
企業名 業種 所在地 募集職種 ハローワーク求人番号

旭金属工業株式会社 京都市上京区
製造職
品質管理

26010-102768
26010-103668

プロニクス株式会社 宇治市 製品の検査・測定 26080-75468

旭光精工株式会社 京都市南区 技術職
26020-62068
26020-63168

株式会社銀閣寺大西 京都市左京区 総合職(店舗管理・接客・商品づくり) 26010-159168

株式会社黒坂塗装工業所 宇治田原町 製造生産管理 26080-29968

島津エンジニアリング株式会社 京都市中京区
精密機械の機械系技術職
精密機械の電気系技術職
精密機械の技術文書作成職

26010-125168
26010-124068
26010-123868

須河車体株式会社 宇治田原町
車体設計
生産技術(製造ライン開発)

26080-60968
26080-61368

進工業株式会社 京都市南区 営業 18060-22468

テラメックス株式会社 京都市伏見区 機械設計・電気設計・ソフト開発 26030-29368

トスレック株式会社 京都市南区
営業職
技術職
製造職

26020-59768
26020-57568
26020-58468

珉珉食品株式会社 京都市山科区 総合職 26020-56268

株式会社ヤマコー 宇治田原町
営業
企画

26080-22068
26080-23168

株式会社ラインアイ 京都市南区 総合職(電子機器開発・企画) 26020-74468

株式会社リハビテック 京都市北区 研究開発職 26010-71568

エムケイ石油株式会社 京都市南区
カーライフアドバイザー(サービスステーション)

カーメンテナンスアドバイザー(サービスステーション)

ドコモショップスタッフ

26020-53868
26020-54068
26020-55168

株式会社奥田商店 京都市山科区
配送営業
一般事務
店舗スタッフ

26020-123968
26020-124368
26020-125868

シミズ薬品株式会社 京都市右京区 総合職 26020-149968

杉江電機工業株式会社 京都市南区
ソフトバンクショップでの販売スタッフ
ドコモショップでの販売スタッフ

26020-84668
26020-85968

株式会社スズキ自販京都 向日市
整備職
営業職

26020-146468
26020-147768
26020-148668

株式会社タナカ善 京都市南区 営業 26020-82468

株式会社ハートフレンド 京都市下京区
総合職
一般職

26020-111468
26020-104768

株式会社　リブート 京都市下京区
ジュエリーアドバイザー(企画提案営業)
ジュエリーアドバイザー(店舗スタッフ)

26020-209568
26020-208268

森政産業 株式会社 京都市山科区 営業 26020-151168

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社　京都支店 京都市下京区 システムエンジニア 26020-64268

京南通信工業株式会社 城陽市 携帯電話販売業務 26080-25568

コムシス株式会社　京都支店 京都市下京区 システムエンジニア・プログラマ 27020-166768

株式会社テクノ・セブン　京都支店 京都市下京区 システムエンジニア・プログラマー 26020-219768

株式会社アクト・ファクトリー 京都市南区
営業職
建築・土木施工管理

26020-93368
26020-94868

株式会社しっつ 京都市中京区
建築積算
システム開発

26030-28968
26030-27668

フジモト運輸株式会社 久御山町 総合職 26080-57268

マンナ運輸株式会社 久御山町 総合職 26080-65268

株式会社ヴァティックス 京都市下京区
営業事務
企画提案営業
営業アシスタント

26020-212368
26020-210668
26020-211968

株式会社エテルナ 京都市伏見区 営業 26030-51768

社会福祉法人いづみ福祉会 木津川市
支援職員
支援職員(療育指導員)
事務・経理職員

26041-4768
26041-5668
26041-6968

株式会社エスファーマシー 長岡京市 医療事務 26020-138468

社会福祉法人くらしのハーモニー 京都市伏見区 福祉総合職 26080-66568

株式会社石田大成社 京都市中京区
企画営業
システムエンジニア
総務人事・経理

26010-153768
26010-155968
26010-157868

一般財団法人本願寺文化興隆財団 京都市山科区 一般事務 26020-152268

株式会社カンセツ　京滋事業部　京都事業所 京都市下京区
機械設計技術
電気制御設計技術

26020-75768
26020-76668

京都税理士法人 京都市南区 税理士補助(税務会計スタッフ) 26020-61868

近畿測量株式会社 京都市南区
技術職
営業職
業務職

26020-129568
26020-130668
26020-128268

株式会社ジェネス 京都市南区 環境アドバイザー 26020-241568

東京移動通信株式会社 京都市中京区
携帯電話(au、ソフトバンク)ショップでの
受付・販売

26010-66668

株式会社ホテル西山 京都市中京区 ルーム・フロントスタッフ 26010-81668

三笠ヒューマンテクノ株式会社 京都市南区 営業職 26020-60368

株式会社元廣 京都市伏見区 店舗マネジメント 26030-30168
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http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=261
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=9717
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=332
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=332
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=1431
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=963
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=204
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=963
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=673
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=3776
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=623
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=412
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=8869
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=7988
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=1495
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=1451
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=909
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=720
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=5913
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=5884
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=12480
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=11363
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=7639
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=6121
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=6021
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=6118
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=9135
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=7818
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http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=7703
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=9716
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=6259
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=6259
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=90
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=3508
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http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=8949
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=6033
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=12309
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=9123
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=512
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=5899
http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_102.cgi?CT=30&KID=3485

