
2019年6月14日（金）・15日（土）
両日とも同様なプログラムとなります。

※プレゼンテーション開始5分前までに受付を済ませておきましょう。

※1日8社のプレゼンテーションを聴くことができます！

【午前の部】

10：00 ～ 13：10 企業プレゼンテーション40分×4回

プレゼンテーション① 10：00～10：40

プレゼンテーション② 10：50～11：30

プレゼンテーション③ 11：40～12：20

プレゼンテーション④ 12：30～13：10

【午後の部】

14：30 ～ 17：40 企業プレゼンテーション40分×4回

プレゼンテーション① 14：30～15：10

プレゼンテーション② 15：20～16：00

プレゼンテーション③ 16：10～16：50

プレゼンテーション④ 17：00～17：40

※運営協力／株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース

京都工芸繊維大学 体育館
（受付：体育館 ※学生証を持参してください）

入場無料 服装自由 予約不要 入退場自由

学生支援センター
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2006年5月 ●売上高 5億5,000万円（2017年度実績）

建設

所在地 〒105-0023 東京都港区芝浦１－１－１浜松町ビルディング6階 URL https://www.ichiken.co.jp/
企業情報 ●設立 1930年6月 ●売上高 93,824,000,000円（2019年3月実績） ●従業員数

株式会社イチケン

情報 機械 建築 繊維 文系

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

実施予定あり 8月～

★ECサイトの設計・開発・テストまで！（3days）★　　顧客の要望を正確に聞き出し、開発のスケジュールを立てて、実装すると
いったシステム開発を体験できます。自分で考え、形にしていきましょう。　　使用言語：HTML/CSS/PHP/SQL

企業情報 ●設立 1976年3月 ●売上高 121億9474万円（2019年3月実績） ●従業員数 562名（2019年4月）

事業内容
当社は独立系のICT企業として、社会システムを中核に企業や公共向け情報システムの開発、及びソリューションの提供並びに商品
化と販売を行っています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築

株式会社ウェルアソシエイツ ソフトウェア

所在地 〒600-8411　京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地　COCON烏丸5階 URL http://www.wat-2006.jp/

●設立

アークレイ株式会社 精密機器

所在地 〒602 － 0008　京都市上京区岩栖院町59　擁翠園内 URL http://www.arkray.co.jp/japanese/index.html

企業情報 ●設立 1963年9月 ●売上高 　556億円（2017年10月実績） ●従業員数 2,620名（2018年1月）

事業内容
病気の予防や診断に必要な血液検査や尿検査などに用いる「分析装置」と「診断薬」を研究開発・製造・販売する医療機器メーカーです。 当社製品
は大学病院や歯科医院、動物病院などの幅広いシーンで活躍し,110ヶ国以上の人々の健康な生活に貢献しているのが特徴です。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

応用生物 物質・材料 電子システム

繊維 文系

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

デザイン

実施予定あり 8月～

情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

【医療に興味がある…実際どんな業界なの？】【ものづくりがしたい！…どんな仕事内容なの？】【若いうちから挑戦したい！…
どんな挑戦ができるの？】悩みながらも一歩踏み出す皆さんをお待ちしています。

実施予定あり 8月～

合計３日間のインターンシップを８月、10月、12月と２ヶ月ごとに１日ずつ実施いたします。定期的にご参加いただくことで少しずつ理解を深めて
いただければと思います。会社説明はもちろん、、現場見学やカードを使ったゲーム形式で当社の仕事内容を理解していただきます。

応用生物 物質・材料 電子システム

詳細はブースでご案内

当社のシステム開発は、要件定義→設計→開発→テスト→保守・運用の作業工程で仕事を進めて参ります。インターンシップで
は、このライフサイクルの最上流工程である要件定義を体験していただきます。

4,050名（2019年2月）

事業内容
イオンディライトは、確かな技術とノウハウで、アジアを舞台にファシリティズ（建物）の管理運営に関する最適なサービスを提供してい
る企業です。

文系

情報

連結　2,958億3,900万円（2018年2月実績）

イオンディライト株式会社 その他サービス

所在地 〒542-0081　大阪市中央区南船場2-3-2　南船場ハートビル URL https://www.aeondelight.co.jp
●従業員数企業情報 ●設立 1972年11月 ●売上高

繊維建築デザイン機械 文系

総合建設業として、長年の経験と実績に基づいた確かなサービスを提供する。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●従業員数 55名（2019年4月）

事業内容
私たちは、京都に拠点を置く独立系ソフトハウスです。大手企業様を中心に、ECサイト、公共インフラ、画像処理システムなど、ジャン
ルを絞らず蓄積してきたIT技術を駆使してソリューションを提供しています。

636名（2018年4月）

事業内容
ショッピングセンターやファッションビルなどの店舗の建設・内装・改装をコア事業とし、マンション、公共施設など、オフィスビルまで幅広く手掛けています。マーケティング、プランニングから施工、メンテ
ナンスに至るまで、トータルに事業展開する総合建設業（ゼネコン）です。

応用生物

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 繊維建築デザイン機械

アドソル日進株式会社 ソフトウェア

所在地 〒530-0004　大阪市北区堂島浜1-4-4　アクア堂島東館6階 URL http://www.adniss.jp

物質・材料 電子システム
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事業内容
マニュアルクラッチ(手動変速装置用製品)やトルクコンバータ(自動変速装置用製品)、その他、建設・産業機械用製品、 二輪車用ク
ラッチなどを世界25ヶ国にあるエクセディグループ44社で生産・販売をしています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 弊社担当にお問合せ下さい

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

金属製品

所在地 〒572-8570   大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号 URL http://www.exedy.com/ja/index/
企業情報 ●設立 1950年7月 ●売上高 2,824億円（連結）　2019年3月期 ●従業員数 17,994人（連結)2019年3月31日現在

株式会社エクセディ

企業情報 ●設立 1914年3月 ●売上高 約210億円（2018年度実績) ●従業員数 950名（2019年5月）

事業内容
皆さんのご家庭に必ず１台ある「電力量計」をはじめ、 変電所における受電設備や、配電系統における事故を検知し停電区間を最小
限にする制御機器など、関西の電力の安定供給を支える製品を多数製造しています。

詳細はブースでご案内

開発コースと生産技術コースの2種類を予定しております。自動車のコア部品である駆動系部品を扱う当社の生産設備、製品な
どを見て、体感できる機会となっております。是非ともご参加ください！

株式会社エネゲート（関西電力グループ） 電気機械器具製造業

所在地 〒531-0077　大阪市北区大淀北1丁目6-110 URL https://www.enegate.co.jp/

実施予定あり 8月～

【理系少人数・３日間】若手社員を講師に、実際に業務で使用しているソフトを用いて当社の開発・設計・製造等の業務を体験い
ただけます。少人数制のため、スキルに応じて実習内容を柔軟に調整することが可能です。

MHIプラントエンジニアリング＆コンストラクション株式会社 建設

所在地 〒220-0012　神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目3-1　三菱重工横浜ﾋﾞﾙ12階 URL https://www.mhipec.co.jp/

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 弊社担当にお問合せ下さい

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

企業情報 ●設立 2018年1月 ●売上高

事業内容
【三菱重工のグループ会社です】三菱重工グループが国内外で納入する機械製品（1兆円を超えます）を用いた工場や倉庫、オフィス
などの建屋や付帯設備の建設を、三菱重工グループの各機械製品の部隊と一緒になって行うことを目的として発足いたしました。

673名（2018年10月）

企業情報 ●設立 1945年10月 ●売上高

事業内容
オフィス家具・店舗什器・公共施設什器・物流システム機器など様々な製品の企画開発から製造販売まで手掛けます。ただ製品を売
るのではなく、クライアントの効率性・快適性を考え【空間】をトータルでご提案しています。

連結　2,417億円　[2018年3月期] ●従業員数 3,326名（男性2,798名、女性528名）［2018年3月31日現在］

実施予定あり 8月～

インターンシップ概要【3-5day】技術職コース、デザイン職コース、企画職コース、店舗の設計・計画コース【1day】営業職コース、
デザイン職コース　※たくさんのご応募お待ちしております！

関西熱化学株式会社 化学・化粧品

所在地 〒661-0976　兵庫県尼崎市潮江１丁目２番６号　尼崎フロントビル

実施予定あり 8月～

目的は③つ！①建設業界・ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ業界の概要や仕事内容の理解②施工管理のｽｹｰﾙ、実際に働く社員の気概を肌
で感じる③設計部門の実務を体験し、設計者が担う役割を理解→自分の弱い所を克服し乗り越える材料を見つけて帰る！

株式会社オカムラ 諸工業

所在地 〒220-0004　神奈川県横浜市西区北幸１－４－１天理ビル１９階 URL http://www.okamura.co.jp/

●設立 1956年8月 ●売上高 連結　934億円（2018年3月実績） ●従業員数 431名（2019年5月）

事業内容
製鉄用コークスの製造を中心に、そこで得た様々なノウハウを活用し、炭素材事業、分析事業、ガス精製事業、ユーティリティ事業な
ど、関西熱化学グループとして幅広い事業活動を展開しています。

URL http://www.tkcc.co.jp　

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

インターンシップ（会場は２つあります。）■研究開発センター（兵庫県尼崎市）石炭・コークスや活性炭に関する研究開発業務を体験していただきます！■加古川工場（兵庫県加古川市）燃料
用ガスや化成品（タール、硫酸等）の製造プロセスに関する業務、製造・プラントエンジニアの仕事を体験していただきます！

約350.8億円（2018年度） ●従業員数

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 弊社担当にお問合せ下さい

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

企業情報

ＱＲ

ＱＲ

ＱＲ

ＱＲＱＲ

http://www.exedy.com/ja/index/
https://www.mhipec.co.jp/
http://www.okamura.co.jp/
http://www.tkcc.co.jp　


✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

事業内容
ファインセラミック部品、半導体用パッケージ、ケミカル材料、電子部品、車載用部品、車載カメラ、切削工具、医療機器、エネルギー
関連製品（太陽電池、SOFC、エネルギーマネジメントシステム等）、通信機器の製造販売

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

ＯＢ・ＯＧ情報➡

応用生物

京セラ株式会社 電機

所在地 〒612-8501 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 URL https://www.kyocera.co.jp/
企業情報 ●設立 1959年4月 ●売上高 連結　1兆6237億1000万円(2019年3月期) ●従業員数 19,268名（2019年3月現在）

シートベルト、エアバッグ、ステアリング・ホイール、チャイルドシート、衝突検知センサー等
自動車安全部品の開発・設計・製造・販売

●従業員数

輸送用機器

所在地 〒140-0002　東京都品川区東品川2-3-14　東京フロントテラス　19階　　 URL http://joysonsafety.com/

Joyson Safety Systemsは、世界トップ3の自動車安全システムメーカーとして世界の主要自動車メーカーに製品を供給しています｡
インターンシップでは、クルマ社会の安全を守る技術職の仕事を体験していただきます！

実施予定あり 8月～

繊維建築デザイン機械 文系

実施予定あり 8月～

京セラは、素材から部品、完成品、さらにはサービスにいたるまで多岐にわたる事業をグローバルに展開しています！様々な事
業によるシナジーを発揮し、更に変革し続ける京セラをぜひインターンシップを通して、ご体感ください!

物質・材料 電子システム 情報

企業情報 ●設立 2018年4月 ●売上高 1250億円（2018年予想）

Joyson Safety Systems Japan株式会社

5年以内の入社実績あり▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼

1,091名(2018年4月時点）

事業内容

●従業員数 287名（単体）

事業内容
【　業務用空調機　国内シェアＮｏ．１　】　東京スカイツリー、京セラドーム、あべのハルカス、マリーナベイサンズなど、世界中の著名
な大型建築物にオーダーメイド体制で納入しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1950年6月 ●売上高 連結　409億7400万円（2019年3月実績）

新晃工業株式会社 機械

所在地 〒530-0054　大阪市北区南森町１－４－５ URL https://www.sinko.co.jp/

【東証一部上場】新明和工業株式会社 輸送用機器

所在地 〒665-8550　兵庫県宝塚市新明和町1-1 URL http://www.shinmaywa-saiyo.com/

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

工場見学・設計体験・各職種の社員との交流など、ものづくりへの理解が深まるインターンシップです。５日間での実施ですが、
一部だけの参加でもＯＫです。学科不問ですので、気軽にブースへお越しください。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

新明和工業は京都工芸繊維大学の皆さんが活躍できるフィールドが多岐にわたります。企業研究会当日は、当社製品や働き
方、インターンシップで学べることについてお話致しますので、是非ともブースにお越しください。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 連結5,083名（2019年3月）

事業内容
兵庫県で創業して約100年、航空機製造をルーツとし現在でも神戸市において世界で唯一の水陸両用救難飛行艇を製造しておりま
す。その他にもダンプトラックなどの特装車、水中ポンプといった分野で国内トップクラスのシェアを誇るメーカーです。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1949年11月 ●売上高 連結　2172億9,700万円（2019年3月実績）

●従業員数 単体　427名（2019年3月）

事業内容
世界トップレベルの発泡技術を基軸に、包装資材や食品容器のみならず、自動車部材、化粧品、医療や土木資材に至るまで、幅広
い領域でグローバルに事業展開しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1959年10月 ●売上高 連結　1,126億円（2019年3月実績）

積水化成品工業株式会社 化学・化粧品

所在地 〒530-8565　大阪市北区西天満2-4-4 堂島関電ビル7Ｆ URL http://www.sekisuiplastics.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

積水化成品工業☆研究・開発・生産技術職 インターンシップ☆
基礎研究所（奈良県）にて、付加価値の高い製品を生み出し続けている当社の研究・生産技術力の一端を体感していただきます。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

ＱＲ

ＱＲ
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タカラスタンダード株式会社 住宅設備

所在地 〒536-8536　大阪府大阪市城東区鴫野東1-2-1 URL http://www.takara-standard.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

他社にはないオンリーワン技術である「ホーロー」を活かしたシステムキッチンやシステムバスなど、総合住宅設備機器の製造
販売を行い、顧客満足度の高い独自性のある商品・サービスを提供する暮らし創造企業です。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 6,186名（2019年3月）

事業内容
【総合住宅設備機器の製造・販売】
キッチン／浴室／洗面化粧台／トイレ/給湯器／ホーロー壁装材　など

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1912年5月 ●売上高 連結　1,932億8,200万円（2019年3月実績）

●従業員数 317名（2019年4月）

事業内容
　　　　　・電子ビーム加工機の製造および販売　　　　　　　 ・鉄鋼用溶接機・誘導加熱装置の製造および販売
　　　　　・電力・産業用熱交換器の製造および販売　　　　　・オゾン発生装置の製造および販売

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1963年11月 ●売上高 連結　102億3,100万円（2018年度実績）

多田電機株式会社 機械

所在地 〒661-0001　兵庫県尼崎市塚口本町8-1-1 URL http://www.tadadenki.jp/

中外炉工業株式会社 機械

所在地 〒592-8331　大阪府堺市西区築港新町2-4 URL https://chugai.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

製品の大半は受注生産で、一軒家程の大きさの製品も！是非一度足をお運び下さい。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

今年のインターンシップは機械エンジニアコース、電気エンジニアコース、ＣＡＤコースの3コースに分かれて行います。※理系限定
最後には懇親会も開きます！交通費も支給しますので遠方の方も是非ご参加ください！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 467名（2018年3月時）

事業内容
中外炉工業は、顧客のニーズに応じて全長300ｍの大型プラントから、3,000℃での処理が可能な超高温熱処理設備、0.001mm以下
の膜厚で塗工可能な塗工乾燥システムまで様々な生産設備を開発・設計しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1945年 ●売上高 308億3000万円（2018年3月時）

●従業員数 18,116名（2018年3月末）

事業内容
日本の大動脈輸送を担う東海道新幹線を軸に、関連事業や、超電導リニアによる中央新幹線計画の推進など、常に挑戦し続けなが
ら世の中に貢献していく…ＪＲ東海の社員は誇りを持ち、幅広いフィールドで活躍しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 弊社担当にお問合せ下さい

企業情報 ●設立 1987年4月 ●売上高 連結　1兆8,781億円（2019年3月期）

JR東海（東海旅客鉄道） 運輸

所在地 〒108-8204　東京都港区港南二丁目1番85号　ＪＲ東海品川ビルＡ棟 URL https://saiyo.jr-central.co.jp

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

使命感と熱意、そして誇りを持って働きたいという方、自らの手で日本経済を支え、未来を創造する仕事に興味のある方、是非
ブースにお越しください！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼

【３DAYS】21世紀型スキルを磨く（全学部対象）
【５DAYS】トップメーカーの技術を学ぶ（機械系限定）

詳細はブースでご案内

物質・材料 電子システム 情報

3,332名（2018年3月）

事業内容
物が回るところや動くところに使用されるベアリングの中の部品、自動車に使われている部品、日本の自動車を生産する設備、住宅
に使用されている部品などを作っています。

●従業員数

機械

所在地 〒530-8566　大阪府大阪市北区天満橋3-3-5 URL https://www.nkc-j.co.jp/
企業情報 ●設立 1941年6月 ●売上高 連結　894億9,400万円（2018年3月実績）

中西金属工業株式会社

5年以内の入社実績ありＯＢ・ＯＧ情報➡

応用生物 繊維建築デザイン機械 文系
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NISSHA株式会社 電子部品

所在地 〒604-8551　京都市中京区壬生花井町3 URL https://www.nissha.com

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 9月～

【9月開催インターンシップ　応募受付中！】　印刷をベースとした高い技術力から創り出される価値を世界へ～変化を、成長に。～
印刷技術をベースとした5つのコア技術で世界の人々になくてはならないものづくりを行っています。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 5,861名（2019年3月末現在）

事業内容
印刷技術をはじめコーティング、ラミネーション、成形などの技術要素を融合させながら、タッチセンサー、自動車の内装パーツ、医療
機器など幅広い製品を生み出していくことで、世界中のお客さまにさまざまな価値を提供している会社です。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1946年12月 ●売上高 連結　207,404百万円（2018年12月実績）

●従業員数 5078名（2019年3月現在）

事業内容
日新電機は創立１００年以上の歴史を持つ電力機器メーカーです。電力インフラを支え、ビルや工場等に電力を安定供給するための
製品や、環境にやさしい太陽光発電設備、自動車やスマートフォンの高機能化に欠かせない装置などを手掛けています。

ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1917年4月 ●売上高 連結　1262億円（2018年度実績）

日新電機株式会社 電機

所在地 〒615-8686　京都市右京区梅津高畝町47 URL http://nissin.jp/

日本特殊陶業株式会社 セラミックス

所在地 〒467-8525　愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14-18 URL https://www.ngkntk.co.jp/employ/

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

OB・OGが27人活躍中！インターンシップでは、電気系・機械系・制御系・材料系など、さまざまな仕事をご紹介します。工場見
学・グループワーク・技術講演・社員交流等を実施。学生の方へフィードバックもいたしますので、是非ご参加ください！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

セラミックス技術を武器に、エネルギー、医療、次世代自動車分野でイノベーションを起こすための挑戦を続けています！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 【連結】15,994名 (2019年3月)

事業内容
１．スパークプラグおよび自動車用関連品の製造、販売
２．ニューセラミックおよびその応用商品の製造、販売

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1936年10月 ●売上高 【連結】4,250億1,300万円 (2019年3月)

●従業員数 899名（2019年4月）

事業内容
ＪＱＡは、計測器の校正やマネジメントシステム・製品・環境等に関する認証・試験・検査を実施する国内有数の総合的な第三者認証
機関です。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1957年10月 ●売上高 156億円 （2019年3月実績）

一般財団法人 日本品質保証機構 （JQA） 各種機関・団体

所在地 〒101-8555　東京都千代田区神田須田町1-25　JR神田万世橋ﾋﾞﾙ URL https://www.jqa.jp

パーソルAVCテクノロジー株式会社 電機

所在地 〒571-8504　大阪府門真市松生町1番15号　パナソニック南門真地区構内 URL https://www.persol-avct.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 9月～

モノづくりに必要な計測精度を維持するためのCalibration（計測器校正）や、構造物の強度や耐久性を確保ための建築・土木材
料試験などのプログラムを通じて、普段目にすることのできない第三者認証機関の仕事を是非体験してください。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 9月～

設計開発技術職の仕事を体験しよう！〔 ソフトウェア（組込・スマホアプリ）or電気設計or機構設計体験〕
・実際の開発環境を使って開発業務を行います。先輩社員から教わりながら仕事理解を深めてください。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 640名（2019年4月）

事業内容
パナソニックの子会社として設立された当社は、グローバル製品のモノづくりに携わっています。映像・音響技術を軸にしながらもそれ
にとどまらず、自動車、介護、教育など幅広い分野で製品・サービスづくりを手掛けています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1997年9月 ●売上高 単独　108億円（2018年3月実績）
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●従業員数 123名（2018年6月）

事業内容
当社は創業以来、船用電線の専業メーカーとして事業を存続させて参りました。また、船用電線製造で培った技術を応用し、産業機
材や機能性フィルムも開発。土木・建築分野や電子工学分野にも進出しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1954年8月 ●売上高 5,335百万円(2018年3月期)

ヒエン電工株式会社 非鉄金属

所在地 〒620-0853　京都府福知山市長田野町1丁目14番地 URL http://www.hien.co.jp

平田機工株式会社　関西事業部 機械

所在地 〒520-2314 滋賀県野洲市小堤500 URL http://www.hirata.co.jp

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

当社のものづくりのコアを担う開発部門で3日間のインターンシップを実施いたします。当社の事業や業界説明を始め、実際に開
発部門でどのような業務をしているか見ていただくため先輩社員と一緒に簡単な作業業務についてもらう予定をしております。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

先輩社員指導のもと実際の業務を体験していただきながら、生産システムのやりがい、楽しさ、困難さを直接聞けるチャンスで
す。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 2,225名（2019年3月）

事業内容 各種生産システム、産業用ロボットおよび物流関連機器等の製造ならびに販売

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 弊社担当にお問合せ下さい

企業情報 ●設立 1951年12月 ●売上高 連結　773億2百万円（2019年3月実績）

●従業員数 1,750名（2019/3/31現在/連結）

事業内容
国内シェアNo.1！売上高世界第3位の消防車メーカー。創業から112年、「人と地球のいのちを守る」という理念の下、消防車両・防災
機器・産業機械・環境車両事業という社会貢献度の高い事業を展開しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1932年7月 ●売上高 915億円（2019 年3月期／連結）

株式会社モリタホールディングス 輸送用機器

所在地 〒541-0045　大阪市中央区道修町三丁目6番1号　京阪神御堂筋ビル12Ｆ URL https://www.morita119.com/

リコー電子デバイス株式会社 半導体メーカー

所在地 〒563-8501　大阪府池田市姫室町13-1 URL https://www.e-devices.ricoh.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～
マイナビ2021よ
りお申込下さい東アジア最大級の弊社消防車工場（兵庫県三田市）を中心に3daysのインターシップを行います（交通費支給）！

いのちを守るモノづくりにご関心ある方、ブースにてお待ちしております！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

半導体デバイス業界に触れ、第一線で活躍している若手社員との交流を通して、半導体デバイス業界での仕事や、やりがい、
働き方について体感いただけるインターンシップです！ご予約お待ちしております！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

MEMO

●従業員数 700名（2019年4月）

事業内容
■電子デバイス製品などの開発・生産・販売
■電子デバイス設計・製造受託サービス

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 2014年6月 ●売上高 229億500万円（2019年3月期実績）

ＱＲ

ＱＲＱＲＱＲ
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【午後の部】
プレゼンテーション①　14：30～15：10
プレゼンテーション②　15：20～16：00
プレゼンテーション③　16：10～16：50
プレゼンテーション④　17：00～17：40
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9 10

ブースＮｏ 企業名
1 明石機械工業株式会社【ダイハツ工業グループ】

業種
輸送用機器

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18

6 旭光精工株式会社
7 倉敷紡績株式会社（クラボウ）

精密機器
繊維・化学・機械

4 アイカ工業株式会社
5 応用電機株式会社

化学・化粧品
電機

2 アルケア株式会社
3 SECカーボン株式会社　京都工場

医療機器
窯業

12 コーデンシ株式会社
13 京セラコミュニケーションシステム株式会社

半導体・電子部品
ICT

10 株式会社栗本鐵工所
11 株式会社ケーヒン

機械
輸送用機器

8 関西電力株式会社
9 ルネサス エレクトロニクス株式会社

電力
半導体・電子部品

18 株式会社ソシオネクスト
19 大日本印刷株式会社（DNP）

電機
印刷

16 新日本空調株式会社
17 須賀工業株式会社

建設
建設

14 三栄ハイテックス株式会社
15 島津産機システムズ株式会社

設計開発サービス（自動車、機械、電子）

機械

24 株式会社日進製作所
25 フォーシーズンズ株式会社

輸送用機器
情報通信

22 トクデン株式会社
23 日亜化学工業株式会社

電気・機械
半導体・電子部品・化学品

20 チームラボ株式会社
21 寺崎電気産業株式会社

ICT
電機

28 村田機械株式会社
29 日本電産株式会社

機械
精密機器

26 マルホ発條工業株式会社
27 三井ホーム株式会社

金属製品製造業
建設
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アイカ工業株式会社 化学・化粧品

所在地 〒450-6326　愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１番１号　ＪＰタワー名古屋 URL http://www.aica.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

今年のインターンシップで愛知・関西の２種類のコースをご用意しました。弊社研究所で実験や見学を通し、技術職に求められる
ものやアイカの技術力を体感してください！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 連結3,920名（2019年3月末）

事業内容
接着剤・有機微粒子・内装材など、幅広い事業展開で商品を開発しています。特に内装材のメラミン化粧板は国内シェアＮｏ．１！「化
学とデザイン」２つの力で、みなさんの暮らしを豊かにしている会社です。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1936年10月 ●売上高 連結　1913億63百万円（2019年3月期実績）

●従業員数 2,042名（2019年3月）

事業内容
主にコンパクトカーに搭載される車の「走る」機能と「曲がる」機能の部品を開発・生産しています。製品は身近に走る車に搭載されて
いるため、やりがいを感じやすい事業内容です。自動車のノウハウを活かし、建機業界や農機業界など他業界にも進出しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1945年11月 ●売上高 連結　909億円（2019年3月実績）

明石機械工業株式会社【ダイハツ工業グループ】 輸送用機器

所在地 〒675-1111　兵庫県加古郡稲美町印南2337 URL https://www.akasi-kk.co.jp/

アルケア株式会社 医療機器

所在地 〒130-0013　東京都墨田区錦糸1-2-1　アルカセントラル19階 URL http://www.alcare.co.jp

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

理系ではトランスミッションやステアリングギヤの設計開発に関わる仕事の体験を、文系ではメーカーの間接部門（技術営業、海
外事業企画、人事総務等）の仕事を経験できるプログラムを、それぞれ3日間で実施する予定となっています。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

事業内容
福知山市に生産拠点をもつカーボンメーカー。人造黒鉛電極、アルミニウム製錬用カソードブロック（ＳＫ－Ｂ）、カーボンの機能特性を
生かした特殊炭素製品や高純度黒鉛粉末を製造。中でもＳＫ－Ｂは販売数量で世界トップシェアを獲得。

●従業員数

窯業

所在地 〒661-0976　兵庫県尼崎市潮江１丁目２－６　尼崎フロントビル６階 URL http://www.sec-carbon.com/

ＯＢ・ＯＧ情報➡

企業情報 ●設立 1934年10月 ●売上高 連結　372億2,600万円（2019年3月実績）

●従業員数 596名（2018年6月）

事業内容
医療機器メーカで、皆さんの身近なものではギプスや包帯の消耗品からエコーなどの機械製品も扱っております。従業員数は約600
名と中堅企業ですが、今後需要のある医療業界で大きく成長をしていこうと様々なことに挑戦をしている会社です。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1973年5月 ●売上高 145億円（2018年6月期）

事業内容
電子・光学技術を応用した測定・計測機器、メカトロ機器、医用機器の開発、設計、製造を行っています。
お客様からの依頼に基づき、当社のエレクトロニクス・メカトロニクス・ソフト技術を活かした機器を設計製作しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1960年 ●売上高 137億円

応用電機株式会社 電機

所在地 〒610-0101　京都府城陽市平川中道表63-1 URL https://www.oyoe.co.jp/index.html

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

研究開発職向け：商品さわろう会、商品企画実践会、若手社員との座談会
営業職向け：営業疑似体験

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

ＳＥＣカーボン株式会社　京都工場

入社実績あり▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼

265名（2018年3月）

物質・材料 電子システム 情報

当社では品質の良い製品を安定的に製造するため、原料受入から出荷までの全工程で厳格な品質検査を実施しています。インターンシップで
は、抽出したサンプルの分析など品質を支える重要な業務を通じて、炭素製品のモノ作りの楽しさを体感してください。

詳細はブースでご案内

繊維建築デザイン機械 文系応用生物

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

8月下旬に文理別サマーインターンシップを予定しています。単なる会社説明だけではなく、製造と設計がどちらも体験でき、たくさんの社員と交
流できることが当社インターンシップならではの特徴です。詳細はブースにてお話致しますので是非お立ち寄りください！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 582名

ＱＲ

ＱＲ
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関西電力株式会社 電力

所在地 〒530-8270　大阪市北区中之島３丁目６番１６号 URL https://www.kepco.co.jp/firstcareer/index.html

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

ご参加いただいた方からは毎年、「実際の社員と一緒に作業したり、リアルな仕事が体験できた！」「職場の雰囲気を知ることができた！」など、
約99％の方から「満足した！」と好評いただいているイベントです！ぜひみなさまのご応募をお待ちしております！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 20,848名（2018年3月）

事業内容
人々の生活を支えるエネルギーを提供する誇り、技術を磨き続け高品質なサービスをお客さまに提供したいという挑戦心が関電の武
器です。使命感にあふれるエネルギーの仕事に興味のある方、ぜひお待ちしています！

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1951年5月 ●売上高 連結ベース 3兆0,113億円（2018年3月現在）

●従業員数 3,074名（2018年3月末現在） 

事業内容
京セラ独自の経営管理手法「アメーバ経営」を根幹に、「ICT」「通信エンジニアリング」「環境エネルギーエンジニアリング」「経営コンサ
ルティング」の4つの事業フィールドを持っています！

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1995年9月 ●売上高 連結　1,207億2,628万円（2018年3月期）

京セラコミュニケーションシステム株式会社 ＩＣＴ

所在地 〒612-8450　京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6（京セラ本社ビル内） URL https://www.kccs.co.jp/recruit/new_grad/

旭光精工株式会社 精密機器

所在地 〒601-8205　京都市南区久世殿城町88 URL http://www.kyokko-seiko.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

各事業やグループ会社のシナジーを活かしたコミュニケーションの仕組みづくりで、企業の課題解決と社会の成長・発展に貢献している企業で
す！システムエンジニアや通信・環境エンジニア等、情報・通信・電気の分野を活かせるインターンシップを開催予定です。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

自動省力化機械の生産体験。ライン生産ではなく、一つ一つ手作業で組み上げていく「ものづくりの面白さ」を体感。
希望者により、簡易部品移載機構を使用した開発・設計体験も可能。日程調整や貴校OBとのランチ会も可能です。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 150名（2019年5月）

事業内容
創業74年目の精密機器製造メーカー。自動省力化機械の設計・製作・最終据付け並びに、オフィス機器（製本機・ブックスキャナ等）
の製造・販売事業。3工場共に開発設計から品質保証まで一貫した生産体制を完備。2017年度「ユースエール企業」に認定。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1944年7月 ●売上高 連結　75億9,450万円（2018年3月実績）

●従業員数 4,591名（2018年3月）

事業内容
当社は130年の歴史のなかで、繊維事業の枠を超え、多彩な分野へと発展し続けています。繊維製造技術の応用から誕生したエンジニアリングやエ
レクトロニクス事業。未踏の領域に挑戦して実を結んだ化成品製品やバイオメディカル事業。クラボウは、新しい歴史を刻み続けています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1888/3/9 ●売上高 連結　161,752百万円（2018年3月実績）

倉敷紡績株式会社（クラボウ） 繊維・化学・機械

所在地 〒541-8581　大阪市中央区久太郎町2-4-31 URL http://www.kurabo.co.jp/

株式会社栗本鐵工所 機械

所在地 〒550-8580　大阪市西区北堀江1丁目12番19号 URL http://www.kurimoto.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

長い歴史の中で多くのチャレンジをしてきたクラボウのモノづくりの現場を体感いただけるインターンシップを夏・冬に実施予定です！
是非お気軽にブースへお越しください！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

見えないところで「人の暮らし」と「産業の発展」を支えるモノづくり。100年以上培ってきた当社の技術力と、働く環境について体
感いただきます。事前選考のないコースもありますので、気軽にご参加ください。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 2,137名（2018年3月末）

事業内容
『今年で創業110周年。モノづくりで未来を創る、クリモト』 私たちは、水道・電気・通信・道路などの「ライフライン」及び、自動車・化学・
金属・食品・エネルギー業界の「機械・プラント」に関わる、世の中を広く支える製品と技術を提供しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1909年2月 ●売上高 連結　1,071億円（2018年3月期・連結）

ＱＲ

ＱＲ
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●従業員数 3,733名（2019年3月）

事業内容
私どもケーヒンは、あらゆるエネルギーをマネジメントする総合システムメーカーとして、電気・ハイブリッド自動車用製品などの環境先
進製品をはじめ、多様な自動車製品を世界中のお客様へ提供しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1956/12/19 ●売上高 連結　3,492億円（2019年3月実績）

株式会社ケーヒン 輸送用機器

所在地 〒163-0539 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル 39F　 URL http://www.keihin-corp.co.jp/

コーデンシ株式会社 半導体・電子部品

所在地 〒611-0041　京都府宇治市槙島町十一の１６１ URL http://www.kodenshi.co.jp/index1.html

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

理系学生を対象に、弊社の最先端の開発現場で実施する【5Daysインターンシップ】、製品開発フローを疑似体験していただける
【1Dayインターンシップ】の２コースを開催いたします。是非ご参加ください！！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

技術体験を通して「ものづくり」を体感できるインターンシップを実施します。内容詳細については、是非当社ブースにお立ち寄り
下さい。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 260名（2018年3月）

事業内容
京都を拠点にした「光半導体」の専業メーカーとして、誕生からもうすぐ半世紀。今後は「ソリューション」をキーワードに、IoT、家電、OA、デジタルサイ
ネージ、産業機器・医療機器、ロボット、自動車等、センサ技術をコアにした製品やサービスをトータルで顧客に提供していきます。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1973年6月 ●売上高 199億円（2018年3月実績）

●従業員数 368名(平成30年4月現在)

事業内容 LSI設計／ ソフトウェア／電気回路・筐体設計／人工知能／IoTシステム開発／ITシステム設計・構築

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績無し

企業情報 ●設立 1983年12月 ●売上高 31億1,000万円（2018年3月実績）

三栄ハイテックス株式会社 設計開発サービス
（自動車、機械、電子）

所在地 〒435-0015　静岡県浜松市東区子安町311-3 URL https://www.sanei-hy.co.jp/

島津産機システムズ株式会社 機械

所在地 〒520-2152　滋賀県大津市月輪１丁目８－１ URL https://www.sis.shimadzu.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

『組込みシステム開発』を体験できるインターンシップです。ソフト、回路、数物が得意な方、それぞれの能力を駆使して、システ
ムの性能を高めます。「どれも得意じゃない」方にも開発のヒントを出しますので、安心してご参加ください。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

当社製装置の設計・製造を体験できるインターンシップを予定。研修場所：北区/紫野工場（動釣合試験機）、滋賀県大津市/本社工場（真空炉・
ギヤポンプ・ガラスワインダー・NDIのいずれか）オーダーメイドでのものづくりを行っており世界で一つの製品を作る醍醐味を体感。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 316名（2018年4月）

事業内容
右記装置の製造および販売【工業用真空熱処理炉・動釣合試験機（バランシングマシン）・真空装置（ヘリウムリークディテクター）ガラ
スワインダー・液送ギヤポンプ・工業用非破壊X線検査（NDI)・制御装置（アクチュエータ）】

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1962年1月 ●売上高 連結　183億0,000万円（2018年3月実績）

●従業員数 1,588名（2019年3月）

事業内容
新日本空調は、オフィスビル、店舗、病院、ホテル等の暮らしに身近な環境づくりから、クリーンルーム、恒温室の産業空間の創造、
地域冷暖房によるエネルギー供給まで、空調を核とした創造エンジニアリングを展開して参ります。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績なし

企業情報 ●設立 1969年10月 ●売上高 連結　1,223億8,900万円（2019年3月実績）

新日本空調株式会社 建設

所在地 〒103-0007　東京都中央区日本橋浜町2-31-1 URL https://www.snk.co.jp

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

目に見えないけれど、快適に生活するためには、なくてはならない空調設備！技術系職員による施工管理、設計の仕事紹介や
空調設備そのものを理解できるプログラムとなっています。お気軽にご参加ください。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械
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須賀工業株式会社 建設

所在地 〒110-0005　東京都台東区上野5-18-10 URL http://www.suga-kogyo.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

建築設備業界のことを知ってもらうだけでなく、当社の雰囲気等も感じてもらえるプログラムを若手社員が主体となり、ご提供致
します！実在する建物や身近にある物を事例に挙げながら”建築設備”について学んでいただけます。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 506名（2019年4月）

事業内容
当社は創業1901年（明治34年）の日本で最も古い歴史を持つ空調・給排水設備の設計・施工会社として業界をリードしてきました。
建物という『器』に建築設備をインストールし、命を吹き込むことで機能させるのが当社の仕事です。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1925年11月 ●売上高 349億6,868万円（2018年3月実績）

●従業員数 約2800名（2018年10月）

事業内容
半導体（システム・オン・チップ）テクノロジーをベースに、コンシューマー、オートモーティブおよびインダストリアルなどさまざまな分野
で顧客の課題を解決する製品・サービスを開発・提供しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 2015年3月 ●売上高 連結　1,250億8,700万円（2016年3月実績）

株式会社ソシオネクスト 電機

所在地 〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目10番23（野村不動産新横浜ビル） URL http://www.socionext.com/jp/

大日本印刷株式会社（DNP） 印刷

所在地 〒162-8001　東京都新宿区市谷加賀町1-1-1 URL https://www.dnp.co.jp/saiyo/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

自らで設計や開発、評価を行っていただき、世界トップクラスの技術の広さ、深さ、楽しさを体験していただけます。
プログラムも多数の種類から選択いただけますので、興味のある方ぜひブースにお越しください！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

DNPでは夏以降にビジネスコース、技術コースの２つのコースでインターンシップを実施予定です。営業の仕事を体感できるテー
マや、先端の技術を先輩社員から教わりながら職場実習できるテーマなどを行いますので、ぜひご応募ください！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 連結　38,051名（2019年3月）

事業内容
DNPは国内外の約3万社の顧客企業や生活者に対し、情報コミュニケーション、生活・産業、エレクトロニクスなどの幅広い分野で多
様な製品やサービスを提供する総合印刷会社です。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1894/1/19 ●売上高 連結　1兆4,015億500万円（2019年3月実績）

●従業員数 650名

事業内容 テクノロジーをベースとして、ソリューション事業、アート事業、プロダクト事業、アーキテクト事業など。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 2001年3月 ●売上高 非公開

チームラボ株式会社 ＩＣＴ

所在地 〒101-0052　東京都千代田区神田小川町2-12 小川町進興ビル 受付6階 URL https://www.team-lab.com/recruit/

寺崎電気産業株式会社 電機

所在地 〒547-0002　大阪市平野区加美東6-13-47 URL http://www.terasaki.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

チームラボでは、様々な専門領域を持ったメンバーがチームとなってプロジェクトを進めています。各ポジションで活躍するメン
バーが皆さんのメンターとなり、実際のプロジェクトや課題に一緒に取り組んでいただきます。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

インターンシップでは、10日間、各コースに分かれていただき、回路設計や3DCAD 設計に始まり、冶具制作や製造現場体験な
ど一連の業務に携ることでものづくりの醍醐味を味わえます！詳細はブースにて！！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 連結　1,776名　(2017年度)

事業内容
創業96年、国内外の大型船舶や発電プラント、商業・公共施設等に納められる配電制御システムとブレーカ、及び医療機器の開発・
設計・製造・販売を手掛けており、それぞれの分野で日々の生活を支えています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●創業 1923年10月 ●売上高 連結　368億8,000万円　（2017年度）
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●従業員数 202名（2019年5月）

事業内容
電気機器開発・製造・販売メーカーです。独自技術を結集した「誘導発熱ジャケットロール」は、リチウムイオン電池や合成繊維、
マスクやフィルターとして使用される不織布、高級紙に至るまで、様々な物の高精度な熱処理に貢献しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1905年5月 ●売上高 45億円（2018年6月実績）

トクデン株式会社 電気・機械

所在地 〒607-8345　京都府京都市山科区西野離宮町40 URL https://www.tokuden.com

日亜化学工業株式会社 半導体・電子部品・化学品

所在地 〒774-8601 徳島県阿南市上中町岡491番地 URL https://recruit.nichia.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

世界のものづくりを支えるものづくり企業！当社製品の部品の製造体験を通してものづくりについて学んで頂きます。
【実施内容】会社概要説明、工場見学、製造体験、質疑応答

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 7月～

長期（3日間～5日間）と1Dayのインターンシップを実施。
詳細はブースにて説明いたします。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 8,880名(2018年現在)

事業内容
LED・リチウムイオン電池正極材料・半導体レーザー（LD）・蛍光体・磁性材料・光学単結晶・化合物半導体材料・触媒・真空蒸着材料
等の研究開発、製造、販売。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1956年12月 ●売上高 4,069億6,700万円（2018年12月期連結）

●従業員数 865名（2019年5月）

事業内容
①自動車、オートバイ、汎用機器のエンジン部品加工、➁精密部品加工、➂工作機械、以上3つの主要事業を支えるため各部門が協
力して仕事をしています。 第4の柱として2018年度より医療分野の新規事業がスタートしています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1946年9月 ●売上高 253億円(2017年度)

株式会社日進製作所 輸送用機器

所在地 〒627-0037　京都府京丹後市峰山町千歳22 URL  http://www.nissin-mfg.co.jp/

日本電産株式会社 精密機器

所在地 〒601-8205　京都市南区久世殿城町３３８ URL http://www.nidec.com/ja-jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

１～２週間のインターンシップ受入れが可能です。（長期ご希望者は要相談）　皆さんの興味有る分野でインターンシップのチャンスです。京都府
北部（京丹後市）までの交通費、通勤手当、昼食支給します。宿泊費は一部補助します。日進製作所のブースでお待ちしています。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

インターンシップ内容：職業体験型／実際の業務を体験、課題解決モノづくり／モータの仕組みについて学び与えられた課題を
解決、プロジェクト型／実際に動いているプロジェクトの一端を担う、事業所見学／働く現場を見学

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 107,554名（2018年3月末）

事業内容
日本電産は1973年にわずか4人のメンバーで創業し「世界初」、「世界一」を徹底的に追求し世界シェアNo.1のモータメーカーへ成長し
ました。世の中になくてはならない【モータ】で世界中の生活・産業を支えています！

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1973年7月 ●売上高 連結　1兆4,880億9000万円（2018年3月実績）

●従業員数 35名（2019年6月）

事業内容
ITインフラの設計・構築（サーバー･ネットワーク）、ITコンサルタント、プロジェクトマネージメント、WEB開発、ウェブデザイン及び制作、
グラフィックデザイン、飲食業

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 2009年9月 ●売上高 5億円（2018年8月実績）

フォーシーズンズ株式会社 情報通信

所在地 〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町1-1-10　麻業会館5Ｆ URL http://www.0004s.com/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

多事業展開の当社だからできる、ユニークなエンジニアインターン！
WEB制作を中心に、「IT業界」だけでなく「デザイン・飲食業界」の経験もできる充実のインターンを行います！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械
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マルホ発條工業株式会社 金属製品製造業

所在地 〒600-8813京都府京都市下京区中堂寺南町１３４　京都リサーチパーク１号館４階 URL https://www.maruho-htj.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

「インターンシップ」ならやっぱり就業体験！⇒ 当社は10年以上前から本格的インターン実施
当社の実習は、複数の現場のお仕事が経験できます！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 301名（2018年9月）

事業内容 精密ばね、自動包装機、医療機器部品の設計・開発ならびに製造販売

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1954年 ●売上高 75億8,600万円（2018年9月期）海外子会社連結

●従業員数 2,079名（2019年4月）

事業内容 注文住宅事業を中心とし、賃貸住宅事業・医院建築事業・大規模木造事業・商品販売事業・海外事業・リフォーム事業ほか

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1974年10月 ●売上高 単体　2,617億20万円（2019年3月実績）

三井ホーム株式会社 建設

所在地 〒163-0453　東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル53F URL http://mitsuihome.saiyo.jp/

村田機械株式会社 機械

所在地 612-8686　　京都市伏見区竹田向代町136 URL https://www.muratec.jp/corp/recruit/freshers/

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

実戦型のインターンシップを開催します。営業・設計・施工のさまざまな分野を経験することが出来ます。
内定者との座談会も有りますので、就職活動の相談も気軽にできます。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

業界研究コース【技術系】
～奥が深い！あなたの知らない産業機械の世界～　※詳細はブースでご案内します。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 7,410名（2019年4月）

事業内容
1935年の創業以来、「自動化と省力化」「機械にできることは機械に任せ、人間は人間らしい創造的な仕事を」というポリシーのもと、
知的創造活動を支える「モノづくり」に邁進。世界トップシェアの技術も多数あり、海外売上比率は60%に上ります。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1935年7月 ●売上高 連結　3,009億5,800万円（2019年3月実績）

●従業員数 19,546名（連結2018年12月）

事業内容
世界中の企業と取引する日本を代表する半導体メーカーです。電子機器の頭脳にあたるマイコン(MCU)ではトップシェアを誇り、自動車、家電、産業
機器、その他様々な分野に使われています。自動運転・AI・IoT・第四次産業革命など、世の中の最先端と直接関わることができる業界です。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 2002年11月 ●売上高 連結　7,574億円（2018年12月実績）

ルネサス エレクトロニクス株式会社 半導体・電子部品

所在地 〒135-0061　東京都江東区豊洲三丁目2番24号（豊洲フォレシア） URL https://www.renesas.com

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 9月～

実際の職場で5日～10日間、エンジニアとしての仕事を体験する職場体験型のインターンシップです。毎年参加者の95%以上が満足したと回答
するほど充実したプログラムを用意してます。募集テーマは50種類以上！初心者OKのテーマも多数用意してます。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

MEMO
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6月15日（土）
　午前の部　10：00～13：10

【午前の部】
プレゼンテーション①　10：00～10：40
プレゼンテーション②　10：50～11：30
プレゼンテーション③　11：40～12：20
プレゼンテーション④　12：30～13：10

資
料
コ
ー
ナ
ー

出
入
口

8 7 6 5 4 3 2 1 受付

9 10 16

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19

11 12 13 14 15

4 株式会社ダイフク 機械
5 株式会社オーエム製作所 機械

2 株式会社淺沼組 建設
3 岩谷産業株式会社 専門商社

ブースＮｏ 企業名 業種
1 アイテック阪急阪神株式会社 ICT

10 住友電気工業株式会社 非鉄金属
11 株式会社ゼンショーホールディングス 食品

8 堀場製作所（HORIBAグループ） 精密機器
9 サンヨーホームズ株式会社 建設

6 小野工業株式会社 化学・化粧品
7 株式会社クアーズテック ガラス・セラミックス

16 株式会社豊通マシナリー 商社
19 日東精工株式会社 金属製品

14 太陽工業株式会社 建築／製造
15 株式会社辻正 建設

12 ホリゾングループ・太陽精機株式会社 電機
13 レンゴー株式会社 紙・パルプ

24 株式会社マキタ 機械
25 三菱インフォメーションシステムズ株式会社 ソフトウェア

22 株式会社フジコー【東証JASDAQ上場】 繊維
23 株式会社保志　【ALTE MEISTER】 製造業（木材）

20 パナソニック　エコシステムズ株式会社 電機
21 HILLTOP株式会社 機械

28 ユケン工業株式会社 化学・化粧品
29 ローム株式会社 半導体・電子部品

26 三ツ星ベルト株式会社 ゴム
27 安田工業株式会社 機械



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

●従業員数 1,011名（2018年11月）

事業内容
アイテック阪急阪神は、阪神電気鉄道、阪急阪神ホールディングス、三菱電機が共同出資して設立した『私鉄系最大規模のＩＴカンパ
ニー』です。ＡＩ技術も活用して、社会に役立つソリューションを、関西から全国に展開しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1987年7月 ●売上高 単体　278億円（2018年度実績）

アイテック阪急阪神株式会社 ＩＣＴ

所在地 〒553-0001　大阪市福島区海老江1丁目1番31号　阪神野田センタービル URL https://itec.hankyu-hanshin.co.jp/

株式会社淺沼組 建設

所在地 〒556-0017　大阪市浪速区湊町1-2-3　マルイト難波ビル URL http://www.asanuma.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

【ICTで未来を創る】インターンシップでは、ベテラン社員からのフィードバックもあり、より実際の業務に近い体験ができます。ぜ
ひアイテック阪急阪神でICTの魅力を体感してください！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

建物を創るためには、多くの人々の知恵と技術が必要です。淺沼組は企画・調査から設計・施工、アフターフォローに至るまで各分野のプロが
集結し、お客さまの財産となり、同時に都市の構成要素となる建物を創り出すことに、誇りを持って取り組んでいます。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 1,266名（2019年3月）

事業内容 建設工事の企画・設計・施工、都市・地域開発、コンサルティング業務　等

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1937年6月 ●売上高 連結　1,357億1,300万円（2019年3月実績）

●従業員数 1,236名（2018年3月）

事業内容
LPガス、カセットコンロを中心としたエネルギー事業と、水素などの産業ガス事業を基幹として、機械、溶材、電子機器、マテリアル、
食品など幅広い分野で事業を展開しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1945年2月 ●売上高 連結　6,707億9,200万円（2019年4月実績）

岩谷産業株式会社 専門商社

所在地 〒541-0053　大阪市中央区本町3-6-4 URL http://www.iwatani.co.jp/jpn/

株式会社オーエム製作所 機械

所在地 〒532-0003　大阪市淀川区宮原3-5-24　新大阪第一生命ビル8階 URL https://www.omltd.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

ガス＆エネルギーを中心とした専門商社です。研究所・エンジニアリング部門の技術力を活用し、マテリアルや自然産業事業、
水素エネルギー事業なども展開しております。ぜひブースにお越し頂き、人事の生の声を聞いてみてください！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

工作機械　立旋盤の設計・製造技術を体験して頂き、構造の理解並びに生産活動の流れと、当社の各種業務についてご紹介
致します。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 250名（2019年04月）

事業内容
当社は、立旋盤をはじめ、研削盤、専用機械の製造販売を行っています。それらは航空機のエンジン部や、鉄道車輪メンテナンスな
ど幅広い業界で使用され、一般の方が目にする事が難しい製品や技術に触れながら仕事が出来る魅力があります。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1949年7月 ●売上高 連結　139億円（2019年3月実績）

●従業員数 108名（2019年4月）

事業内容
包装用途から光学用途まで、幅広い分野で使用される様々なフィルムの加工に対応しています。BtoB企業としてサプライチェーンの
根幹を担い、30年以上の長きにわたりお客様の期待に応え続け、業界内で確固たる地位を築き成長を続けています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 弊社担当にお問合せ下さい

企業情報 ●設立 1969年1月 ●売上高 15億8,000万円（2018年7月現在）

小野工業株式会社 化学・化粧品

所在地 〒610-0231　京都府綴喜郡宇治田原町立川金井谷19‐15 URL https://onokogyo.com

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

ものづくりに携わるB to Bの中小企業で、網羅的に仕事内容を体験できるだけでなく、次の100年に向けて様々な取り組みを行
う会社の課題解決に一緒に取り組んでいただけます！是非ご参加ください！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

ＱＲ

ＱＲ
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✔
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インターンシップ情報➡
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インターンシップ情報➡
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インターンシップ情報➡

株式会社クアーズテック ガラス・セラミックス

所在地 〒141-0032　東京都品川区大崎2-11-1　大崎ウィズタワー URL http://www.coorstek.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

期間：8月26日(月)～31日(金)　場所：クアーズテック株式会社　秦野事業所
内容：機械設計、制御設計、セラミック加工実習など

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 1,030名(2018年12月31日) 

事業内容
日米100年の歴史を持つエンジニアリングセラミックメーカーです。素晴らしさをもっと実感できる世界のため、ソリューションを生み出し
続けます。半導体関連を始め、液晶関連、一般産業関連、環境関連やバイオ医療関連等幅広く事業を展開しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 2006年10月 ●売上高 450億円 （2018年12月実績）

●従業員数  601名 (2019.4現在)

事業内容
戸建住宅や賃貸住宅、福祉施設、マンションのご提供はもちろん、リフォームやリニューアル流通、保育園やリハビリ施設の運営、介護ロボットの開
発、お部屋のクリーニングまで、総合「住生活」提案企業として、住まいと暮らしにまつわる様々な事業を展開しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1969年2月 ●売上高 単独　460億0,600万円（2019年3月期）

サンヨーホームズ株式会社 建設

所在地 〒550-0005　大阪市西区西本町１丁目４番１号　オリックス本町ビル８階 URL https://www.sanyohomes.co.jp/

非鉄金属

所在地 〒541-0041　大阪市中央区北浜　4-5-33 URL https://sei.co.jp/

住友電気工業株式会社

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

サンヨーホームズの技術職の仕事を実業務を行っている社員の話や設計実習を通じて体験いただく充実のプログラムとなって
います。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

株式会社ゼンショーホールディングス 食品

所在地 〒108-0075　東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル URL https://www.zensho.co.jp/jp/

約400にも及ぶ世界各国・地域にて、グローバルに事業を展開しています。これまで蓄積してきた技術力と多様な製品群を革新・
融合させ、挑戦し続ける当社のブースにぜひお越し下さい。

実施予定あり 8月～

物質・材料 電子システム 情報 文系

企業情報 ●設立 1897年4月 ●売上高 連結　3兆1,779億8,500万円（2019年3月実績）

5年以内の入社実績あり▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡

応用生物 繊維建築デザイン機械

272,796名（2019年3月）

事業内容
自動車・情報通信・エレクトロニクス・産業素材・環境エネルギーの5つの事業分野を展開。当社の製品は、社会インフラを支える重要
な役割を担っています。海外売上比率も約６割と世界各国にネットワークが広がっています。

●従業員数

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

昨年大好評につき今年も全4コースの長期ISを開催！①研究開発コース「誰もがおいしいと思える食を世界へ」 ②IT技術コース
「食を支える最先端を学ぶ」 ③アグリコース「食の安定供給を担う農業を体験」 ④ゼンショー大学プログラム「MMDを体感する」

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 136,121名（2019年3月）

事業内容
『世界から飢餓と貧困を撲滅する』という企業理念の実現に向けて、「世界中の人々に安全でおいしい食を手軽な価格で提供する」こ
とが我々の使命です。 『食の総合企業』として、「フード業世界一」を目指しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1982年6月 ●売上高 連結　6,076億7490万円（2019年3月実績）

●従業員数 9,857名（2019年3月）

事業内容
物流システムに関するコンサルティングとエンジニアリングおよび設計・製造・据付・サービスなど
• 搬送システム • 保管システム • 仕分け・ピッキングシステム • 制御システム • 物流機器 •その他事業（電子機器、洗車機）

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1937年5月 ●売上高 連結　4,594億8,600万円（2019年3月実績）

株式会社ダイフク 機械

所在地 〒555-0012　大阪市西淀川区御幣島3－2－11 URL https://www.daifuku.com/jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

世界売上No.1物流システムメーカー！自動車・物流・空港等様々な業界を支えています。東証一部上場で海外売上高比率
72％。1～2weeks、2days、1dayと複数コースをご用意しております。ブースでお待ちしております！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

ＱＲ

ＱＲ

ＱＲ

http://www.coorstek.co.jp/
https://www.sanyohomes.co.jp/
https://www.zensho.co.jp/jp/
https://www.daifuku.com/jp/


✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

ホリゾングループ・太陽精機株式会社 電機

所在地 〒520-1501 滋賀県高島市新旭町旭字城ノ下1600 URL http://www.taiyo-seiki.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

本社びわこ工場にて、当社における”ものづくり”の楽しさを体感していただきます。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 連結 600名(2018年7月)

事業内容
”ほどよい田舎”(滋賀県高島市)から世界を支える技術を。デジタルで“繋がる”製本機によって、世界の情報産業に新しい形の本文
化を創ります。開発・製造・営業を社内で一貫して行うことのできる、体力と柔軟性を備えた中堅規模メーカーです。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1946年1月 ●売上高 連結 184億円(2018年)

●従業員数 1,593名（2018年12月）

事業内容
＜大型膜構造建築世界シェア７０％＞東京ドーム・ヤンマースタジアム長居・ユニバーサルシティ駅など公共建築の屋根を設計・製造・施工するメー
カーです。建築分野以外にも土木・物流・防災・地球環境改善に貢献する製品などを扱っています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1947年10月 ●売上高 連結　581億1,500万円（2018年12月実績）

太陽工業株式会社 建築／製造

所在地 〒532-0012　大阪市淀川区木川東4-8-4 URL https://www.taiyokogyo.co.jp/

株式会社辻正 建設

所在地 〒520-3435　滋賀県甲賀市甲賀町相模１４１番地１ URL https://www.tsujimasa.co.jp

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

＜建築設計コース＞＜施工管理コース＞＜生産技術コース＞３つのコースで実施予定です。テントの製造工程や独自開発の機械設備なども
のづくりの源流から設計・施工管理など一連の仕事を体験いただけます！詳細はブースにてご案内いたしますのでぜひお越しください。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内
今年で創業１２２年の滋賀県最南端の甲賀市から滋賀県全域および三重県西部、京都府南部で活躍する宮大工をルーツにもつ建設会社です。京都建物アソシエイツグループとして、大型建
築から住宅までグループ会社とのチーム力はもちろん、人を大事に育てる社風、有資格取得支援の充実、男性育休取得実績有り！建設業でも働きやすい環境になっています。詳しくはブース
でご案内いたします！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 36名（2019年5月）

事業内容
つじまさは総合建設業として建築・土木工事の管理・請負設計／一級建築士事務所／宅地建物取引業者として幅広く事業をしており
ます。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1949年5月 ●売上高 　24億5,741万円（2019年3月実績）

●従業員数 675名 (2018年4月1日）

事業内容
トヨタ自動車グループのお客様を始め、日本が誇るモノ作りを支える各メーカーの方々へ最適な生産設備をご提案。設備販売とあわ
せ据付工事や納品後のメンテナンスに至るまで製造現場でありとあらゆる問題をトータルサポート。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 弊社担当にお問合せ下さい

企業情報 ●設立 1978年2月 ●売上高 1822億円（2018年3月期）

株式会社豊通マシナリー 商社

所在地 〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅四丁目11番27号シンフォニー豊田ビル URL http://www.toyotsu-machinery.co.jp/saiyo/

日東精工株式会社 金属製品

所在地 〒623-0054　京都府綾部市井倉町梅ケ畑20 URL https://www.nittoseiko.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

豊通マシナリーでは、理系出身の社員が多数活躍しています。「理系は営業に不向き」というイメージがあるかもしれませんが、
機械の専門商社として作り手に近い立場・思考を持つ理系出身者が活躍できるフィールドがあります。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

①1Dayインターンシップ：紙粘土を使用したねじの製造体験・工場見学・ビジネスゲームなど（全学部対象）
②5Dayインターンシップ：研究開発部での開発ソフトを使用した開発体験（機械・電気電子系学部対象）

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 1,830名（2018年12月）

事業内容
工業用ファスナー（金属製ねじ）、自動ねじ締め機、計測・検査機器を製造・販売しています。ねじは業界トップクラスの生産数を誇り、
自動ねじ締め機も同様に様々な製品の製造に使用されています。計測機器である地盤調査機では業界シェア90％を有しています！

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1938年2月 ●売上高 連結　337億7,700万円（2018年12月実績）

ＱＲ

ＱＲ

http://www.taiyo-seiki.jp/
https://www.taiyokogyo.co.jp/
https://www.tsujimasa.co.jp/
http://www.toyotsu-machinery.co.jp/saiyo/
https://www.nittoseiko.co.jp/


京都工芸繊維大学　インターンシップフォーラム

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

●従業員数 約6,500名（2018年3月末）

事業内容
パナソニックグループの中で「環境システム事業」を担い、「風と空気」に関するモノづくりを通じ、ＩＡＱ（室内空気質）を向上する空気清
浄機や換気扇などの開発、水・土壌の環境浄化の追求など、幅広い事業を展開。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1956年5月 ●売上高 連結　約1,600億円（2017年3月実績）

パナソニック エコシステムズ株式会社 電機

所在地 〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 URL https://panasonic.co.jp/ls/pes/employment/

HILLTOP 株式会社 機械

所在地 〒611-0033　京都府宇治市大久保町成手1-30 URL http://hilltop21.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

5daysの理系限定の技術体感インターンシップと、１dayの商品企画職体験インターンシップを開催予定です。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

京都工芸繊維大学のOB・OGが活躍しています！ぜひ直接お話を聞きに来てください！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 132名

事業内容
試作品を中心に1点モノの精密部品をつくる金属加工事業、設計・部品加工・組立・ソフトウェアからデザインまで全て行う装置開発事
業。 業界業種を問わずオーダーメイドのモノづくりで世界にひとつの製品をつくります。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1980年9月 ●売上高 19億1千万円

●従業員数 394名（2019年4月）

事業内容
株式会社フジコーでは、ニードルフェルト・プレスフェルト・ニードルカーペットおよび帽子・帽体の製造、販売、関連原料の加工、その
ほか関連商品の製造販売を行っています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1951年 ●売上高 88億40百万円(2019年3月実績)

株式会社フジコー 【東証JASDAQ上場】 繊維

所在地 〒664-8615　兵庫県伊丹市行基町1-5 URL http://www.fujico-jp.com

株式会社保志　【ALTE MEISTER】 製造業（木材）

所在地 〒965-0844 福島県会津若松市門田町大字一ノ堰字村東40 URL http://www.alte-meister.co.jp

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

インターンシップでは、工場見学や業務の一部体験、座談会などを用意しております。座談会では、若手社員が登壇しますの
で、会社のこと、就職活動のこと、お気軽にお尋ね下さい。ご応募お待ちしております。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

社員との会話を通して働くこと・就職について考え、企業を知って頂きます。モノづくりの楽しさと難しさを実際に体験して頂きます。製造現場にて
弊社社員と一緒にものづくり体験をして頂きます。若手が多く在籍していますので若手との交流もでき、会社の理解に繋がります。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 316名（2017年11月1日）

事業内容
「木」を使って、人の心を癒すものづくりを目指している仏壇仏具メーカーです。仏壇は手間と時間を掛けて作る伝統工芸品であり、お客様が手を合わ
せて祈ってくださるものです。時代を超えて受継いでもらえる商品です。お客様の心に寄り添い、新しい「祈りのかたち」をご提案しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 弊社担当にお問合せ下さい

企業情報 ●設立 1965年 ●売上高 連結　30億6,000万円（2015年9月実績）

●従業員数 7,943名（2018年12月）

事業内容
自動車・環境・医用・半導体・科学分野の分析計測機器メーカーおよびサービスの会社です。社是は「おもしろおかしく」。世界トップク
ラスの「はかる」技術で、健康や環境、社会の発展などに大きく貢献しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1953年1月 ●売上高 連結　2,105億7,000万円（2018年12月実績）

堀場製作所（HORIBAグループ） 精密機器

所在地 〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2 URL http://www.horiba.com/jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

「はかる」技術を通じて「環境」「健康」「社会」に貢献するHORIBAグループ。インターンシップでは、その最先端技術でのモノづく
りを実際の現場で体感いただけるプログラムを用意しています。是非ご応募ください！お待ちしています。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

ＱＲ

ＱＲ

https://panasonic.co.jp/ls/pes/employment/
http://hilltop21.co.jp/
http://www.fujico-jp.com/
http://www.horiba.com/jp/


✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

機械

所在地 446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8 URL https://www.makita.co.jp/

株式会社マキタ

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 ソフトウェア

所在地 〒108-0023　東京都港区芝浦4-13-23　MS芝浦ビル URL http://www.mdis.co.jp

開発部門の特徴として、新モデル数が多い事に伴い、少人数体制で一つの製品を開発しています。誰もが担当を持ち、開発の
立案から量産まで関わる働き方ができます。

詳細はブースでご案内

物質・材料 電子システム 情報 文系

企業情報 ●設立 1938年12月 ●売上高 連結　4,905億7,800万円（2019年3月実績）

5年以内の入社実績あり▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡

応用生物 繊維建築デザイン機械

16,424名（2019年3月）

事業内容
＜充電製品メーカー＞電動工具、園芸工具、エア工具の開発・製造ならびに国内外での販売を行っています。全国１１６ヶ所の営業
所、海外約５０か国の販売子会社、7つの生産拠点を持ち、世界中、地域密着に事業展開しています。

●従業員数

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

業務体験として「ITソリューションの提案プロジェクト」に挑戦していただきます。3日コース（東京･大阪）と5日コース（東京）を実施予定です。チー
ムでモノづくりをする楽しさと達成感を味わってみませんか？”ITのモノづくり”に興味のある方は、是非ブースにお越しください！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 1,948名

事業内容
三菱電機の情報システム事業部門の事業分社化によって誕生したSIerです。金融・製造・流通・公共など幅広い分野でITサービス事
業を展開しており、クラウド・ビッグデータ・AI・IoTなど最先端技術の事業展開にも取り組んでいます。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 2001年4月 ●売上高 689億円（2017年度実績）

●従業員数 4,342名（2019年3月）

事業内容
神戸市に本社を置く工業用ゴムベルトメーカーです。ゴムベルトは普段目にする機会が無いと思いますが、自動車をはじめ、プリン
ター・家電・工作機械・建設機械・農業機械などありとあらゆる機械の駆動・稼働を支えている「縁の下の力持ち」です。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1919年10月 ●売上高 連結　720億200万円（2019年3月実績）

三ツ星ベルト株式会社 ゴム

所在地 〒653-0024　　兵庫県神戸市長田区浜添通4-1-21 URL http://www.mitsuboshi.co.jp/japan/

安田工業株式会社 機械

所在地 〒719-0303　岡山県浅口郡里庄町浜中1160番地 URL http://www.yasda.co.jp

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 9月～

当社のインターンシップは「実習・体験」に重点を置いています。当社の研究所にて保有する測定・分析設備などを用いて、実際に当社の技術・
研究員がどの様に製品の開発にあたっているかを体験いただきます。まずはお気軽に説明を聞きに来てください。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

世界最高峰のモノづくり・こだわりを体験しませんか？　機械設計（CAD）・営業技術（加工方法・測定技術）・製造（コア技術であるキサゲ作業
体験・機械を実際に操作してのＣＮＣ制御体験）等々。交通費・宿泊費は支給します。皆様のご参加、お待ちしております。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 391名（2019年4月）

事業内容
マシニングセンター（工作機械）を製造販売しているﾒｰｶｰです。会社方針は、最大ではなく、最高を目指す。この方針のもと、世界最
高峰の製品を開発し、その品質の高さから【YASDAブランド】として認知され、世界のﾄｯﾌﾟﾒｰｶｰから厚い信頼を寄せられています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 弊社担当にお問合せ下さい

企業情報 ●設立 1929年5月 ●売上高 179億円（2019年3月実績）

●従業員数 293名（2018年2月）

事業内容
金属表面処理剤（主にめっきに使用される薬品）の研究開発・製造・販売を一貫した薬品メーカです。その他に、プラスチック樹脂への
めっき加工、金型等への機能薄膜コーティング等の受託加工事業も行っています

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1951年2月 ●売上高 104.4億円（2019年3月）

ユケン工業株式会社 化学・化粧品

所在地 〒448-8511　愛知県刈谷市野田町場割50 URL www.yuken-ind.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

金属表面処理薬品の開発業務を実験を通じて体験して頂きます。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

http://www.mdis.co.jp/
http://www.yasda.co.jp/
http://www.yuken-ind.co.jp/


京都工芸繊維大学　インターンシップフォーラム

✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

紙・パルプ

所在地 〒530-0005　大阪市北区中之島2-2-7　中之島セントラルタワー URL https://www.rengo.co.jp/company/index.html

レンゴー株式会社

職種別に３つのコース【①文系職種（文理不問）「提案営業コース」「SP営業コース」（東京のみ開催）、②理系職種「生産技術コース（機電系推奨）」、③理系職種「研究開発コース（化農材系推
奨）」】があります。各コース、グループワークを行いながらレンゴーの業務の一部を体験いただきます。講師として対応する若手先輩社員と自由に話せる時間も設ける予定で、会社の雰囲気も
感じていただけるプログラムを企画しています。

実施予定あり 8月～

物質・材料 電子システム 情報 文系

企業情報 ●設立 1920年5月 ●売上高 連結　6,531億700万円（2019年3月実績）

5年以内の入社実績あり▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡

応用生物 繊維建築デザイン機械

16,968名（2019年3月）

事業内容
段ボール、段ボール箱、紙器、その他紙加工品、板紙、軟包装製品、重包装製品の製造・販売、包装関連機械の販売、各種機能材
商品の製造・販売ほか

●従業員数

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

8月下旬～9月上旬にかけて2weekの夏期インターンシップを実施します。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

MEMO

●従業員数 22,899名（2019年3月）

事業内容
ロームは京都に本社を置く独立系の半導体メーカーです。世界中でLSIやディスクリート製品、LEDなどの開発、製造、販売を行ってい
ます。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1958/9/17 ●売上高 連結　3,989億8,900万円（2019年3月実績）

ローム株式会社 半導体・電子部品

所在地 〒615-8585　京都市右京区西院溝崎町21 URL https://www.micro.rohm.com/jp/employment/newg/

https://www.rengo.co.jp/company/index.html
https://www.micro.rohm.com/jp/employment/newg/


2019年

6月15日（土）
　午後の部　14：30～17：40

【午後の部】
プレゼンテーション①　14：30～15：10
プレゼンテーション②　15：20～16：00
プレゼンテーション③　16：10～16：50
プレゼンテーション④　17：00～17：40

資
料
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ー
ナ
ー

出
入
口

8 7 6 5 4 3 2 1 受付

9 10 16 17

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19

11 12 13 14 15

4 ニッタ・ハース株式会社 化学・化粧品
5 オークマ株式会社 機械

2 株式会社安藤・間 建設
3 今治造船株式会社 輸送用機器

ブースＮｏ 企業名 業種
1 株式会社アウトソーシングテクノロジー（OSTechグループ） ソフトウェア

10 株式会社GSユアサ 精密機器
11 株式会社ジーテクト 輸送用機器

8 株式会社京都製作所 機械
9 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 窯業

6 株式会社オリバー 家具メーカー・商社
7 金下建設株式会社 建設

16 東京計装株式会社 精密機器

19 株式会社東研サーモテック 金属製品

14 大日本土木株式会社 建設
15 株式会社タマディック 技術サービス

12 スターライト工業株式会社 化学・化粧品
13 グンゼ株式会社 繊維

24 能美防災株式会社 電機
25 フィード・ワン株式会社 食品

22 ニホンフラッシュ株式会社 インテリア・住宅関連
23 日本無線株式会社 電機

20 東洋製罐グループホールディングス株式会社 金属製品
21 株式会社ナビタイムジャパン ICT

17 株式会社第一システムエンジニアリング 機械

28 株式会社放電精密加工研究所 金属製品
29 株式会社村田製作所 電機

26 不二建設株式会社 建設
27 株式会社ベルテックス 精密機器



京都工芸繊維大学　インターンシップフォーラム

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

インターンシップ情報➡

✔

インターンシップ情報➡
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インターンシップ情報➡
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インターンシップ情報➡

●従業員数 8,996名（2018年12月）

事業内容
・技術アウトソーシング事業（機械・電気電子・化学系メーカーの製品開発の受託・請負・共同開発及び技術支援）
・ITソリューション事業（システム・アプリ・Web・ソフトウェア・ロボティクスの自社開発・受託開発及び運用保守）

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 弊社担当にお問合せ下さい

企業情報 ●設立 2004年12月 ●売上高 連結　3,113億1,100万円(18年12月実績)

株式会社アウトソーシングテクノロジー(OSTechグループ) ソフトウェア

所在地 〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエスト11階 URL https://www.ostechnology.co.jp/

株式会社安藤・間 建設

所在地 〒107-8658　東京都港区赤坂6-1-20 URL http://www.ad-hzm.co.jp/index.html

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

①東京にて開催　5daysインターン！(※交通費、宿泊費すべて支給)　弊社エンジニアと共同で行う、技術体感インターンです！)
②全国各地で開催　1Dayインターン！（人事ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ監修の就活講座・ものづくり体感型ｲﾝﾀｰﾝ LINK　など、目的に合わせてご案内！）

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

1.土木と建築、二つの力で社会に貢献する
2.ものづくりを通して豊かな未来を実現します

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 3,518名（2018年4月1日）

事業内容 総合建設業

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 2013年4月 ●売上高 3,499億円（2018年3月実績）

●従業員数 約1,600名（2019年4月）

事業内容
今治造船は造船専業メーカーとして、各種船舶の建造・修繕を行い、国内10の造船所で年間90隻以上の船舶を建造しています。
また、東京支社を営業の拠点とし、マーケットリサーチから建造に至るまで、効率的な生産戦略を展開しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1942年1月 ●売上高 連結　3,592億円（2017年実績）

今治造船株式会社 輸送用機器

所在地 〒799-2195　愛媛県今治市小浦町1丁目4番52号 URL http://www.imazo.co.jp/

オークマ株式会社 機械

所在地 〒480-0193　愛知県丹羽郡大口町下小口五丁目25番地の1 URL https://www.okuma.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

設計演習と工場見学を予定しております。
リクナビ2021にて詳細をご確認の上、奮ってご参加ください！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

工作機械内蔵のロボットシステム、世界初のAI(人工知能)搭載数値制御装置等を自社開発し、最先端製品から日常生活用品ま
で「ものづくり」の根底から支える工作機械メーカー・オークマで「ものづくりの可能性」を体感しませんか？

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 3,594名（2019年3月連結）

事業内容
工作機械、CNC装置・サーボモータ・位置検出器・ソフトウェアの開発・製造、販売(機電一体の工作機械メーカー)
■特許・実用新案登録件数No.1(切削型工作機械専業メーカー)　■切削型工作機械国内受注シェアNo.1　■IoTの活用提案

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1918年7月 ●売上高 1,821億30百万円（2018年3月期 連結）

●従業員数 524名（2018年10月期）

事業内容
業務用家具・インテリアの製造・販売国内最大手！お客様の望む施設を企画から製造、調達、納入施工まで一貫して行います。
モノづくりにおいて、環境共生製品の開発、品質、強度には徹底したこだわりがあります。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1967年12月 ●売上高 連結　266億100万円（2018年10月期実績）

株式会社オリバー 家具メーカー・商社

所在地 〒541-0042　大阪市中央区今橋4-3-18　HK今橋ビル URL https://www.oliverinc.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

施設のコンセプト提案からヒアリング、企画、デザイン、設計、製造、アフターメンテナンスに至るまで、幅広く対応し、お客様の創
造する空間をカタチにしていきます。納入先はホテル・飲食店・医療福祉・文教など幅広く対応しています。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

ＱＲ

ＱＲ

https://www.ostechnology.co.jp/
http://www.ad-hzm.co.jp/index.html
http://www.imazo.co.jp/
https://www.okuma.co.jp/
https://www.oliverinc.co.jp/
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インターンシップ情報➡

金下建設株式会社 建設

所在地 〒629-2251　京都府宮津市字須津471番地の1 URL https://www.kaneshita.co.jp

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

金下建設のものづくりを体感する　（現場見学、企業説明、現場での若手社員からの生の声を聴いていただけます。）

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 244名（2019年5月）

事業内容
土木・建設・上下水道・トンネル・海岸・河川等を手掛ける総合建設会社です。
東証二部に上場しており、無借金経営を貫いて堅実経営を基本理念としています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 弊社担当にお問合せ下さい

企業情報 ●設立 1951年4月 ●売上高 連結　102億1300万円（2018年12月実績）

●従業員数 820名（2018年3月）

事業内容
私たちが開発している機械は、食品・医薬品・記録メディア等を包装するための様々な産業用設備。大量生産ではなく、完全受注生
産で1台1台、丁寧に手作りしているのが特徴です。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 昭和23年3月 ●売上高 連結　334億円（2018年3月実績）

株式会社京都製作所 機械

所在地 〒613-0916 京都市伏見区淀美豆町377‐1 URL http://www.kyotoss.co.jp/

グンゼ株式会社 繊維

所在地 〒530-0001　大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKAオフィスタワー22階 URL https://www.gunze.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

顧客の要望に併せ、完全オーダーメイドの設備を少人数で開発。機械の構想を考え設計からスタートし、部品の製作・組立・調
整を経て高速かつ正確に稼動する設備を開発します。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

事業内容
○ 各種蓄電池（自動車・バイク用鉛バッテリー、リチウムイオン電池[エコカー、航空宇宙用、産業用他］、産業用鉛蓄電他）
○ 非常用電源装置、太陽光発電システム　　　　　　　　　等の研究開発・設計・製造・販売

●従業員数

精密機器

所在地 〒601-8520　京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1 URL https://www.gs-yuasa.com/jp/index.php

ＯＢ・ＯＧ情報➡

企業情報 ●設立 2004年4月 ●売上高 連結　4,109億5,100万円（2018年3月実績）

●従業員数 6,754名（2018年3月）

事業内容
メンズインナーウエアやストッキングなど国内トップシェアを持つ繊維分野を始め、包装用プラスチックフィルム、吸収性医療機器など
非繊維分野にも高いシェアを持ち、生活に密接した多種多様な事業を展開しています！

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1986年8月 ●売上高 連結　1,405億2,100万円（2018年3月実績）

事業内容
ジーテクトは、自動車の車体骨格の開発・製造を専門とする自動車部品メーカーです。
軽くて丈夫な車体骨格を創造することによって、安全で環境に優しい自動車を世界に提供しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 2011年4月 ●売上高 連結2,556億3,700万円（2019年3月期）

株式会社ジーテクト 輸送用機器

所在地 〒330-0854　埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-20 大宮JPビル18階 URL https://www.g-tekt.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

昨年度はフィルム関連事業の就業体験を実施。製品開発体験、製造現場見学、新商品開発グループワーク、先輩社員との交流など、盛りだく
さんの3日間となりました！グンゼのインターンシップに参加して、学生から社会人へとステップアップする準備をしましょう！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

株式会社GSユアサ

5年以内の入社実績あり▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼

14,217名（2019年3月）

物質・材料 電子システム 情報

当社は総合二次電池メーカーです。その電池が、どのような過程を経て製造されるのか、実際の製造現場をご紹介します。
また、社員がどのような思いで各種製品に携わっているのか、直接インタビューいただける機会をご用意しております。

実施予定あり 9月～

繊維建築デザイン機械 文系応用生物

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

完成車メーカーのパートナーとして車体骨格の設計開発を行う舞台裏を紹介する、そして皆さんに体感していただく予定です。
企画・設計から製品がかたちになるプロセスに興味がある方は、ぜひブースにお越しください。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 8,470人（2019年3月期）

ＱＲ

ＱＲ

https://www.kaneshita.co.jp/
http://www.kyotoss.co.jp/
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スターライト工業株式会社 化学・化粧品

所在地 〒535-0002　大阪市旭区大宮4-23-7 URL http://www.starlite.co.jp

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

「企業選びのポイント」「自己分析結果を活かす方法」「製造業あるある」「現場見学」など、インターンシップを通じて「働く自分」を
少しずつイメージしていただけるインターンシッププログラムをご用意しております。詳しくは、ブースでご案内いたします。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 連結 1,526名（2018年3月）

事業内容
産業用高機能プラスチック商品の開発・設計・製造・販売までを一貫して手がけるメーカー。
「自動車・輸送」「産業機械」「オフィス・電機」「くらし・安全・防災」の4つの事業領域で国内外にビジネスを展開しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1936年2月 ●売上高 連結 224億円（2018年3月実績）

●従業員数 884名（2019年4月）

事業内容
建築、土木等建設工事の請負
建設工事の調査・企画・設計・監理他

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1944年6月 ●売上高 770億円（2019年3月実績）

大日本土木株式会社 建設

所在地 〒160-0023　東京都新宿区西新宿6丁目16番6号 URL http://www.dnc.co.jp

株式会社タマディック 技術サービス

所在地 〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦1-5-1名古屋伊藤忠ビル URL http://www.tamadic.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

海外ＯＤＡ（無償）ゼネコントップクラス、建築：土木＝５０：５０、無借金経営

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

【ONE WEEK　インターンシップ】■機械コース（機械系の学生向け）構想からCAD製図、組み立て、検証まで
※ビジネスマナー研修も併せて実施

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 980名（2018年4月1日現在）

事業内容
【ものづくり、ひとすじ。】設立は1959年。国内トップメーカーと提携し、自動車、航空機、宇宙機器、FA、ロボットなど幅広い製品の設
計・開発・生産技術といったコア業務を担っています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1959年9月 ●売上高 連結　126億95百万円（2018年3月期決算）

●従業員数 650名

事業内容
東京計装は日本を代表する｢流量計｣と｢液面計｣の専業メーカーです。
各種プラントをはじめ半導体製造装置、ビールの製造など様々な産業分野で当社の｢計測技術｣が活躍しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1954年11月18日 ●売上高 203億円（2019年3月）

東京計装株式会社 精密機器

所在地 〒105-8558　東京都港区芝公園1-7-24芝東宝ビル URL https://www.tokyokeiso.co.jp/

株式会社東研サーモテック 金属製品

所在地 〒546-0041 大阪市東住吉区桑津5-22-3 URL https://tohkenthermo.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

”はかる”世界に興味をお持ちの方、”ものづくり”がお好きな方！当社概要や製品に関する紹介はもちろん、仕事へ不安をお持
ちの方へ向けた当社の働き方紹介等、一人ひとりに寄り添ったご案内を提供致します。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

「仕事をするとは何か？を感じていただく場」にしたいと思っています。様々な社員の話を聞き、自分はフィットするか？　しない
か？　を見極めてみてください。それを判断軸として自分はどんなことを仕事にしたいかを考えるきっかけになれば嬉しいです。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 850名

事業内容
当社は金属熱処理加工の技術で、お客様よりお預かりした金属製品を用途に応じた強度や粘度にするのが仕事です。
自動車部品を中心に、産業機械、建設機械、家電、工具、刃物など様々な分野で当社の技術は活きています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1939年8月 ●売上高 159億円　【2018(H30)年3月期決算】

ＱＲ

ＱＲＱＲ
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インターンシップ情報➡

●従業員数 18,419名（2018年3月末）

事業内容
缶やペットボトル、ガラスびんや紙容器、キャップ類、容器に関わる素材や機械まで、容器包装分野で国内トップシェア企業が集結す
る東洋製罐グループ。「包み」のテクノロジーを基軸として、人類の幸福繁栄に貢献します

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1917年6月 ●売上高 連結　7,852億7,800万円（2018年3月末実績）

東洋製罐グループホールディングス株式会社 金属製品

所在地 〒141-8627　東京都品川区東五反田2-18-1大崎フォレストビルディング URL https://ssl.tskg-hd.com/

株式会社ナビタイムジャパン ＩＣＴ

所在地 〒107-0062　東京都港区南青山3-8-38　南青山東急ビル URL http://corporate.navitime.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

人々の暮らしに無くてはならない「容器包装」。容器には、知られていない「実は」な技術が数多くございます。そんな技術がどのように生み出さ
れているのか、実際の業務を体験しながら感じてみませんか？「ものづくり」「身近」「技術力」に興味のある方は是非お越し下さい。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

エンジニア向け2コース、デザイナー向け1コースをご用意しています。いずれのコースも実際の業務の疑似体験、もしくは実際の業務そのもの
をメンターの先輩社員とともに取り組んでいただきますので、働き方や環境などを知り、進路を考えるキッカケになると思います。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 470名（2019年4月現在）

事業内容
世界唯一の経路探索エンジンの技術をもとに、個人向け・法人向け・官公庁/自治体向け・海外向けに、各種ナビゲーションサービスの提供を行う他、
近年は蓄積したデータをもとにした交通の最適化や観光地へのコンサルティング、地域創生などにも取り組んでいます。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 弊社担当にお問合せ下さい

企業情報 ●設立 2000年3月 ●売上高 非公開

●従業員数 300名（2019年4月）

事業内容
■精密研磨システムの提供
 ・半導体デバイスのCMP用消耗資材（パッド、スラリー、バッキング材）の開発・製造・販売•
・シリコンウェーハ、LCDガラス基板、サファイア基板、ハードディスク等の超精密平面研磨用消耗資材（パッド、スラリー、バッキング材）の開発・製造・販売

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1983年11月 ●売上高 178億円（2018年度実績）

ニッタ・ハース株式会社 化学・化粧品

所在地 〒610-0333　京都府京田辺市甘南備台３－１７－１ URL https://www.nittahaas.com/

ニホンフラッシュ株式会社 インテリア・住宅関連

所在地 〒773-8504　徳島県小松島市横須町5-26 URL http://www.nfnf.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

スマートフォンや自動車など幅広い製品に組み込まれている半導体チップ、その製造過程で行われる超精密研磨市場（CMP市場）におけるTOPシェアメーカーです。私たちが開発する研磨パッ
ド、研磨スラリーが半導体デバイスの進化を支えています。インターンシップでは、実際にラボの中に入り、開発一端を経験してもらう体験型インターンシップです。是非ご参加ください。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

当社には、営業・設計・開発・製造・経理・総務・システムなど、様々な業務があります。インターンシップには、興味のある部門で
の体験型プログラムを準備しています。興味のある方は、ぜひ弊社ブースへお越しください。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 1,449名（2018年3月期連結）

事業内容
マンション向け内装ドアを中心とした、住宅内装システムの開発から生産、メンテナンスまでを一貫して行っている住宅内装建具メー
カーです。多様化する顧客ニーズに応えるために多品種少量生産体制を構築し、住宅以外への拡販も行っています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 弊社担当にお問合せ下さい

企業情報 ●設立 1964年9月 ●売上高 連結　206億3,933万円（2018年3月期実績）

●従業員数 5,731名（2018年12月連結）

事業内容
【情報通信機械器具製造業】●通信機器事業：最先端の情報通信機器、●マリンシステム事業：世界中の海で愛用されるマリンエレ
クトロニクス、●ソリューション事業：暮らしの安全・安心を支える大規模インフラシステムなど

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●創立 1915年12月 ●売上高 904億5,100万円（2018年12月実績 連結）　　　　　

日本無線株式会社 電機

所在地 164-8570　東京都中野区中野4-10-1　中野セントラルパークイースト URL https://www.jrc.co.jp

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

【インターンシップの日程】7月28日（日）～8月3日（土）または9月1日（日）～9月7日（土）
【インターンシップ対象専攻】電気、電子、情報、通信系を専攻している方が対象です。※機械系・事務系は開催いたしません。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

ＱＲ

ＱＲ
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能美防災株式会社 電機

所在地 〒102-8277　東京都千代田区九段南4-7-3 URL https://www.nohmi.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

●仕事体感【Ｊｏｂ　ｍｉｓｓｉｏｎ】当社の技術や仕事を知る、防災システム納入プロジェクト体感ワーク
●企業理解【Ｍｙ　ｍｉｓｓｉｏｎ】企業の本質を探る企業ＤＮＡ分析ワーク

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 連結　2,388名（2018年3月）

事業内容
様々な”国内初”に挑む業界最大手メーカー。センシング技術などを駆使した消防システムで、世の中の「火災被害ゼロ」へ挑戦。
「もっと身近に防災を。」私たちの願いです。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 弊社担当にお問合せ下さい

企業情報 ●設立 1944年5月 ●売上高 連結　1,050億3,200万円（2018年3月実績）

●従業員数 1,888名（2019年3月）

事業内容 食器、研削・研磨工具、セラミックス材料、エンジニアリング装置等の製造・販売

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1904年1月 ●売上高 連結　1,258億200万円（2019年3月期）

株式会社ノリタケカンパニーリミテド 窯業

所在地 〒451-8501　愛知県名古屋市西区則武新町3-1-36 URL https://www.noritake.co.jp/

フィード・ワン株式会社 食品

所在地 〒221-0835　神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目23番地2 URL https://www.feed-one.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

理系専攻、デザイン専攻対象の就業型プログラムや全学部対象のプログラムなど、インターンシップを通して、あなたが知らな
い “セラミックスの総合メーカーNoritake” をのぞいてみませんか？是非ブースにてお待ちしています。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

私たちが毎日食べている肉・卵・魚・乳製品を作る上で欠かせない「配合飼料」。インターンシップでは、そもそも配合飼料って何？エサは私たち
の生活に何の関係があるの？というところから、業界理解および飼料業界の営業スタイルを体感できるプログラムを用意しております。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 921名（グループ連結　2018年3月31日時点）

事業内容 配合飼料の製造・販売、畜水産物の仕入・販売・生産・加工等

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 弊社担当にお問合せ下さい

企業情報 ●設立 2014年10月 ●売上高 連結　2,075億6,200万円（2018年3月実績）

●従業員数 265名（2019年4月）

事業内容
総合建設業／宅地建物取引業　東畑建築事務所より独立、現在は長谷工グループの一員。マンション・ビル・ホテル等の新築工事。
土地情報収集、事業立案、設計、施工、アフターサポート、リフォームまで一貫して行います。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●創業 1946年11月 ●売上高 400億円（2019年3月実績）

不二建設株式会社 建設

所在地 〒541-0041　大阪市中央区北浜2-2-22　北浜中央ビル11Ｆ URL  https://www.fujikensetsu.com

株式会社ベルテックス 精密機器

所在地 〒601-8142　京都市南区上鳥羽中河原２番地 URL http://www.v-tex.co.jp/

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 7月中旬～

●設計（意匠設計・構造設計・設備設計）…関西支社 設計部にて5日間以上の中・長期インターン　※期間・日程は応相談
●施工管理…大阪・京都の建設作業所にて2日～10日間程度のインターン　※内容別1日間の施工管理体験コースも実施予定

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 8月～

当社の品質を支える金型。その設計実習を通して「ものづくりの面白み」「当社のこだわり」に触れてみてください！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 410名（2018年3月）

事業内容
最も難しいとされている精密で超小型の製品の成形加工を得意とし、さらなる技術開発、高品質化にチャレンジしています。
高品質な製品を安定的に生産し、技術革新によりプラスチックの無限の可能性を追究しています。

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 弊社担当にお問合せ下さい

企業情報 ●設立 1989年10月 ●売上高 40億3,000万円（2019年3月実績）

ＱＲ

https://www.noritake.co.jp/
https://www.feed-one.co.jp/
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応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

実施予定あり 11月～

航空宇宙、自動車、最先端の産業機器、ソフトウェアの開発業務を中心とした技術者集団です。今回のインターンを通じて、仕
事内容、会社の雰囲気、先輩社員の生活など様々な不安を解決して頂ければと思います。

MEMO

株式会社第一システムエンジニアリング 機械

所在地 〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄二丁目１番１号　日土地名古屋ビル６階 URL http://www.dse-corp.co.jp
企業情報 ●設立 1980年10月 ●売上高 52億9400万円(2018年3月実績) ●従業員数 626名（2018年3月）

事業内容 航空宇宙・自動車・物流機械分野の研究・開発・設計、生産技術、品質管理、制御ソフト・システム開発、海外事業

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

〒243-0213　神奈川県厚木市飯山3110 URL https://hsk.co.jp/

ＯＢ・ＯＧ情報➡

企業情報 ●設立 1961年12月 ●売上高 連結　116億8,600万円（2019年2月実績）

物質・材料 電子システム 情報

インターンシップでは、実際に工場にて実施します。業界研究に役立てることができます。「エンジニア」「ものづくり」に興味ある
方、文系・理系を問いませんので、是非お越しください。

詳細はブースでご案内

繊維建築デザイン機械 文系応用生物

デザイン 建築 繊維 文系

詳細はブースでご案内

「実務実践型」は2週間ていど（一部のテーマは1週間ていど）技術系の職場をリアルに体験できます。夏と冬に実施。夏のエント
リーは6/23まで。ムラタの”コア”を知り、自分自身の”キャリアのコア”を見出す1dayインターンシップ”CORE”も募集開始。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●従業員数 連結77,571名（2019年3月）

事業内容 ファンクショナルセラミックスをベースとした電子デバイスの研究開発・生産・販売

▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼ ＯＢ・ＯＧ情報➡ 入社実績あり

企業情報 ●設立 1950年12月 ●売上高 連結　1兆5,750億2,600万円（2019年3月実績）

株式会社村田製作所 電機

所在地 〒617-8555　京都府長岡京市東神足1-10-1 URL https://www.murata.com/

株式会社放電精密加工研究所

弊社担当にお問合せ下さい▼将来活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！▼

549名（2019年2月）

事業内容
当社は放電加工という特殊技術をはじめ、さまざまな技術を保有しております。航空機のエンジン部品の製造、自動車部品の製造や
機能性塗料の開発・販売、次世代サーボプレスの開発・販売を行っております。

●従業員数

金属製品

所在地

ＱＲ

http://www.dse-corp.co.jp/
https://hsk.co.jp/
https://www.murata.com/
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