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設計・開発系　（機械、電気、ソフトウェア　等）
分野 情報No. 企業名 企業ホームページ 就業場所 備考　（年齢条件、必要な経験、望ましい経験等）

TE-06 エーシック㈱ http://www.asyck.co.jp/ 宇治市 U-39、大卒以上、ＣＡＤを使って設計できる方、あれば尚良し

TE-14 ㈱エピクエスト https://www.epiquest.co.jp 南区 U-35、高専卒以上、装置の機械または電気設計、社内及び現地組立調整、メンテ等。

TE-05 技研トラステム㈱ http://www.trastem.co.jp/ 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

TE-01 テラメックス㈱ http://www.teramecs.com 伏見区 U-35、理工系卒が望ましい。設計業務経験者は文系可。

TE-11 日本ロジックス㈱ http://www.nlogics.co.jp 長岡京市 U-59、高専卒以上

MA-18 ㈱Ａi-Ｒ http://www.ai-r.kyoto.jp 中京区 U-59、装置の機械設計、AutoCADの使用経験

MA-15 ㈱片岡製作所 http://www.kataoka-ss.co.jp/ 南区  U-59、高卒以上、機械設計実務経験3年以上、歓迎：生産設備の設計経験

MA-11 京都精工㈱ http://www.kyotoseiko.co.jp/ 宇治市 高卒以上、産業設備の機械設計経験

MA-12 トスレック㈱ http://www.tosslec.co.jp 南区 高卒以上、機械設計の経験もしくは基礎知識を有する方

MA-08 ㈱ニッサンキコー http://www.nissankiko.co.jp 宇治市 U-34、高専卒以上

MA-07 ㈱藤井合金製作所 https://www.fujii-mfg.co.jp/ 南区 U-35、大卒以上

MA-20 ㈱マルナカ https://www.marunaka-japan.co.jp/ 南区 U-40、高卒以上、機械設計経験のある方が望ましい

MA-19 ㈱ユニテツク京都事業所 http://www.unitec-co.co.jp 下京区 U-59、高卒以上、機械設計の経験3年以上

EL-04 応用電機㈱ http://www.oyoe.co.jp 城陽市 U-59、回路設計・シーケンス制御設計・制御盤設計

EL-05 ㈱オプト・システム http://www.opto-system.co.jp 京田辺市 高専卒以上、LED/LDの計測技術経験

EL-11 ㈱片岡製作所 http://www.kataoka-ss.co.jp/ 南区 U-59、高卒以上、電気制御設計実務経験3年以上、歓迎：PLC経験

EL-17 関西計装㈱ http://www.kansaikeisou.co.jp/ 伏見区 U-40、高卒以上、電気制御設計及び試運転等、電気科工業高校卒・電気系大学卒の方は尚よし

EL-09 京都精工㈱ http://www.kyotoseiko.co.jp/ 宇治市 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

EL-12 ㈱西村製作所 http://www.ns-slitter.co.jp 南区 大卒以上、電気工学系出身または同程度の知識を有する方

EL-16 ㈱ユニテツク京都事業所 http://www.unitec-co.co.jp 下京区 U-59、高卒以上、電気設計の経験3年以上

SO-27 ㈱アクセル・モード 京都支店 ｈｔｔｐｓ://www.axcel-mode.co.jp/ 中京区 U-45、(Webシステム開発)、ＷＥＢ系/アプリ系システム開発経験者は歓迎。

SO-28 ㈱アクセル・モード 京都支店 ｈｔｔｐｓ://www.axcel-mode.co.jp/ 中京区 U-45、(アプリ開発)、ＷＥＢ系/アプリ系システム開発経験者は歓迎。

SO-24 ㈱エクザム http://www.ekzm.co.jp/ 中京区 U-35、大卒以上　（Webディレクター職）

SO-25 ㈱エクザム http://www.ekzm.co.jp/ 中京区 U-35、大卒以上　（Webエンジニア職）

SO-01 ㈱オプト・システム http://www.opto-system.co.jp 京田辺市 高専卒以上、半導体製造装置のソフト開発経験

SO-19 ㈱片岡製作所 http://www.kataoka-ss.co.jp/ 南区 U-59、高卒以上、C/C+/VBでの開発経験3年以上、歓迎：組込経験、HW/SWｽｷﾙ

SO-21 ギグワークスクロスアイティ㈱ 京都事業所 https://www.gigxit.co.jp/ 下京区 U-34、プログラム開発経験あれば尚よし

SO-22 ギグワークスクロスアイティ㈱ 京都事業所 https://www.gigxit.co.jp/ 下京区 システム設計から導入までの経験（公共システムやアプリ等開発）

SO-29 ＫＳＲ㈱ http://www.ksr-jp.com/ 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）

SO-02 シグマトロン㈱ 京都支店 http://sigmatron.co.jp/ 下京区 U-59、専門卒以上、SEとしての経験３年以上

SO-03 島津エス・ディー㈱ http://www.shimadzusd.co.jp 中京区 高専卒以上、C/C#などのプログラミング経験

SO-05 ㈱ゼネック http://www.genech.co.jp/ 中京区 U-59、Java/PHP/VB.NET/C++などのプログラミング経験

SO-06 セブンシステム㈱ http://www.seven-sys.co.jp/ 下京区 U-45、高専卒以上

SO-16 ㈱ゼロ・サム http://www.zero-sum.co.jp 下京区 U-59、自動車ナビゲーション開発等類似開発経験2年以上

SO-07 ㈱ゼロワン http://www.zero-one.co.jp/ 下京区 U-59、専門卒以上、業務ｼｽﾃﾑ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発経験

SO-08 ㈱ゼロワン http://www.zero-one.co.jp/ 下京区 U-59、専門卒以上、Windows/UNIX/Linuxｻｰﾊﾞｰ構築経験

SO-09 ㈱ＤＴＳ ＷＥＳＴ http://www.dtswest.co.jp/ 中京区 U-45、専門卒以上

SO-17 二九精密機械工業㈱ https://futaku.co.jp 南区 U-59、専門卒以上、(社内SE)、 社内業務ｼｽﾃﾑ導入（企画立案～運用）経験１年以上

SO-18 二九精密機械工業㈱ https://futaku.co.jp 南区 U-59、専門卒以上、（ﾈｯﾄﾜｰｸｴﾝｼﾞﾆｱ）、ﾈｯﾄﾜｰｸ構築等の基本的知識と経験１年以上

SO-10 ㈱ユニシス http://uniuni.co.jp 中京区 U-35、高卒以上、Java/C#/VC++などのプログラミング経験

SO-15 ㈱WordLink&Company https://www.skylinkjapan.com/ 北区 U-59、大卒以上

KE-04 ㈱アクト・ファクトリー http://www.actfactory.net 伏見区 U-64、高卒以上、（施工管理）、建設業にて施工管理や監督業務等の経験等

KE-05 ㈱アクト・ファクトリー http://www.actfactory.net 伏見区 U-64、高卒以上、（積算）、積算業務・現場管理経験などあれば望ましい、１・２級建築士は優遇

KE-01 ㈱池下設計 京都支店 http://www.ikeshita-sekkei.com/ 中京区 U-59、高卒以上、AutoCAD

KE-06 ㈱シンテック http://st-sintec.co.jp/ 右京区 （設計・積算事務）、経験者優遇

KE-07 ㈱シンテック http://st-sintec.co.jp/ 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））

KE-08 ㈱みやこ設備設計 http://www.miyako-setsubi.com/ 中京区 U-40、未経験の方も一から丁寧に教えます（建築意匠、建築設備）

KE-09 洛南電気工業㈱ http://www.rakuden.co.jp/ 南区 U-35、（電気工事監理）、１・２級電気工事施工管理技士・電気工事士等資格者は優遇
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製造系　（生産管理/品質管理/機械加工・組立、プレス加工 等）

分野 情報No. 企業名 企業ホームページ 就業場所 備考　（年齢条件、必要な経験、望ましい経験等）

GE-04 ㈱エーティーシー（ATC) http://atc-web.com/ 伏見区 U-35、高卒以上、装置の生産・組立・調整・検査業務など→経営幹部に育成

QM-06 サンコーエンジニアリングプラスチック㈱ http://www.sankouep.jp/ 南区 U-59、製造業において検査検品または品質管理の業務経験がある方。ＱＣ検定３級あれば尚よし。

QM-03 トスレック㈱ http://www.tosslec.co.jp 南区 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

QM-04 ホッコー㈱ 京都支店 http://www.hokko.com/company/kyoto/ 右京区 U-35、（品質管理および品質保証）、PC基本操作

AC-02 ㈲中央工機 http://chuocoki.co.jp/ 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 http://chuocoki.co.jp/ 伏見区 U-35、高卒以上、産業・医療機器の部品加工（MCやCNC旋盤使用）

AC-05 ㈱ニッサンキコー http://www.nissankiko.co.jp 宇治市 U-34、高卒以上、包装機械の組立・調整

営業系　（企画、営業　等）

分野 情報No. 企業名 企業ホームページ 就業場所 備考　（年齢条件、必要な経験、望ましい経験等）

SP-15 ㈱アクト・ファクトリー https://aromajoin.com 南区 U-45、高卒以上、PC基本操作

SP-13 エーシック㈱ http://www.asyck.co.jp/ 宇治市 U-39、大卒以上、既存取引先へのルート営業（関西・中部・関東・中国方面）

SP-16 ㈱オーシーシー情報センター http://www.occjc.co.jp 中京区 U-31、法人営業

SP-03 応用電機㈱ http://www.oyoe.co.jp 城陽市 U-35、高卒以上、営業・購買など総合職として

SP-10 技研トラステム㈱ http://www.trastem.co.jp/ 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

SP-11 技研トラステム㈱ http://www.trastem.co.jp/ 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歓迎

SP-18 ＫＳＲ㈱ http://www.ksr-jp.com/ 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

SP-06 ㈲中央工機 http://chuocoki.co.jp/ 伏見区 U-35、高卒以上、機械関係の法人営業経験があれば望ましい

SP-17 ホッコー㈱ 京都支店 http://www.hokko.com/company/kyoto/ 右京区 U-35、PC基本操作

SP-14 ㈱WordLink&Company https://www.skylinkjapan.com/ 北区 U-59、大卒以上

事務系　（総務・経理・一般事務　等）

分野 情報No. 企業名 企業ホームページ 就業場所 備考　（年齢条件、必要な経験、望ましい経験等）

 [補]　U-35とは35歳以下を意味する。
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