
製造系（生産管理/品質管理/CAD・加工・組立・その他製造職） 2021/7/15現在

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

1 株式会社エフケイ
生産管理職
・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

場運営に関する業務全般

経験不問

普通自動車運転免許（AT限定可）
59歳以下 宇治田原町 110

2
株式会社東洋レーベル

電子機器事業部

生産業務
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

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

40歳以下 伏見区 118

3 太陽機械工業株式会社

生産技術
・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

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。

生産技術職経験者、CAD使用経験者 59歳以下 南丹市 120

4 株式会社イトミック環境システム

品質管理
製品の品質管理業務全般

・受入検査・工程内検査・出荷寸法検査・外注先管理・不具合対策対応・各申請書類

作成

製造業での品質管理業務の経験

（機械関係であれば尚よし）
59歳以下 八幡市 120

5 中島工業株式会社

品質保証・管理
・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！

経験不問

普通自動車免許(AT限定可)
35歳以下 城陽市 120

6 アサヒ・エンジニアリング株式会社

品質技術
●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

　面圧調整を行いながら品質を確認していきます。

●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。

不問（経験者歓迎、機械系学科卒業の方尚良し）

※普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚良し
30歳以下 宇治市 113



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

7 株式会社京都テクニカ
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

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

8 株式会社日光電機製作所
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

不問※経験者優遇

※理系・文系を問わず、男性社員・女性社員共に活躍中
59歳以下 八幡市 110

9 株式会社ジーネス

製造・開発・メンテナンス
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

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

10
株式会社東洋レーベル

電子機器事業部

電子機器製造の管理者
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。

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

11 モラブ阪神工業株式会社
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）

ＡｕｔｏＣＡＤの知識があれば大歓迎 59歳以下

京都市内・滋

賀県内の各取

引先

122

12 太陽機械工業株式会社

試作
・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

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

13 株式会社イトミック環境システム

溶接組立作業
・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。

溶接作業経験者 59歳以下 八幡市 120

14 株式会社栗田製作所
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）

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

15 株式会社栗田製作所

真空装置オペレーション
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

どが主な業務内容

大学卒以上または工業系高校卒の方

普通自動車運転免許（AT限定可）
35歳以下 宇治田原町 118

16
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
・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

研削加工の経験2年以上 64歳以下 伏見区 115



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

17
株式会社ケイ・アイ・ケイ・

エンジニアリング

NC旋盤加工
・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

NC旋盤加工の経験2年以上 64歳以下 伏見区 115

18
株式会社ケイ・アイ・ケイ・

エンジニアリング

CNC旋盤加工
・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

CNC旋盤加工の経験2年以上 64歳以下 伏見区 115

19 ホッコー株式会社　京都支店

製造職
・ワイヤーハーネス生産工程管理及び生産業務（ハンダ作業）

・多品種・小ロット品の製造・納期管理

※未経験の方も、先輩が丁寧におしえます！

パソコン基本操作

普通自動車運転免許（AT限定可）
35歳以下 右京区 124

20 カンケンテクノ株式会社

製造職（制御盤製作）

・製品ひとつひとつの部品についても技術を傾け、内製化を行っております・排ガス処理装置

の制御盤です・装置の納入先は、主に半導体製造工場、太陽電池製造工場です

　※ＯＪＴで丁寧に指導しますので技術を学べます。

ＰＣスキル（エクセル、ワード）

※工業高校卒、ポリテク修了者歓迎

普通自動車運転免許（AT限定可）あれば尚よし

35歳以下 長岡京市 120

21 株式会社ヤマコー

製造職
・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

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

加工を行うため、20種類以上の機械を使用します。

不問

※現在いる社員は、すべて未経験からのスタートです

※将来的には、部署のリーダーになることも可能です

40歳以下 宇治田原町 125

22 ニンバリ株式会社

製造職

・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

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

たり、溶接や部品組立

経験不問

普通自動車運転免許（AT限定可）

※熟練技能者が共同作業で指導しますので、早期習得が

可能です。

59歳以下 福知山市 116

23 モラブ阪神工業株式会社
ＯＡ機器操作（部品の調達業務全般の担当）
・発注、納期管理、調整、検収等（自社システム使用）・調達業務に関わる各種資料作

成、物品発送等の軽作業など

Excel（VLookUp、if関数等）で資料作成できる方、実

務経験1年以上、協調性、コミュニケーション力あれば大歓

迎　・簡易な英語文書のメール対応ができれば尚良し

59歳以下

京都府内・滋

賀県内の各取

引先

122

24 モラブ阪神工業株式会社
イラストレーター
紙器の製版・DTPオペレーター業務

Illustratorを使用した加工、修正

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒの使用経験必須

Ｐｈｏｔｏｓｏｐ及びＭａｃの使用経験があれば尚良

し

59歳以下 南区 122

25 株式会社ShinSei
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

経験不問

普通自動車免許（ＡＴ限定可）
59歳以下 宇治市 105

26 株式会社ShinSei

金型設計（プラスチック成型）
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。

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



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

27 美山化成株式会社

プラスチック製造
＊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。

※未経験の方も、先輩が丁寧に教えます！

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）

45歳以下 南丹市 115

28 美山化成株式会社

加工係
＊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。

※未経験の方も、先輩が丁寧に教えます！

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）

45歳以下 南丹市 115

29 美山化成株式会社

技術品証
＊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

客様と生産現場を信頼でつなげる仕事をお願いします。

【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

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

普通自動車運転免許（AT限定可）
59歳以下 南丹市 115

30 美山化成株式会社

製造管理
＊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。

・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。

【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

製造現場の管理に関する経験

普通自動車運転免許（AT限定可）
59歳以下 南丹市 115

31 明光精器株式会社

生産技術者
・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！

経験不問 40歳以下 亀岡市 104

32 明光精器株式会社

電子機器設計組立技術者
・航空電子機器の設計・組立

・社内のデジタル化に関する業務

※電子機器設計・組立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！

経験不問 40歳以下 右京区 104



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

33 アサヒフーズ株式会社

製造職
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

製造職（分野を問わず）の経験、あれば尚良し 59歳以下
久世郡久御

山町
120

34 株式会社西川製作所

組立工
＜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。

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）

59歳以下
久世郡久御

山町
120

35 三陽工業株式会社

金属部品の製造
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。

経験不問 44歳以下 八幡市 104

36 三陽工業株式会社

小さな金属部品の加工前準備
小さな金属部品のコーティング加工の前準備

・バフ研磨作業。（部品を磨いてピカピカにします）

・バフ磨きされた金属部品を検査、専用治具に取り付ける作業。

・コーティング作業は機械が行う。

・重量物はありません。

経験不問 35歳以下 中京区 104

37 京都鰹節株式会社
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

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

38 岩本印刷株式会社

製造職
・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。

※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。

経験不問 44歳以下 南区 105

39 株式会社ソウダ製作所

金属機械加工
＜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！

経験不問 40歳以下 伏見区 108



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

40 株式会社ソウダ製作所

金属溶接加工
＜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！

経験不問 40歳以下 伏見区 108


