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2018年度　就職先一覧

業　　種 名　　称
農業・林業 有限会社坂東林業

株式会社北進塗装
ティプス株式会社
岡本電気株式会社
株式会社伊万井
ＫＡＺ建築工房株式会社
株式会社Ｃａｓｔｅｌｌａ　ｄｏ　Ｐａｕｌｏ
株式会社アゼット
株式会社叶匠寿庵
株式会社笹屋伊織
長野興農株式会社
フジカ株式会社
株式会社アイケープラスト
佐川印刷株式会社
メルヴェーユ株式会社
株式会社ポーラ
福山鋳造株式会社
株式会社大北製作所
カツシロマテックス株式会社
日本精工株式会社
トクデン株式会社

電子部品・デバイス・電子回路製造業製造業 京都テクニカソリューションズ株式会社
電気・情報通信機械器具製造業 ＵＴパベック株式会社
輸送用機械器具製造業 株式会社ニチダイ

カナフレックスコーポレーション株式会社
株式会社ヤマガタ
エンゼルプレイングカード製造京都株式会社
株式会社ステップワーク
株式会社安田化学工業所
山科精器株式会社
株式会社ホープス
株式会社大塚商会
DICE inc.
Ｓｋｙ株式会社
株式会社ユー・エス・イー
株式会社カプコン
株式会社ジャストイット
日本メディシス株式会社
ＮＴＴ西日本（西日本電信電話株式会社）
株式会社コスモネット
株式会社ドコモＣＳ関西
株式会社山陰中央新報社
株式会社ブリングアップ史
近江鉄道株式会社
トールエクスプレスジャパン株式会社
株式会社サカイ引越センター
株式会社ライズトラスト
有限会社ケイ・エフ
伊勢湾フェリー株式会社
株式会社　関西丸和ロジスティクス
株式会社手原産業倉庫
アサヒ飲料販売株式会社
ネオス株式会社
フジノ食品株式会社
京都青果合同株式会社
日本被服工業株式会社
株式会社ストライプインターナショナル
株式会社パル
株式会社バレリー
大松株式会社
株式会社ドウシシャ

建設業

食料品・飲料・たばこ・飼料製造業

印刷・同関連業

化学工業、石油・石炭製品製造業

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

卸売業

その他の製造業

情報通信業

運輸業・郵便業
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業　　種 名　　称
伊丹産業株式会社
株式会社サカノシタ
太平洋建材株式会社
パナソニック電材京都株式会社
株式会社ツカサ
株式会社フェイス
布亀株式会社
株式会社ＮＡＫＡＧＡＷＡ
株式会社レオクラン
株式会社増田医科器械
石黒メディカルシステム株式会社
トヨタ部品京都共販株式会社
日産部品近畿販売株式会社
京都日産自動車株式会社
九州三菱自動車販売株式会社
マックスバリュ西日本株式会社
株式会社コンシェルジュ
株式会社バローホールディングス
株式会社平和堂
株式会社万代
株式会社コノミヤ
大黒天物産株式会社
株式会社アイ・バード
株式会社オーリック
株式会社ハークスレイ
株式会社キリン堂
株式会社クスリのアオキ
株式会社ユタカファーマシー
株式会社スズキ自販近畿
株式会社京都オートバックス
滋賀ホンダ販売株式会社
株式会社リバティ
有限会社ピアオートミズノ
株式会社テレアースジャパン
滋賀テレコム株式会社
京滋ユアサ電機株式会社
株式会社ロボット
株式会社ジンズ
株式会社たまゆら
株式会社古美術瀬戸
株式会社愛媛銀行
アイフル株式会社
株式会社スマイルファクトリー
株式会社創生
東急リバブル株式会社
吉忠マネキン株式会社
アース環境サービス株式会社
あや動物病院
がんこフードサービス株式会社
スター株式会社
株式会社ｎａｄｅｓｈｉｃｏ
株式会社サガミチェーン
株式会社ブロンコビリー
株式会社ライフフーズ
株式会社元廣
日本マクドナルド株式会社
有限会社Ｓｈｉｎ－Ｓｈｉｎ
有限会社舶来フード
株式会社アウルコーポレーション
株式会社ホテル京阪マネジメント
有限会社炭平旅館

その他の専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

卸売業

小売業

金融業

不動産取引・賃貸・管理業
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業　　種 名　　称
合同会社ユー・エス・ジェイ
株式会社ラウンドワン
アンダーツリー株式会社
株式会社マルハン
木下物産株式会社
株式会社ビバ
株式会社フュービック
学校法人慶應義塾
学校法人花園学園　花園中学高等学校
学校法人淑徳学林福知山淑徳高等学校
学校法人くるみ学園くるみ幼稚園
学校法人ひまわり学園ひまわり幼稚園
学校法人京都産業大学すみれ幼稚園
学校法人京和学園京和幼稚園
学校法人今宮学園今宮幼稚園
学校法人正憲学園砂川幼稚園
学校法人聖和学園清和幼稚園
学校法人洛陽総合学院
国立大学法人大阪教育大学附属天王寺小学校
横浜市教育委員会
京都市教育委員会
兵庫県教育委員会
大豊町教育委員会
近江八幡市（幼稚園）
東近江市（幼稚園）
中央出版株式会社　アイン保育園
社会福祉法人智恩福祉会
NSクラブ
アミー新体操クラブ
株式会社タスク・フォース
大津市歴史博物館
日本赤十字社　京都府赤十字血液センター
医療法人医誠会東舞鶴医誠会病院
医療法人敬寿会吉村病院
医療法人三幸会
医療法人徳洲会近江草津徳洲会病院
医療法人明和会　琵琶湖病院
一般財団法人長岡記念財団
一般社団法人水口病院
栗田病院
社会医療法人至仁会
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院
新潟県厚生農業協同組合連合会 瀬波病院
特定医療法人桃仁会病院 老人保健施設桃寿苑
ＨＩＴＯＷＡケアサービス株式会社
ＳＯＭＰＯケア株式会社
あやとり株式会社
メディカルケア御所ノ内株式会社
株式会社アイズケア
株式会社ハーフ・センチュリー・モア
株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ
株式会社我喜大笑
日本福祉サービス株式会社
ピジョンハーツ株式会社
ライクアカデミー株式会社
株式会社アイグラン
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
京都府家庭支援総合センター
社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会
社会福祉法人東寿会

生活関連サービス業、娯楽業

医療・保健衛生業

医療・保健衛生業

社会保険・社会福祉・介護事業

学校教育

その他の教育、学習支援業
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業　　種 名　　称
社会福祉法人同和園
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
社会福祉法人えのき会
社会福祉法人グリーンセンター福祉会
社会福祉法人グロー
社会福祉法人とんぼ福祉会
社会福祉法人なづな学園
社会福祉法人みねやま福祉会
社会福祉法人よさのうみ福祉会
社会福祉法人伊南福祉会
社会福祉法人乙訓福祉会
社会福祉法人京都社会事業財団
社会福祉法人京都身体障害者福祉センター
社会福祉法人京都総合福祉協会
社会福祉法人京都福祉サービス協会
社会福祉法人京都老人福祉協会
社会福祉法人滋賀県障害児協会
社会福祉法人滋賀県母子福祉のぞみ会
社会福祉法人七野会
社会福祉法人松花苑
社会福祉法人上口福祉会
社会福祉法人城陽福祉会
社会福祉法人神戸老人ホーム
社会福祉法人成光苑
社会福祉法人清和園
社会福祉法人聖徳園
社会福祉法人西陣会
社会福祉法人大阪府社会福祉協議会
社会福祉法人大樹会
社会福祉法人南山城学園
社会福祉法人南丹市社会福祉協議会
社会福祉法人堀川健康会介護老人保健施設じゅんぷう
社会福祉法人洛東園
社会福祉法人瑠璃光会
社会福祉法人呉同済義会仁風園
社会福祉法人彩の国ふかや福祉会
社会福祉法人盛和福祉会京都大和の家
社会福祉法人聖マッテヤ会
社会福祉法人あいく会あそかの木保育園
社会福祉法人みつばち福祉会
社会福祉法人みやび
社会福祉法人めぐみ会八日市めぐみ保育園
社会福祉法人湖心会
社会福祉法人真愛会真愛保育園
社会福祉法人東山福祉会東山保育園
社会福祉法人博光福祉会つばさ保育事業部
社会福祉法人洛北わらべ会　洛北幼児園
社会福祉法人檸檬会
一般社団法人未来会
特定非営利活動法人まーぶる
特定非営利活動法人京都コリアン生活センターエルファ
日本キリスト教団京都教会同心児童館
放課後等デイサービス児童発達支援はなまる
遠州中央農業協同組合
東びわこ農業協同組合
たじま農業協同組合
鹿児島きもつき農業協同組合
天台宗務庁
宗教法人タイ国タンマガーイ寺院大阪別院内
大本山永平寺

複合サービス事業

宗教

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
虎渓山僧堂
祥福僧堂
瑞泉僧堂
大徳僧堂
南宗僧堂
南禅僧堂
平林僧堂
万寿僧堂
妙興僧堂
妙心僧堂
圓福僧堂
日泰寺専門僧堂
ＫＧＭビジネスネットワーク株式会社
ＵＴテクノロジー株式会社
パーソルキャリア株式会社
ブライザ株式会社
モラブ阪神工業株式会社
株式会社アウトソーシング
株式会社セントメディア
東洋ワーク株式会社
日本マニュファクチャリングサービス株式会社
株式会社長栄
クリエクスト株式会社
ジェイ・ライン株式会社
ニチイ学館
ニッポンレンタカー関西株式会社
愛媛綜合警備保障株式会社
株式会社　信和ゴルフメンテナンス
株式会社BuySell Technologies
株式会社Ｎｅｘｔ　Ｋｅｙｍａｎ
株式会社ＳＫＭコンサルタント　エステタイム
株式会社アクセスよねざわ
株式会社コンヴァノ
株式会社トヨタレンタリース京都
株式会社ビーバーレコード
株式会社ヤングドライ
株式会社第一物産
株式会社谷口美装
京都エレベータ株式会社
京都東山テニスクラブ
新生ホームサービス株式会社
公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター
法務省（刑務官）
防衛省（自衛官）
岩手県警察
京都府警察
滋賀県警察
養父市（行政職）
出雲市（行政職）
大阪市（福祉職）
大津市（保育士）
新潟市（埋蔵文化財専門職）

地方公務

国家公務

宗教

その他のサービス業
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