設計・開発系（機械/電子・電気/ソフトウェア/建築 など）
No.

企業名

2021/12/10現在
職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

機械設計＜設計主任＞

1 株式会社コイズミデザイン

事業拡大に伴い設計部の強化を行います。
共に会社を大きく育てて頂ける方を希望します。
アジアネットワークに強くアジアの同志と共に活躍できます。
アットホームで明るい環境です。
【主に以下の業務をお願いします】
１．各種産業用省力化機械（ＦＡ装置）の設計・製図
２．二次元・三次元ＣＡＤを使用しての設計業務
３．京都・大阪・滋賀の客先にて作業する場合もあります（希望考慮）
４．設計主任として活躍いただきます

ＦＡ装置の機械設計（できれば５〜１０年以上、応相
談）
59歳以下
資格不問

中京区

110

自動機の機械設計経験（経験３年以上、応相談）
外国籍であればＮ３以上（Ｎ２相当の会話力）の語学
59歳以下
力
資格不問

中京区

110

自動機の機械設計経験３年以上
外国籍の場合Ｎ３以上の日本語能力
資格不問

59歳以下

中京区

110

自動機の機械設計経験（経験３年以上、応相談）
外国籍であればＮ３以上（Ｎ２相当の会話力）の語学
59歳以下
力
資格不問

中京区

110

ＦＡ装置の機械設計経験（できれば５年以上、応相
談）
資格不問

中京区

110

機械設計＜搬送装置の機械設計＞

2 株式会社コイズミデザイン

＊搬送装置装置、自動機の機械設計業務に従事していただきます。
＊様々な自動機の設計経験を積むことができ、スキルアップできる環境があります。
１．「検討設計」、「構想設計」担当
２．「変更設計」、「部品図作成」担当
※技術者をそれぞれ募集中です。
※詳細は是非一度お問い合わせ下さい。
※関西の客先において作業する場合があります（通勤：考慮します）

機械設計＜半導体製造装置、自動機＞（経験者）
3 株式会社コイズミデザイン

・自動機の変更設計、不具合部分の検討、まとめ・報告
・半導体製造装置（標準機械）の検討設計、変更設計
・様々な設計経験を積め、常にスキルアップできる環境があります。
・上場企業、大企業の製品・プロダクト設計・開発
・弊社社内の自社製品開発・設計・デザイン
※６１歳以上の方でも応募可です（契約社員）

機械設計＜半導体製造装置、自動機＞

4 株式会社コイズミデザイン

＊ 半導体製造装置、自動機の機械設計業務に従事していただきます。
＊ 様々な自動機の設計経験を積むことができ、スキルアップできる環境があります。
１．「検討設計」、「構想設計」担当
２．「変更設計」、「部品図作成」担当
技術者をそれぞれ募集中です。
詳細は是非一度お問い合わせ下さい。
京都・大阪・滋賀の客先において作業する場合があります（通勤考慮します）

機械設計及び製図

5 株式会社コイズミデザイン

事業拡大に伴い設計部の強化を行います。
共に会社を大きく育てて頂ける方を希望します。
アジアネットワークに強くアジアの同志と共に活躍できます。
アットホームで明るい環境です。
【主に以下の業務をお願いします】
１．各種産業用省力化機械（ＦＡ装置）の設計・製図
２．二次元・三次元ＣＡＤを使用しての設計業務
３．京都・大阪・滋賀の客先にて作業する場合もあります（希望考慮）
４．見習い希望者は別途ご相談

59歳以下

設計・開発系（機械/電子・電気/ソフトウェア/建築 など）
No.

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

機械設計

6 応用電機株式会社

当社主力製品であるメカトロニクス装置（半導体・電子部品の製造ラインや計測装置、医
療用検査装置）の機械設計の仕事です。
・半導体、医療、自動車業界等、様々な業界のお客様との仕様の検討、仕様書に基づい 産業用機械や半導体製造装置等の機械設計経験者、ま
た構想設計、機構設計、詳細設計から調整作 業、納品、据付まで一貫して、プロジェクト
59歳以下
たは何らかの生産設備の設計経験者
をご担当頂きます。
普通自動車運転免許（AT限定可）
※量産品ではなく、クライアントのニーズに合った製品をオーダーメイドで提供します。毎回
違うものを設計、自分のアイディアを 形にする醍醐味があります。
※電気やソフト技術者と一緒にものづくりを進めますので、幅広い 知識・経験を身につける
ことができます。

城陽市

110

59歳以下

久御山町

105

59歳以下

久御山町

105

宇治市

113

機械設計
7 株式会社メカニック

・生産設備（自動化機器）の設計業務
CAD経験者優遇
・量産機器の開発・設計業務
普通自動車運転免許（AT限定可）
※使用するCADソフトは、AUTO CAD（二次元）/SOLIDWORKS（三次元）となり
ます（CAD使用経験者優遇いたします）

機械設計補助（オペレーター）
8 株式会社メカニック

・生産設備（自動化機器）の設計の補助業務
CAD経験者優遇
・主に、部品図を含む製図と資料作成
※使用するCADソフトは、AUTO CAD（二次元）/SOLIDWORKS（三次元）となり 普通自動車運転免許（AT限定可）
ます（CAD使用経験者優遇いたします）。
※ご本人の能力により、メイン設計者への登用があります。

機械設計〔組立・検査等、多種多様な自動化装置〕
9 秀峰自動機株式会社

10 テラメックス株式会社

11 モラブ阪神工業株式会社

二次元CADを駆使し、構想・設計を行う構想から詳細設計までを自主的にこなす仕事で
機械設計の実務経験５年以上、CADが使えて機械創り機械設
す。
59歳以下
自社工場内にて組立・調整を行うためにサポートが必須、電気制御設計者との連携（欠か 計が好きな方（工業高校卒業以上の知識のある方）
普通自動車運転免許（AT限定可）
せない要素）
※あなたの発想と汗がお客様の笑顔につながる「やり甲斐一杯」の仕事です。
※お客様に提案を積極的に行っていただきます。

機械設計
・臨床検査機器の設計/開発・各種臨床検査機器や簡易分析装置などの機械設計
※理工系卒の方が望ましい ※設計業務経験者は文系可

機械設計
メカトロニクス、産業機械、プラント配管の設計業務等

経験不問
工業高卒以上(機械、電気基本知識は必要です）

35歳以下

伏見区

125

ＣＡＤの使用経験又は機械設計のご経験があれば
大歓迎

59歳以下

京都府内・滋賀
県内の各取引
先

122

ＣＡＤを使用した機械設計の実務経験

59歳以下

下京区

120

64歳以下

伏見区

123

機械設計
12 株式会社ユニテツク 京都事業所

（搬送装置、組立装置、検査装置などの機械設計業務）
・構想設計、詳細設計、組立図〜部品図の作図・お客様との打合せ・CADは主に
AutoCAD、iCADを使用（このCAD使用経験がない場合は入社後に操作を指導致しま
す）

機械設計
13 株式会社大興技研

CATIA V5使用設計業務の実務経験あれば尚よし

※CATIA Ｖ５使用の設計業務（CADはお教えします）
※自動車業界経験あれば尚よし
・自動車部品の機械設計業務・オートマチック・マニュアルトランスミッションの設計・ドアパネル
※機械科卒尚よし
の3Dモデリング、その他駆動系の設計・これらの試験・解析・設計検討など

設計・開発系（機械/電子・電気/ソフトウェア/建築 など）
No.

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

機械設計
14 株式会社KYOSOテクノロジ

15 株式会社ムサシノキカイ

大手メーカーから一括受託でプロジェクトを担当
上級工程である企画段階から構想設計／試作／評価／生産指導など一気通貫してモノ
CADを用いた機械設計の経験
づくりに携わっていただきます
開発実績：白物家電、FA量産機、ヘルスケア製品、分析機器、エネルギー機器、検査装
置など

機械設計・製作

59歳以下

中京区

119

45歳以下

下京区

122

産業用装置の機械設計経験者

59歳以下

城陽市

116

精密プレス金型の設計経験者

59歳以下

城陽市

116

精密プラスチック金型（精密樹脂金型）の設計経験者

59歳以下

宇治田原町

116

経験不問

59歳以下

京丹後市
峰山町

120

中京区

110

城陽市

110

経験不問

・主に紙及びプラスチックフィルムの加工機械装置の設計業務・設計業務の他に営業と共に
普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚よし
顧客との打合せ、機械装置の試運転立会い

産業用装置の機械設計
16 株式会社山岡製作所

・金型への材料の供給から収納までの自動化装置の設計業務
・原材料からパーツ成型、組立までの自動化装置の設計業務
・その他ＦＡ関連装置の設計業務

精密プレス金型設計
17 株式会社山岡製作所

・半導体・電子部品の最終工程である各種リード加工用金型の設計業務
・デジタル家電・携帯電話等に必要な極薄、複合、多層の金属薄物フィルム、ＴＡＢ・Ｃ
ＯＦテープ、樹脂、紙等の薄物非金属類の打抜き金型の設計業務
・アルミラミネート材の打抜き、切断、絞り加工等の成型金型の設計業務

精密プラスチック金型設計（宇治田原工場）
18 株式会社山岡製作所

・医療業界向けや自動車業界向けの精密プラスチック金型を中心に、幅広い分野での開
発・試作段階から量産までの金型の設計業務
・インジェクション・モールド金型やプレス加工も含めたインサート成形金型の設計業務

総合職＜技術職＞
19 株式会社日進製作所

（１）工作機械の設計、開発、商品技術
（２）生産設備の設計
（３）エンジン部品の研究開発、生産技術
（４）新商品の開発

電気設計＜搬送装置装置、自動機＞
20 株式会社コイズミデザイン

＊搬送装置、自動機の電気設計業務に従事していただきます。
＊様々な自動機の設計経験を積むことができ、スキルアップできる環境があります。
※技術者を募集中です。
※詳細は是非一度お問い合わせ下さい。
※関西の客先において作業する場合があります（通勤：考慮します）

電気設計・制御設計
21 応用電機株式会社

自動機の機械設計経験（経験３年以上、応相談）
外国籍であればＮ３以上（Ｎ２相当の会話力）の語学
59歳以下
力
資格不問

電気回路設計、シーケンス制御設計、制御盤の設計のい

メカトロニクス装置のシーケンス制御プログラムの開発
ずれかの経験者
当社製品であるメカトロニクス装置は、半導体・電子部品の製造ラインや検査装置で、お客
資格不問
様の依頼に基づきオーダーメイドで設計製作します。

59歳以下

設計・開発系（機械/電子・電気/ソフトウェア/建築 など）
No.

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

経験不問
・機械・電気設計作業として、顧客要望を打合せにて確認し、それを基に製作図、仕様書 普通自動車運転免許（AT限定可）
59歳以下
※熟練技術者が共同作業で指導しますので、早期習得が
の作成
・生産管理として、工程管理、部品手配等を行う
可能です

就業場所

年間休日

機械・電気設計
22 ニンバリ株式会社

23 日本電気化学株式会社

産業機器に関するあらゆる設計、及び社内検査治具作成

福知山市

116

35歳以下

山科区

125

59歳以下

城陽市

116

職務内容に関する実務経験が５年以上、機械造り・制御
59歳以下
設計が好きな方（工業高校卒業以上の知識のある方）

宇治市

113

59歳以下

下京区

120

59歳以下

下京区

120

59歳以下

京都府内・滋
賀県内の各取
引先

122

59歳以下

中京区

119

不問

電子回路設計・機構設計・産業装置制御プログラム・電子基板設計など産業機器に関す ※同種設計経験者は、歓迎します！
るあらゆる設計、及び社内検査治具作成をする業務
※未経験の方も、先輩が丁寧に教えます！

産業用装置の電気（制御・ハード）設計
24 株式会社山岡製作所

・材料供給から収納のまでの自動化装置の電気設計業務
・原材料からパーツ成型、組み立てまでの自動化装置の電気設計業務
・その他ＦＡ関連装置の電気設計業務
・各種産業用装置の回路図、ラダー図の作成業務

※産業用装置の電気（制御・ハード）設計経験者
※シーケンス制御、ＰＬＣの使用経験者

電気制御設計〔自動化装置のPLC制御＝H／S設計・調整〕

25 秀峰自動機株式会社

CADを駆使してPLC制御のハード及びソフト設計を行っていただくお仕事です。
・タッチパネル設計業務
・ロボットプログラム設計（単軸・多軸）業務
・立上げデバック（賢い装置に仕上げる）業務
[こんな方を歓迎します]
＊やる気が人一倍必要な仕事です。プラス思考の意欲のある方を望みます。
＊レスポンスが早く、自発的行動でお客様に提案が積極的に行える方。
＊ソフト設計が机上で出来る方

電気設計
26 株式会社ユニテツク 京都事業所

（自動化・省力化機械の電気設計業務）
電気設計の経験が2年以上ある方
・PLC制御設計、電気ハード設計、デバッグ、調整など・各種盤の筐体設計・ワイヤーハーネ
スの設計・お客様との打合せなど

電気設計補助
27 株式会社ユニテツク 京都事業所

28 モラブ阪神工業株式会社

（自動化・省力化機械の電気設計補助業務）
・PLC制御設計、電気ハード設計、デバッグ、調整など・各種盤の筐体設計・ワイヤーハーネ 電気設計の経験がある方
スの設計
※先輩社員の補助業務から担当していただきます

電気電子設計
・制御回路、プリント基板、高周波回路の設計業務等

ＰＬＣ又は計装設計のご経験があれば大歓迎

電子回路設計
29 株式会社KYOSOテクノロジ

大手メーカーから一括受託でプロジェクトを担当
上級工程である企画段階から構想設計／試作／評価／生産指導など一気通貫してモノ
電子回路設計の経験
づくりに携わっていただきます
開発実績：白物家電、FA量産機、ヘルスケア製品、分析機器、エネルギー機器、検査装
置など

設計・開発系（機械/電子・電気/ソフトウェア/建築 など）
No.

企業名

30 テラメックス株式会社

職種
電気回路設計

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

経験不問
工業高卒以上(機械、電気基本知識は必要です）

35歳以下

伏見区

125

アナログまたははデジタル回路経験者
・デジタル回路経験者の方は、ＦＰＧＡ、ＤＳＰ等の経
験者歓迎
普通自動車運転免許（AT限定可）

59歳以下

城陽市

110

基本的なパソコン操作必須
ワード（文書作成）、エクセル（表計算）
※未経験の方、経験の浅い方は、社内研修を受けてから
先輩社員とともに実務に携わっていただきます。
※中国に関連会社がある為、中国語のできる方も歓迎し
ます（中国への転勤はありません)

45歳以下

伏見区

118

59歳以下

下京区

110

パワー半導体デバイス・モジュール（SiC,GaN,Si)の研究
開発経験者、もしくは製品設計の経験のある方
半導体設計
・パワー半導体デバイス及びモジュール設計の経験がある方
59歳以下
海外のユーザーから開発依頼を受け研究開発拠点の整備を行い、大学や産業界と共同で
・TCAD（Synopsis Sentaurusなど）の試用経験があ
新技術の研究開発やパワーデバイス＆モジュールの設計に従事
る方
・英語もしくは中国語での意思疎通が可能な方

西京区

121

臨床検査機器の設計/開発・各種臨床検査機器や簡易分析装置などの電気回路設計
※理工系卒の方が望ましい ※設計業務経験者は文系可

回路設計

31 応用電機株式会社

半導体検査装置や電子部品製造ライン等の電子回路設計の仕事です。
当社製品である検査設備や生産設備に組み込まれる制御・計測用機器の電子回路設
計、および制御用・計測用電子回路全般の設計を行います。
量産品ではなく、クライアントのニーズに合った製品をオーダーメイドで提供します。
※受注してから設計製作し、同じ敷地の自社工場で生産しますので一貫したものづくりが経
験できます。
※毎度違うものを設計するため、自身のアイディアを形にできる面白みがあり、様々な業界
（半導体・医療・車業界など）の顧客に 関わることができる点も魅力です。

電子回路設計・製品開発

32

株式会社東洋レーベル
電子機器事業部

33 株式会社京都テクニカ

34 Anjet Research Lab株式会社

35 モラブ阪神工業株式会社

マイコンを使った基板設計、FPGAのロジック設計、静電容量ICと静電センサを組み込んだ
装置開発をしています。
案件の仕様検討（提案）、設計、評価まで、経験業務、スキルに応じて携わっていただき
ます。
当社は産業機器、民生機器の受託開発・生産、及び自社製品の開発を行っています。ま
た、試作品から量産品まで幅広く扱っています。当社の製品が表立って一般のお客様の手に
触れることはまだまだ少ないですが、製品開発の経験のある方、製品開発に興味のある方を
募集しています。

電気回路設計及びシーケンスソフト設計

経験不問 ※実務経験あれば、尚よし

電子部品製造装置関連、医療包装機関連、食品梱包機関連の制御装置の電気設計・
普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚よし
電子部品検査装置関連の電気設計・シーケンスソフト設計

研究開発
化学品の実験・分析や水質・金属材料の検査・試験業務等

分析や検査・試験業務のご経験があれば大歓迎

59歳以下

京都府内・滋
賀県内の各取
引先

122

経験不問
※理系（化学）卒の方は尚よし
普通自動車免許（AT限定可）

45歳以下

城陽市

120

研究開発
36 中島工業株式会社

フィルムコーディング剤・インクなどに関する研究開発業務に従事していただきます。
＜開発事例＞
スマートフォン・自動車内外装部品などに活用されるPETフィルム、コーティング剤、インク開
発。
※未経験の方も、先輩が丁寧に教えます！

設計・開発系（機械/電子・電気/ソフトウェア/建築 など）
No.

企業名

職種
金型設計＜自動機の金型設計＞

37 株式会社コイズミデザイン

＊自動機の金型設計業務に従事していただきます。
＊様々な自動機の設計経験を積むことができ、スキルアップできる環境があります。
※技術者をそれぞれ募集中です。
※詳細は是非一度お問い合わせ下さい。
※関西の客先において作業する場合があります（通勤：考慮します）

金型設計（プラスチック成型）
38 株式会社ShinSei

①３Ｄ-CADを使用して、プラスチック成型用金型の設計
②２D図面の作成や部品手配業務等
※今回の募集では金型設計の経験者を即戦力として求めています。

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

自動機の機械設計経験（経験３年以上、応相談）
外国籍であればＮ３以上（Ｎ２相当の会話力）の語学
59歳以下
力
資格不問

中京区

110

金型設計経験3年以上が望ましい（応相談）
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

59歳以下

宇治市

105

35歳以下

宇治市

113

59歳以下

中京区

110

自動機の機械設計経験（経験３年以上、応相談）
外国籍であればＮ３以上（Ｎ２相当の会話力）の語学
59歳以下
力
資格不問

中京区

110

経験不問
工業高卒以上(機械、電気基本知識は必要です）

35歳以下

伏見区

125

59歳以下

下京区

120

金型設計
39 アサヒ・エンジニアリング株式会社

半導体封止装置の金型設計及び開発
経験不問（経験者歓迎、機械系学科卒業の方尚良
＊２D・３D-CADを使って設計します。
し）
＊事務所内でのデスクワークです。
※普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚良し
＊業務で未経験の方でもOJTを通して丁寧に教えます。
*将来はお客様との打合せをしながら、製品をつくるあげるやりがいと面白さを実感できます。

ＣＡＤオペレーター・設計事務
40 株式会社コイズミデザイン

＊機械装置のＣＡＤオペレーション業務、設計事務作業
各種装置（半導体製造装置、自動車部品組立装置、包装機械、各種搬送装置等）
の経験ができるのでスキルを磨ける
※京都、滋賀、大阪の客先で作業する場合もあります
※設計者を目指す方
※月１度勉強会あり（自由参加）

機械メンテナンス＜デバック、据え付け、試運転含む＞
41 株式会社コイズミデザイン

42 テラメックス株式会社

43 株式会社ユニテツク 京都事業所

＊自動機のメンテナンス業務に従事していただきます。
＊様々な自動機のメンテナンス経験を積むことができ、スキルアップできる環境があります。
※技術者を募集中です。
※詳細は是非一度お問い合わせ下さい。
※関西エリアの客先において作業する場合があります（通勤：考慮します）。

ソフト設計
臨床検査機器の設計/開発・各種臨床検査機器や簡易分析装置などのソフト設計
※理工系卒の方が望ましい ※設計業務経験者は文系可

ＣＡＤオペレーション
※設計事務作業経験あれば尚よし
資格不問

ソフト開発設計の実務経験のある方
・使用言語：C、C++、VC、C#、VB、Java、PHPなど
生産管理や受発注、在庫管理などの企業内で使用する業務系システム、または画像処理 ・使用DB：Oracle、SQLServer、MySQL、
やECUなど制御系システム開発業務
PostgreSQLなど
※経験に応じて企業のプロジェクトに参加していただきます

ソフト開発技術者

設計・開発系（機械/電子・電気/ソフトウェア/建築 など）
No.

企業名

職種
ソフトウェア開発（組込み、PCアプリ）

44

株式会社東洋レーベル
電子機器事業部

組み込み制御ソフト、Windowsアプリケーション、Linuxアプリケーションなど幅広くソフトウェ
ア開発に携わっていただきます。
開発対象は医療機器、大型望遠鏡、植毛機などのモータ制御ソフト、自社PCIボードのデ
バイスドライバ、及びアプリケーション、各種マイコンを用いた製品（ソフトウェア、筐体設計）
など多岐にわたります。
社内でハード開発も行っている為、ハードウェアの特性を学びソフトウェア開発に活かすことが
できます。

ソフトウェアエンジニア
45 株式会社クレアリンクテクノロジー

46 京都EIC株式会社

47 京都EIC株式会社

下記いづれかの業務
1.IoT関連のシステムの設計および開発（組込開発）
2.ウェブアプリケーション開発（PHP、Python）
3.システム・通信ソフトウェア開発（Linux、Windows）

基本的なパソコンスキル必須
ワード（文書作成）、エクセル（表計算）
※未経験の方、経験の浅い方は、社内研修を受けてから
先輩社員とともに実務に携わっていただきます。
※中国に関連会社がある為、中国語のできる方も歓迎し
ます（中国への転勤はありません）

年齢

就業場所

年間休日

44歳以下

伏見区

118

下記いづれかの実務経験を有すること
・組み込みソフトウェアの関連経験および基本的なマイコン
に関する知識
・PHP、Pythonを使用したウェブアプリケーション開発経験
59歳以下
および基本的なWebに関する知識
・ネットワーク通信を必要とするソフトウェア開発経験および
基本的な通信に関する知識
・WindouwsのGUIアプリケーションの開発経験

精華町

120

経験不問(新卒の場合)
※ソフトウェアはPLC・DCSを使用
自動制御システムや監視計測システムの設計・製作・試運転等を行います。また、将来的に
普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚よし
はSCADAの開発も行っていただく予定
※入社後取得でも可

40歳以下

久御山町

112

経験不問(新卒の場合)
※ソフトウェアはPLC・DCSを使用
自動制御システムや監視計測システムの設計・製作・試運転等を行います。また、将来的に
普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚よし
はSCADAの開発も行っていただく予定
※入社後取得でも可

59歳以下

久御山町

112

ソフトウエア設計、またはプログラム開発言語の実務経験が
１年以上あることが望ましい
59歳以下
資格免許：不問
※コンピューター専門学校卒以上が望ましい。

下京区

120

ソフトウェア開発

システムエンジニア

システムエンジニア・プログラマー
48 株式会社スカイセンス

必要な経験・資格・免許

＜ソフトウエアの設計＞
Ｃ＋＋、Ｃ＃、Ｊａｖａ、ＮＥＴ、Ａｎｄｒｏｉｄなどの
開発言語を使用したシステム開発

システムエンジニア・プログラマー
49 株式会社ゼネック

50 株式会社テック技販

主に業務系のシステム開発が多いですが、組込み制御、Webアプリと様々で、ご経験を活か
システム開発経験
した業務を担当していただきます
・上流から製造工程まで、一連の業務に携わっていただくことが多いです。特に社内の場合 （Java、PHP、VB、NET、C＃、NET、C++など）
は、顧客との調整や要件定義など、ユーザーと直接折衝することもあります
・近年社内開発ではＩｏＴ分野での研究開発を始めています

システムエンジニア
計測全般ソフトウェア設計製作

59歳以下

中京区

124

経験不問
※電気知識のある方歓迎
工業高校（電気系、機械系）卒、または大学理工学
45歳以下
部・工学部（機械工学/電気・機械）卒であれば、尚よし
普通自動車運転免許（AT限定可）

宇治市

115

設計・開発系（機械/電子・電気/ソフトウェア/建築 など）
No.

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

開発者〔社内システムエンジニア〕

51 応用電機株式会社

社内システムのソフト開発を中心に、ゆくゆくは幅広く業務を担当していただきます。
社内システムとは、例えば以下のようなものがあります。
*基幹系システム（会計／在庫／人事・給与 など）
*業務系システム（営業支援、電子商取引 など）
*情報系システム（申請ワークフロー、情報共有 など）
社内システムの開発はＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｖｉｓｕａｌ ｂａｓｉｃ．Ｎｅｔを
使用します。 （今後、アジュールに切り替えていく予定です。）
【ご経験やご活躍に応じて、今後お任せしたい業務】
*サーバー管理、通信機器管理、ネットワーク管理
※情報系の知識があればご活躍頂けます。和気あいあいとした職場なので、分からないこと
や不安なことは上司・先輩がしっかりフォローします。

社内SE
52 応用電機株式会社

社内の生産管理システムのソフト開発を中心に、ゆくゆくはインフラ構築（サーバーやネット
ワーク）を含め、幅広く担当していただきます。
・Microsoft Visual basic．Netによる開発 ⇒ 今後、Azure（アジュール）に切り替
えていく予定です。
※情報系の知識があればご活躍頂けます。和気あいあいとしあ職場なので、分からないこと
や不安なことは上司・先輩がしっかりフォローします。

経験不問（未経験者歓迎）
普通自動車運転免許（AT限定可）

35歳以下

城陽市

110

不問
・Microsoft Visual basic．Net の実務経験が半年
35歳以下
以上が望ましい
・Azureの経験者は歓迎いたします（実務経験問わず）
普通自動車運転免許（AT限定可）

城陽市

110

学校等で何らかのプログラム言語を学んだ方
（Ｃ、Ｃ＋＋、Ｃ＃、ＶＢ．ＮＥＴなど何でも構いませ
ん）
普通自動車運転免許（AT限定可）

28歳以下

城陽市

110

ソフトウェア技術全般
※以下のいずれかの経験があり、意欲のある方。
・Web系：Java,VB.NET,ASP.NET,C#.NETetc
・業務系 ：VB，COBOL，他
・組込系 ：C，C＋＋，C#
・ＤＢ系 ：ORACLE，SQLServer 他

59歳以下

下京区

125

システムエンジニアの経験5年以上
システム監査技術者
ネットワークスペシャリスト
その他の情報処理技術関係資格
※いずれかの免許・資格所持で可

59歳以下

下京区

125

社内SE〔実務未経験者歓迎〕

53 応用電機株式会社

当社は半導体検査装置などの産業用電子機器をオーダーメイドで設計・製作しているもの
づくり企業です。
多品種少量の受注生産を個別案件毎に利益管理する独自の社内システムを構築し、シス
テムのＷｅｂ化にもいち早く着手しています。
業務内容としては、社員が利用する基幹情報システムのソフト開発、またそのインフラ構築
（サーバー、ネットワーク）含め幅広く担当して頂きます。
【使用言語】ＶＢ．ＮＥＴ
実務経験がなくても知識があればＯＫです。お気軽にご応募下さい。
※情報系の知識があればご活躍頂けます。和気あいあいとした職場なので、分からないこと
や不案内ことは上司・先輩がしっかりフォローします。

ＳＥ及びプログラマー＜京都オフィス＞
54 イーストライズ株式会社

ソフトウェア開発の仕事に従事していただきます。
・業務系・制御系・エンべディド系コンピュータ・ソフトウェアの設計・製造の作業を行います。
（業務知識はソフトウェア開発に係る知識全般）
特にプログラムの設計〜製造、試験が中心的作業です。

ＳＥ（システムエンジニア）
55 イーストライズ株式会社

当社において社内ＳＥとして、社内システムの企画・運用に従事していただきます。
・社内システム全般の企画・運用（勤怠管理システム等）
・発注関連業務（機器の見積依頼、取引先との打合せなど）
・パソコン等のトラブル対応
・他の支社開設時の対応

設計・開発系（機械/電子・電気/ソフトウェア/建築 など）
No.

企業名

56 イーストライズ株式会社

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

・Javaなどオープン技術を用いたアプリケーション開発経験3
年以上
保守運用エンジニア
・開発・保守フェーズのプロジェクトリーダー、又はメンバー経
各種システムの保守運用を中心に、システム改善や、拡張に向けた改修・追加開発の対応
験
59歳以下
を行っていただきます。
・Java,SQLなどのプログラミングスキル
併せてドキュメントの整備等も行います。
・情報伝達に長けたコミュニケーションスキル
・NW、インフラ等の構築スキルがあれば尚可

就業場所

年間休日

下京区

125

59歳以下

中京区

119

一般的なソフト開発経験・Ｃ言語習得
※センサー、電子回路、通信ＩｏＴに対して興味又は経 59歳以下
験があれば尚よし

精華町

120

59歳以下

山科区

120

59歳以下

京都府内・滋
賀県内の各取
引先

122

ネットワークやサーバー構築のご経験があれば大歓迎

59歳以下

京都府内・滋
賀県内の各取
引先

122

Ｃ言語やJava、SQLいずれかのご経験があれば大歓迎

59歳以下

京都府内・滋
賀県内の各取
引先

122

設計事務所、建築会社等での実務経験3年以上
一級建築士
普通自動車運転免許（AT限定可）

59歳以下

中京区

120

59歳以下

中京区

121

組込ソフト開発
57 株式会社KYOSOテクノロジ

大手メーカーから一括受託でプロジェクトを担当
上級工程である企画段階から構想設計／施策／評価／生産指導など一気通貫してモノ
組込ソフト開発の開発経験
づくりに携わっていただきます
開発実績：白物家電、FA量産機、ヘルスケア製品、分析機器、エネルギー機器、検査装
置など

IoT系開発エンジニア
58 株式会社クレアリンクテクノロジー

59 株式会社ビジネスポート

60 モラブ阪神工業株式会社

61 モラブ阪神工業株式会社

62 モラブ阪神工業株式会社

63 株式会社京都建築事務所

・IoT関連ソフトウェア設計・開発
主にC言語などを利用した組み込みマイコンソフト開発
・IoT関連の検証業務

開発エンジニア

クラウドサービスの開発経験、またはオープン系の言語や

・基幹システム開発（生産管理、販売管理、その他）・システム運用サポート（既存顧客
データベースの開発経験
へのシステム改善提案・開発・保守）・これらに関連する業務

情報処理
・各種システム評価・試験・出荷業務

情報処理
・各種ネットワーク・サーバー構築から運用・保守業務

テスト業務のご経験があれば大歓迎

情報処理
・基幹システム、制御・組み込み系システム、ｗｅｂ系システム等の各種システム開発から
運用・保守業務

建築士（建築設計、監理／経験者）
主に建築物の計画、建築設計および現場監理の業務

建設設計技術者（生産設計）
64 株式会社池下設計 京都支店

・AutoCADを使用した施工図（仮設・躯体・仕上・割付）の作成・チェック・Revit、
建築業務の経験
ArchiCADを使用した3Dモデル作成・専門工事業者製作図等チェック、打合せ
※大手総合建設会社や大手組織事務所より依頼を受け日本を代表する大型プロジェクト
での業務が可能です

設計・開発系（機械/電子・電気/ソフトウェア/建築 など）
No.

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

機械設計および製図（契約社員）

65 株式会社コイズミデザイン

事業拡大に伴い設計部の強化を行います。
共に会社を大きく育てて頂ける方を希望します。
アジアネットワークに強くアジアの同志と共に活躍できます。
アットホームで明るい環境です。
【主に以下の業務をお願いします】
１．各種産業用省力化機械（ＦＡ装置）の設計・製図
２．二次元・三次元ＣＡＤを使用しての設計業務
３．京都・大阪・滋賀の客先にて作業する場合もあります（希望考慮）

ＦＡ装置の機械設計経験（できれば５年以上、応相
談）
資格不問

不問

中京区

110

構想設計ができる方
機械設計経験者
資格不問

不問

中京区

週4日 〜
週5日

機械構想設計、機械設計技術指導及び技術管理者
（パートタイマー）

66 株式会社コイズミデザイン

事業拡大に伴い、技術の強化を行います
共に会社を大きく育てていただける方を希望します
アジアネットワークに強く、アジアの同志と共に活躍できます
アットホームで明るい環境です
主に以下の業務をお願いします
＊機械構想設計
＊機械設計技術の指導及び技術管理
＊製品開発等
※高齢者の方、歓迎

建設・土木系（建設・土木・電気施工管理/造園職 など）
No.

企業名

2021/12/10現在
職種

必要な経験・資格・免許

年齢

ポンプ・送風機・クーリングタワー・チラー・集塵機・各種オー
お客様の工場へ訪問し、生産機器の部品交換・改造などのメンテナンス業務を取り行ってい バーホール
各種年次点検、機械装置メンテナンスなどの経験者
ます。
不問
また定期的に点検を必要とする付帯装置の年次点検では、計画された時期に点検をする 普通自動車運転免許（AT限定可）
事によりルーティーンワーク化されていますので、安心して業務に携われます。
※あれば尚可：高所作業車運転技能者、フォークリフト運
社内では、一般鋼材を使用し製作加工や持ち帰った生産機器の部品交換などを行い、
転技能者、小型移動式クレーン運転技能者、ガス・アーク
日々の業務ではルーティーワーク化されていないので、毎日が楽しく業務に携われます。
溶接、フルハーネス型特別教育等

就業場所

年間休日

機械保全に伴う作業全般＜経験者＞
1 株式会社セイコーカンキ

機械保全に伴う作業全般＜未経験者歓迎＞
2 株式会社セイコーカンキ

お客様の工場へ訪問し、生産機器の部品交換・改造などのメンテナンス業務を取り行ってい
ます。
また定期的に点検を必要とする付帯装置の年次点検では、計画された時期に点検する事
によりルーティーンワーク化されていますので安心して業務に携われます。
社内では、一般鋼材を使用し製作加工や持ち帰った生産機器の部品交換などを行い、
日々の業務ではルーティーンワーク化されていないので、毎日楽しく業務に携われます。

現場監理・設計＜経験者＞
3 株式会社セイコーカンキ

お客様の工場へ訪問し、生産機器に付帯する空調・配管の設計や改造などの業務を取り
行っています。
仕様に基づき、設計計算をしAUTOCADにて作図をしてもらいます。
工事案件の件数分散化もしているので、安心して楽しく業務に携われます。
工事受注後の実務業務も社内以外の協力会社が豊富なので、安心して業務に携われま
す。

設計業務＜未経験者歓迎＞
4 株式会社セイコーカンキ

5 株式会社セイコーカンキ

お客様の工場へ訪問し、生産機器に付帯する空調・配管の設計や改造などの業務を取り
行っています。
仕様に基づき、設計計算をしAUTOCADにて作図をしてもらいます。
工事案件の件数分散化もしているので、安心して楽しく業務に携われます。
工事受注後の実務業務も社内以外の協力会社が豊富なので、安心して業務に携われま
す。

南区

シフト制
105

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）
※あれば尚可：高所作業車運転技能者、フォークリフト運 44歳以下
転技能者、小型移動式クレーン運転技能者、ガス・アーク
溶接、フルハーネス型特別教育等

南区

シフト制
105

業務経験及び設備CAD操作実務経験
普通自動車運転免許（AT限定可）
※あれば尚可：高所作業車運転技能者、フォークリフト運 不問
転技能者、小型移動式クレーン運転技能者、ガス・アーク
溶接、フルハーネス型特別教育等

南区

シフト制
105

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）
※あれば尚可：高所作業車運転技能者、フォークリフト運 44歳以下
転技能者、小型移動式クレーン運転技能者、ガス・アーク
溶接、フルハーネス型特別教育等

南区

シフト制
105

南区

シフト制
105

（1）給排水・低高圧空気・蒸気・窒素・酸素・硫酸など
の各種配管加工、溶接（2）給排気ダクト・冷水ダクト・
配管工＜経験者＞
空調ダクト・集塵ダクトなどの各種加工、溶接（3）溶接
お客様の工場へ訪問し、生産機器に付帯する配管部品の交換・改造などの業務を取り
加工、ボルト縫い加工、製品加工（鉄、ステンレス、アル
行っています。
ミ、塩ビetc）※上記（1）・（2）・（3）いずれかの経
不問
ねじ配管・溶接配管・塩ビ配管などいろいろな種類の配管業務に携われるので、ルーティーン
験者
ワーク化されず毎日楽しく業務に携われます。
普通自動車運転免許（AT限定可）※あれば尚可：高
社内では、一般鋼材を使用し製作加工を行い、溶接などの色々な技術を身に付けることが
所作業車運転技能者、フォークリフト運転技能者、小型移
可能な職場です。
動式クレーン運転技能者、ガス・アーク溶接、フルハーネス
型特別教育等

建設・土木系（建設・土木・電気施工管理/造園職 など）
No.

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

配管工＜未経験者歓迎＞
6 株式会社セイコーカンキ

お客様の工場へ訪問し、生産機器に付帯する配管部品の交換・改造などの業務を取り
行っています。
ねじ配管・溶接配管・塩ビ配管などいろいろな種類の配管業務に携われるので、ルーティーン
ワーク化されず毎日楽しく業務に携われます。
社内では、一般鋼材を使用し製作加工を行い、溶接などの色々な技術を身に付けることが
可能な職場です。

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）※あれば尚可：高所作業
44歳以下
車運転技能者、フォークリフト運転技能者、小型移動式クレーン
運転技能者、ガス・アーク溶接、フルハーネス型特別教育等

南区

シフト制
105

内装リフォームプランナー〔京都営業所〕
7 株式会社ステージツー

8

9

10

11

株式会社藤井組

＊賃貸物件の原状回復やリノベーション工事の提案
＊賃貸物件退去時の立会と、壁や床・室内設備の汚れや破損の点検・確認
＊原状回復に必要な費用の見積
＊見積内容の入居者への説明と管理会社への報告
＊その他、リフォームに付随する業務

建築施工管理職
お客様に代わり、工事現場の安全管理、工程管理、原価管理を行いながら専門工事業
者の皆さん（大工さんや左官屋さんなど）と力をあわせて竣工引き渡しを目指します。

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定不可）

35-54歳
（氷河期専
用）

不問
※会社見学、現場見学等、随時対応させていただきます。 35歳以下
お気軽にお問い合わせください。

中京区

105

伏見区

120

積和建設近畿株式会社

建築施工管理経験3年以上
エクセル(表計算程度)、ワード基本操作(文書作成)
積水ハウス新築工事の施工管理者（経験者）
・積水ハウスの新築、リフォームの工事の施工管理・積水ハウスの戸建て住宅の施工管理・ 普通自動車運転免許 必須
着工から竣工引き渡しまで担当・常時複数物件を担当し、現場巡回型の管理
2級建築施工管理技士、二級建築士、その他の建築技
術関係資格 あれば尚可

64歳以下

下京区

120

積和建設近畿株式会社

建築施工管理経験3年以上
エクセル(表計算程度)、ワード基本操作(文書作成)
積水ハウス新築工事の施工管理者（経験者：福知山）
・積水ハウスの新築、リフォームの工事の施工管理・積水ハウスの戸建て住宅の施工管理・ 普通自動車運転免許 必須
着工から竣工引き渡しまで担当・常時複数物件を担当し、現場巡回型の管理
2級建築施工管理技士、二級建築士、その他の建築技
術関係資格 あれば尚可

64歳以下

福知山市

120

左京区

124

中京区

121

株式会社松本工務店

建築技術者
建築現場の管理、調整、見積り作成等
・現地調査・見積り作成・工程管理・現場・施工管理・安全作業管理

施工管理の経験
PC基本スキル（エクセル・ワード・メール）
普通自動車運転免許（AT限定可）
※2級建築士または2級建築施工管理技士（建築士
59歳以下
（一級）、建築施工管理士（一級)いずれかお持ちの方
歓迎）
※男性・女性問わず歓迎

建築施工管理（現場管理）
12

株式会社池下設計 京都支店

・建築施工管理（工事管理・工務）・施工管理業務・建築現場の各種工事管理
建築業務の経験
・工務補助業務・施工図・制作図のチェック、仮設計画積算
※大手総合建設会社や大手組織事務所より依頼を受け日本を代表する大型プロジェクト
での業務が可能です

59歳以下

建設・土木系（建設・土木・電気施工管理/造園職 など）
No.

企業名

職種
建設施工管理

13

14

15

16

17

吉村建設工業株式会社

モラブ阪神工業株式会社

株式会社関西電業社

創園建設株式会社

三和電気工業株式会社

京都周辺の現場で元請けとしての施工管理業務の他、見積りなど事務関係業務
・大学、高校、小中学校などの新築工事 ・ＪＲ、私鉄各社の駅舎等の新築、メンテナン
ス ・歴史建築物の耐震補強工事、など

建築
建築物全般の設計や施工管理業務

現場施工管理・営業
・電気工事の現場施工管理・営業、設計、積算

現場管理
・現場監督・施工管理・着工から竣工までの工事管理・建築工事・土木工事

建築・土木・施工管理
・電気工事一般・設計施工・交通信号機設置、復旧工事・各種電気設備土木工事

必要な経験・資格・免許
経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）
※1級または2級建築施工管理技士あれば尚よし

年齢

不問

就業場所

年間休日

中京区

125

ＡｕｔｏＣＡＤの使用経験、又は建築施工管理のご経
59歳以下
験があれば大歓迎

京都府内・滋
賀県内の各取
引先

122

経験不問
※未経験の方、丁寧に指導致します
※電気工事士等、資格は入社後取得していただけます
(電気工事団体の講習費用は会社が負担いたします)
普通自動車運転免許（AT限定可）

34歳以下

中京区

112

経験不問
※未経験の方は先輩社員に付いて補助業務から始め、現
場管理の業務を学んでいただきます。一から丁寧に指導し
ます。経験者は即戦力になっていただきます。
59歳以下
普通自動車運転免許（AT限定不可）
※2級建設施工管理技士・2級土木施工管理技士あれ
ば尚よし

城陽市

115

経験不問 ※経験者優遇
普通自動車運転免許（AT限定可）必須
※関連の資格保有者優遇

伏見区

120

久御山町

124

亀岡市

109

35歳以下

PC操作（Word・Excel基本操作）
※１級又は２級土木施工管理技士の資格をお持ちの方
※高速道路での土木保全業務（ガードレール取替・小規模舗装等）を主に行い、経験を
は優遇
59歳以下
積んだ後にＰＣ（エクセル・ワード等）を使用して出来高管理、写真管理等の総合管理
（未取得者の方でも積極的に資格支援します。）
監督業務を行っていただきます。
普通自動車運転免許（AT限定不可）

土木技能職・技術職
18

株式会社スペース・グリーン

土木施工管理
19

吉村建設工業株式会社

20

モラブ阪神工業株式会社

・高速道路のメンテナンス管理業務
（勤務エリア）篠インター内 篠事務所を拠点に勤務
※京丹波道路の保全業務（園部ＩＣ〜大山崎ＩＣ）

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）

土木

ＡｕｔｏＣＡＤの使用経験、又は土木施工管理のご経
59歳以下
験があれば大歓迎

京都府内・滋
賀県内の各取
引先

122

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）

精華町

125

土木図面の設計や土木工事・地質調査の施工管理業務等

太陽光発電所施工・管理
21

テンフィールズファクトリー株式会社

・工程管理、現場管理、作業
工事日程や工程・詳細の打ち合わせ、着工前の近隣挨拶〜工事完工日までの現場作
業、管理

不問

40歳以下

建設・土木系（建設・土木・電気施工管理/造園職 など）
No.

企業名

職種
電気通信施工スタッフ

22

23

寿電設株式会社

株式会社尾形電気工事

年齢

就業場所

年間休日

通信・電気の施工経験があれは、尚よし

・企業・空港・公共施設などで、ネットワーク設備の施工（電話設備、LAN設備、光ファイ
※未経験でも可能（育成します）
バー設備など）
普通自動車運転免許（AT限定可）
・公共施設などで、防犯カメラやWi-Fi設備の施工・LED照明などの各種電気設備の施工

45歳以下

伏見区

82

パソコン基本操作（Excel：簡単な表作成、Word：文
章作成ができる方）
電気施工管理技士
普通自動車運転免許（ＭＴ車の車両がある為、AT限定
・建設、工場、リフォーム、IT電話のアンテナ等の工事において電気工事の施工
59歳以下
・学校や大学研究施設、トンネル等の公共施設から、民間企業の工場等まで、お客様に適 の方は入社後にＭＴ取得していただく必要あり）
切な電気設備の技術を提案・提供
1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技
士（いずれかの資格保持で可）

八幡市

124

不問

亀岡市

120

電気工事の経験
第一種電気工事士・第二種電気工事士・１級電気施工
不問
管理・２級電気施工管理のいずれかを所有
普通自動車免許（AT限定可）

亀岡市

120

経験不問
入社後、約1年間は先輩社員が現場に同行して、指導し
ます。希望者には、1年間、専門学校（夜間）にて、電気 44歳以下
工事士の資格取得が可能です。
普通自動車免許（AT限定可）

伏見区

125

40歳以下

中京区

112

30歳以下

右京区

128

電気工事士
24 株式会社宮川電設工業

必要な経験・資格・免許

・電気工事：公共施設、ビル、工場、病院などの電気工事、施工、施工管理、元請、パー
トナー企業の管理
・通信設備：通信基地局などの通信設備の施工、施工管理、元請、パートナー企業の管
理
・環境関連設備：太陽光発電所、バイオマス、風力などの発電所の施工管理、元請、
パートナー企業の管理

経験不問（電気工事の経験があれば尚よし）
普通自動車運転免許（AT限定可）
※第一種電気工事士・第二種電気工事士・その他の電
気工事関係資格あれば尚良し
※電気施工管理資格保持者は優遇

電気施工管理技士
25 株式会社宮川電設工業

・電気工事：公共施設、ビル、工場、病院などの電気工事、施工、施工管理、元請、パー
トナー企業の管理
・通信設備：通信基地局などの通信設備の施工、施工管理、元請、パートナー企業の管
理
・環境関連設備：太陽光発電所、バイオマス、風力などの発電所の施工管理、元請、
パートナー企業の管理

現場監督
26 株式会社大興電気

27 日本管工業株式会社

28 日本ビルコン株式会社 近畿支社

電車線工事、送電線工事及び建築関係電気設備工事の現場監督業務
・打ち合わせ、書類・図面作成（パソコン）
・工程・品質・予算・安全管理 等

技術

経験不問

・建築物に係る空調・給排水設備の設計・施工図の作成及び工事管理等、顧客への引き
普通自動車運転免許
渡しまでを担当

エクセル・ワード基本操作
※未経験からでも資格を取得し、技術力を身に着ければ
・オフィスビル、公共施設、工場等に設置された業務用空調機器の修理、点検などのメンテ
責任者として活躍することが出来ます
ナンス業務・部品や業者の手配、取扱説明、見積書作成などの用務
普通自動車運転免許（AT限定可）

メンテナンスエンジニア（空調設備）

建設・土木系（建設・土木・電気施工管理/造園職 など）
No.

企業名

29 株式会社中根庭園研究所

職種
造園工事・庭園管理

必要な経験・資格・免許
経験不問
普通自動車運転免許（AT限定不可）

年齢

就業場所

年間休日

35歳以下

右京区

105

経験不問
※将来、技術職を目指される方、経験がなくても企画・提
・造園技術（剪定などの伝統技術）を身につけながら、工事現場全体の管理・監督を行う 案に興味がある方を歓迎
59歳以下
一から丁寧に指導します
仕事
・伝統を活かした庭園づくりを提供。取引先には平等院や同志社大など他多数あり
※能力・技術をお持ちの経験者も歓迎
普通自動車運転免許（AT限定不可）

城陽市

115

PC操作（Word・Excel基本操作）
※1級または2級造園施工管理技士の資格をお持ちの方
・高速道路での緑地保全業務（除草・剪定・ＰＡ内での草花の植付け等）を主に行い、
59歳以下
は優遇
経験を積んだ後にＰＣ（エクセル・ワード等）を使用して出来高管理、写真管理等の総合
（未取得者の方でも積極的に資格支援します）
管理監督業務を行っていただきます
普通自動車運転免許（AT限定不可）

久御山町

124

造園工事及び庭園の維持管理

造園工
30 創園建設株式会社

造園技能職・技術職
31 株式会社スペース・グリーン

32 株式会社松本工務店

店舗メンテナンス
・顧客対応・現場管理補助・事務処理・パソコン入力、見積もり作成補助

PC基本スキル（エクセル・ワード）
※建築業界経験あれば尚良し
※建築に興味のある方、男性、女性問わず歓迎
※未経験の方でも一から丁寧に指導いたします
普通自動車運転免許（AT限定可）

59歳以下

左京区

124

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）

40歳以下

精華町

125

経験不問

39歳以下

中京区

104

宿泊施設やマンション等ビル管理(メンテナンス)経験者
普通自動車運転免許（AT限定可）
※第二種電気工事士、2級ボイラー技士、あれば尚よし

59歳以下

左京区

シフト制
107

経験不問
必要な資格・免許：普通自動車運転免許
１級管工事施工管理技士 あれば尚可
２級管工事施工管理技士 あれば尚可
２級電気工事施工管理技士 あれば尚可

59歳以下

右京区

115

リフォーム施工・管理
33 テンフィールズファクトリー株式会社

・現場調査、見積りの作成
お客様立会いのもと、現場調査していただき、ヒアリングのもと見積りを作成しご提案
・物件の修理・修繕など現場作業および現場管理（工期や資材面の管理等）
工事日程や工程・詳細の打ち合わせ、着工前の近隣挨拶〜工事完工日までの現場作
業、管理

建物、施設の管理・営繕
34 三陽工業株式会社

株式会社ＫＰＧ ＨＯＴＥＬ ＆
35 ＲＥＳＯＲＴ

（ふふ京都）

36 株式会社関西空調

＊施設での電気・設備などの管理と点検
・設備機器等の巡回、点検、検針業務
・軽修繕作業
・各種修繕の立ち合い

ホテルの施設管理
主な業務は、電力・空調・給排水・防災等、設備全般の操作・監視・点検・調整等
※ホテルが安定して稼働できるよう、品質管理をしていただくポジションです

空調設備管理
主に空調設備の現場管理全般をしていただきます。
初めは同行で丁寧に教えますので初めての方でも大丈夫です。

建設・土木系（建設・土木・電気施工管理/造園職 など）
No.

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

現場作業員＜技術者＞
37 株式会社深田商会

消防設備の施工管理・点検作業及び管理
・消防設備点検管理業務
（契約企業のメンテナンス・管理業務が中心）
・消防設備の施工・設計・積算及び管理他、付帯業務

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）

PC操作（Word・Excel基本操作）
※1級または2級交通誘導警備の資格をお持ちの方は優
・高速道路での交通警備保全業務（規制設備、交通誘導）を主に行い、経験を積んだ
遇
後にＰＣ（エクセル・ワード等）を使用して出来高管理、隊員の業務管理等の総合管理
（未取得者の方でも積極的に資格支援します）
監督業務を行っていただきます。
普通自動車運転免許（AT限定不可）

30歳以下

右京区

126

59歳以下

久御山町

124

警備職
38 株式会社スペース・グリーン

製造系（生産管理/品質管理/CAD・加工・組立・その他製造職）
No.

企業名

2021/12/10現在

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

生産管理
1 ハムス株式会社

2 テック・ワーク株式会社

3 テック・ワーク株式会社

4 株式会社森川製作所

発注生産を行っている自動制御型縫製機の部品加工依頼を担当していただきます。
・部品加工発注経験
他にも部品購入担当や在庫管理担当といった仕事を、本人の能力に合わせて担当してもら
・部品加工会社に勤務経験（年数不問） あれば尚可
うことがあります。
資格不問
将来的には他部署間の業務調整の仕事として、生産予定表や進捗管理などもお任せしま
す。

59歳以下

南区

110

経験者歓迎
資格不問

59歳以下

長岡京市

113

・入出庫管理（物品の出し入れ、入出庫伝票発行等）
・資材管理（納期管理・在庫管理、たな卸等）

経験・資格不問

59歳以下

南区

113

機械加工品の購買

・購買経験がある、加工図面が読める、材料計算ができ
る、原価計算ができる
・パソコン操作（エクセル・ワード）ができる方、発注経験の 59歳以下
ある方歓迎
普通自動車運転免許（AT限定不可）

伏見区

114

35歳以下

城陽市

110

あれば尚可
・機械設計業務のご経験が5年以上の方
・社内や顧客にVA提案（既存製品の品質改善）やVE
提案（開発設計段階における品質改善）ができる方
普通自動車運転免許（AT限定可）

59歳以下

城陽市

110

経験・資格不問

61歳以下

井手町

105

資材職
・入出庫管理（物品の出し入れ）、（入出庫伝票発行等）
・資材管理（納期管理・在庫管理、たな卸等）

資材職〔久世工場〕

・機械加工品の発注
・納期管理
・原価管理
・及び外注管理

購買〔電子部品調達〕
5 応用電機株式会社

<電子部品・加工品調達>
・材料購入、価格交渉、納期調整
経験不問
当社の製品（半導体検査装置やメカトロニクス装置）の 材料となる電子部品や金属加
普通自動車運転免許（AT限定可）
工品の購買業務です。
電子部品の商社や金属加工工場へ、価格交渉を行い、 材料を発注し、納期調整を行っ
ていただきます。

板金機械加工品調達〔リーダー職〕

6 応用電機株式会社

・機械加工品や板金加工品の発注をお任せします。
（当社が購入する加工品は、メカトロニクス装置や産業用機器に使用します）
・仕入先との納期調整、価格交渉
・ＱＣＤの妥当性確認
出張は半日程度の日帰りがほとんどです。頻度としてはあまりありません。
ゆくゆくは、加工調達部門のリーダーとして、各決裁業務、バイヤーへの指導教育、機械加
工部門の管理（材料購入、工数管理 等）などもお任せします。

製造・品質管理
7 新熱電塗装工業株式会社

＜生産及び出荷、品質の管理を担当業務＞
・建設機械の塗装ラインで流れる製品の吊り掛け検査、仕上げ作業、主に軽作業です。
・品質の管理等
＊５０歳以上の方、多数活躍中

製造系（生産管理/品質管理/CAD・加工・組立・その他製造職）
No.

企業名
8 株式会社エフケイ

職種
生産管理職

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

59歳以下

宇治田原町

110

伏見区

118

59歳以下

南丹市

120

経験不問

40歳以下

亀岡市

104

経験不問
普通自動車免許(AT限定可)

35歳以下

城陽市

120

南丹市

115

経験不問

・自動化された製氷工場における、製造、品質管理、生産性向上活動、社員育成等、工
普通自動車運転免許（AT限定可）
場運営に関する業務全般

年間休日

生産業務

9

株式会社東洋レーベル
電子機器事業部

当社は電子機器・電子部品・配線材料を使用した製品を設計・生産・販売を多品種対応
で行っています。
◆主な製作作業
・組立（構造がシンプルな機器組立から制御盤の配線など）
・加工（基板やケーブルの半田付けや、配線用圧着加工）
・通電調整・検査（手順書に気づいて実施）
◆品質への取り組み
・不具合発生時の原因調査
・品質スキルアップ勉強会の参加

基本的なパソコン操作必須
ワード（文書作成）、エクセル（表計算）
※電気、メカに興味のある方や、実務経験によりスキル向 40歳以下
上を目指される方、モノづくりが好きな方なら、未経験者で
も歓迎

生産技術
10 太陽機械工業株式会社

・製品を生産するために「どのような機械を何台使用し、1個当たり何秒、いくらのコストで」を
立案する「工程設計」から、機械を導入した後、工程設計通りの品質、生産性が確保され 生産技術職経験者、CAD使用経験者
ているかを検証・調整する「工程整備」までを行います。
・製品の品質とコストを両立させる仕事です。

生産技術者
11 明光精器株式会社

・生産技術者：三次元CAD,CAMを操作して、製造工程設計
・治工具設計製作、機械加工プログラム作成業務
※機械設計・機械加工の経験あれば尚良し。
※未経験の方も、先輩が丁寧に教えます！

品質保証・管理
12 中島工業株式会社

・クリーンルーム工場で、フィルム機能性塗料をコーティング（印刷）されたフィルムを電子
レーザー顕微鏡など測定機器にて、検査をしていただきます。
・製品検査データを収集、加工、分析（エクセル入力）、サンプル製品発送を行います。
・常に第一線で最先端の製品製造を作り出す仕事です。
※未経験の方も先輩が丁寧に教えます！

技術品証
13 美山化成株式会社

＊樹脂を膨らませてスポンジを作っています。
・材料を発砲させる技術的サポートから、各工程における品質保証を顧客視点でとらえ、お
プラスチック製品の生産技術または品質保証に関する経験
59歳以下
客様と生産現場を信頼でつなげる仕事をお願いします。
普通自動車運転免許（AT限定可）
【製造工程】ニーダー、発泡、プレス等の自動制御機を使用して、発泡ポリエチレンの原板を
製造
【加工工程】スライサー等の自動制御の加工機械を使用して発泡ポリエチレンの原板を加工

製造系（生産管理/品質管理/CAD・加工・組立・その他製造職）
No.

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

品質技術

14 アサヒ・エンジニアリング株式会社

15 テック・ワーク株式会社

16 テック・ワーク株式会社

●設計図をもとに金型の組立、検査、磨きなど。
超音波ラッパーやハンドグラインダー等の電動工具と細かい手作業をからめて仕上げ
ていきます。
●金型の品質確認作業
不問（経験者歓迎、機械系学科卒業の方尚良し）
面圧調整を行いながら品質を確認していきます。
※普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚良し
●工作機械のオペレーション作業
未経験でもモノづくりに関心とセンス・熱意があれば、丁寧に指導いたします。
自社製半導体封止装置のメンテナンスを行う仕事です。
具体的には金型を組立、装置にセットし、生産される製品が品質条件を満たすよう、検査・
調節作業等を行います。
一から製品を作り上げていく、ものづくりのやりがいと面白さを実感できるお仕事です。

30歳以下

宇治市

113

経験不問
普通自動車運転免許

59歳以下

長岡京市

113

経験不問
普通自動車運転免許

59歳以下

南区

113

・２次元・３次元測定器検査及び作業日報の整理
・製品の検査
＊経験者も未経験者も歓迎！

経験・資格不問

64歳以下

八幡市

105

製造・開発・メンテナンス

ＰＣ基本操作（ワード、エクセル）
製造業務経験者尚よし・特に工学系（電気・機械・ソフ
ト）
普通自動車運転免許（AT限定可）

45歳以下

精華町

125

職務内容に関連のある経験
電子機器製造品や回路基板の組み立てや、装置の組み
立てに関して経験や工場技術、生産技術の知識があり、
若手技術者と一緒に作業を行っていただける方
基本的なパソコンスキル必須
ワード（文書作成）、エクセル（表計算）

59歳以下

伏見区

118

59歳以下

南丹市

115

品質管理
精密機械等の品質管理・検査

品質管理（久世工場）
精密機械等の品質管理・検査

品質管理
17 八幡金属株式会社

18 株式会社ジーネス

超音波による非破壊検査装置の開発・製造
・顧客の要望に合わせた仕様の装置の開発や設計
・顧客に納入している装置の定期メンテナンス

電子機器製造の管理者
19

株式会社東洋レーベル
電子機器事業部

当社は産業機器や民生機器の受託開発・生産及び、自社製品のモータコントローラの開
発生産を行っています。
少数多品種の生産、またプリント基板の組立検査から制御盤の組立も行っています。
生産工程の工程管理・製造管理・生産技術の管理指導をお願いします。

製造管理
20 美山化成株式会社

＊樹脂を膨らませてスポンジを作っています。
・受注に応じた生産計画を立て、製造〜加工〜出荷までの工程を管理します。
製造現場の管理に関する経験
・スムーズな多品種小ロット生産を実現する製造管理を行います。
普通自動車運転免許（AT限定可）
【製造工程】ニーダー、発泡、プレス等の自動制御機を使用して、発泡ポリエチレンの原板を
製造
【加工工程】スライサー等の自動制御の加工機械を使用して発泡ポリエチレンの原板を加工

製造系（生産管理/品質管理/CAD・加工・組立・その他製造職）
No.

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

技術系総合職
21 株式会社シンエイ

22 モラブ阪神工業株式会社

・機械オペレーター：レーザー加工機やパンチプレス機、プレスブレーキなどの大型の機械を操
作。
不問
・溶接：アルゴン溶接、仕上。
・CADオペレーター：図面またはデジタルデータを、CADを用いて製品展開図面を作成。
※未経験者の方にも、時間をかけて先輩社員が丁寧に指導していきます！

ＣＡＤ
CAD(機械図面や電気設備などのCADオペレーター(図面修正・調整)業務等)

CAD/CAMプログラマー
23 株式会社長濱製作所

24 株式会社ShinSei

35歳以下

伏見区

107

59歳以下

京都市内・滋
賀県内の各取
引先

122

35歳以下

南区

108

経験不問
普通自動車免許（ＡＴ限定可）

59歳以下

宇治市

105

経験・資格不問
※初心者の方は、ＭＣのプログラム、操作、保守点検等
覚えて頂くために１週間の研修に行っていただきます。

35歳以下

南区

108

機械装置の組立て経験（１年以上）
普通自動車運転免許（AT限定可）
※第二新卒の方、歓迎。
※ものづくりが好きな方、歓迎

59歳以下

城陽市

110

経験・資格不問

64歳以下

八幡市

105

経験・資格不問

64歳以下

八幡市

105

ＡｕｔｏＣＡＤの知識があれば大歓迎
経験・資格不問

＜精密機械部品の製造プログラミング＞
※初心者の方は、基本的な操作を覚えて頂いてから研修
・ＣＡＤ／ＣＡＭは、得意先から図面及びＣＡＤデータを頂いてプログラミングしてマシニン
に行っていただきます。
グセンタ（ＭＣ）に送る作業

製造（マシニングセンタ）
①ＣＡＤ／ＣＡＭを使用し工作機械（マシニング等）を操作業務
②射出成形精密金型設計

製造（マシニングオペレタ）
25 株式会社長濱製作所

＜精密機械部品の製造全般＞
・マシニングセンタ（ＭＣ）操作及び金属加工・メンテナンス
・加工指示書に従い工具を準備し、マシニングにセッティング
・操作画面にて工具補正して金属加工
・簡単な加工は、自分で操作画面にてプログラムを作成し加工

製造職〔機械装置の組立〕

26 応用電機株式会社

・半導体検査装置、自動化ラインなどメカトロニクス装置の組立を 担当して頂きます。
・お客様は日本を代表する大手電機・機械メーカーであり、ニーズに応じたオーダーメイド品を
提供しています。
・ライン作業ではなく、一品一様で製造しますので仕事をしながら自身のスキル向上ができま
す。
・屋内のクリーンな職場です。机くらいの大きさの装置から４メートル程の大型ラインまで様々
な製品に携わります。

プレス組立工
27 八幡金属株式会社

28 八幡金属株式会社

・プレス作業（順送プレス、単発プレス）
・自動車部品の加工に伴うプレス作業
・スポット溶接作業
＊経験者も未経験者も歓迎！

金型工・ワイヤーカット
・金型製作ワイヤーカット加工
＊経験者も未経験者も歓迎！

製造系（生産管理/品質管理/CAD・加工・組立・その他製造職）
No.

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

機械組立
29 テック・ワーク株式会社

・各種部品をドライバー等、工具を用いて、電子応用機器、環境関連機器、医療機器など 経験者歓迎
資格不問
の完成品に仕上げる。
・適性に応じて生産管理、資材管理、納期管理等業務管理もしていただく場合もあります。

59歳以下

長岡京市

113

経験・資格不問

59歳以下

長岡京市

113

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）

59歳以下

久御山町

105

機械組立経験者、機械図面が読めて理解できる方
※都度違う装置の組立調整を行うため図面の読める方
普通自動車運転免許（AT限定可）

59歳以下

宇治市

113

不問※経験者優遇
35歳以下
※理系・文系を問わず、男性社員・女性社員共に活躍中

八幡市

110

経験不問 ※実務経験あれば、尚よし
普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚よし

59歳以下

亀岡市

110

大学卒または工業系高校卒の方
回路図が読めれば尚よし
普通自動車運転免許（AT限定可）

35歳以下

宇治田原町

118

35歳以下

宇治田原町

118

南区

108

機械加工〔神足工場〕
30 テック・ワーク株式会社

31 株式会社メカニック

・NC（汎用）スライス
・汎用施盤
・部品切削加工

機械組立調整
・生産設備（自動化機器）の組立、調整、据付業務
・量産機器の組立・調整業務

組立・調整
32 秀峰自動機株式会社

33 株式会社日光電機製作所

34 株式会社京都テクニカ

35 株式会社栗田製作所

自動組立機・自動検査機の開発１号機が大半です。
・開発設計された図面に従い部品を組立ていく
・電気制御処理された後に自動機としての仕様が満足するような調整
・自動機の魅力を「形」にする部門です。
お客様の感動が直接響きます。

精密機械部品の加工及び検査
・マシニングオペレーター・ＣＡＤ／ＣＡＭオペレーター・三次元測定および仕上げ、修正
・仕上げ作業

自動機械の制御部組立、機内配線、検査
・ワイヤーハーネスの製作・制御ＢＯＸの組立・これらの機内配線・配線Ｉ／Ｏチェック、そ
の他組立

電源製造
・各種電源の製造業務・設計図面による本体及び基板（はんだ付け）

真空装置オペレーション
36 株式会社栗田製作所

大学卒以上または工業系高校卒の方
真空装置（自社製作の表面処理装置）の稼働に従事
・真空装置のオペレーティング・真空装置のメンテナンス、保守・商品の受入・検品・出荷 な 普通自動車運転免許（AT限定可）
どが主な業務内容

製造（加工仕上がりの仕上げ業務）
37 株式会社長濱製作所

・ヤスリでバリ取りなどの手作業
・ボール盤で穴あけ加工
・加工品の洗浄（灯油、脱脂洗浄液等を使用します）
※弊社での加工最終工程の業務です。仕上げ作業でその会社の製品の良否が問われる
非常に重要な作業です。

経験・資格不問
※工場見学は随時受付ております。弊社の作業風景をご
44歳以下
覧いただき、興味を持っていただければ幸いです。ご連絡お
待ちしております。

製造系（生産管理/品質管理/CAD・加工・組立・その他製造職）
No.

企業名

職種

株式会社ケイ・アイ・ケイ・
エンジニアリング

円筒研削盤・内径研削盤

38

39

株式会社ケイ・アイ・ケイ・
エンジニアリング

NC旋盤加工

株式会社ケイ・アイ・ケイ・
エンジニアリング

CNC旋盤加工

40

・円筒研削盤による軸物部品の研削加工
・内径研削盤による筒物の部品の研削加工

・汎用旋盤による部品加工・ＮＣ旋盤による部品加工（森精機、マザック製）
材質：ＳＳ４１、Ｓ４５Ｃ、ステンレス、アルミ、真鍮

・汎用旋盤による部品加工・ＣＮＣ旋盤による部品加工（森精機、マザック製）
材質：ＳＳ４１、Ｓ４５Ｃ、ステンレス、アルミ、真鍮

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

研削加工の経験2年以上

64歳以下

伏見区

115

NC旋盤加工の経験2年以上

64歳以下

伏見区

115

CNC旋盤加工の経験2年以上

64歳以下

伏見区

115

マシニングセンター・NC旋盤操作経験者

18歳以上

南丹市

120

経験不問
普通自動車運転免許

59歳以下

長岡京市

113

経験・資格不問

59歳以下

南区

113

経験・資格不問

40歳以下

長岡京市

108

経験・資格不問

40歳以下

長岡京市

108

試作
41 太陽機械工業株式会社

・お客様の開発段階や量産前の試作品を図面に沿って制作し、商品開発のお手伝いをす
る仕事
・旋盤、マシニング、歯車加工機等を用いた、精密な加工技術を必要とする仕事

溶接工
42 テック・ワーク株式会社

43 テック・ワーク株式会社

板金溶接
・Ｔｉｇ溶接（アルゴン溶接）
・半自動溶接
・スポット溶接（抵抗溶接）
・グラインダー仕上げ

塗装〔久世工場〕
・金属吹付塗装作業（クリーンルームブース内での作業）
・塗装の下処理作業

金属溶接加工
44 株式会社ソウダ製作所

＜金属溶接加工、金属機械加工補助（手作業中心）＞
・製缶溶接、TIG溶接、半自動溶接
・産業用ロボットの機械部品の溶接
・マシニングを使っての部品加工
・PCによるCADプログラム作成
※未経験の方も、先輩が丁寧に教えます！

金属機械加工
45 株式会社ソウダ製作所

＜マシニングセンタを用いて金属加工＞
・門型五面加工機オペレーター
・縦型汎用フライス
・横型汎用フライス
※未経験の方も、先輩が丁寧に教えます！

製造系（生産管理/品質管理/CAD・加工・組立・その他製造職）
No.

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

精密板金加工
46 テック・ワーク株式会社

・ＮＣ加工：パンチプレス・レーザ・複合機の機械オペレータ
・曲げ加工：プレスブレーキを用いて曲げ加工
・下処理加工：バリ取り、タップ、ボール盤での穴あけ
※いずれかの業務に従事いただきます。

経験者歓迎
資格不問

59歳以下

長岡京市

113

溶接作業経験者

59歳以下

八幡市

120

産業機械等の組立経験があれば、尚よし
※未経験の方も丁寧に指導します。
普通自動車運転免許（AT限定可）

不問

南区

105

日本酒の原酒を取り扱う作業
（日本酒の移動・ろ過・火入れ・貯蔵・調合・タンク洗浄等の各作業）

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）
フォークリフト運転技能者 あれば尚可

35歳以下

伏見区

122

製造職

不問

40歳以下

宇治田原町

125

福知山市

116

溶接組立作業
47 株式会社イトミック環境システム

・熱交換器・圧力容器の溶接組立作業（CO2溶接、パルスMAG溶接、TIG溶接）
※胴体（Φ300〜Φ600）に管板の周溶接を行う。
※胴体に各ノズルの取付、脚の取付の溶接を行う。

組立工
48 株式会社西川製作所

49 黄桜株式会社

50 株式会社ヤマコー

＜精密機械組立＞
・大型のものから小型のものまで、多岐にわたる機械があります。
・大手企業へ完成した製品を設置するための出張（全国）があります。

日本酒の製造（仕上げ工程）

・図面工作の延長のような作業ですが、お客様がほしいものをひとつずつ仕上げ高付加価値
※現在いる社員は、すべて未経験からのスタートです
商品を作る仕事・プラスティックダンボールのケースや看板の加工を手作業で行う。・様々な
※将来的には、部署のリーダーになることも可能です
加工を行うため、20種類以上の機械を使用します。

経験不問
・製缶加工として、ガス切断・溶接などの工法により機械の部品を製作し、組立・機械加工 普通自動車運転免許（AT限定可）
59歳以下
として、フライス、マシニングなどを使用して品物を作り上げる・板金加工として、プレスで曲げ ※熟練技能者が共同作業で指導しますので、早期習得が
たり、溶接や部品組立
可能です。
製造職

51 ニンバリ株式会社

製造職
52 日本電気化学株式会社

産業用機器の部品を製造・表面処理・電子機器組立をする業務です。
※同種経験者は、歓迎します！
※未経験の方も、先輩が丁寧に教えます！

製造職
53 岩本印刷株式会社

・印刷機オペレーター
・単純作業から徐々に作業を覚えていただき、
将来は印刷機を動かせるようになっていただきます。
また定期的に社内で技術研修を開催しています。

経験・資格不問

35歳以下

山科区

125

経験・資格不問
※現在の製造部社員の多くは元々未経験者でした。
未経験の方も歓迎します。

44歳以下

南区

105

製造系（生産管理/品質管理/CAD・加工・組立・その他製造職）
No.

企業名

職種
発泡係

54 美山化成株式会社

＊樹脂を膨らませてスポンジを作っています。
・ニーダー、発泡機、プレス機等の自動制御の機械を使用して、発泡ポリエチレンの原板製
造を行なっていただきます。
・就業については1週間ごとの3交替制となります。
・2〜3人でのチーム仕事です。

加工係
55 美山化成株式会社

＊樹脂を膨らませてスポンジを作っています。
・スライサーなどの自動制御の加工機械を使用して、発泡ポリエチレンの加工を行っていただ
きます。
・就業については１週間ごとの３交代制となります。
・２〜３人でのチーム仕事です。

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

経験不問
※プラスチック・電気・機械の知識あれば尚良し
普通自動車運転免許（AT限定可）
※未経験の方も、先輩が丁寧に教えます！

45歳以下

南丹市

115

経験不問
※プラスチック・電気・機械の知識あれば尚良し
普通自動車免許（AT限定可）
※未経験の方も、先輩が丁寧に教えます！

45歳以下

南丹市

115

経験・資格不問

44歳以下

八幡市

109

製造職（分野を問わず）の経験、あれば尚良し

59歳以下

久御山町

110

経験不問
フォークリフト免許があれば望ましい

45歳以下

南区

115

経験・資格不問
※先輩が一から丁寧に指導します。
35歳以下
※本人の適性・能力等により各作業場に配属となります。

宇治田原町

100

経験者歓迎
普通自動車運転免許（AT限定不可）

長岡京市

113

金属部品の製造
56 三陽工業株式会社

工場内で金属部品の製造・加工を担当します。
・材料を機会にセットして機械を操作して加工します。
・手作業もあります。
・電動工具を使用する作業もあります。
・現場の片づけ、清掃。

製造職
57 アサヒフーズ株式会社

58 京都鰹節株式会社

業務用クリーム及びチョコレートの生産に携わる次の業務を行っていただきます
※原材料の計量及び調合
※半製品の成形、充填及び製品の仕上げと検品
※各工程の機械操作、管理
※パートタイマーの指導並びに教育

製造・倉庫・商品管理
・製造部：鰹節刷節の製造、袋詰め、検品作業、生産管理
・商品管理部：受注は中業務、在庫管理、倉庫管理

製造職〔宇治田原工場〕

59 岸紙工株式会社 宇治田原工場

60 テック・ワーク株式会社

＜ダンボールケースの製造業務全般＞
・ダンボールケース全自動製函機の作動オペレーター
・断裁機によるダンボールシートの断裁、薄切り加工
・打抜き製函機の作動オペレーター
・ダンボールケース製函仕上げ
・各種部材品のセット詰め作業
・その他付帯する作業

配送
・出荷作業
・取引先への配送（2ｔ・3ｔトラック）

59歳以下

製造系（生産管理/品質管理/CAD・加工・組立・その他製造職）
No.

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

フォークリフトオペレーター

61 黄桜株式会社

フォークリフト（主にカウンター）を使用して
・商品の移動
・出庫作業
・トラック・コンテナ車への積み込み作業
・商品のピッキング
・商品在庫管理
・その他付随する業務

フォークリフト作業経験
フォークリフト運転技能者
普通自動車運転免許（AT限定可）

59歳以下

伏見区

122

＜当社の生産設備（建設機械の塗装ライン）の保守点検・メンテナンス業務＞
・稼働中の見回り、工場休業日における点検・整備作業
・その他専門業者との打合せ・対応等の業務

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）

61歳以下

井手町

105

設備保全

不問
35歳以下

久御山町

124

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）

40歳以下

伏見区

122

経験・資格不問

61歳以下

井手町

105

経験・資格不問

61歳以下

井手町

105

生産設備の保全業務
62 新熱電塗装工業株式会社

63 中金株式会社

安定した生産ラインを保つため、工場設備の日常点検やメンテナンス、排水の監視、治具の ※必要なPCスキル：パソコン操作（Excel・Word)
作製などを行っていただきます。
普通自動車運転免許（AT限定可）

設備メンテナンス（保守点検業務）
64 黄桜株式会社

自社工場内の設備機器の設計、施工、保守管理
エネルギー（電気・ガス・井水）管理
電気工事、機械加工に興味のある方

検査員
65 新熱電塗装工業株式会社

建設機械の塗装ラインの製品の外観検査を担当して頂きます。
＊５０歳以上の方、多数活躍中
＊女性作業者も活躍中
＊未経験者歓迎

一般作業員
66 新熱電塗装工業株式会社

建設機械の塗装ラインで流れる製品の吊り掛け検査、仕上げ作業、主に軽作業です。
＊クレーン・ホイスト・リフト作業有り、有資格者は優遇いたします。
＊５０歳以上の方、多数活躍中
＊女性作業者活躍中
＊未経験者歓迎

製造系（生産管理/品質管理/CAD・加工・組立・その他製造職）
No.

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

製品の組立や配線（契約社員）
67 応用電機株式会社

＜机くらいの大きさの装置の組立や配線＞
・ネジをしめたり、線をつないだり、工作が好きな方にぴったりの仕事です。
・流れ作業ではありませんので、自分のペースで進められます。
※基本からきっちりと教えますので、未経験の方もご安心下さい。
※男女問わず活躍中です。
※未経験者歓迎。

経験・資格不問

不問
※60歳で雇
止めあり

城陽市

110

経験・資格不問

不問
※65歳で雇
止めあり

伏見区

114

経験・資格不問

不問
※65歳で雇
止めあり

伏見区

日、祝、土

鋼材管理業務（契約社員）
68 株式会社森川製作所

玉掛技能者あれば尚可
その他定置・建設機械の運転関係資格あれば尚可
フォークリフト運転技能者あれば尚可
クレーン特別教育（つり上げ荷重5トン未満）あれば尚可

組立軽作業（パートタイマー）
69 株式会社森川製作所

軽組立作業（量産製品の組立）
簡単なハーネス・ケーブル製作
※各種保険、賞与あり

営業【製造・建設業】（営業/ルート営業/技術営業など）
No.

企業名

2021/12/10現在
職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

パソコンスキル（Excel / Word等が使える方）
普通自動車運転免許（AT限定可）

35歳以下

宇治田原町

100

パソコンスキル（Excel / Word等が使える方）
普通自動車運転免許（AT限定可）

35歳以下

南区

100

自動化装置の営業経験３年以上
普通自動車運転免許（AT限定可）

59歳以下

宇治市

113

59歳以下

下京区

125

59歳以下

伏見区

122

40歳以下

八幡市

105

34歳以下

中京区

105

営業職
1

岸紙工株式会社
宇治田原工場

ダンボールケース及び内装ケースの販売（既存先のみならず新規開拓も含む）
※近畿圏内が主な営業エリア
※現在は８名の営業員で対応しています
※当面は同行で営業し、関係構築・営業手法を学んでいただきます

営業職
2

岸紙工株式会社
京都工場

ダンボールケース及び内装ケースの販売（既存先のみならず新規開拓も含む）
※近畿圏内が主な営業エリア
※現在は８名の営業員で対応しています
※当面は同行で営業し、関係構築・営業手法を学んでいただきます

営業
3 秀峰自動機株式会社

自動化装置の発注を希望されるお客様に、弊社の業務内容や製品を説明するなどして、
受注につなげていく営業の業務に従事していただきます。
※業務に慣れてくれば、新規開拓営業も行っていただきます。

・システム開発経験
・システム開発マネジメント経験者
・システム開発営業経験者
営業職業務は多岐に渡りますが、主に下記の業務をお願い致します。
・新規取引先開拓、訪問アポ取得、交渉、契約取得、技術者支援、イベント対応、その他 上記のいずれかの経験必須
特命業務。
必要なPCスキル：Microsoft Office（Word、Excel、
※営業業務は公共交通機関利用となります（免許不要）
Powerpoint）
資格不問

営業
4 イーストライズ株式会社

営業
5 黄桜株式会社

・酒類取扱いのある卸店・小売店（本部・店舗）・飲料店などへの自社商品（清酒・ビー 営業経験者（酒類業界優遇）
普通自動車運転免許（AT限定可）
ル等）の提案営業
＊男女ともに活躍できる仕事です！

営業
6 八幡金属株式会社

当社の営業は納品、受注等、一切得意先によって振り分けをして、自動車関連、精密部 経験不問
エクセル、ワード出来る方
品等に分けて見積より納入まで責任を持って手配できる方を歓迎します。
＊営業はルート営業で、メーカーからの注文により見積書作成し、一貫した営業で納品まで 普通自動車運転免許（AT限定可）
となります。（社内業務3分の２、営業３分の１程）

ルート営業〔京都営業所〕
7 株式会社ステージツー

＊賃貸物件の原状回復やリノベーション工事の提案
＊賃貸物件退去時の立会と、壁や床・室内設備の汚れや破損の点検・確認
＊原状回復に必要な費用の見積
＊見積内容の入居者への説明と管理会社への報告
＊その他、リフォームに付随する業務

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定不可）

営業【製造・建設業】（営業/ルート営業/技術営業など）
No.

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

営業および外注管理

8 株式会社コイズミデザイン

9 ホッコー株式会社 京都支店

10 株式会社テック技販

11 株式会社日光電機製作所

事業拡大に伴い営業の強化を行います。
共に会社を大きく育てていただける方を希望します。
アジアネットワークに強く、アジアの同志と共に活躍できます。
アットホームで明るい環境です。
主に以下の業務をお願いします。
１）設計業務の新規開拓、既存客の管理・営業
２）外注管理

製造業 営業職
・ルート営業、顧客管理、既存顧客の窓口業務全般・新規顧客開拓営業

電子計測器の営業
・各種センサー／試験・検査装置／計測・制御ソフトの営業及びアフターフォロー
・営業先は大手企業の研究室や大学の研究室

精密機械部品の営業
・新規営業（展示会等での新規商談後の営業）・営業事務・ルート営業及び納品（既
存のお客様への提案営業、サポート）

（営業経験者優遇／製造業の営業経験があれば尚
良）
※経験なくとも指導いたします
普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚可

59歳以下

中京区

110

パソコン基本操作（エクセル・ワード・メール）
普通自動車運転免許（AT限定可）

35歳以下

右京区

124

工業高校（電気系、機械系）卒、または大学理工学
部・工学部（機械工学／電気・機械）卒の方、尚よし
普通自動車運転免許（AT限定可）

45歳以下

宇治市

115

経験不問※経験者優遇
35歳以下
※理系・文系を問わず、男性社員・女性社員共に活躍中

八幡市

110

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）

城陽市

110

経験不問
※未経験の方も、先輩社員が業務のひとつひとつを丁寧に
40歳以下
お教えします！
普通自動車運転免許（AT限定可）必須

宇治田原町

125

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定不可）

本社：南区
中京営業
所：中京区

115

文系総合職〔営業・電子部品調達・加工品調達〕

12 応用電機株式会社

13 株式会社ヤマコー

＜産業用電子機器の営業＞
・１人１社〜５社の顧客を担当するルート営業です。
・受注生産をしますので、顧客と社内の技術・製造部門との橋渡し役をしていただきます。
＜電子部品・加工品調達＞
・材料購入、価格交渉、納期調整
※仕事は希望に応じ決定します
※未経験者歓迎します！
※ものづくりに興味のある方歓迎！！

オーダーメイド商品の営業・設計
・当社WEBサイトを閲覧したお客様への依頼に対して提案、見積作成を行う業務
・お客様に合わせた図面を２D、３DCADを使用し作成

39歳以下

営業
14 京都鰹節株式会社

京都を中心に近畿一円、担当地区内でのルートセールス
・既存顧客への定期訪問、商品配送、商品提案、集金業務、新規取引先の開拓
・取引先：面る、和食、中華、ラーメン等の飲食店全般、ホテル、会館、社員食堂、食品
加工工メーカーなど
※未経験の方の先輩が丁寧に教えます！

45歳以下

営業【製造・建設業】（営業/ルート営業/技術営業など）
No.

企業名

職種
法⼈営業（ｅソリューションセンター）

15

寿電設株式会社

・法人の既存お客様向けに、LANなどのネットワーク提案営業が主です。
・提案のほか、見積作成や施工手配・立ち合いも担っていただきます。
＊⾶び込み営業は一切ありません。
＊残業はほぼありませんので、プライベートも充実！

営業＜現場担当＞
16

株式会社深田商会

消防設備の施工管理・点検作業及び管理
・消防設備点検管理業務（契約企業のメンテナンス・管理業務が中心）
・消防設備の施工・設計・積算及び管理他、付帯業務

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

下記経験あれば尚可（未経験者も育成します）
・法人向け営業経験
・PCを使ったプレゼンテーション経験
普通自動車運転免許（AT限定可）
※その他通信関係資格保有者は、優遇します。

59歳以下

伏見区

118

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）

30歳以下

右京区

126

南区

108

40歳以下

伏見区

112

経験不問
普通自動車運転免許

59歳以下

中京区

112

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）

40歳以下

精華町

125

1名以上の部下を1年以上持った経験
普通自動車運転免許（AT限定可）

59歳以下

精華町

125

30歳以下

中京区

113

営業

17

株式会社長濱製作所

当社はお客様からの注文で部品製造を行う会社です。
初めは現場にて加工技術について学んでいただき、一定の技術と知識を身につけてから既存
のお客様へのルート営業、納品を行っていただきます。
＜具体的な業務＞
・顧客からの問い合わせ対応
・既存顧客、新規顧客（展示会等）への営業、納品
・見積書の作成
・納期確認、社内調整など

経験不問
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
※全くの未経験の方でも大丈夫です。
35歳以下
※会社見学も随時受付ております。お気軽にご連絡くださ
い。

太陽光発電システム、蓄電池、オール電化などのエコ商材の営業
18 ELJソーラーコーポレーション株式会社

19 日本管工業株式会社

エコプランナーとして「どれくらいのメリットがでるのか？」を知っていただくための無料試算を案内 経験不問
し、より詳しくご説明するためのアポイントメントをいただくお仕事（詳しいご説明は専任スタッ 普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚可
フが行います）

建設業の営業
・建設業の営業・得意先の訪問、見積提出・交渉、官庁入札業務

リフォーム営業職
20 テンフィールズファクトリー株式会社

21 テンフィールズファクトリー株式会社

・顧客に対するアポ：問い合わせが合ったお客様に対してアポ取り
・顧客との商談：お客様と商談を行い、ヒアリング及び商材提案
・施工開始までの準備：工事日程や工程・詳細の打合わせ、着工前の近隣挨拶 等

リフォーム営業課長職
・顧客に対するアポ、顧客との商談、顧客フォロー
・リフォーム事業管理：数名の部下（営業）の教育、管理

法⼈コンサルティング営業・オリジナルケースの商品企画
22

株式会社田中ケース

不問

法人向パッケージ商品のコンサルティングを行います。京都市近郊の既存客と新規顧客向け ※商品企画や商品開発を数年以上経験ある方尚良し
になります。両者ともノルマはありません。
普通自動車運転免許（AT限定可）
オリジナルケースやパッケージに関する困りごとの相談や新規の問い合わせに適切な既製品
※ワード・エクセル・パワーポイントが使える方尚良し
ケースまたは、オーダーメイドケース（化粧箱、アルミケース、宝飾ケース）を企画立案し、提
案して頂くことがメインになります。

サービス系（販売・ホテル など）
No.

2021/12/10現在

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

販売職
1

2

株式会社丸正高木商店

株式会社さとう

経験不問
店舗にて加工食品・お菓子・飲料・酒等販売
・店舗での接客、商品品出し・商品の発注、検品、伝票整理、店内POP作成等・仕入先 普通自動車免許(AT限定可)あれば尚よし
との商談

食品売り場担当
・青果・鮮魚・加工食品・ニッパン・食品レジ部門で商品の加工・品田氏、レジチェッカー業
務、計画業務、管理業務など

カーライフアドバイザー
3

4

エムケイ石油株式会社

エムケイ石油株式会社

35歳以下

中京区

108

59歳以下

福知山市

108

35歳以下

伏見区

125

40歳以下

伏見区他

125

35歳以下

山科区

125

59歳以下

左京区

シフト制
107

経験：
接客サービスの経験（接客チームのリーダー、宿泊部門の
リーダー等）、基本的なメール・ワード・エクセルの操作
59歳以下
資格：
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）、あれば尚よし

左京区

シフト制
107

経験不問
※もで得る年収零（時間外手当・賞与含む）
・30歳主任職（経験2年）440万円
・34歳店長職（経験3年）520万円
・43歳店長職（経験8年）630万円
経験不問

サービスステーション（ＳＳ）へ来店されたお客様への給油作業の他、お車の消耗品、タイ
※随時、取扱商品についての研修もありますので、経験や
ヤ・オイル交換等をお勧めする仕事。お客様と直接お話し、自社オリジナルのプリペイドカード
知識がなくても車や、接客に興味のある方を歓迎
の発券や、車検や整備、洗車等のサービスの提供もします。また、事務作業として顧客管理
普通自動車運転免許（AT限定可）
やパソコンへの入力作業、お預かりした車両の簡単な点検作業もあります。

カーメンテナンスアドバイザー
サービスステーション（ＳＳ）へ来店されたお客様が購入した商品（エンジンオイル/タイヤ
等）の交換・整備・点検作業等の業務。受注した作業以外のメンテナンスの提案。

ドコモショップスタッフ

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）
三級自動車整備士
※三級自動車整備士程度の整備点検経験があれば歓
迎
※二級自動車整備士 あれば尚よし
経験不問

5

エムケイ石油株式会社

携帯電話の販売・受付・インターネット回線（ドコモ光）のご提案
※入社後、研修を致しますので、経験や知識がなくても携
・お客様へ、機器やサービスの説明・新規契約/機種変更の契約手続き・料金プランやサー
帯や接客に興味のある方を歓迎
ビス内容についての提案、機器の故障受付

マネージャー候補

6

株式会社ＫＰＧ ＨＯＴＥＬ ＆
ＲＥＳＯＲＴ
（ふふ京都）

経験：
旅館、シティホテルまたはリゾートホテルでのマネージャー経
・サービス企画や人材育成、また収益管理などのマネジメント業務全般
験、基本的なメール・ワード・エクセルの操作
・現場の最前線でバトラー業務（チェックインからチェックアウトまで、お客様の滞在をトータル
資格：
にサポートする接客業務）
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）、あれば尚よし

接客サービス職（リーダー候補）
7

株式会社ＫＰＧ ＨＯＴＥＬ ＆
ＲＥＳＯＲＴ
（ふふ京都）

接客の要のリーダー候補としてご活躍いただける人材を募集しております。お客様のお出迎え
からお見送りまでの接客に関する全ての業務を主ないます。
・サービススタッフの教育・育成、数値管理、ＶＩＰ対応など
・コンシェルジュ（チェックイン・チェックアウト等）、レストランサービス、ハウスキーピングなどの
業務

サービス系（販売・ホテル など）
No.

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

接客サービス職

8

株式会社ＫＰＧ ＨＯＴＥＬ ＆
ＲＥＳＯＲＴ
（ふふ京都）

9

株式会社ＫＰＧ ＨＯＴＥＬ ＆
ＲＥＳＯＲＴ
（ふふ京都）

お客様に最高の時間をお過ごしいただける質の良いサービスを提供する
『バトラー業務』をご担当いただきます。
お客様に寄りそったおもてなし、お客様に「また来たい」と思ってもらえる
心に残る接客を始めませんか。
◆バトラー：お出迎えからお見送りまでの接客に関する全ての業務を行います
（コンシェルジュ（チェックイン・チェックアウト等）、レストランサービス、ハウスキーピング、その
他付随する業務）

経験:
ホテル・旅館、飲食、販売、営業など人と接する職種経験
者、基本的なメール・ワード・エクセルの操作
59歳以下
資格：
通自動車運転免許（ＡＴ限定可）、あれば尚よし

左京区

シフト制
107

59歳以下

左京区

シフト制
107

59歳以下

南区

シフト制
107

59歳以下

下京区

シフト制
105

（チラシ等の制作から取引先への発注までが仕事の範囲と
40歳以下
なります）

亀岡市

シフト制
105

（チラシ等の制作から取引先への発注までが仕事の範囲と
18歳以上
なります）

亀岡市

シフト制
105

経験：
宿泊、販売、営業などの接客経験があれば、尚よし
夜間接客、管理業務をお願いいたします。
基本的なメール・ワード・エクセルの操作
具体的な業務は、売上集計、翌日のチェックイン・チェックアウト準備、フロント業務、館内巡
資格：
回やお客様対応など
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）、あれば尚よし

ナイトバトラー

ホテル料飲部
10

株式会社ハトヤ観光瑞鳳閣

経験不問
ホテル内のレストラン、宴席等の配膳等の接客業務をお任せします。
お客様と接する時間が長いこの仕事は、料理だけではなく、一流のサービスを提供する奥深 宿泊業界・観光業界・接客業界出身の方歓迎
い仕事です。
英語または中国語が会話程度でも出来れば、尚よし
仕事を通して一流のスキル身に着けることができます。

フロント・運営
11

株式会社桜花爛漫
町家ホテル 京都高瀬川別邸

＜町家ホテル運営にかかわる業務＞
・お客様のお迎え、お見送り
経験不問
・チェックイン・チェックアウト
日常英会話のできる方、尚よし
・予約管理・各種インフォメーション作成
※営業、広報、経理、総務、清掃管理など、ホテルの運営にかかわる全ての業務に携わって
いただきます。

フロントスタッフ
12

株式会社溪山閣

＜フロント業務全般＞
・お客様のチェックイン、チェックアウト
・電話対応
・お客様の送迎
※非日常によりお客様の寛ぎと安らぎを提供するお仕事です。

接客業
13

株式会社溪山閣

・客室の点検とご案内
・配膳とお運び（宴会場）
・片付けと翌日からの準備
※お客様の寛ぎと安らぎを提供するお仕事です。
※未経験の方も丁寧に指導いたします。

サービス系（販売・ホテル など）
No.

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

運輸総合職

14

山城ヤサカ交通株式会社

当社のお仕事の全般的な業務を担う総合職です。
三年以内に運行管理者資格取得を目指します。
配属後は、乗務員として京都南部地域や京都市内での事前予約、電話予約、スマホアプ
リなどからご依頼を受けたお客様の送迎をお願いします。
仕事に慣れてくれば、業務と並行して国家資格である運行管理者(旅客)試験に合格を目
指して勉強をスタート。運送法、車両法、労働基準法や運輸規則など、事業を行う上に必
要な知識を身につけます。
運行管理者の資格取得後は希望や適性に応じて運行管理者としての業務をお願いしま
す。
現場知識を付け、運行管理者として現場を動かしていけるように研修や勉強会などバックアッ
プする体制も取っています。
その後は、総務部や営業部、コールセンターSVなどジョブローテンションで当社の業務全般に
携わってください。

経験不問
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
※取得から３年以上
※二種免許あれば尚よし

64歳以下

京田辺市

シフト制
120

経験不問
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）
※取得から３年以上
※二種免許あれば尚よし

64歳以下

京田辺市

シフト制
120

乗務員
15

山城ヤサカ交通株式会社

京田辺市の本社から営業車（ＪＰＮ－ＴＡＸＩ及びクラウン）に乗車し、京都市内を
担当する乗務員です。
・毎日の出勤は京田辺市の本社です。
・予約配車や修学旅行、ツアー旅行や外国人観光客の接客がメインです。
※５名の指導乗務員がていねいに指導しますので未経験者の方も不安なく仕事が始めら
れます。

事務系（総務・⼈事/経理・一般事務など）
No.

企業名

2021/12/10現在
職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

総務〔新卒・中途採用担当者〕

1 応用電機株式会社

採用担当として、新卒・中途採用をメインにお任せします。
・採用戦略の企画、実行
・採用イベント運営（合同説明会、学内説明会、インターシップ等）
・選考運営（１次選考等の面接対応等）
・紹介会社との関係構築
・内定者の受け入れ（新入社員研修、ホテルや⾶行機手配等）
・各イベントの事務処理
・社内規定関連（役員会資料作成等）
・広報関連（ＨＰ修正、ＳＮＳ更新等）

総務事務
2 株式会社古瀬組

3 太陽機械工業株式会社

＜総務事務・営業の補助＞
・契約書、見積書の作成
・電話応対等、庶務
・来客対応

総務・⼈事
人事関連業務（採用、教育、福利厚生）並びに庶務業務

あれば尚可
・人事採用業務、・人材業界での営業経験
普通自動車運転免許（AT限定可）
59歳以下
＊２０代の男女が活躍中！
＊経験者優遇！未経験者も歓迎しますので、是非ご応募
ください。
＊当社ホームページも併せてご覧ください。

城陽市

110

経験不問
PCスキル（エクセル・ワードを使えること）
普通自動車運転免許（AT限定不可）

64歳以下

下京区

105

人事業務の経験者

59歳以下

南丹市

120

59歳以下

中京区

110

59歳以下

南区

⼈材派遣・紹介の採用・営業・管理

4 株式会社コイズミデザイン

日本人・外国人（主にベトナム人）のエンジニアの人材派遣・紹介事業の人材採用・営
業・管理を行って頂きます。
外国人（主にベトナム人）について人材確保は当社のベトナムオフィスにて行いますので主 人材派遣、紹介の営業・管理経験
人材採用経験 ※できれば技術系
にその人選と採用・派遣・紹介業務を行って頂きます。
また、在日の外国人エンジニアについても同業務を行っていきます。
普通自動車運転免許（AT限定可）
＜主に以下の業務をお願いします＞
１．人材派遣・紹介の新規開拓、既存客の管理・営業（主に近畿圏）／２．人材採
用／３．派遣スタッフ・派遣先事業の管理

⼈事職
5 株式会社ハトヤ観光

事業計画を達成するための採用計画・人員配置計画の立案や、社会保険の手続きなどが
経験・資格不問
主な業務です。
人事でスキルアップし、キャリア形成したい方歓迎
・従業員の採用計画の立案〜実施（募集等）・各種保険の手続き ・新卒、中途採用
の対応（面接等）・社内の書類の管理

シフト制
107

総務事務

6 京都EIC株式会社

本社の総務全般の業務をお任せします。
主に下記の業務をお任せします。
●環境管理業務
⇒当社は（KESステップ2）環境マネジメントシステムを導入しています。まだまだ改善点が
多く、その維持・管理の運営にあたっていただきます。
●社内整備の構築
⇒社内データベースシステムの入力業務、就業規則の運用や労務管理、建屋管理・株主
総会等、総務全般の業務をお任せします。

総務事務の経験者
※総務経験のある方
※ご経験のある所は即戦力として、スキルやご経験に応じて 59歳以下
幅広く業務を行っていただきます。
普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚良し

久御山町

112

事務系（総務・⼈事/経理・一般事務など）
No.

企業名

7 山城ヤサカ交通株式会社

職種
総務事務
毎日の営業収入集計、請求業務、給与計算、社会保険申請、月度報告・決算報告書
作等

総務事務
8

有限会社渓山閣

＜総務事務業務全般＞
・パソコンでの入力業務（Excel、Wordの基本スキル必須）
・電話対応（土・日・祝に勤務できる方 大歓迎です）
・隣接する部署（管理部門他）のサポート

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

パソコン入力（Excel、Word）基本入力
普通自動車運転免許（AT限定可）

64歳以下

京田辺市

108

不問
※PC基本スキルは必要です（Excel、Word等）
普通自動車運転免許
（ＡＴ限定可）、あれば尚よし

35歳以下

亀岡市

105

不問
※PC基本スキルは必要です（Excel、Word等）

30歳以下

亀岡市

105

経理事務経験5年以上、あれば尚よし
資格不問

59歳以下

中京区

105

経験・資格不問

34歳以下

中京区

105

会計ソフト使用できる方／基本ＰＣスキル（Excel、
Word）
※日商簿記2級、3級、あれば尚よし
※普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚よし

59歳以下

南区

シフト制
107

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚良し

35歳以下

南区

105

PCの基本操作
普通自動車運転免許（AT限定可）
※入社後の取得でも可

40歳以下

久御山町

112

経理及び一般事務
9

有限会社渓山閣

・出納業務、請求書発行
・電話応対
・旅館業務全般の補佐
※未経験の方も丁寧に指導いたします。

経理事務（経験者）
10 株式会社ステージツー

経理事務をお願い致します。
※請求書〆、発行業務
※売上変更処理
※小口経費入力・領収証管理
※お得意先未入金管理、商談等

経理事務（未経験者）
11 株式会社ステージツー

経理事務をお願い致します。
※請求書〆、発行業務
※売上変更処理
※小口経費入力・領収書管理
※お得意先未入金管理、商談等

経理スタッフ（一般職）
12 株式会社ハトヤ観光

・仕訳伝票やデータ入力
・売上管理・入出金管理
・月次決算・宿泊クーポン、クレジットカードの決済管理
・来客対応、電話対応など
※まずあなたのできる範囲からお任せしていきます。

営業事務
13 岩本印刷株式会社

・受発注・工程管理をしていただきます。
・自社ウェブサイト更新作業をしていただきます。
・当初は先輩社員同行や工場内での業務研修を受けていただき、印刷の知識を習得いた
だきます。

営業アシスタント
14

京都EIC株式会社

・見積書の作成
・仕様書の作成
・顧客対応
・給仕業務
・電話応対等

事務系（総務・⼈事/経理・一般事務など）
No.

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

一般事務
15 八幡金属株式会社

・納品書・請求書作成
・タイムカードの締切・タイムカードの計算を勤怠表に記入
・パソコンはワード・エクセルのほか専用ソフトあり
・来客対応

経理事務経験のある方、歓迎
普通自動車運転免許（AT限定可）

64歳以下

八幡市

105

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚可

61歳以下

井手町

105

経理・総務・その他事務職経験者（あれば尚よし）
基本的なＰＣスキル（マイクロソフトオフィス、エクセル関数
スキル）
＜下記、資格・免許、あれば尚よし＞
59歳以下
・秘書検定２級
・簿記実務検定２級
・マイクロソフトオフィススペシャリスト
・普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

伏見区

117

職務内容に関する経験（動画作成等）
ＰＣ操作（エクセル・ワード）

59歳以下

宇治市

105

ＰＣ操作（エクセル・ワード）

35歳以下

宇治市

105

ＰＣスキル
・AutoCAD、Photoshop、Illustrator（全て操作可
能、尚よし、いずれかでも可）
59歳以下
・エクセル、ワード
※自動車運転免許のある方は打ち合わせ等で運転してい
ただきます

右京区

120

一般事務
16

新熱電塗装工業株式会社

17 株式会社阪口製作所

＊取引先は１社であり事務作業は難しくありません。
＊客先システムからのデータ出力及び伝票整理・製品の入出庫管理及び客先への報告・
事務的作業です。
（電話窓口対応、給茶、清掃など）
＊Excel及びWordでの打ち込み入力作業がメインとなります。
※先輩事務員より丁寧に指導致します。

一般事務
自動車安全部品を主とした金属プレス加工品製造会社での総合事務業務
書類作成、データ入力、情報収集、その他

事務職（経験者）
18

サン・ウインド株式会社

・通信サイトの企画・運営業務
・電話応対業務
・伝票チャックなどの事務業務
・エクセル・ワードを使用した簡単なＰＣ入力業務
・動画作成
・販売マーケティング 等

事務職（未経験可）
19

サン・ウインド株式会社

・通信サイトの企画・運営業務
・電話応対業務
・伝票チャックなどの事務業務
・エクセル・ワードを使用した簡単なＰＣ入力業務
※未経験の方でも、先輩がていねいに指導しますので、安心して応募してください。

設計業務及び一般事務
20

株式会社中根庭園研究所

設計部において
・庭園・土木設計に関するＰＣ業務
AutoCAD、Photoshop、 Illustrator、Office 等を使用する業務
・電話・来客応対・書類作成・チェック・修正 等

事務系（総務・⼈事/経理・一般事務など）
No.

企業名

職種
運行管理者

21

山城ヤサカ交通株式会社

バス・タクシーの運行に関する管理業務全般です。
乗務員の健康管理、配車計画、対面点呼、車両管理、事故対応、クレーム処理、顧客
対応、新規営業など、会社の要となる業務に携わることができます。

必要な経験・資格・免許
経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）取得から3年以上
必須
※運行管理者（旅客）、補助者資格あれば尚良し

年齢

就業場所

年間休日

64歳以下

京田辺市

108

不問
※60歳で雇
止めあり

城陽市

110

不問
※60歳で雇
止めあり

城陽市

110

不問

下京区

日、祝、土

一般事務〔経理スタッフ〕（契約社員）
22

応用電機株式会社

・伝票入力、仕分け入力
経験・資格不問
・エクセルを使用して資料作成
※未経験の方、簿記勉強中の方歓迎！
※やり方は先輩、上司が丁寧にお教えしますのでご安心ください。
※２０〜３０代のスタッフが多く在籍する職場です。
※ご経験やご活躍に応じてお仕事をお任せしたいと考えております。
※リニューアルした広々とした綺麗な事務所で高性能加湿器を設置し、コロナやインフルエン
ザの感染防止をしております。

一般事務（契約社員）

23

応用電機株式会社

京都本社にて一般事務職をお任せします。
＜仕事内容＞
・伝票入力、FacebookやInstagramなど用いた広報、庶務全般
経験・資格不問
・電話応対、新幹線のチケット手配など
※やり方は先輩、上司が丁寧にお教えしますのでご安心ください。
※リニューアルした広々とした綺麗な事務所で高性能加湿器を設置し、コロナやインフルエン
ザの感染防止をしております。
※２０〜３０代のスタッフが多く在籍する職場です。

電話対応・一般事務 （パートタイマー）
24

株式会社古瀬組

・代表電話対応
・来客応対
・住所録の管理他、事務作業
※各種保険あり

基本的なパソコン操作（エクセル・ワード）

電話受付〔ヤサカコールセンター〕（パート6ヶ月更新））

25

山城ヤサカ交通株式会社

※お客さまからのお問い合わせ応対業務がお仕事です。
スマホの忘れ物をした。明日8時にお迎えに来て欲しい。金閣寺までの料金はいくらですか？
経験不問
不問
など、お客さまからの電話問い合わせの対応がお仕事です。
全時間帯責任者職員が滞在していますので、難しいお問い合わせや、お客さまからのご意見 ※週１日、１時間からの勤務可能 シフト制で都合のいい ※65歳雇止
などの対応の心配はありません。
日に勤務できます。
め規定あり
業務が忙しく休憩する時間もないということもありません。
Excel、Wordなどは使用しません。
※入社後、丁寧にお教えしますので未経験の方でも大丈夫ですので安心してください。

京田辺市

シフト制
108

