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-大学生等の全学年対象！京都企業約８０社が集結- 

府内最大級の「京都インターンシップフェア」の開催について 
 
 

平成 29 年６月 14 日 
京都府商工労働観光部 
総 合 就 業 支 援 室 
電話 075-682-8922 

  
 

学生の売手市場、大企業・安定志向が続く中、京都企業の人材確保のためには、就職活動を始める

前の学生に対して早期から京都企業の魅力を発信していくことが重要となります。 

国と府が一体となって就職支援を行う「京都ジョブパーク学生就職センター」では、学生が気軽に

京都企業と接点を持ち、インターンシップに申し込むことができる場として、府内最大規模の産官学

連携イベント「京都インターンシップフェア」を開催します。 

本フェアは、１日～５日間の短期インターンシップを実施する企業が多数出展しており、大学生の

全学年を対象に実施するイベントですので、多くの方々にお越しいただけるよう、事前の周知と当日

の取材について、よろしくお願いします。 

 

１ 開催日 平成29年７月１日（土）11:15～16:00 

２ 場 所 みやこめっせ（京都市左京区岡崎成勝寺町 9-1） 

３ 対象者 大学生等全学年（大学生、大学院生、短期大学生、専修学校生及び留学生等） 

４ 内 容  

(１)オープニングイベント出展企業リレートーク＆インターンシップ予習セミナー 

(11:15～12:00）要予約 

   参加企業が１社１分間で「わが社の魅力」を熱くプレゼンテーション。 

ブースのまわり方やインターンシップの心構えについて学べるセミナーも同時開催 

  (２）短期インターンシップ実施企業と出会える交流会(12:00～16:00) 

     各ブースにて企業概要、夏のインターンシップ情報を紹介 

（３）若手社員×学生～しごとトークKYOTO～【京都府×京都市連携企画】(13:00～14:00) 

    フェア出展企業の若手社員と学生がざっくばらんに交流できる座談会 

（４）保護者向け就活勉強会（14:30～15:30） 

       最新の就職環境や保護者ができる支援について学べるセミナー 

（５）就活なんでも相談(12:00～16:00)  

     インターンシップの参加受付、就活全般に関する相談に対応 

（６）ＬＯ活(※)タイプチェックによる適職診断 ※ローカル就活の略。地方での就活のこと 

    特性や適職をチェックする診断ツールを活用して参加者の自己分析を支援 

                                       



 

５ 出展企業 約８０社（別添出展企業一覧のとおり） 

６ 主催等 主催：京都府、京都労働局、京都ジョブパーク 

共催：京都商工会議所、京都創生インターンシップ会議 

７ お問い合わせ 

京都ジョブパーク 学生就職センター（TEL:０７５－６８２－８９４５） 

詳細は「京都インターンシップナビ」http://www.kyoto-is.jpでご確認ください。 

 

【参考】京都観光ジョブフェア～京都おもてなし体験付就業体験プログラム説明会～ 
７月12日（水）京都タワーホテルで、観光業に特化し、就業体験に加え、「京都のおもてなし」を 

体験できるプログラムを組みこんだ有償・無償のインターンシップを紹介するフェア（説明会）を 

開催 

 



1 アーバンホテルシステム株式会社
2 旭金属工業株式会社
3 あやとり株式会社
4 株式会社アルティム
5 株式会社アンテリーベ
6 株式会社イータイム
7 医療法人社団　医聖会
8 医療法人総心会　長岡京病院
9 岩本印刷株式会社

10 WILLER TRAINS株式会社
11 株式会社エージェンシーアシスト
12 株式会社エスビジョンエンタープライズ
13 エムケイ観光バス株式会社
14 エムケイ石油
15 株式会社ゑり善
16 株式会社エリッツ
17 株式会社エルハウジング
18 王将フードサービス
19 株式会社長田野ガスセンター
20 亀岡市役所
21 関西巻取箔工業株式会社
22 株式会社関西丸和ロジスティクス
23 株式会社カンセツ
24 株式会社 Kist

25
京セラコミュニケーションシステム
株式会社京都烏丸事業所

26 京都EIC株式会社
27 京とうふ藤野株式会社
28 株式会社京都科学
29 京都鰹節株式会社
30 株式会社京都新聞COM
31 京都信用金庫
32 京都府
33 京都府警察本部
34 株式会社京都ホテル (京都ホテルオークラ・ からからすま京都ホテル)
35 社会福祉法人 京都老人福祉協会
36 京都労働局
37 京南通信工業株式会社
38 株式会社銀閣寺大西
39 久御山町役場
40 株式会社クラウドクリエイティブスタジオ
41 株式会社黒坂塗装工業所
42 株式会社鼓月
43 コタ株式会社
44 酒井工業株式会社
45 佐々木化学薬品株式会社
46 株式会社笹屋伊織
47 株式会社佐野家
48 株式会社三笑堂
49 株式会社サンフレム
50 株式会社ジェイ・サイエンス・ラボ
51 有限会社鹿間工業
52 株式会社しっつ
53 株式会社島津アドコム
54 島津エス・ディー株式会社
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55 株式会社スーパー・コート
56 杉江電機工業株式会社
57 株式会社積進
58 株式会社大東技研
59 第八管区 海上保安本部
60 株式会社長栄
61 株式会社塚越運送
62 株式会社鶴見製作所
63 株式会社西浅
64 ニシムラ株式会社
65 西村証券株式会社
66 株式会社日新システムズ
67 株式会社日進製作所
68 日東精工株式会社
69 株式会社日の丸重機
70 株式会社Hibana
71 平安建材株式会社
72 一般財団法人 本願寺文化興隆財団
73 株式会社マツシマホールディングス
74 ミトマン有限会社
75 都タクシー株式会社
76 安田株式会社
77 株式会社ヤマコー
78 株式会社山中油店
79 株式会社山中商会
80 夢計画株式会社
81 社会福祉法人　洛東圓
82 株式会社洛南タイムス社
83 日本ビューホテル事業株式会社 京都・嵐山ご清遊の宿らんざん
84 株式会社理想実業
85 株式会社リバティ
86 ワタキューセイモア株式会社
87 株式会社綿善（綿善旅館）
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京都ジョブパーク学生就職センター 京都市南区東九条下殿田町 70 京都テルサ 西館 3階

075-682-8945☎
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インターンシップ・企業検索は

京都インターンシップナビ 検索

京都
インターンシップ
フェア

インターンシップ受
入期間８月～９月

入場
無料

入退場
自由

京都の企業を 見たい︕知りたい︕

優良企業と 出会いたい︕

会場 みやこめっせ 対象 大学生（学部・学年問わず）
大学生、大学院生、短期大学生、専修学校生及び留学生等

(土)月 日7 1
１２︓００～１６︓００

地下鉄東西線「東山駅」より徒歩約8分

出展企業リレートーク（20社）

開場30分前の入場で、企業情報をフライングゲット︕
この30分の差が大きい︕

参加企業が1社1分で、
「わが社の魅力」を熱くプレゼン︕

オープニング

イベント

企業数約 社８０
京都府内に本社ま

たは事業所のある
インターンシップ

受入企業

出展企業は６月１
日公開（予定）

服装自由で
参加OK!

全学年対象！

イベントへの参加には事前予約が必要です。下記サイトからお申し込みください
※すべての出展企業のプレゼンがあるものではございません。

主催︓京都府　京都労働局　京都ジョブパーク　　　共催︓京都商工会議所　京都創生インターンシップ会議




