
Ｎｏ． 管轄 企業名 産業分類業種名 募集職種
ハローワーク

求人番号

ＩＯＴエンジニア 26010-34628
ＩＴエンジニア 26010-35228
マーケティング営業 26010-33728

2 京都 スター食堂　株式会社 食堂・レストラン 将来の店長候補 26010-95028
3 京都 株式会社　丸正高木商店 食料・飲料卸売業 販売職 26010-90728
4 京都 ネッツトヨタ京都　株式会社 自動車小売業 営業スタッフ 26010-135128

製造職 26010-37828
製品開発職 26010-36528
生産管理 26010-59728
営業 26010-58428
資材物流 26010-57328
営業職 26010-53828
製造職 26010-54028
設計職 26010-51228
木造住宅等の建築設計及びそれに伴う業務 26010-25628
木造住宅建築の工程管理・監督及びそれに伴う業務 26010-26228
経理・総務 26010-27528
製造技術 26013-6028
事務（一般事務・営業事務） 26013-7128

10 京都
社会福祉法人倣襄会　高齢部門
地域密着型特別養護老人ホームあゆみ

老人福祉・介護事業 介護職員 26013-4528

11 京都 株式会社　引越社　京都本部 その他の運輸に附帯するサービス業 総合職（店舗営業・現業ドライバー・管理職候補） 26020-15928
開発技術職 26020-62528
営業管理総合職 26020-139328

13 京都 京都青果合同株式会社 農畜産物・水産物卸売業 営業総合職 26020-39028
14 京都 エムケイ株式会社 一般自動車旅客自動車運送業 事務系総合職 26020-86628

総務事務 26020-21028
看護師 26020-22128
管理栄養士 26020-25428
作業療法士 26020-26728
理学療法士 26020-27628
言語聴覚士 26020-28228
調理師 26020-29528
介護スタッフ（通所・入所） 26020-34728
保育士 26020-82928
介護スタッフ（通所・入所） 26030-25928
総合職(営業、製造、管理）【京都府採用】 26020-154928

総合職(営業、製造、管理）【滋賀県採用】 26020-155328

総合職(営業、製造、管理）【奈良県採用】 26020-156428

総合職 26020-58928
一般職 26020-57128
営業職（ガス屋内配管・設備機器販売） 26020-40928
都市ガス供給設備保安スタッフ 26020-46528

19 京都 ＡＬＳＯＫ京滋　株式会社 警備業 ＡＬＳＯＫ警備職 26020-11528
積水グループ施工管理系総合職 26020-60628
積水グループ営業系総合職 26020-59328

21 京都 社会福祉法人　同和園 老人福祉・介護事業 ケアーワーカー（介護職） 26030-24128
22 京都 株式会社　ワコー その他の金属製品製造業 総合職 26030-51328
23 京都 テラメックス　株式会社 医療用機械器具・医療用品製造業 機械設計・電気設計・ソフト開発 26030-27428
24 京都 株式会社　ジャパンオートパーツ24 その他の機械器具卸売業 営業販売職 26030-23028
25 京都 株式会社　レボインターナショナル 他に分類されない製造業 バイオディーゼル燃料研究員 26030-10728

営業配送 26030-16128
製造部　品質管理 26030-38228
お弁当製造　調理工程管理 26030-15028
お弁当製造職　調理 26030-13528
工作機械による金型加工業務 26080-6528
営業スタッフ 26080-7828
営業・購買業務 26080-25128
技術開発・設計 26080-26928

29 京都 京都日野自動車　株式会社 自動車小売業 自動車整備職
(本社・工場) 26080-42928
金型加工者
（放電・平面研削など） 26080-19328
射出成形機オペレーター 26080-20628
寸法測定検査職 26080-22528
品質保証職（京都事業所） 26040-28328
製品技術職（京都事業所） 26040-29428
製造幹部候補生（京都事業所） 26040-30228
製品技術職（奈良事業所） 29010-118728

品質保証職（奈良事業所） 29010-119628

製造幹部候補生（奈良事業所） 29010-120828

「就職先発見！大学生等就職面接会（令和4年9月30日）」参加企業求人一覧

1 京都 株式会社 ゼネックコミュニケーション　 情報処理・提供サービス業

5 京都 株式会社　リハビテック 医療用機械器具・医療用品

建物売買業　　土地売買業

9 京都 京都エレクトロン　株式会社 電子デバイス製造業

6 京都 ホッコー　株式会社　京都支店 電気機械器具卸売業

7 京都 日本電気化学　株式会社 産業用電気機械器具製造業

12 京都 二九精密機械工業　株式会社

15 京都 医療法人社団　千春会

8 京都 株式会社　永田工務店

18 京都 森本配管　株式会社 管工事業

20 京都 積和建設近畿　株式会社 建設工事業

病院

16 京都 株式会社　王将フードサービス 食堂・レストラン

17 京都 株式会社　ハートフレンド 百貨店・総合スーパー

28 京都 株式会社ユー・エム・アイ その他のはん用機械・同部分品製

30 京都 プロニクス　株式会社 工業用プラスチック製品製造業

26 京都 ロンドフードサービス　株式会社 その他の飲食料品小売業

27 京都 株式会社　阪村テクノロジーセンター 一般産業用機械装置製造業

31 京都 株式会社　アテックス プラスチック製品製造

計量器・測定器・分析機器製造
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「就職先発見！大学生等就職面接会（令和4年9月30日）」参加企業求人一覧

32 京都
社会福祉法人　芳梅会
特別養護老人ホーム木津芳梅園

老人福祉・介護事業 ライフケアスタッフ（介護） 26041-2128

33 京都 国産部品工業　株式会社 自動車・同付属品製造業 技術（製品設計、生産技術） 26051-12128
総合職（総務・システム部門） 26060-24428
総合職 26060-26628
総合職（事務営業職） 26070-10628
総合職（設計・開発職） 26070-7128

36 滋賀 株式会社　アイズケア 老人福祉・介護事業 介護職員(総合職含む） 25030-63628
37 滋賀 宮川バネ工業　株式会社 金属素形材製品製造業 技術職(機械ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ･金型製作） 25040-64428
38 滋賀 郷インテックス　株式会社 民生用電気機械器具製造業 製造スタッフ 25060-119028

39 滋賀 社会福祉法人　虹の会 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 支援員又は相談員 25011-9928
総合職（営業） 27020-184728

総合職（機械警備･警備輸送） 27020-185628

技術職 27020-186228

41 滋賀 アサヒサンクリーン　株式会社　　 老人福祉・介護事業 総合職･訪問入浴介護職 22010-33628
42 滋賀 社会福祉法人　八起会 老人福祉・介護事業 ケアワーカー(介護スタッフ） 25050-121728

建築エンジニア職 25010-84728
土木エンジニア職 25010-87528
営業職 25010-88828

44 滋賀 株式会社　バローホールディングス 百貨店、総合スーパー 総合職 21030-85828
総合職 25011-11628
一般職 25011-10728
製造職（幹部候補） 25030-80228
生産技術等 25030-79428

47 滋賀 株式会社　ホリゾン 生活関連産業用機械製造業 総合職 25011-8128
技術職 25060-113428

総合事務職 25060-114728

フロント係 25010-99128
サービススタッフ 25010-98028
総合技術職 25050-7428
一般事務職 25050-9628
出荷検査職 25050-10828

51 滋賀 堅田電機　株式会社 電子デバイス製造業 総合職 25010-103128

店長候補 27030-64428
店長候補 27030-68528

53 滋賀 奥伊吹観光　株式会社 旅館、ホテル フロント接客、施設管理全般 25020-63528
生産管理職、生産･製造職 25020-9128
開発設計職 25020-10428
営業職 25020-15828
健診アシスタント（総合職） 25060-67328
業務部員（総合職） 25060-120928

56 奈良 株式会社　今西清兵衛商店 酒類製造業
老舗の酒蔵「春鹿」での蔵人
日本酒の製造

29010-127628

57 奈良 福井水道工業　株式会社 管工事業（さく井工事業を除く） 施行管理 29010-106128

58 奈良 大浦貴金属工業　株式会社 非鉄金属第2次製錬・精製業 製造 29010-52128
59 奈良 株式会社　ダンデライオン 書籍・文房具小売業 総合職 29010-62328

システムエンジニア・プログラマー 29010-112828

営業企画 29010-113028

61 奈良 社会福祉法人　福住会 老人福祉・介護事業 介護職
（特別養護老人ホーム・ショートステイ・デイサービス） 29010-66228
トラックドライバー（大型／長距離） 29010-114128

運行管理者（配車・点呼等） 29010-115928
生活支援員（障がい者入所施設、短期入所、グループホーム） 29010-79128
支援員（児童発達支援センター、放課後等デイサービス） 29010-86028
介護職員（特別養護老人ホーム、短期入所生活介護） 29010-89328

64 奈良

社会福祉法人　信和会
特別養護老人ホームおきなの杜
軽費老人ホームグリーンプラザ南郷

老人福祉・介護事業 介護職員
(特養：おきなの杜） 29020-94528

65 奈良 株式会社　メディコムエイド その他の機械器具卸売業 インストラクター
（医療事務ソフト） 29020-98928
技術・研究開発 29020-104428

製造職 29020-103328

幼稚園ビデオ制作
（未経験可・子ども好き歓迎） 29020-100028

事務職（映像制作会社） 29020-101128

総合職 29030-2628
自動車整備 29030-3228
乗務員（管理者候補） 29030-15128
介護職（高齢者介護） 29050-2328
介護職兼栄養士・介護職兼管理栄養士（高齢者介護） 29050-3428
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士（高齢者介護） 29050-4728
医療介護事務員 29050-1928
営業職 29050-21728
整備職（メカニック職） 29050-22628

35 京都 株式会社　日進製作所 自動車・同付属品製造業

40 滋賀 綜合警備保障　株式会社 警備業

34 京都 舞鶴倉庫　株式会社 倉庫業
（冷蔵倉庫業を除く）

46 滋賀 株式会社　日本デキシー　滋賀工場 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業

48 滋賀 三恵工業　株式会社 自動車・同附属品製造業

43 滋賀 株式会社　笹川組 一般土木建築工事業

45 滋賀 紺藤織物　株式会社 織物業

食堂･レストラン(専門料理店を除く）

54 滋賀 利高工業株式会社滋賀工場
建設用・建築用金属製品製造
（製缶板金業を含む）

49 滋賀 株式会社　湯元館 旅館、ホテル

50 滋賀 滋賀シミズ精工　株式会社 その他の金属製品製造業

70 奈良 株式会社　ササイナカムラ 産業用機械器具賃貸業

66 奈良 ビッグテクノス　株式会社 その他の化学工業

68 奈良 株式会社　ハンナ　田原本営業所 一般貨物自動車運送業

67 奈良 株式会社　森脇ビデオ企画 映像情報制作・配給業

69 奈良 社会福祉法人　協同福祉会　あすなら苑 老人福祉・介護事業

62 奈良 フジトランスポート　株式会社 一般貨物自動車運送業

63 奈良 社会福祉法人　ならやま会 障害者福祉事業

55 滋賀 一般財団法人　滋賀保健研究センター 医療に付帯するサービス業

60 奈良 キステム　株式会社 ソフトウェア業

52 滋賀 株式会社　ワン・ダイニング


