参加企業 求人情報

長田野工業団地
アネックス京都三和
● オンライン対応

● オンライン対応

（株）長田野ガスセンター
■総合職（正社員）
【学歴】大卒以上（令和５年３月卒業予定者）
【時間】① 8:30
〜17:00 ②16:50〜8:50【休日】週休二日制（年間休日 125 日）

ナガセケムテックス（株）
■製造職（契約社員）
【学歴】高卒以上【時間】9:00〜17:30【休日】週休二日制
（会社カレンダー）

● オンライン対応

カワイ電線（株）
■製造スタッフ（正社員）
【学歴】高卒以上【年齢制限】45 歳以下（キャリア形
成）
【時間】8:00〜16:45【休日】週休二日制（年間休日 108 日） ■品質管理・
品質保証（正社員）
【学歴】高卒以上【年齢制限】40 歳以下（キャリア形成）
【時間】8:00〜16:45【休日】週休二日制（年間休日 108 日） ■総務職（正社員）
【学歴】高卒以上【年齢制限】40 歳以下（キャリア形成）
【時間】8:00〜16:45
【休日】週休二日制（年間休日 108 日）

● オンライン対応

京都薬品工業（株）
■品質保証業務（正社員）
【学歴】大卒以上【経験】製薬会社の品質保証業務経験
者【時間】8:30〜17:15【休日】年間休日 124 日 ■製造システム運用業務（正
社員）
【学歴】大卒以上【経験】製造システム操作経験者【時間】8:30〜17:15
【休日】年間休日 124 日 ■医薬品の製造「製剤」
（正社員）
【学歴】高卒以上
【経験】医薬品製造の経験者【資格】フォークリフト運転技能者【時間】① 8:30
〜17:15 ②19:00〜3:45【休日】年間休日 124 日 ■医薬品の製造「包装」
（正
社員）
【学歴】高卒以上【経験】医薬品製造の経験者【資格】フォークリフト運転
技能者【時間】8:30〜17:15【休日】年間休日 124 日

● オンライン対応

（株）
クレシア紙工京都
■家庭紙の製造、ヘルスケア用品の製造（正社員）
【学歴】高卒以上【年齢制限】
35 歳以下（キャリア形成）
【時間】① 6:50〜15:00 ②14:50〜22:00
③ 21:50〜7:00【休日】週休二日制（年間休日 102 日） ■原材料開梱、仕込
み、運搬（正社員）
【学歴】高卒以上【年齢制限】40 歳以下（キャリア形成）
【時間】① 6:50〜15:00 ②14::50〜22:00 ③ 21:50〜7:00【休日】週休二
日制（年間休日 102 日） ■トイレットロール検査作業等（契約社員）
【時間】
① 6:50〜15:00 ②14:50〜22:00 ③ 21:50〜7:00【休日】年間休日 91 日

（一社）日本血液製剤機構
■医薬品の製造軽作業「検査・包装・製造スタッフ（パート）
【時間】9:00〜16:30
【休日】週休二日制（年間休日 127 日）

● オンライン対応

日本通運（株）
■営業・事務社員（正社員）
【学歴】高卒以上【年齢制限】59 歳以下（定年を上限）
【時間】課所による【休日】週休二日制（会社カレンダー） ■ドライバー（正社員）
【学歴】高卒以上【年齢制限】59 歳以下（定年を上限）
【時間】課所による【休日】
週休二日制（会社カレンダー） ■リフトオペレーレーター（正社員【学歴】高卒以
上【年齢制限】59 歳以下（定年を上限）
【時間】課所による【休日】週休二日制（会
社カレンダー） ■構内作業（正社員）
【学歴】高卒以上【年齢制限】59 歳以下（定
年を上限）
【時間】課所による【休日】週休二日制（会社カレンダー）

● オンライン対応

ニンバリ（株）
■技術職（正社員）
【学歴】高卒以上【時間】8:10〜17:00【休日】週休二日制
（会社カレンダー） ■技能職（正社員）
【学歴】高卒以上【時間】8:10〜17:00
【休日】週休二日制（会社カレンダー）

● オンライン対応

ヒエン電工（株）
■電線設計技術（正社員）
【学歴】高卒以上【年齢制限】59 歳以下（定年を上限）
【時間】8:00〜17:00【休日】会社カレンダー（年間休日 120 日） ■製造（正社
員）
【学歴】高卒以上【年齢制限】35 歳以下（キャリア形成）
【資格】普通自動車
運転免許【時間】① 8:00〜17:00 ②13:00〜22:00 ③17:00〜2:00 ④ 0:00
〜9:00【休日】会社カレンダー（年間休日 120 日）

● オンライン対応

（株）ベッセル福知山

● オンライン対応

■製造職（正社員）
【学歴】高卒以上【経験】射出樹脂成型機の経験者【時間】
8:10〜17:10【休日】会社カレンダー（年間休日 113 日） ■技術職（正社員）
■溶接材料の生産オペレーター（正社員）
【学歴】高卒以上【年齢制限】35 歳以下
【学歴】理工系の高卒・大卒【経験】設計経験者【時間】8:10〜17:10【休日】
（キャリア形成）
【時間】① 8:00〜16:00 ②16:00〜23:30 ③ 23:30〜8:00
会社カレンダー（年間休日 113 日） ■製造職（パート）
【時間】① 8:10〜17:10
【休日】工場カレンダー（年間休日 103 日） ■電気担当設備スタッフ（正社員）
【学
② 8:10〜16:00 ③ 9:00〜17:10 ④ 9:00〜16:00【休日】会社カレンダー
歴】高卒以上【経験】生産設備に関する電気制御の実務経験者【年齢制限】64 歳
（年間休日 113 日）
以下（定年を上限）
【時間】8:30〜17:00【休日】会社カレンダー（年間休 119 日）

（株）
神戸製鋼所

（株）ポテトフーズ
■食品製造（パート）
【時間】17:00〜2:00【休日】年間休日 108 日

● オンライン対応

（株）
GSユアサモールディングス

● オンライン対応

■成形品の検査、梱包、セパレータコーティング作業（正社員）
【学歴】高卒以上
【年齢制限】35 歳以下（キャリア形成）
【時間】① 8:00〜16:40 ②16:00〜0:40
③ 0:00〜8:40【休日】工場カレンダー（年間休日 118 日）

松尾電機（株）
■生産ラインの機械オペレーター（正社員）
【学歴】高卒以上【年齢制限】40 歳
以下（キャリア形成）
【時間】8:00〜16:40【休日】週休二日制（年間休日 118 日）

● オンライン対応

● オンライン対応

東洋製鉄（株）
■生産管理職（正社員）
【学歴】大卒もしくは短大・専門卒以上（令和５年３月
卒業予定者）
【時間】8:05〜17:00【休日】年間休日 108 日 ■仕上工（正社員）
【学歴】高卒以上【年齢制限】40 歳以下（キャリア形成）
【時間】8:05〜17:00
【休日】週休二日制（年間休日 108 日）■検査員（正社員）【学歴】高卒以上
【年齢制限】40 歳以下（キャリア形成）
【時間】8:05〜17:00【休日】週休二日制
（年間休日 108 日）

（株）メタルカラー
■健康食品原料製造スタッフ（正社員）
【学歴】高卒以上【年齢制限】35 歳以下
（キャリア形成）
【時間】8:30〜17:30【休日】会社カレンダー（年間休日 113 日）
■医薬品用包装材料の製造スタッフ（正社員）
【学歴】高卒以上【年齢制限】35
歳以下（キャリア形成）
【時間】① 8:30〜17:30 ②17:30〜2:30【休日】会社
カレンダー（年間休日 113 日）

オンライン型 の予約 申込期限：2022 年 6 月 17 日
（金）17:00
右記の QR コード、または長田野工業センター HP よりアクセスし、参加申込フォームに必要事項を入力ください。
オンライン型対応企業は、
企業情報内に表記があります。
ご記入いただいたメールアドレス宛に、
参加に必要となる ZOOM の ID、
パスワードをお送りします。
（予約に関するお問い合わせ）

北京都ジョブパーク UIJ ターンコーナー

■ TEL:0773-45-3395

（参加申込フォーム）

参加企業の概要や事業内容は「長田野工業センター」の HP からご覧いただけます。
左記の QR コードまたは

長田野工業センター

で検索

