ
さい。
問合せ先：Email：okeya@ansin-l.jp
担 当 者：桶屋

■教育制度
年間80時間以上の社内研修を行い、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います。
■転勤の有無
転居を伴う異動なし！京都内で地域に根づいて働けます。

株式会社 Kist
会社概要

所在地 〒612-8252

京都府京都市伏見区横大路一本木19番地

Ｔ Ｅ Ｌ：075-602-7311 ＦＡＸ：075-611-4385
ＵＲＬ：http://www.kist.co.jp

事業内容

ガス事業：医療用酸素の供給にはじまり、医療ガス・特殊ガス配管設備等「トータル・
メディカル・サポート」の構築に取り組んでおります。
医療機器事業：在宅酸素療法（HOT）等の機器レンタル事業と販売事業を展開しており
ます。
特徴・PR

私たちは、医療用酸素ガスを医療機関の皆様にお届けすることから当初事業をスタート
し、
60周年を迎えることができました。医療業界で培った信用により、安定した業績を維
持しております。今後も皆様に安心してサービスを提供できるよう社員一丸となり命の
大切さ、尊さを常に感じながら更なる発展を目指していきます。
■社員教育
各部署間関係なくチーム毎、与えられた課題に対し意見を出し合う場としてKGP（Kist　
Growth　 Project）
があり、自己成長できる場として活用しています。
■福利厚生
滋賀県高島市に保養所があり、友人や家族でのレジャーの場として利用できます。
私たちは、常に自分自身と仕事を「革新」させながら、顧客の「満足」を追求し、そして
従業員が「喜び」を感じられる企業を目指しています。
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インターンシップ情報
体験職種：営業職
募集人数：若干名
実施場所：本社
参加条件：新卒及び第二新卒
受入時期：要相談
応募方法：当 社HPお問い合わせフォー
ムよりインターンシップ参加
希望の旨ご連絡下さい。
問合せ先：Email：harada＠kist.co.jp
担 当 者：総務経理課

原田

一言メッセージ：皆様にお会いできること
を楽しみにしています。

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



Ｔ Ｅ Ｌ：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16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をいただいています。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。そしてウィ
ズコロナにおける「新たな輸送のカタチ」への模索を続けると同時に、
「京都企業として
どのように地域に貢献できるか」ということを日々追い求め続けています。入社いただ
くみなさんにはコロナ後における「新たな輸送のカタチ」そして「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！

インターンシップ情報
【2023年卒対象】
2022年3月から会社説明会をWeb・対
面で開催いたします。詳細はマイナビ・
リクナビでお知らせいたします。
【2024年卒対象】
プレエントリーの受付を2022年6月から
開始いたします。詳細はマイナビ・リク
ナビでお知らせいたします。
問合せ先：TEL:075-321-3401
担
当：人事部 採用担当

池田産業株式会社
会社概要

所在地 【本社】

〒578-0965

大阪府東大阪市本庄西2丁目2番31号

【京滋支社】〒612-8419 京都府京都市伏見区竹田北三ツ抗町22番地
【福知山営業所】〒620-0856 京都府福知山市土師宮町2-77

Ｔ Ｅ Ｌ：06-6747-7231(本社) ＦＡＸ：06-6746-6580
(本社)
ＵＲＬ：http://www.ikedasangyo.com

事業内容

当社は、世の中の「回るもの・動くもの」には欠かせないベアリングをはじめ、各種精密
機械部品を販売する創業60年の専門商社です。
（軸受（ベアリング）、軸受周辺機器、直動
機器、メカトロ機器、制御機器などの販売）
特徴・PR

◆経営理念『歓びを共有する』
当社は、ユーザー、商社、メーカー、この三者を有機的に結びつけるコーディネーターで
す。お客様の多彩なニーズを迅速且つきめ細やかに実現し、皆様と共に『歓びを共有する』
これが私たちのスタイルです。
◆当社の強み
（1）国内トップブランドを持つメーカーとの強固な信頼関係、
（2）全国でも数少ない「卸」
「直販」両方の営業を展開、
（3）約2万品種の豊富な自社在庫、多彩なニーズにお応えする
製品ラインナップ 等
◆働き方改革
当社は、現在「シームレスオフィス構想」を展開中です。シームレスとは一般的に「縫い
目や垣根のない」という意味合いです。各拠点を仮想的な一つのワークプレイスと定義
し、限られた人材、多様化する職場環境にトータル的なソリューションでお客様にサービ
スを提供します。

採用担当からのメッセージ
業務は勿論のこと、会社としてチカラを
入れているのが『職場環境の充実』です。
その代表が2019年7月にオープンした
『カフェ＆休憩室』
(写真あり)。仕事と休
憩のメリハリをつけるため、何よりも従
業員がゆっくり昼休憩を取れるよう新築
しました。
お友達と一緒のご訪問、
歓迎いたします！
開催内容：会社説明会、会社見学会、社員・
人事との面談会等を予定
開催形式：リアル、オンラインにて実施
受入時期：当社HP
(採用情報)
、
SNS
(FB)

等でご案内予定
問合せ先：TEL：06-6747-7231
(代)
担 当 者：人事採用担当

土井
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株式会社ゑり善
会社概要

所在地 〒600-8002

京都市下京区四条河原町御旅町49



インターンシップ情報

Ｔ Ｅ Ｌ： 075-221-4781 ＦＡＸ： 075-251-0265
ＵＲＬ：https://www.erizen.co.jp/

インターンシップは8月ごろに開催の
予定です。詳細が決まりましたら「京都

事業内容

着物・帯・和装小物・和風室内装飾品を販売する専門店。伝統技術によって作られた
着物や帯を様々なエンドユーザー様に1点1点吟味して、親身になってのアドバイスと
情報提供を行いながら販売します。
特徴・PR

創業天正12年（1584年）。明治42年（1909年）10月には夏目漱石も来店しています。
染織職人のホンマモンの技術によって生み出された着物や帯を揃えた、京都らしい上品
で華やかな品揃えは“ゑり善好み”と称されています。品質の良い着物を良心的な価格で
提供しています。お客様の個性に合わせたコーディネイトの提案は多くの着物愛好者か
ら指示され、親子孫3代にわたるお付合いを賜っているお客様もたくさんいらっしゃる
のが特長です。
今後も装いの喜び、楽しさを発信する店として、お客さまのご要望に最適な着物選びはも
とより、TPOやコーディネートのご相談など、皆さまのお役に立てる呉服店でありたい
と願っています。

市わかもの就職支援センター」のHPに
掲載します。
https://kyoto-wakamono.org/
問合せ先：TEL：075-221-4781

Email:recruit@erizen.co.jp
担 当 者：総務部

吉川

大松株式会社
会社概要

所在地 〒604-8154

京都市中京区室町通四条北入菊水鉾町581



Ｔ Ｅ Ｌ：075-223-1111 ＦＡＸ：075-223-1421
ＵＲＬ： http://www.daimatsu-kyoto.co.jp

事業内容

総合ファッション製品（アパレル・テキスタイル・バッグ・宝石・呉服）などの企画・
製造・卸販売 会員制テニスクラブ経営

インターンシップ情報
体験職種：営業職
募集人数：7名程度
実施場所：大松株式会社京都本社
参加条件：全学部全学科
受入時期：3月1日以降随時

特徴・PR

当社は創業83年の歴史があり、
“生活芸術のまち京都”でのれんを掲げてきた老舗です。
移り行く時代の中でも、決して忘れてはいけないこと、それは、創業当時からの基本理念
である「お客さまへのお役立ち・信用信頼日本一」です。何十年と取引をさせていただ
いている取引先が多数ございますが、常にお客さまにとって有益なことはなにか、要望に
すばやく応えられるかを考え続け、実行してきた結果、多くの「信用信頼」をいただいて
います。
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応募方法：マイナビ、
リクナビ、
キャリタス、
メールのいずれかにより
問合せ先：人財開発部
Email：j.kimura@daimatsu-kyoto.co.jp
担 当 者：小澤、木村

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

Ｔ Ｅ Ｌ：075-671-1016 ＦＡＸ：075-662-6577
ＵＲＬ：http://www.nsmr.co.jp

体験職種：営業職、事務職
募集人数：30人

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。

実施場所：ニシムラ株式会社

本社

参加条件：2023年に大学または短大卒業
予定の学生
受入時期：随時

特徴・PR

創業は1930年、今年92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。

応募方法：メールにて受付
Email：sakai-masao@nsmr.co.jp
問合せ先：総務課
担 当 者：坂井 正男

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



Ｔ Ｅ Ｌ：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。
パナソニックの技術力を用いた商品力があるのも大きな特徴です。
研修制度も充実しており、入社後は、パナソニックホームズグループの研修にご参加
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を行います。
また、弊社ならではの特徴として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。
福利厚生としては,産休・育児休暇取得実績や、資格学校と提携し資格取得支援制度が
あり、キャリアアップをサポートする体制を整えております。
営業部門、設計部門、建設管理部門他の幅広い職種がありますので、様々な経験を積みた
い方は是非一度説明会にお越しください。

インターンシップ情報
【1回生・2回生の方向け】
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。
【3回生の方向け】
3月に行います会社説明会にて、ご希望
の職種の社員による話を、お聞きいただ
く機会をご用意しております。
双方ともご興味のある方はお気軽にお問
い合わせください。
問合せ先：
TEL：075-591-1234
Email：a-yokoe@kyoto.panahome.co.jp
担 当 者：横江
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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

インターンシップ情報

Ｔ Ｅ Ｌ：075-672-3311 ＦＡＸ：075-682-1329
ＵＲＬ：https://www.d-d-k.co.jp

体験職種：営業職・技術職
募集人数：8名

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IT業界の老舗総合企業
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｣の全国的にも稀な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守っています。
・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

実施場所：京都本社
参加条件：2023年卒業予定の方

Webテスト・オンライン面談
通過後
受入時期：2022年3月14日
(月)
応募方法：HPよりお申し込みください
(https://www.d-d-k.co.jp/pages/147/)
問合せ先：
TEL：075-672-3311
Email：ddk3contact@d-d-k.co.jp
担 当 者：総務部

土肥

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



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

事業内容

1984年創業以来、大学や公立学校、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8,000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
当社製品は、多くのユーザにご利用頂き、更に品質・信頼性が高まります。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、顧客獲得に貢献すると共に、コミュ
ニケーションツールとして活用され、日本中の多くのユーザから高い評価・信頼を得て、
業界内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。
◆SDGsへの取り組み
当社のビジネスソフトは、例えば大学や専門学校、公立学校での学生情報をシステム管理
し「質の高い教育」に寄与しています。他にも様々な業界のビジネスの現場で利用され
るシステムを提供しており、これからも持続可能な未来の実現に貢献して参ります。
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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：2 023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
(金)

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10日（木）13：30～

3月25日（金）16：00～
場  所：キャンパスプラザ京都
申込方法：3月1日より、リクナビ・

マイナビにてお申込み下さい。
問合せ先：TEL：075-256-7777
担 当 者：奥/前川

アテック京都株式会社
会社概要

所在地 〒611-0041

京都府宇治市槇島町十八52-2



インターンシップ情報

Ｔ Ｅ Ｌ：0774-20-9551 ＦＡＸ：0774-20-9556
ＵＲＬ：https://www.ateckyoto.com/

体験職種：加工技術職

事業内容

半導体、自動車、食品、医薬や医療など、様々な業種で使用されている商品製造機械に組み
込まれている樹脂部品を、機械製作会社からの委託を受け、マシニングや旋盤といった
切削加工機を使用し、樹脂に特化したパーツ製作を行う会社です。
特徴・PR

「樹脂パーツ」といってピンと来られる方は少ないでしょう。それは私達が日常の生活の
中でほとんど見ることがないからです。しかし、私達が手にするものほとんどは、機械か
ら作られ、そしてその中に樹脂パーツは組み込まれています。一つ一つは小さなパーツで
すが役割は大きなものなのです。
そのために必要なのは技術力。当社はみんなで話し合い、みんなで知恵を出し、お客様か
らの高い要望に応える会社です。お客様に喜んでもらうこと、お困りごとに応えること、
これは創業当初から変わらない姿勢です。
地域企業の中で、樹脂の切削加工業の中でのリーディングカンパニーを目指します。一歩
づつ着実に成長をしていく会社、品質に自信を持つ技術者集団、社員みんなで考える社員
力、これが当社の原点であり魅力です。

体験内容：当 社で行う加工工程作業を
体験して頂きます。
募集人数：１回あたり1～2名
実施場所：本社工場
参加条件：連続して参加していただける
こと
受入時期：通 年
(1回2～3日 )
。応 募 受 付
時に日程調整をいたします。
応募方法：メールもしくは電話
問合せ先：総務部

TEL：0774-20-9551

Email：info@ateckyoto.com
担当者：山本

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



Ｔ Ｅ Ｌ：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！

インターンシップ情報
体験職種：機 械 オ ペ レ ー タ ―、営 業 職、
事務職
体験内容：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：Email：saiyo@ono-plus.com
担 当 者：経営企画部 企画管理課
井上 啓子
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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



インターンシップ情報

Ｔ Ｅ Ｌ：0774-68-4440 ＦＡＸ：0774-68-4447
ＵＲＬ：https://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

株式会社オプト・システムは2020年に創立40周年を迎えました。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
容易であり、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。開発要素を含む製造業のため、どうしても残業が発生してしまうことも
ありますが、作業分担や雇用促進で削減に取り組み、昨年は月平均20.5時間でした。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も力を入れており、昨年
の有給取得率は10.5日と製造業として多いことが自慢です。

体験職種：技術部門(機械設計、ソフト設
計、電気設計、生産技術、計測
技術)
体験内容：現地体験はユニット組みや製
品テスト、はんだ付け、配線作
業など、機械設計やソフト設
計はオンライン（Zoom)での
座学を実施
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：メール、またはLINEでご応募
下さい。
問合せ先：
Email：internship@opto-system.co.jp
LINE ID：opto-system
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番地



Ｔ Ｅ Ｌ：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。
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医療従事者の技術向上のための製品を100種類以上
開発してきました。
リアルでなければ臨場感のあるトレーニングが出来ないという思いから、形やさわり
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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インターンシップ情報
インターンシップ、
３月以降の説明会につ
いては、
マイナビ2023に掲載予定です。
その他の質問やお問い合わせについては
下記連絡先までご連絡下さい。
問合せ先：
Email：y_sasabe@kyotokagaku.co.jp
担 当 者：笹部 義之

クロイ電機株式会社
会社概要

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



先輩社員の声

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

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・PR

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。

≪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も、各部門に協力で
きる先輩や同僚がいますので、安心して
開発に取り組む事ができます。

（入社8年目 商品開発部 Kさん）

株式会社大安
会社概要

所在地 〒606-8334

京都市左京区岡崎南御所町45



Ｔ Ｅ Ｌ：075-602-3608（採用担当） ＦＡＸ：075-602-3615
ＵＲＬ：https://www.daiyasu.co.jp

事業内容

明治35年(1902年)創業、大安は今年で創業120周年を迎えます。
お客さまに旬の季節の野菜をよりおいしく、安心して味わっていただくため、
たくさんのこだわりを大切にした「おつけものづくり」を行っています。
特徴・PR

「野菜のおいしさ大切に」をモットーに、野菜の素材そのものの持ち味と旬を生かした
ほんまもんの味を追求しています。それは、大安のおつけものを召しあがっていただく
全てのお客さまに「おいしい」だけでなくその先にある「幸せ」を感じていただきたい
と願っているからです。
また、伝承するべき昔ながらの技術は次の世代にしっかりと伝える一方、現代のニーズを
取り入れた新商品の開発にも力を注いでいます。社内の様々な声を聴くために設けられ
た「社内提案制度」では、ベテラン・新人関係なくアイデアが寄せられ、良いものはどん
どん取り入れることで、風通し良くやりがいのある職場となっています。
おつけものづくりを通して京都の食文化を伝え、
「京つけもの」の味わいをたくさんの人
たちに感じてもらいたい、というのが私たちの思いです。

代表者からのメッセージ
「京つけもの」は和食の基本、一汁三菜に
欠かせないものです。私たちは、日本が世
界に誇る文化の一つである「つけもの」
を作っていることに誇りを持ち、心を込
めて漬け込んだ「京つけもの」を通して、
多くのお客さまに「食べる文化」をお伝
えしていきたいと考えています。
毎日の暮らしの中で、おいしいものを食
べ る ひ と と き は、豊 か な コ ミ ュ ニ ケ ー
ションを育む大切なもの。私たちの「京
つけもの」で、そんな幸せな時間と「食
べるコミュニケーション」が生まれるよ
う、全社一丸となり心を込めて作り続け
てまいります。
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二九精密機械工業株式会社
会社概要

所在地 〒601-8454

京都府京都市南区唐橋経田町33-3



インターンシップ情報

Ｔ Ｅ Ｌ：075-671-2914 ＦＡＸ：075-661-2937
ＵＲＬ：https://futaku.co.jp

体験職種：開発職・製造職
体験内容：製 造現場体験＆開発業務の
アシスタント

事業内容

1917(大正6)年創業以来、金属の切削加工で、メディカル処置具や分析・半導体製造装
置のコアパーツ等を主に、設計・開発から製造までを行っています。2010年には、世界
初βチタン合金の小径パイプの一貫生産にも成功しました。
特徴・PR

創業以来、105年間ものづくり一筋の企業です。微細加工技術を極め、βチタン合金の
小径パイプは「グローバルニッチトップ企業100選」に選ばれるなど、高度な技術を保
持している事が自慢です。
また、従業員の健康管理や働きやすさを充分に配慮し、各省庁や京都府から「地域未来
牽引企業」「健康経営優良法人ブライト500」「真のワークライフバランス」等、多数の
企業認証や表彰を受けています。
「家庭が一番！仕事はその次！」をモットーに家庭を大事にする制度をたくさん作り、
意欲的に元気に日々働いてもらえる環境・制度作りを進めています。休みをとっても、

安心して楽しく働ける会社でありたいと考えております。

募集人数：各日程１名ずつ
実施場所：京都工場・R&Dセンター 
(〒601-8392 京都市南区
吉祥院内河原町20-1)
参加条件：理系学生
受入時期：随時
応募方法：京都インターンシップナビ 
https://www.kyoto-is.jp/
問合せ先：企画部 経営企画課
TEL：075-671-2914
Email：k-mitsumori@futaku.co.jp
担 当 者：光森 健司

明光精器株式会社
会社概要

所在地 〒616-8315

京都市右京区嵯峨野宮の元町66番地



Ｔ Ｅ Ｌ：075-881-1177 ＦＡＸ：075-871-3039
ＵＲＬ：https://ssl.meiko-seiki.co.jp/

事業内容

航空機、自動車、船舶に関する産業機器部品から液晶・半導体に至る、多種多様な製品の
精密加工や組立を行っています。設計から加工、組立、配線、非破壊検査までの一貫受注体
制を整えたモノづくりで産業界の発展に貢献しています。
特徴・PR

「お客様第一に徹し、満足を提供しよう」との理念に基づき、最先端設備を積極的に導入
し、精密機械加工技術によるモノづくりとその品質を保証するための各種国際規格認
証を取得しています。非破壊検査業務では、世界の航空機メーカーが推奨するNadcap
特殊工程認定を取得しています。
そして、高度な技術を有する人材育成のため、弊社では入社時からマンツーマンによる
教育訓練を通じて、モノづくりの基礎から応用にいたる技術・技能を身に着けるととも
に、その技能レベルを証明する技能検定の受験を支援しています。
また、給与面では奨学金返済支援制度手当により、若い世代の努力を応援しています。

飛行機が好きな方はHPに掲載されていない雰囲気もご紹介しますので、気軽にブース
へお立ち寄り下さい。
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インターンシップ情報
体験職種：製 造 職
( 生 産 技 術、機 械 オ ペ
レータ、部品検査)
体験内容：NC旋 盤 → マ シ ニ ン グ セ ン
ター→三次元測定機→組立を
観て、触れて、モノづくりの楽
しさを体験して頂きます。
募集人数：各回2名
実施場所：弊社亀岡工場
参加条件：2 023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機械、電
気、情報系学生
受入時期：ご希望時期をお知らせくださ
いましたら日程調整して実施
させて頂きます。
応募方法：弊 社HPよりお問い合わせ下
さい。
問合せ先：総務部

ＴＥＬ：075-881-1177
担 当 者：小西

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

Ｔ Ｅ Ｌ：075-431-0669 ＦＡＸ：075-441-1439
ＵＲＬ：https://flat-a.co.jp

体験職種：営業職
体験内容：会社概要・事業・仕事内容の
紹介、グループワーク、社内の
見学等

事業内容

□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、京町家旅館の運営・管理
□建築・リフォーム事業
□不動産売買の仲介

募集人数：1～2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

特徴・PR

□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！
□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？

受入時期：5月～11月
応募方法：メールもしくは電話
問合せ先：
TEL：075-431-0669
Email：s-yoshida@flat-a.co.jp
担 当 者：吉田 創一

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



Ｔ Ｅ Ｌ：06-6341-8237（採用担当） ＦＡＸ：06-6341-3638
（採用担当）
ＵＲＬ：https://morabu.com

事業内容

各種設計開発業務請負事業、情報処理・電気・電子回路・機械・建築土木・研究解析や
ＩＴサポートなどの人材派遣事業、有料職業紹介事業を行っています。
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
直接取引しております。
理系のみならず、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の活躍の
道が開け、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ございます。

システム開発事業部では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おり、今後さらなる事業拡大
に取り組んでいきます。
技術者の資格取得も全面的に支援しており、尼崎技術研修所では技術者サポートを行い、
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年に京都事業所を開設し、京滋地
区の企業開拓もますます進んでおり、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39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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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



インターンシップ情報

Ｔ Ｅ Ｌ：075-361-5151 ＦＡＸ：075-361-5050
ＵＲＬ：https://www.keiji.alsok.co.jp/

体験職種：警備職
募集人数：5名

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。

実施日時：2月22日(火)
13:30～16:00



実施場所：ALSOK京滋株式会社
本社会議室



内

容：グループワーク
（先輩社員と座談会
等）
、
実践ワーク、
救命技能体験等

参加条件：文理不問
応募方法：マイナビ2023からの応募・

ご連絡いただければ対応します。
問合せ先：
インターンシップ担当携帯：090-9625-0927
会社代表：075-361-5151
担 当 者：吉川
担当者からの一言：みなさんの質問・疑問に
お答えします！お会いで
きることを、心よりお待
ちしております。

京都商工会議所
会社概要

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



インターンシップ情報

Ｔ Ｅ Ｌ：075-341-9741 ＦＡＸ：075-341-9792
ＵＲＬ：https://www.kyo.or.jp/kyoto/kyosho/saiyou/

事業内容

主な事業内容：政策提言、新産業創出、経営支援、商業活性化・街づくり支援、
会員企業向け各種サービス・人材育成事業、国際ビジネス交流促進



すべて「経済・産業の側面から京都を活性化する」という目的のために活動しています。
特徴・PR

京都経済百年の計として2019年3月に完成した京都経済センターを起点として、未来を
担う「人」や「産業」、
「知恵」を数多く生み出すため新たなビジョンを策定し、次代の
京都を創生する新たな取組に挑戦しています。
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。
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インターンシップ開催につきましては
未定ですが、
随時先輩職員訪問やOB・ＯＧ
訪問を受付ています。職員との面談をご
希望の方は、下記までご連絡をお願いい
たします。
実施場所：京都商工会議所またはオンライン上
受入時期：随時
問合せ先：Email：soumu@kyo.or.jp 
TEL：075-341-9741
担 当 者：総務部

佐原

株式会社第一紙行
会社概要

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



Ｔ Ｅ Ｌ：075-253-0800 ＦＡＸ：075-253-0910
ＵＲＬ：https://www.lifedesign.co.jp

事業内容

お客様の魅力を引き出し、磨き上げ、長く愛され、共感を育むブランディング＆プロモー
ションの提供。
アウトプットは、パッケージをはじめとする各種包装資材、店舗ディスプレイ、カタログ、
webサイトなど多岐にわたります。
特徴・PR

「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
良きパートナーでありたいと願っています。半世紀を超えて蓄積した「リサーチ＆マー
ケティング力」と、創業の地・京都に鍛え上げられた表現力が持ち味です。
また、全国450社におよぶ協力会社ネットワークは、
「最適コスト・最適品質」を実現す
るための当社の財産です。
もうひとつの財産は「人」。特に新入社員・若手社員の教育には力をいれ、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。

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です。
問合せ先：TEL：075-253-0800
担 当 者：管理本部 総務部

松﨑 正直
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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

TEL:075-341-9763 FAX:075-341-979５ E-mail:jinzai@kyo.or.jp

本冊子は2022年2月16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。

