
 2017年度　就職先一覧

業　　種 名        称

株式会社アーネストワン

株式会社日本アクア

大東建託株式会社

東邦電気産業株式会社

日本ｅリモデル株式会社

株式会社　大安

株式会社京都タンパク

株式会社志津屋

京都鰹節株式会社

四国乳業株式会社

将光株式会社

日本蚕毛染色株式会社

化学工業、石油・石炭製品製造業 株式会社キンキゴム

株式会社オーケーエム

株式会社ムカイ

株式会社伊藤製作所

郷インテックス株式会社

日本ニードルローラー製造株式会社

株式会社山田鉄工所

株式会社児嶋鉄工所

株式会社堀場製作所

タイヨー電子株式会社

株式会社エーティーシー

滋賀電子株式会社

輸送用機械器具製造業 株式会社豊田自動織機

その他の製造業 株式会社安田念珠店

電気・ガス・熱供給・水道業 エフビットコミュニケーションズ株式会社

ＫＳＲ株式会社

サン・エム・システム株式会社

株式会社ＫＣＮ京都

株式会社ラネット

株式会社リクルートスタッフィング情報サービス

マンナ運輸株式会社

ヤマト運輸株式会社

株式会社サカイ引越センター

株式会社メイワスカイサポート

株式会社リクサス

株式会社ワールドサプライ

株式会社丸和運輸機関

ナブコドア株式会社

パナソニック電材京都株式会社

ビッグモーターグループ

リコージャパン株式会社

安田株式会社

株式会社 i.circle

株式会社Ｎｏ．１

株式会社エーツー

株式会社ジーライオン

株式会社スーツレボリューション

株式会社たにぐち

株式会社ドウシシャ

株式会社ミル総本社

株式会社丸産業

株式会社増田医科器械

株式会社辻テント商店

電子部品・デバイス・電子回路製造業製造業

建設業

食料品・飲料・たばこ・飼料製造業

繊維工業

鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業

はん用・生産用・業務用機械器具製造業

情報通信業

運輸業・郵便業

卸売業
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業　　種 名        称

京都日産自動車株式会社

山陰パナソニック株式会社

森政産業株式会社

村地綜合木材株式会社

池田産業株式会社

日産部品近畿販売株式会社

明治商工株式会社

シミズ薬品株式会社

ネッツトヨタヤサカ株式会社

株式会社　平和堂

株式会社エービーシー・マート

株式会社オンリー

株式会社クスリのアオキ

株式会社コスモス薬品

株式会社コメリ

株式会社サンドラッグ

株式会社スズキ自販京都

株式会社バローホールディングス

株式会社マツモト

株式会社マツヤデンキ

株式会社ヨドバシカメラ

株式会社レッドバロン

株式会社京都オートバックス

株式会社近鉄リテーリング

株式会社光洋

株式会社大和

株式会社中部楽器

株式会社朝日堂

株式会社万代

京滋ユアサ電機株式会社

西日本モバイル株式会社

大黒天物産株式会社

金融業 ＪＰアセット証券株式会社

株式会社エルアイシー

株式会社プレサンス住販

株式会社レイシャス

住友不動産販売株式会社

株式会社アーク・ジオ・サポート

有限会社芝動物病院

株式会社あきんどスシロー

株式会社アトム

株式会社くらコーポレーション

株式会社ジェイアール東海パッセンジャーズ

株式会社大庄

（株）Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｄｉｎｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ

ドリームドリーム株式会社

株式会社　大西商事

株式会社ＬＡＶＡ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

株式会社イチバン・コーポレーション

株式会社エムズ・ユー

株式会社シン・コーポレーション

株式会社ソユー

株式会社ダイナム

株式会社フュービック

株式会社ユー・エス・ジェイ

宿泊業、飲食サービス業

小売業

不動産取引・賃貸・管理業

その他の専門・技術サービス業

卸売業

生活関連サービス業、娯楽業
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株式会社ワイドレジャー

株式会社公益社

平和商事株式会社

沖縄県教育委員会

学校法人　三幸学園

学校法人花園学園洛西花園幼稚園

学校法人西芳学園

学校法人禅林学園

学校法人淞南学園

滋賀県教育委員会

社会福祉法人すぎのこ保育園

社会福祉法人せんだん苑南こども園

社会福祉法人愛光福祉会

社会福祉法人親愛会

精華聖マリア幼稚園

大山崎町教育委員会

長野県教育委員会

天理市教育委員会

兵庫県教育委員会

北海道教育委員会

株式会社タスク・フォース

株式会社類設計室

公益財団法人京都踏水会

おおにし歯科クリニック

にのみやこどもクリニック

医療法人恭昭会　彦根中央病院

医療法人社団恵仁会

医療法人社団至空会

医療法人水光会　伊丹天神川病院

一般社団法人水口病院

京都大原記念病院グループ（医療法人社団行陵会、社会福祉法人行風会）

社会福祉法人　柊野福祉会

洛和会ヘルスケアシステム（医療法人社団洛和会・社会福祉法人洛和福祉会）

ＮＰＯ法人サタデーピア

NPO法人ゆう

ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社

ロングライフホールディング株式会社

医療法人みどり会

株式会社ＨＯＰＰＡ

株式会社アイグラン

株式会社ベネッセスタイルケア

株式会社メディケア・リハビリ

株式会社ヤマシタコーポレーション

株式会社生活科学運営

株式会社日本保育サービス（ＪＰホールディングスグループ）

京都清水メディケアシステム

児童発達支援・放課後等デイサービスヤシノキ

社会福祉法人　十条龍谷会

社会福祉法人　松花苑　

社会福祉法人　城陽福祉会

社会福祉法人　同胞会　同胞の家

社会福祉法人　同和園

社会福祉法人　八起会

社会福祉法人アイアイハウス

社会福祉法人いづみ福祉会

学校教育

その他の教育，学習支援業

医療・保健衛生業

生活関連サービス業、娯楽業

社会保険・社会福祉・介護事業
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業　　種 名        称

社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会　高齢者総合福祉施設神の園

社会福祉法人グロー

社会福祉法人しが夢翔会

社会福祉法人ひかり会

社会福祉法人フジの会

社会福祉法人みおつくし福祉会

社会福祉法人みなと寮

社会福祉法人みねやま福祉会

社会福祉法人めぐむ会

社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋

社会福祉法人愛善信光会　亀岡保育園

社会福祉法人旭長寿の森

社会福祉法人維雅幸育会

社会福祉法人永興福祉会

社会福祉法人乙の国福祉会

社会福祉法人京都府社会福祉事業団

社会福祉法人京都福祉サービス協会

社会福祉法人京都民生会

社会福祉法人京都老人福祉協会

社会福祉法人玉川橋保育園

社会福祉法人向日葵福祉会

社会福祉法人幸寿会

社会福祉法人高島市社会福祉協議会

社会福祉法人三篠会

社会福祉法人志賀福祉会

社会福祉法人滋賀県障害児協会

社会福祉法人松花苑

社会福祉法人雛岳園

社会福祉法人成城会

社会福祉法人清和園

社会福祉法人聖徳園

社会福祉法人全国手話研修センター

社会福祉法人大木会

社会福祉法人丹の国福祉会

社会福祉法人丹後大宮福祉会

社会福祉法人長岡京せいしん会

社会福祉法人田島堂園

社会福祉法人南但愛育会

社会福祉法人日本コイノニア福祉会　中宮まぶね保育園

社会福祉法人白川学園

社会福祉法人百萬遍ともいき会

社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団

社会福祉法人平安徳義会

社会福祉法人平安養育院

社会福祉法人豊悠福祉会

社会福祉法人妙秀福祉会

社会福祉法人裕信福祉会

社会福祉法人嵐山寮

大阪市立阿武山学園

特定非営利活動法人　障害者の自立を支えるサポートネットワーク

特定非営利活動法人エクスクラメーション・スタイル

特定非営利活動法人つくし

特定非営利活動法人まーぶる

特定非営利活動法人暖

社会保険・社会福祉・介護事業
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業　　種 名        称

円覚僧堂

海清僧堂

建長僧堂

祥福僧堂

徳源僧堂

梅林僧堂

万寿僧堂

龍澤僧堂

臨済僧堂

圓通僧堂

圓福僧堂

TSグループ

ＵＴグループ株式会社

ウランバートル（モンゴルプロサッカーチーム）

カノン株式会社

レーク大津農業協同組合

一般社団法人京都コムファ

株式会社　信和ゴルフメンテナンス

株式会社　福屋ホールディングス

株式会社ＬＵＣＡＬＥＳ

株式会社エイジェック

株式会社エイブル

株式会社ネクサス

株式会社ボディワーク

株式会社マーキュリー

株式会社リバース東京／株式会社ボディワーク

株式会社湖光

株式会社大晃

公益財団法人京都市ユースサービス協会

綜合警備保障株式会社

東京移動通信株式会社

厚生労働省

法務省

防衛省（陸上自衛隊）

防衛省（海上自衛隊）

京都府警察

滋賀県警察

大阪府警察

兵庫県警察

向日市

紀北町

南丹市（保育士）

大津市（保育士）

草津市（保育士）

高島市（保育士）

一般社団法人滋賀県医師会

全京都建築労働組合

その他のサービス業

国家公務

地方公務

その他

宗教
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