研究・開発系 （材料、薬品 等）
分野 情報No.

企業名

RE-02 甘利香辛食品㈱
研究・
開発 RE-01 中島工業㈱
(3) RE-03 三和化工㈱

2022/01/12 現在

就業場所

備考 （年齢・学歴条件、必要な経験、望ましい経験等）

伏見区

U-35、（スパイス開発）、※教育体制充実！じっくり育てます。※調理できる方、食品会社での開発経験あれば尚可

城陽市

U-45、高専卒以上、（フィルムコーティング剤・インクの研究開発）、※未経験の方も、丁寧に教えます

南区

U-30、大卒以上、（発泡体製品の開発・分析・品質管理・知財など）、※化学（有機化学）系卒が望ましい

求人情報
https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1158

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=81

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1117&employment_agency_type=0

設計・開発系 （機械、電気・電子）
分野 情報No.

企業名

TE-16 内田産業㈱

就業場所
南区

備考 （年齢・学歴条件、必要な経験、望ましい経験等）

求人情報

U-59、機械の整備・組⽴等の経験者、モータ機器の取扱い経験者

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=682

TE-22 技研トラステム㈱

伏見区

U-35、高専卒以上、（当社機器･ｼｽﾃﾑ･ｻｰﾋﾞｽ関連のﾊｰﾄﾞ及びｿﾌﾄ開発業務）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=114

TE-23 ㈱キョーテック

下京区

U-40、高卒以上、（自社製品の商品企画・開発）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1145&employment_agency_type=0

宇治市

U-59、高卒以上、（理化学機器の研究開発など）、※60歳以上の方も歓迎ですのでご相談ください。

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1336&employment_agency_type=0

全般 TE-24 ㈱ＤＦＣ
(7)
TE-19 テック・ワーク㈱
TE-20 テック・ワーク㈱

長岡京市 U-59、高卒以上、（機構設計（2D・3DCADが使える方）、回路設計・ソフト開発(装置、生産設備関係)）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1093

長岡京市 U-59、高卒以上、（装置（医療周辺機器、精密機器等）商品企画と開発（電気・機構問わず））

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1093

TE-21 日本電気化学㈱ 山科工場

山科区

U-35、高卒以上、（回路・機構設計、制御プログラム開発等及び検査治具作成）※未経験者は、丁寧に教えます

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=433

MA-24 ㈱Ａi-Ｒ

中京区

U-59、装置の機械設計経験、AutoCADの使用経験

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=601

MA-35 ㈱オプト・システム
MA-11 京都精工㈱
MA-34 ㈱ゴードーキコー
MA-31 コニテク㈱
MA-30 ㈱阪村テクノロジーセンター
機械 MA-29 ㈱下野機械技術
(13)
MA-27 田中精工㈱

京田辺市 U-34、高卒以上、半導体製造装置、またはそれ以外の自動機の機械設計経験１年以上あることが望ましい。
宇治市

U-59、高卒以上、産業設備の機械設計経験

久御山町 U-59、高卒以上、設計実務経験 ※設計事務所・会社等で機械設備の設計実務経験者大歓迎
下京区

U-64、高専卒以上、機械設計の経験・機械設計の勉強経験のある方なら尚良し

久御山町 U-30、高卒以上、(金型設計)、※女性の方も活躍中。※一から丁寧に指導します。※面接時、職場見学も可能。

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=341

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=305

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=559&employment_agency_type=0

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=919&hello_work_flg=0

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1124

伏見区

U-35、（Heリークテスト装置・真空技術を中心としたR&D装置の設計）

宇治市

U-40、高卒以上、（金型・治具設計、ＣＡＤ・ＣＡＭ・ＣＡＥオペレーション業務）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1078

MA-23 ㈱テムザック

上京区

U-40、高専卒以上、3DCADを使用した機械設計開発（設計から組立、手加工まで）経験があれば尚良し

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=808

MA-21 テラメックス㈱

伏見区

U-35、工業高卒以上、理工系卒が望ましい。設計業務経験者は文系可。

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=310

MA-12 トスレック㈱

南区

MA-22 ㈱ユニテツク 京都事業所

下京区

MA-33 ㈱竜製作所 西日本本社

南区

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=32

U-59、高卒以上、機械設計の経験もしくは基礎知識を有する方

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=49

U-59、高卒以上、機械設計の経験者

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=156

U-59、大卒以上、機械設計(CAD使用)経験、※仕事は丁寧に教えます

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1264&employment_agency_type=0

EL-21 ㈱Ａi-Ｒ

中京区

U-59、（装置・機器の電気・制御設計、ソフト開発はC言語使用）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=601

EL-04 応用電機㈱

城陽市

U-59、回路・シーケンス制御・制御盤の設計のいずれかの経験者

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=727

EL-09 京都精工㈱

宇治市

U-59、高卒以上、（産業設備の電気回路設計及びＰＬＣプログラミング）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=305

伏見区

U-40、高卒以上、(各種産業用機械の電気設計及び制御盤製作)、※ものづくりに興味・関心のある方の応募歓迎

伏見区

U-35、工業高卒以上、理工系卒が望ましい。設計業務経験者は文系可。

EL-26 ㈱京南エレクス
電気・
EL-18 テラメックス㈱
電子
(9) EL-24 日工電子工業㈱
EL-23 ㈱壬生電機製作所

長岡京市 U-59、(配電盤・制御盤の設計)、電気系学部の卒業者または配電盤・制御盤の設計経験者
南区

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=255&employment_agency_type=0

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=310

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=698

U-44、大卒以上、電気・電子関連学科専攻者は尚良し

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=146

EL-20 ㈱ユニテツク 京都事業所

下京区

U-59、高卒以上、電気設計(PLC利用含む)の経験1年以上

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=156

EL-27 ㈱ラウンド

宇治市

U-59、（回路・筐体設計）、アナログもしくはデジタル回路設計経験者。回路用ＣＡＤを使える方歓迎。

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1341&employment_agency_type=0

設計・開発系 （ソフトウェア）
分野 情報No.

企業名

2022/01/12 現在
就業場所

備考 （年齢・学歴条件、必要な経験、望ましい経験等）

SO-48 アイ・オーウェア㈱

宇治市

U-59、（業務系・組込み系ソフト開発、サーバー構築等）、プログラム言語（PHP、．NET、JAVA、Python、C、C++など）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1288&employment_agency_type=0

SO-37 ㈱アクセル・モード 京都支店

中京区

U-45、(Webシステム開発・Webアプリ開発)、Ｗeb系/アプリ系システム開発経験者は歓迎。

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=422

京田辺市

U-34、高卒以上、半導体製造装置やその他自動機のソフト開発経験１年以上、PC制御（C#・C++等）・PLC制御経験者尚よし

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=341

SO-55 ㈱オプト・システム 北京都事業所 与謝野町

U-40、高卒以上、半導体製造装置やその他自動機のソフト開発経験１年以上、PC制御（C#・C++等）・PLC制御経験者尚よし

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=341

SO-47 三栄メディシス㈱

U-64、専門卒以上、（医療用アプリソフト開発、サポート業務）、開発経験2年以上（業界不問）

SO-54 ㈱オプト・システム

SO-53 三和化工㈱

山科区
南区

求人情報

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1085

U-30、高卒以上、（社内SE）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1117&employment_agency_type=0

SO-02 シグマトロン㈱ 京都支店

下京区

U-59、専門卒以上、SEとしての経験３年以上

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=483

SO-05 ㈱ゼネック

中京区

U-59、システム開発経験（Java/PHP/VB.NET/C++など）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=608

SO-06 セブンシステム㈱

下京区

U-45、高専卒以上、システム開発経験者が望ましい

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=269

SO-07 ㈱ゼロワン

下京区

U-59、専門卒以上、業務システム・プログラム開発経験

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=231

SO-08 ㈱ゼロワン

下京区

U-59、専門卒以上、Windowsサーバー/UNIX/Linuxサーバー構築・インターネット環境構築経験

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=231

下京区

U-59、高専卒以上、オープン・Web系システム開発経験２年以上が望ましい

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=118

下京区

高卒以上、オープン系言語でのプログラミング経験、基本情報・応用情報技術者などの資格取得者歓迎

中京区

U-45、専門卒以上、（各種システム開発、企業の情報システム等のインフラ環境構築等）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=270

SO-33 ㈱テムザック

上京区

U-40、高専卒以上、各種プログラミング言語(C、C++、C#、JAVA)を使用した制御設計経験者が望ましい

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=808

SO-30 テラメックス㈱

伏見区

U-35、工業高卒以上、理工系卒が望ましい。設計業務経験者は文系可。

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=310

SO-38 トナミシステムソリューションズ㈱

下京区

U-45、システムエンジニア経験者が望ましい（システム設計、プログラミング、導入、運用保守まで）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=700

SO-50 ㈱ネクステージ 京都事務所

中京区

U-59、（VB.NETプログラマ）、ＳＥ・プログラム経験が１年程度（Windows系、Web系）あることが望ましい。

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1208&employment_agency_type=0

SO-51 ㈱ネクステージ 京都事務所

中京区

U-59、（Pythonシステムエンジニア）、同上

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1208&employment_agency_type=0

SO-52 ㈱ネクステージ 京都事務所

中京区

U-59、（Salesforceエンジニア）、同上、Salesforceの有資格者は優遇します。

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1208&employment_agency_type=0

SO-42 ㈱Ｆｒｅｅｗｉｌｌ 京都拠点

上京区

U-45、（アプリ・システム開発、インフラ・ネットワーク設計構築など）、プログラム言語(Java、PHP、Pythonなど)

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=981

U-44、専門卒以上、（組込みソフトPG）、ＯＳ：ｗｉｎｄｏｗｓ/言語：Ｃ言語、Ｃ＋＋経験あれば尚良し

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=146

ソフト SO-36 創研情報㈱
ウェア SO-49 ㈱テイジイエル 京都支社
(24)
SO-09 ㈱ＤＴＳ ＷＥＳＴ

SO-40 ㈱壬生電機製作所

南区

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=819&employment_agency_type=0

SO-41 ㈱ユニシス

中京区

U-35、高卒以上、システム/ソフト開発の実務経験3年以上あることが望ましい、基本情報処理技術者レベル

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=655

SO-39 ㈱ユニテツク 京都事業所

下京区

U-59、高卒以上、ソフト開発設計の実務経験者

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=156

建築系 （設計、積算、施工管理 等）
分野 情報No.

企業名

就業場所

備考 （年齢・学歴条件、必要な経験、望ましい経験等）

求人情報

KE-11 ㈱アクト・ファクトリー

伏見区

U-64、高卒以上、（施工管理）、ＰＣ基本操作（エクセル・ワード）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=102

KE-12 ㈱アクト・ファクトリー

伏見区

U-64、高卒以上、（積算）、ＰＣ基本操作（エクセル・ワード）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=102

KE-15 ㈱池下設計 京都支店

中京区

U-59、高卒以上、（生産設計）、建築業務の経験、AutoCAD・ＡｒｃｈｉＣＡＤ（３D）使用

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=596

KE-16 ㈱池下設計 京都支店

中京区

U-59、高卒以上、（現場管理（施工管理、図面ﾁｪｯｸ、積算など））、建築業務の経験

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=596

KE-17 ㈱ウエダ

西京区

U-59、高卒以上、（設計・施工管理）、※未経験の方も、丁寧に教えます

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=909

KE-20 ㈱エイトプランニング

伏見区

(測量・設計） ※未経験者求む！経験者やブランクのある方も歓迎！ 先輩社員が一から丁寧に教えますので大丈夫です。

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1352&employment_agency_type=0

右京区

U-59、（現場管理責任者）、空調・電気・衛生の施工や管理経験、２級（管/電気）工事施工管理技士

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1026

南区

U-59、高卒以上、（建築設備技術）1・2級建築士・建築施工管理技士・土木施工管理技士

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=103

南区

U-59、高卒以上、（電気工事）、第三種電気主任技術者、1・2級電気工事士・電気工事施工管理技士

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=103

建築 KE-18 ㈱関西空調
(13)
KE-13 ㈱クリーンベンチャー２１
KE-14 ㈱クリーンベンチャー２１
KE-06 ㈱シンテック

右京区

（設計・積算、一般事務）、経験者優遇

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=686

KE-07 ㈱シンテック

右京区

U-35、（現場施工管理（材料発注や各業者との調整、施工図面作業、書類作成等））

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=686

KE-19 ㈱みやこ設備設計

中京区

U-40、（建築意匠、建築設備の設計）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=706&hello_work_flg=0

KE-10 ㈱ミラノ工務店

中京区

U-64、（施工管理）、ＣＡＤ入力・現場監督の経験者が望ましい、２級建築士・建築施工管理技士が望ましい

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=714

製造系（生産技術/製造技能など）
分野 情報No.

企業名

GE-08 ㈱オプト・システム
GE-06 河長樹脂工業㈱
全般
（4） GE-07 河長樹脂工業㈱
GE-05 京都鰹節㈱

就業場所

備考 （年齢・学歴条件、必要な経験、望ましい経験等）

京田辺市 U-59、高卒以上、（生産技術）半導体の測定に関する業務経験1年以上

求人情報
https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=341&employment_agency_type=0

向日市

U-40、大卒以上、（製造技能職： 製造機械操作、成型技術開発、工程管理など）

向日市

U-40、大卒以上、（生産技術/金型製造技能職： 生産技術開発、金型構造設計、工程管理など）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1231&employment_agency_type=0

南区

U-45、専門卒以上、（製造、生産管理、受発注、倉庫・商品管理等）、※未経験の方も、丁寧に教えます

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=222

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1231&employment_agency_type=0

製造系（生産・品質管理/設置･保守/製造(加工・組立、塗装) 等）
分野 情報No.

企業名

生産 PC-03 テック・ワーク㈱ 久世工場
管理

就業場所

2022/01/12 現在

備考 （年齢・学歴条件、必要な経験、望ましい経験等）

求人情報

南区

U-59、高卒以上、（品質安定・コスト削減・納期短縮等に関する業務）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1093

QM-11 ㈱大栄製作所

南区

U-35、高卒以上、（板金加工品の検査）、※ものづくりに興味のある方、歓迎します

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=249

QM-12 ㈱サンフーズジャパン
品質
管理 QM-13 ㈱サンフーズジャパン
(5) QM-03 トスレック㈱

伏見区

U-59、※現任部長から業務を引き継いで頂きます。丁寧に指導しますので未経験の方でも安心です。

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1287&employment_agency_type=0

伏見区

U-59、（製造品の検査、工程管理など）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1287&employment_agency_type=0

南区

QM-10 中島工業㈱

城陽市

CM-07 内田産業㈱

南区

U-59、高卒以上、品質管理の経験もしくは電子・電気の基礎知識を有する方

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=49

U-35、高卒以上、（品質管理および品質保証）、※未経験の方も、丁寧に教えます

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=81

U-59、(機械の整備・保守） ※機械の整備・組⽴等の経験者は尚可

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=682

CM-08 ㈱オプト・システム

京田辺市 U-59、高卒以上、半導体製造装置、またはそれ以外の自動機の組立や調整、据付け業務経験1年以上

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=341&employment_agency_type=0

CM-09 ㈱オプト・システム

与謝野町 U-59、高卒以上、半導体製造装置、またはそれ以外の自動機の組立や調整、据付け経験等あれば尚良し

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=341&employment_agency_type=0

設置・ CM-02 ㈱コダマ製作所
保守 CM-10 コニテク㈱
(8)
CM-03 ＴＯＷＡＴＥＣ㈱
CM-06 ＴＯＷＡＴＥＣ㈱
CM-05 日本サーモ㈱

中京区

U-35、高卒以上、（看板製作・施工・現場管理）

下京区

U-64、高専卒以上、装置の機械組立・配線の経験

南区

U-35、（TOWA製製造設備の据付・整備など）、産業機械の製造、保守経験者優遇、※未経験者も受入

南区

U-59、（レーザー技術の導入支援、アフターサービスなど）、レーザープロセス装置の開発・保守経験者優遇、※未経験者も受入

宇治市

U-59、高卒以上、（修理・メンテ・製造）、※一人で黙々と集中できる環境。納品先へ簡単な説明を行うときもあり。

AC-44 ㈱アストム

宇治田原町 U-35、（機械加工）、※未経験者の方には一から丁寧に指導します

AC-45 ㈱アストム

宇治田原町 U-35、（金属プレス加工）、※未経験者の方には一から丁寧に指導します

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=694&employment_agency_type=0

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=919

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=705&employment_agency_type=0

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=705&employment_agency_type=0

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1333&employment_agency_type=0

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=394&employment_agency_type=0

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=394&employment_agency_type=0

AC-12 ㈱イチグチ

精華町

U-35、大卒以上

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=719

AC-14 京都精工㈱

宇治市

U-59、高卒以上、（機械加工）、汎用/NC旋盤・ﾌﾗｲｽとﾏｼﾆﾝｸﾞ機と複合機、研磨機など複数の金属加工経験者

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=305

AC-51 京都精工㈱

宇治市

U-59、高卒以上、（産業設備製造）、産業設備の組立や調整から据付けの経験者

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=305

AC-41 ㈱キョークロ

山科区

U-35、（メッキ機械オペレーター）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=354&employment_agency_type=0

AC-42 ㈱キョーテック

亀岡市

U-40、高卒以上、（製造管理職）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1145&employment_agency_type=0

AC-43 ㈱キョーテック

亀岡市

U-30、高卒以上、（製造リーダー）

AC-33 ㈱阪口製作所

伏見区

U-59、（金属プレス加工）、※製造業や金型メンテナンス経験、フォークリフト運転・金属プレス加工技能士などあれば尚良し

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1145&employment_agency_type=0

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1113

AC-34 ㈱阪口製作所 宇治田原工場 宇治田原町 U-59、（金属プレス加工）、※製造業の経験、フォークリフト運転・金属プレス加工技能・玉掛け技能士などあれば尚良し

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1113

AC-35 ㈱阪村機械製作所

久御山町 U-35、（機械加工）、※先輩が一から指導します

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1127

AC-36 ㈱阪村機械製作所

久御山町 U-35、（機械組立）、※先輩が一から指導します。将来的に完成品の据付で国内外への出張もあります。

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1127

AC-37 ㈱阪村テクノロジーセンター

久御山町 U-28、高卒以上、（機械加工）、※先輩が一から指導します。女性も活躍中です。

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1124

AC-25 サンエー電機㈱

南区

U-35、高卒以上、工業系の学校卒であれば尚良し

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=26

AC-52 創栄図書印刷㈱ 吉祥院工場

南区

U-59、高卒以上、（オフセット印刷機オペレーター）、印刷オペレータ経験者 ※書籍の印刷経験があれば尚可

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=761&employment_agency_type=0

AC-53 創栄図書印刷㈱ 吉祥院工場

南区

U-30、高卒以上、（オフセット印刷機オペレーター） ※未経験の方、丁寧に指導いたします

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=761&employment_agency_type=0

AC-39 ㈱大栄製作所

南区

U-35、高卒以上、（板金加工品の製造）、※ものづくりに興味のある方、歓迎します

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=249

伏見区

U-35、高卒以上、（機械装置の組立・配線・調整作業）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1095&employment_agency_type=0

宇治市

U-40、（鋳造作業員） ※夜勤出来る方（２直対応必須）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1078

AC-28 田中精工㈱

宇治市

U-40、高卒以上、（金型加工要員）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1078

AC-29 田中精工㈱

宇治市

U-40、高卒以上、（機械加工要員）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1078

AC-02 ㈲中央工機

伏見区

U-35、高卒以上、（産業・医療機器の組立（製作・改良・修正等））

AC-03 ㈲中央工機

伏見区

U-35、高卒以上、（産業・医療機器の部品製作（MCやCNC旋盤使用））、機械加工経験者が望ましい

製造 AC-47 ㈱大日本科研 横大路工場
(35)
AC-27 田中精工㈱

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=62

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=62

AC-32 テック・ワーク㈱ 久世工場

南区

U-59、高卒以上、（金属吹付塗装（クリーンルームブース内での作業）、塗装の下処理）

AC-48 ㈱西嶋製作所 槙島工場

宇治市

U-64、（現場管理職・課長職）、※製造業界での品質管理・生産管理の実務経験必須

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1300&employment_agency_type=0

AC-49 ㈱西嶋製作所

伏見区

U-64、（オペレーター）、作業（縦型MCの段取り作業、フライス盤加工など）経験必須、※現場は3,40代中心

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1300&employment_agency_type=0

AC-50 ㈱西嶋製作所 槙島工場

宇治市

U-64、（オペレーター）、3DCAD/CAMを使ったマシニング加工（PG・段取り含）経験2年以上。5面/5軸ＭＣ加工経験者優遇

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1300&employment_agency_type=0

AC-46 日本電気化学㈱ 山科工場

山科区

U-35、高卒以上、（部品製造・表面処理・組立）、同種経験者は歓迎、※未経験の方も丁寧に教えます

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=433

AC-38 プロニクス㈱

宇治市

U-59、高卒以上、（研磨職）、研磨経験５年以上必須

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=105

AC-30 ㈱三谷合金製作所

宇治市

U-59、高卒以上、電機機械部品組⽴

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1091

AC-31 ㈱三谷合金製作所

宇治市

U-59、高卒以上、製造ＣＡＤ／ＣＡＭオペレーター

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1091

AC-17 ㈱宮木電機製作所

亀岡市

U-59、高卒以上、機械の組立又は配線の経験者優遇

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=894

AC-21 ㈱山本精機製作所

南区

U-30、高卒以上、（機械の組立、調整、配線）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1010

AC-22 ㈱山本精機製作所

南区

U-30、高卒以上、（部品の仕上げ）、※未経験の方でも丁寧に教えます

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1010

AC-23 ㈱山本精機製作所

南区

U-30、高卒以上、（検査）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1010

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1093

営業系 （企画、営業 等）
分野 情報No.

企業名

SP-22 ㈱アクト・ファクトリー

2022/01/12 現在
就業場所

備考 （年齢・学歴条件、必要な経験、望ましい経験等）

求人情報

U-44、高卒以上、ＰＣ基本操作（エクセル・ワード）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=102

U-29、大卒以上、（ルート営業）、※商品知識やスパイス業界について、一から丁寧に教えます

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1158

北区

U-59、高卒以上、呉服に関する知識・技能・販売経験のある方、パソコン基本操作（エクセル・ワード）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=715

SP-40 技研トラステム㈱

伏見区

U-35、高専卒以上、（既存商品の営業及び新規企画提案営業）、ＩＴ・通信関連・流通業界の営業経験者歓迎

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=114

SP-41 技研トラステム㈱

伏見区

U-35、高専卒以上、（営業技術サービス）、ＩＴ・通信関連の業務経験者や同等の知識のある方歓迎

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=114

SP-55 ㈱京都科学

伏見区

U-35、（海外営業）、中国語ネイティブレベル（日本語能力検定N1）/英語ビジネスレベル

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1155&employment_agency_type=0

SP-39 京都鰹節㈱

南区

U-45、専門卒以上、（京都を中心に近畿一円でのルートセールス）、※未経験の方も、丁寧に教えます

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=222

SP-24 ㈱クリーンベンチャー２１

南区

U-59、高卒以上、宅地建物取引士・第二種電気工事士・二級建築士の資格保有者なら尚良し

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=103

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=987

SP-43 甘利香辛食品㈱
SP-21 ㈱尾峨佐染繡

南区
伏見区

SP-31 ㈱ゲートジャパン

伏見区

U-59、（ルート営業、新規開拓）、営業経験、同業界なら尚良し

SP-47 コニテク㈱

下京区

U-64、高専卒以上、（自社製品の営業販売および新規開拓営業）、※ノルマはありません

SP-38 ㈱阪口製作所

伏見区

U-59、マイクロソフトオフィススペシャリストなら尚良し、図面読解等の経験・能力あれば尚良し

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1113

山科区

U-64、大卒以上、営業経験あれば尚良し

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1085

U-35、大卒以上、（ルート営業）、※未経験者歓迎。先輩社員、営業アシスタントがフォローします

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=249

伏見区

U-35、高卒以上、機械関係の法人営業経験者が望ましい

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=62

八幡市

U-59、高卒以上、（軟包装資材(フィルムパッケージ)・販売包装資材の企画から販売まで）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=396

企画・ SP-33 三栄メディシス㈱
営業 SP-42 ㈱大栄製作所
(24)
SP-06 ㈲中央工機
SP-37 ㈱千代田セールズ社
SP-34 テック・ワーク㈱
SP-35 テック・ワーク㈱ 久世工場

南区

長岡京市 U-59、高卒以上、（大手及び中小企業を含めた、既存顧客フォロー及び新規開拓営業）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=919&employment_agency_type=0

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1093

南区

U-59、高卒以上、（大手及び中小企業を含めた、既存顧客フォロー及び新規開拓営業）

SP-50 ㈱テムザック

上京区

U-40、大卒以上、（法人営業）、※BtoBのビジネスが中心で飛び込み営業はありません。

SP-28 トナミシステムソリューションズ㈱

下京区

U-45、システム開発またはシステム営業経験者が望ましい

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=700

SP-51 ㈱西嶋製作所

伏見区

U-64、高卒以上、（プレイングマネージャー）、同業種(加工部品事業)経験者優遇

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1300&employment_agency_type=0

SP-52 ㈱西嶋製作所

伏見区

U-64、高卒以上、（大手や中堅企業の顧客（固定）への営業業務全般）

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1300&employment_agency_type=0

U-59、（営業・現場管理)、オートＣＡＤ/イラストレーターの基礎知識、現場経験あれば尚良し

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1290&employment_agency_type=0

SP-49 ㈱西田亀

南区

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1093

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=808&employment_agency_type=0

SP-44 ㈱和光製作所

伏見区

U-35、大卒以上、住宅設備機器の営業、※業界未経験の方も歓迎。先輩社員がしっかりとフォローします

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1205&employment_agency_type=0

SP-45 ㈱和光製作所

伏見区

U-35、大卒以上、金属加工品の営業、※業界未経験の方も歓迎。先輩社員がしっかりとフォローします

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1205&employment_agency_type=0

事務系 （総務・経理・一般事務 等）
分野 情報No.

企業名

GA-07 ㈱アストム
GA-08 サンエー電機㈱
総務・ GA-13 創栄図書印刷㈱
経理
(5) GA-06 テック・ワーク㈱ 久世工場
GA-12 ＴＯＷＡＴＥＣ㈱

就業場所

備考 （年齢・学歴条件、必要な経験、望ましい経験等）

宇治田原町 U-35、（総務・経理・人事）、※経理事務の経験、PCスキル（エクセル・ワード他）のある方が望ましい

南区

U-25、短大卒以上、（一般事務・経理事務）、※未経験の方、丁寧に指導します

南区

U-59、（総務、経理補助、労務関連） ※個人のスキルに合わせて丁寧に指導します

南区

U-59、高卒以上、（購買（資材の発注・外注管理・予算管理・金額交渉等））

南区

U-35、(購買企画）、※未経験者も受け入れます

求人情報
https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=394&employment_agency_type=0

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=26&employment_agency_type=0

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=761&employment_agency_type=0

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=1093

https://webjobpark.kyoto.jp/com/detail?cid=705&employment_agency_type=0

[補①] U-35とは35歳以下を意味する。
[補②] 最右欄「求人情報」は、文字が読みにくいですが、各求人の詳細情報にリンクが張られている。

2022/01/12 現在

