
～ 京 都 府 報 道 発 表 資 料 ～  京都府広報監 まゆまろ 

 

 
 
 

仮想空間で就活体験!! 
9.5（土）開催 バーチャル京都ジョブ博 

 
 

 令 和 ２ 年 ８ 月 ２ １ 日 
京都府新型コロナウイルス感染症対策本部 
京 都 府 商 工 労 働 観 光 部 
人 材 確 保 推 進 室 
電 話 ０ ７ ５ － ６ ８ ２ － ８ ９ ２ ２ 

 

総合就業支援拠点 京都ジョブパークでは、コロナ禍で就職活動をする学生・求職者の支援として、バー

チャル空間の中を、ゲーム感覚で、友達と一緒にアバターで参加し、セミナーや企業とのミーティングな

どの就活・業界研究体験ができる新感覚のイベント「バーチャル京都ジョブ博・業界研究フェア」を９月

５日（土）に開催します。 

バーチャル会場では、学生から「企業オタク」と呼ばれる近畿大学の松本
まつもと

 誠一
せいいち

准教授による業界研究

セミナーや、インターンシップを実施する企業約50社、働き手を募集する京都・滋賀の約80社とのミー

ティングなど、様々な就活コンテンツを用意していますので、多くの求職者に参加いただけますように、

ご周知お願いします。 

また、８月28日（金）に、バーチャル会場内で、メディア向けプレ公開兼リハーサルを実施しますので、

ご取材お願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

府政記者室、経済記者クラブ、近畿経済産業局記者クラブ 同時資料配布 
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１．開催概要 

（１） 開催日時 

令和２年９月５日（土）10:00～18:00 

 

（２） イベント概要 

バーチャル空間の中を、ゲーム感覚で、友達と一緒にアバターで参加し、セミナーや企業との

ミーティングなどの就活・業界研究体験ができる新感覚のイベント。 

インターンを募集する50社・働き手を募集する80社との企業ミーティングの他、業界研究セ

ミナーや就活ベーシックセミナーの受講、就活カウンセリング、学生どおしのお悩みシェアイベ

ントなど、様々な就活コンテンツを体験できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 主催等 

主催：京都府、京都ジョブパーク、近畿経済産業局、京都府中小企業人材確保推進機構※ 

共催：京都商工会議所、京都創生インターンシップ会議  

協力：京都中小企業家同友会、滋賀県 

    ※機構構成団体（京都府商工会議所連合会、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、 

           （一社）京都経営者協会、（一社）京都経済同友会、（公社）京都工業会、 

            日本労働組合総連合会京都府連合会、京都労働局、京都府、京都市、 

   京都府市長会、京都府町村会） 

  

 【会場平面図】 
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２．会場コンテンツ 

（１） 業界研究セミナー  10：00～10：45 ＠会場メインモニター 

学生から「企業オタク」と呼ばれる程の企業研究のプロである近畿大学 経営学部 キャリア・

マネジメント学科 准教授 松本
まつもと

 誠一
せいいち

氏による魅力ある企業の見つけ方

セミナー！ 

隠れた名企業の見つけ方はもちろん、学生の就活相談に乗るなど、 

キャリア支援にも積極的に関わっている松本氏に今どきの就活事情や 

企業選びのポイントをお伝えいただきます。 

 
 
 
 ※11：00～11：45 松本氏と質疑応答できる「企業オタクの部屋」を開催 

＠カウンセリングブース ミーティングルーム 

 

（２） 就活スタートアップセミナー 10：50～18：00 ＠セミナーブース モニター 

エントリーシートの書き方や面接の質疑のコツなど、就活を始める学生向けのベーシックセミ

ナー 

 

（３） 業界説明・企業PR動画 10：45～18：00 ＠業界別企業ブース モニター 

インターンフェア・リクルートフェアでお話ししたい企業を選ぶための業界別の特徴説明と１

社あたり30秒の企業PR動画の放映 

 

（４） インターンフェア 11：50～18：00 ＠業界別企業ブース ミーティングルーム 

 有償型や長期でかつ充実したプログラムなど、多様なインターンシップを実施する京都企業約

50社が出展。企業概要やインターンシッププログラムの説明、質疑応答を実施します。 

     対象者：2022年以降卒大学生 

     出展企業情報：「別添出展企業一覧」を参照 

 

（５） リクルートフェア 11：00～18：00 ＠業界別企業ブース ミーティングルーム 

働きやすい職場づくりを実施する京都・滋賀の企業約80社が出展。企業概要や募集職種の説

明、質疑応答を実施します。 

     対象者：一般求職者、2021年卒大学生 

     出展企業情報：「別添出展企業一覧」を参照 

 

近畿大学 松本准教授 
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（６） 就活カウンセリング 11：50～18：00 ＠カウンセリングブース ミーティングルーム 

就活の始め方が分からない方や模擬面接などを実施したい方などのカウンセリング 

 ※開催中は、同時に３名までカウンセリング実施可能 

 

（７） Web de 就活お悩みシェア 11：25～11：45、18：05～18：25 

      ＠カウンセリングブース ミーティングルーム 

     オンライン就活にまつわる悩みを、学生どおしでシェアする座談会 

 

３．メディア向けプレ公開兼リハーサル 

（１） 開催日時：令和２年８月２８日（金）10:30～12:00 

（２） 実施内容：バーチャル会場内の各種コンテンツの簡易体験・企業との模擬ミーティング 

（３） 取材申込：京都府人材確保推進室に電話で申込み 【電話 075-682-8948】 

 

４．その他 

（１） 参加費：無料 

（２） 参加申込：特設サイトから申込み https://virtual-job-expo.kyoto/ 

（３） お問合せ：中小企業人材確保・多様な働き方推進センター ジョブ博担当 

【電話 075-682-8948】 

 

https://virtual-job-expo.kyoto/


アテック京都株式会社 製造

岩本印刷株式会社 製造

株式会社ONO plus 製造

株式会社オプト・システム 製造

関西巻取箔工業株式会社 製造

京都ＥＩＣ株式会社 その他

株式会社西村製作所 製造

日東精工株式会社 製造

日本電気化学株式会社 製造

明光精器株式会社 製造

株式会社ヤマコー 製造

由利ロール株式会社 製造

WILLER TRAINS株式会社 運輸

上原成商事株式会社 卸・小売

京都生活協同組合 卸・小売

シミズ薬品株式会社 卸・小売

DreamJapan株式会社 卸・小売

株式会社西浅 卸・小売

株式会社　マツシマホールディングス 卸・小売

生活を豊かにするモノを作り出す業界

(製造)

人とモノをつなぐ業界

（卸・小売/運輸）



株式会社　大嶋カーサービス サービス

一般財団法人京都工場保健会 医療・福祉

社会福祉法人　京都老人福祉協会 医療・福祉

株式会社ケア21 医療・福祉

社会福祉法人　浩照会 医療・福祉

島津エンジニアリング株式会社 サービス

株式会社信和ゴルフメンテナンス サービス

社会福祉法人大樹会 医療・福祉

社会福祉法人同和園 医療・福祉

社会福祉法人柊野福祉会 医療・福祉

株式会社ユニテツク京都事業所 サービス

社会福祉法人洛東園 医療・福祉

株式会社アイレックス【東証JASDAQ上場】 情報通信

株式会社アドリンク サービス

株式会社アルティム その他

株式会社ウェルアソシエイツ 情報通信

株式会社しっつ 建設・建築

スリール株式会社 その他

一般財団法人本願寺文化興隆財団 その他

株式会社京都新聞社 その他

京都府 その他

株式会社大滝工務店 建設・建築

但南建設（株）福知山支店 建設・建築

但馬信用金庫 その他

東邦電気産業株式会社 建設・建築

有限会社　丸重屋 その他

人の幸せをサポートする業界

（医療・介護/サービス・宿泊）

地域の基礎をつくる業界

（建設・建築・情報通信・その他）



アテック京都株式会社 製造

岩本印刷株式会社 製造

ＮＫＥ株式会社 製造

株式会社オーケーエム 製造

岡本エンジニアリング株式会社 製造

岡安ゴム株式会社 製造

株式会社オプト・システム 製造

川十株式会社 製造

京都ＥＩＣ株式会社 その他 

共和工業株式会社 製造

三恵工業株式会社 製造

株式会社ジェイ・サイエンス・ラボ 製造

四国乳業株式会社　京都工場 製造

株式会社セイワ工業 製造

株式会社大興技研 サービス

大洋産業株式会社 製造

株式会社　高岡 製造

テラメックス株式会社 製造

株式会社トップ 製造

中島工業株式会社 製造

西垣金属工業株式会社 製造

日光化成株式会社 製造

日清医療食品株式会社

ヘルスケアフードサービスセンター京都
製造

日本黒鉛工業株式会社 製造

日本電気化学株式会社 製造

株式会社波多野製作所 製造

株式会社　藤井合金製作所 製造

株式会社フジタイト 製造

マイキャン・テクノロジーズ株式会社 製造

株式会社ムサシノキカイ 製造

明光精器株式会社 製造

株式会社ヤマコー 製造

ワボウ電子株式会社 製造

アオイ自動車株式会社 運輸

池田産業株式会社 卸・小売

WILLER TRAINS株式会社 運輸

株式会社きゅうべえ 卸・小売

京都生活協同組合 卸・小売

シミズ薬品株式会社 卸・小売

株式会社タナカ善 卸・小売

比果産業株式会社 卸・小売

株式会社マキノデンキ 卸・小売

人とモノをつなぐ業界

（卸・小売/運輸）

生活を豊かにするモノを作り出す業界

(製造)



安田株式会社 卸・小売

株式会社リブート 卸・小売

株式会社良品 卸・小売

株式会社　ロードカー 卸・小売

社会福祉法人亀岡福祉会 医療・介護

公益社団法人京都市身体障害児者父母の会連合会 医療・介護

株式会社きんそく サービス

株式会社ケア21 医療・介護

社会福祉法人浩照会 医療・介護

社会福祉法人　成光苑 医療・介護

医療法人社団　千春会 その他 

社会福祉法人　同和園 医療・介護

東和商事株式会社 サービス

社会福祉法人　長岡京せいしん会 医療・介護

社会福祉法人柊野福祉会 医療・介護

株式会社ユニテツク京都事業所 サービス

株式会社湯元舘 宿泊

社会福祉法人洛東園 医療・介護

社会福祉法人　利生会 医療・介護

社会福祉法人　緑寿会 医療・介護

株式会社アイレックス【東証JASDAQ上場】 その他 

株式会社アクセル・モード 情報通信

株式会社アドリンク サービス

株式会社アルティム その他 

株式会社エムアールサポート 情報通信

金下建設株式会社 建設・建築

キステム株式会社 情報通信

京都府 その他

セブンシステム 株式会社 情報通信

テレアースグループ 情報通信

東邦電気産業株式会社 建設・建築

株式会社特殊高所技術 その他 

株式会社ピアライフ その他 

株式会社日吉 その他 

一般財団法人本願寺文化興隆財団 その他 

株式会社宮川電設工業 建設・建築

宮本電気工事株式会社 建設・建築

地域の基礎をつくる業界

（建設・建築・情報通信・その他）

人の幸せをサポートする業界

（医療・介護/サービス・宿泊）



バーチャル京都ジョブ博 
特設サイト

イベントの詳しい情報や参加予約はこちら。

アバターを通して企業とつながる。 就活フェア最新型
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