
企業名 自社HP　URL 業種

ア アオイ自動車株式会社 http://aoi-group.com/ 運輸

株式会社アクト・ファクトリー http://actfactory.net/ 建設・建築

朝日印刷株式会社 http://www.asahi-pp.co.jp/ 製造

朝日レントゲン工業株式会社 https://asahi-xray.co.jp/ 製造

イ 株式会社飯田照明 http://led-kogen.com/ 製造

池田産業株式会社 http://www.ikedasangyo.co.jp/ 卸・小売

社会福祉法人五十鈴会 http://www.isuzukai.org/ 福祉・介護

株式会社伊藤製作所 http://itoh-ss.co.jp/ 製造

イフジ産業株式会社 関西事業部 http://www.ifuji.co.jp 製造

ウ WILLER TRAINS株式会社 https://trains.willer.co.jp/ 運輸

株式会社ウェルアソシエイツ https://www.wat-2006.jp/ 情報通信

株式会社牛越製作所　京都工場 http://www.ushikoshi.co.jp/ 製造

エ 株式会社永楽屋 永楽屋細辻伊兵衛商店 http://www.eirakuya.jp/ 卸・小売

株式会社ＳＧパートナーズ https://www.sgpartners.jp/ 卸・小売

株式会社N・S・K http://www.nsk-outsourcing.jp/ サービス

エフ・ピー・ツール株式会社 http://www.fptools.com/ 製造

株式会社エリッツホールディングス https://www.elitz-holdings.co.jp/ サービス

株式会社エルハウジング https://l-housing.co.jp/ その他

オ 株式会社桜花爛漫 http://kyoto-takasegawabettei.com/ 宿泊

株式会社桶谷製作所 http://www.e-oketani.co.jp/ 製造

株式会社小野建築設計 http://www.ono-k.com/ 建設・建築

小野工業株式会社 https://onokogyo.com/ 製造

株式会社オリソー http://www.oriso.co.jp/ その他

カ 金下建設株式会社 https://www.kaneshita.co.jp/ 建設・建築

キ 株式会社祇園くろちく http://www.kizashi-gion.jp/ 宿泊

株式会社キャビック http://www.cabik.co.jp/ 運輸

株式会社キョウエイアドインターナショナル

京都営業所
https://kyoeiad.co.jp/ サービス

京印京都南部青果株式会社 http://www.kyojirushi.co.jp/ 卸・小売
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株式会社京都インギオン https://www.kyotoinngion.com/ 宿泊

公益社団法人京都市身体障害児者父母の会連合会 http://kyoto-fubo.or.jp/ 福祉・介護

京都土木株式会社 無し 建設・建築

株式会社京都プラザホテルズ https://kyoto-plazahotels.com/ 宿泊

株式会社京南エレクス http://www.kyohnan-elecs.co.jp/ 製造

キンシ正宗株式会社 http://www.kinshimasamune.com/ 製造

ク 株式会社クシベウィンテック 京都工場 http://www.kushibe.co.jp/ 製造

クロスホテルズ株式会社　クロスホテル京都 https://www.crosshotel.com/kyoto/ 宿泊

ケ 有限会社渓山閣 https://www.keizankaku.com/ サービス

建都住宅販売株式会社 https://www.kento.co.jp/ 建設・建築

コ 社会福祉法人浩照会 http://www.ajisai-kosyokai.com 福祉・介護

サ 株式会社雀部丸鐵 https://sasabe-marutetsu.com/ 卸・小売

株式会社笹屋伊織 https://www.sasayaiori.com/ 製造

株式会社賛交社 http://www.shoga-sankou.co.jp/ 卸・小売

シ 株式会社Ｊ・P・F http://www.jp-factory.co.jp/ 製造

シミズ薬品株式会社 http://www.dacs-shimizu.jp 卸・小売

株式会社城南メディカル https://www.johnanmedical.co.jp/ 卸・小売

株式会社信和ゴルフメンテナンス http://www.shinwagolf.co.jp/saiyou/ サービス

ス 株式会社Super Energie Connection https://sugie-denki.co.jp/ サービス

セ 株式会社積進 https://www.sekishin.co.jp/ 製造

セコム株式会社　近畿本部 https://www.secom.co.jp/ サービス

セブンシステム株式会社 https://www.seven-sys.co.jp/ 情報通信

株式会社ゼロワン http://www.zero-one.co.jp 情報通信

ソ 創研情報株式会社 https://www.souken.co.jp/ 情報通信

株式会社ソフィア https://www.sophia-inc.co.jp 情報通信

タ 株式会社大栄製作所 http://www.daiei-ss.co.jp/ 製造

大樹生命保険株式会社 京都支社 https://www.taiju-life.co.jp/ その他

株式会社大東技研 http://www.daito-engineers.co.jp/ 製造

但馬信用金庫 https://www.tanshin.co.jp その他

株式会社田中ケース http://tanaka-case.co.jp/ 製造
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株式会社タナカ善 http://www.tanakazen.co.jp/ 卸・小売

チ 有限会社中央工機 http://chuocoki.co.jp/ 製造

ツ 司産業株式会社 http://kizakura.co.jp/restaurant/country/index.html サービス

ツルタエレクトロニクスグループ

（ツルタ電機株式会社/ツルタホールディングス株式会社）
http://www.tsuruta-elec.co.jp/ 卸・小売

テ 株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ http://www.dtswest.co.jp/ 情報通信

テクノーブルグループ

（株式会社テクノーブル／デルファン株式会社）
http://www.technoble.co.jp/ 製造

ト トクデン株式会社 https://www.tokuden.com/ 製造

ナ 内外カーボンインキ株式会社 http://www.ncikk.co.jp 製造

長島精工株式会社 http://www.nagashima-seiko.co.jp/ 製造

ニ ニシムラ株式会社 http://www.nsmr.co.jp/ 卸・小売

株式会社ニチダイ http://www.nichidai.jp/ 製造

日本交通株式会社 https://job-gear.net/nihonkt/ 運輸

ネ ネッツトヨタ京都株式会社 http://www.netz-kyoto.co.jp/ 卸・小売

ノ 株式会社野原光学 http://megane-nohara.co.jp/ 卸・小売

ハ 社会福祉法人はしうど福祉会 http://www.ichigaoen.com/ 福祉・介護

バンテック株式会社 http://www.vansoft.co.jp/ 情報通信

ヒ 株式会社引越社 京都本部 http://www.2626.co.jp/ 運輸

株式会社ヒノマル http://www.hinomal.co.jp 卸・小売

柊野福祉会グループ https://www.hiragino.or.jp/ 福祉・介護

フ 株式会社藤井組 http://www.fujiigumi.co.jp/ 建設・建築

株式会社藤井合金製作所 http://www.fujii-mfg.co.jp/ 製造

株式会社フジタイト http://www.fmtec.co.jp/index2.html 製造

プロニクス株式会社 http://www.pronics.net/ 製造

ホ 株式会社法藏館 http://www.hozokan.co.jp 卸・小売

朋和産業株式会社 京都工場 http://www.howa-s.co.jp/ 製造

マ 牧草総合設計株式会社 http://www.makigusa.co.jp/ 建設・建築

有限会社丸重屋 http://www.marushigeya.com/ その他

ミ 株式会社三井田商事 http://www.mitsuida.co.jp/ 情報通信

ム 株式会社紫野和久傳 https://www.wakuden.jp/ 製造

株式会社ムラタ製作所 http://murata-ss.co.jp 製造
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メ 明光精器株式会社 https://ssl.meiko-seiki.co.jp/ 製造

ヤ ヤサカ石油株式会社 http://yasaka-sekiyu.co.jp/ サービス

山城ヤサカ交通株式会社 http://y-yasaka.jp/ 運輸

ユ 株式会社ユキオー https://www.yukioo.co.jp/ 製造

株式会社ユニテツク 京都事業所 http://www.unitec-co.co.jp/ その他

ラ 株式会社ラインアイ http://www.lineeye.co.jp/ 製造

洛王セレモニー株式会社 http://www.rakuou.info/ サービス

株式会社洛北義肢 http://www.rakuhokugishi.co.jp/ 製造

リ 株式会社リブート https://re-boot.co.jp/ 卸・小売

株式会社リブ・マックス https://www.livemax.co.jp/ 宿泊

ロ ローヤル工業株式会社 http://www.royal-ind.co.jp/ 製造

ワ 株式会社綿善 https://www.watazen.com/ 宿泊
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