
主催

CareerMeeting 
京都工芸繊維大学 キャリアミーティング 

2021年卒業・終了予定者対象  合同企業説明会 

入場無料 服装自由 予約不要 入退場自由 他大学の学生も参加可能 

20203.2mon 

就活本番がスタート！ 企業から直接話を聞くチャンス 

じっくり聞ける！効率良く聞ける！ 

午前の部 

１回目１０：００～１０：４０ 

２回目１０：５０～１１：３０ 

３回目１１：４０～１２：２０ 

午後の部 

１回目１４：３０～１５：１０ 

２回目１５：２０～１６：００ 

３回目１６：１０～１６：５０ 

3日間（午前50社/午後50社） 

●ブース面談コーナー   ●ポスター展示コーナー   ●資料配布コーナー 

学生支援センター 

◆◆◆当日お配りする自己紹介カード（受付提出用）を1枚受付に提出してください。◆◆◆ 

運営協力 株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース 
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✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

２０２０年

３月２日（月）
　　　　　　　　10：00～13：10

ブース面談コーナー

プレゼンテーション時間割
①10：00～10：40
②10：50～11：30
③11：40～12：20
④12：30～13：10

5年以内の入社実績あり

採用情報
●採用職種/研究, ハードウェア技術, ソフトウェア開発, SE(システムエンジニア, サービスエンジニア), 営業, スタッフ
●勤務地/本社, 事業場, 研究所, 支社支店など国内外の各拠点 ●初任給/【学部卒】212,500円 【修士卒】236,500円
●休日/完全週休2日制(土日), 祝日, 年末年始, 特別休日(年間休日126日) ●勤務時間/8:30〜17:15(勤務地による)

デザイン 建築 繊維 文系

企業情報

機械 デザイン 建築 繊維 文系

●設立 1899/7/17 ●売上高 連結　2兆9,134億円（2018年度実績） ●従業員数 連結 110,595名(2019/3)

主として、パブリック事業、エンタープライズ事業、ネットワークサービス事業、システムプラットフォーム事業、グローバル事業の５事
業があります。

応用生物 物質・材料

ＮＥＣ（日本電気株式会社） ＩＣＴ

所在地 http://www.diamondhr.co.jp

電子システム 情報

10,456名（2019年4月）

事業内容
【機械・電子・電気・ソフトウェア】の技術者派遣及び開発※次世代自動車・デジタル家電・ロボティクス・医療機器の研究開発、生産、
技術開発など

↑入社後活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！↑ ＯＢ・ＯＧ情報➡

〒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

●設立 1987年7月 ●売上高 連結　278億円（2019年3月実績） ●従業員数 1,061名（2019年9月）

物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築

http://itec.hankyu-hanshin.co.jp/
企業情報

所在地

採用情報
●採用職種／システムエンジニア、ネットワークエンジニア、ハードウェアエンジニア　他　　●勤務地／大阪・東京・
名古屋　●初任給／【学部卒】212,500円 　【修士卒】230,000円　●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、祝日、年
末年始、年間休日日数122日　●勤務時間／08:45〜17:30(フレックスタイム制あり)

〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-3　丸の内トラストタワー本館17Ｆ URL

株式会社アウトソーシングテクノロジー ソフトウェア

所在地 https://www.ostechnology.co.jp/comp
●設立 2004年12月 ●売上高 連結　503億（2018年12月実績） ●従業員数

事業内容

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

事業内容
阪急阪神東宝グループのICT企業です。グループ内外に向けて、鉄道・ビルや医療のシステムをはじめ、Web・AI・組み込みシステム・
市町村向け見守りシステム等、幅広いソリューションを全国に提供しています。

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

↑入社後活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！↑ ＯＢ・ＯＧ情報➡

↑入社後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

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／技術職（エンジニア）総合職（事務・営業）●勤務地／関西、関東主要とする全国　※勤務地限定あり
●初任給／【学部卒】205,000円 　【修士卒】210,000円●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休
日日数125日、●勤務時間／09:00〜18:00(休憩60分)　　　★★ブース訪問特典★★［グループ面接免除］

5年以内の入社実績あり

アークレイ株式会社 精密機器

所在地 http://www.arkray.co.jp
企業情報

アイテック阪急阪神株式会社 ＩＣＴ

〒602-0008　京都市上京区岩栖院町59　擁翠園内 URL

●設立 ●売上高 連結　562億円（2019年10月実績） ●従業員数 2,730名（2019年10月）

事業内容 臨床検査システム（医療用分析装置 及び 対外診断用医薬品）の研究・開発・製造・販売・保守・輸出入 他

応用生物

1960年6月

繊維 文系

↑入社後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

採用情報
●採用職種／研究開発職　　●勤務地／　京都市内　　●初任給／【学部卒】215,500円 　【修士卒】234,200円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数123日　●勤務時間／09:00〜17:30

企業情報

〒108-8001　東京都港区芝五丁目7番1号 URL
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✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

企業情報

オムロン株式会社 電機

所在地

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 ############ ●売上高 連結　193億7,400万円（2018年12月実績） ●従業員数 連結 486名（2018年12月）

事業内容
1922年羊毛紡績からスタートしたトーア紡グループはまもなく100周年を迎えます。「暮らしと社会の明日を紡ぐ」をテーマに、繊維だけ
でなくファインケミカル、電子部品、不動産などといった様々な事業を多角的に展開し、皆さまの暮らしを支えています。

応用生物 物質・材料

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。

応用生物

URL http://www.toabo.co.jp/

情報

連結　8,595億0,000万円（2019年3月実績）

株式会社イトーキ その他製造業

所在地 https://www.itoki.jp/

●設立 1930年6月 ●売上高 938億（2019年3月実績） ●従業員数 624名（2019年4月）

企業情報

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術系総合職・事務系総合職　●勤務地／全国各拠点　●初任給／【大卒】216,000円　【院卒】
223,000円　●休日・休暇／土日週休2日制、祝日、年末年始、有給休暇、ほか　※年間所定休日126日(2020年度：本
社・営業拠点）  ●勤務時間／本社・営業拠点 9:00-17:45　関西工場 8:30-17:20

企業情報

〒103-6113　東京都中央区日本橋２－５－１　日本橋高島屋三井ビルディング URL

●設立 1950年4月 ●売上高 連結　1,187億0,000万円（2018年12月実績） ●従業員数 2,007名（2018年12月）

事業内容
「人も活き活き、地球も生き生き」を理念に快適で機能的な空間作りを追及し、今年で創業130年目を迎えます。オフィス家具を通し
て、より革新的な働き方を実現する次世代のオフィス作りに取り組んでいます。

入社実績あり

採用情報
●採用職種／総合職　●勤務地／東京、大阪、福岡、札幌、名古屋　●初任給／【学部卒】218,000円 　【修士卒】
227,000円●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日 年間休日日数115日
●勤務時間／08:00〜17:00（作業現場）　9:00～18:00(オフィス)

事業内容
ショッピングセンターなど店舗の建設・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 物質・材料 電子システム 情報 機械

↑入社後活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！↑ ＯＢ・ＯＧ情報➡

東京都港区芝浦１－１－１　浜松町ビルディング６階 URL所在地 https://www.ichiken.co.jp/

株式会社イチケン 建設

物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

https://www.omron.co.jp/recruit/

事業内容 制御機器・FAシステム、電子部品などの研究開発・製造・販売

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

株式会社トーア紡コーポレーション 繊維

所在地 〒540-6018　大阪市中央区城見1-2-27　クリスタルタワー18Ｆ

電子システム 機械

↑入社後活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！↑

デザイン 建築 繊維 文系

採用情報
●採用職種／研究開発、商品・生産技術開発、生産管理、フィールドアプリケーションエンジニア、システムエンジニア、国内／海外提案営業、法務、経
理・財務など　●勤務地／本社、および全国の開発拠点、生産拠点、営業拠点  ●初任給／【学部卒】212,500円 　【修士卒】236,500円  ●休日・休暇／
週休２日制（土・日）、祝日、５月連休・年末年始・有給（初年度18日　最高25日）・結婚・忌引・赴任・リフレッシュ休暇ほか  ●勤務時間／09:00〜17:30

↑入社後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

採用情報
●採用職種／事務系総合職、技術系総合職　　　　●勤務地／香川県、愛媛県、広島県
●初任給／【学部卒】214,000円 　【修士卒】222,000円
●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数121日、●勤務時間／8：00～17：00

〒600-8530　京都府京都市下京区塩小路通堀川東入 URL

●設立 1948年5月 ●売上高 ●従業員数 35,090名（2019年3月）

↑入社後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

〒799-2195　愛媛県今治市小浦町1丁目4番52号 URL

●設立 1942年1月 ●売上高 連結　3,911億円（2019年3月実績） ●従業員数 1,627名（2020年1月）

デザイン 建築 繊維 文系

所在地 http://www.imazo.co.jp/
企業情報

今治造船株式会社 輸送用機器

ＯＢ・ＯＧ情報➡5年以内の入社実績あり

採用情報
●採用職種／総合職（技術・営業等）　　●勤務地／大阪・東京・愛知・三重・山口
●初任給／【学部卒】213,300円 　【修士卒】219,300円　　●勤務時間／本社：09:00〜17:30（実働7.5ｈ）
●休日・休暇／本社：完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数120日
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✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

芦森工業株式会社 輸送用機器

所在地 〒566-0001　大阪府摂津市千里丘7-11-61　 URL http://www.ashimori.co.jp
企業情報 ●設立 1935年12月 ●売上高 連結　609億7,800万円（2019年3月実績） ●従業員数 2,800名（2019年3月・連結）

事業内容
創業140年以上の歴史を持つ当社は、「織る技術」を中核に繊維産業のイメージを超えた幅広い製品を展開しています。
＜取扱製品＞自動車用シートベルト・エアバッグ、消防用ホース、産業用資材（広幅織物・ロープ）、管路更生工法「パルテム」

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術系・事務系総合職  ●勤務地／大阪・東京　等　●初任給／【学部卒】204,500円 　【修士卒】
216,100円  ●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、GW、盆、年末年始　年間休日122日  ●勤務時間／08:45〜
17:30（本社・工場）  ●福利厚生／社員食堂（本社）、会員制福利厚生クラブ、従業員持ち株制度、財形貯蓄制度　等

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/
企業情報 ●設立 2018年1月 ●売上高 約350.8億円（2018年度） ●従業員数 673名（2018年10月）

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。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／建築設計者・施工管理者・プラントエンジニア　　●勤務地／横浜・名古屋・神戸・広島・長崎　　●初任
給／【大卒】205,500円　　【院卒】222,500円　　●休日・休暇／フレックス土日週休2日制、祝日、年末年始、メーデー、
夏季、有給休暇（22日）、慶弔・特別休暇、リフレッシュ休暇　※年間所定休日129日程度（2019年）

オイレス工業株式会社 機械

所在地 〒252-0805　神奈川県藤沢市桐原町８ URL https://www.oiles.co.jp/
企業情報 ●設立 1952年3月 ●売上高 連結　613億6,000万円（2019年3月実績） ●従業員数 単体　1,106名（2019年3月）

事業内容
無給油で使用可能な軸受「オイレスベアリング」と建物や橋梁を地震から守る「免震・制震装置」の研究開発（材料開発）、製造、販売
を行っています。幅広い業界（自動車、一般産業機械、インフラ、家電など）に製品を納めています。

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

↑入社後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

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／総合職　　　　　●勤務地／神奈川県または栃木県（技術・研究職の場合）
●初任給／【学部卒】216,370円 　【修士卒】232,180円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日127日、誕生月休暇など　　●勤務時間／08：30～17：20
★★ブース訪問特典★★［　　　　オイレス特製　ノベルティをプレゼント!　　　　　　］

大原パラヂウム化学株式会社 化学・化粧品

所在地 〒602-8155　京都市上京区竹屋町通千本東入上ル主税町１０９２ URL http://www.paragium.co.jp/
企業情報 ●設立 1926年8月 ●売上高 　10億円（2019年3月実績） ●従業員数 45名（2020年1月）

事業内容
繊維加工剤・接着剤・農薬の3事業に加え、PCP/MOF技術を応用したビジネスも始動。主力の繊維加工剤に関しては、染色加工場・生地
メーカー・アパレルなど幅広い客先と商談。機能性加工の面白味を是非QRコードからご覧ください。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術開発　　　　●勤務地／京都　　　　　●初任給／【学部卒】210,000円 　【修士卒】220,000円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数125日         ●勤務時間／08:30〜17:15

岡安ゴム株式会社 ゴム

所在地 〒525-0042　滋賀県草津市山寺町271-1 URL https://okayasu-rubber.co.jp
企業情報 ●設立 1947年4月 ●売上高 年商　17億2,435万円（2019年9月実績） ●従業員数 144名（2019年4月　連結）

事業内容
工業用ゴム製品の開発・製造・販売
自社独自製品の開発・製造・販売／一般消費者向け企画製品の開発・製造・販売

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

↑入社後活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！↑ ＯＢ・ＯＧ情報➡非公開とさせていただきます

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／　総合職　　　●勤務地／　滋賀県草津市　　●初任給／【学部卒】202,000円 　【修士卒】208,000円
●休日・休暇／週休2日制（主に土・日・祝日）、年末年始、年間休日日数110日、●勤務時間／08:30〜17:30
　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［　自社製品　タフロング、ふく楽マットプレゼント　］
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 2021卒京都工芸繊維大学大学合同企業説明会（キャリアミーティング）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

株式会社ウェルアソシエイツ ＩＣＴ

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/

企業情報 ●設立 2006年5月 ●売上高 5億1,000万円（2018年度実績） ●従業員数 55名（2020年1月）

事業内容
当社の特⻑は、幅広い分野のシステム開発に一貫して携わっているということ。企業の課題解決のための業務系システムをはじめ、ECサイトなどの
Web系システム、画像処理システムや交通システムなど、ジャンルを絞らず蓄積してきた技術を駆使してソリューションを提供しています。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／ITエンジニア　●勤務地／京都本社および関西圏の取引先企業　　●勤務時間／09:00〜18:00
●初任給／【学部卒】200,000円 　【修士卒】206,000円　●休日・休暇／週休2日制、夏期、年末年始、男女共に育児
休業取得実績あり、年間休日日数113日※会社カレンダーにより土曜日出勤日があります

関西熱化学株式会社【三菱ケミカルホールディングスグループ】 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 URL http://www.tkcc.co.jp/
企業情報 ●設立 1956年8月 ●売上高 932億円（2019年3月実績） ●従業員数 430名（2019年4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。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／製造技術職、研究開発、プラントエンジニア　●勤務地／兵庫県（尼崎市　加古川市）　●初任給／【学部卒】225,444
円 　【修士卒】248,148円　●休日・休暇／週休2日制、年間休日日数121日（日曜、祝日、夏季休日、年末年始、その他会社指定
日）●勤務時間　本社・研究開発センター・尼崎事業所／09:00〜17:35（休憩45分）、加古川工場／08:30～17:05（休憩45分）

キオクシア株式会社（旧　東芝メモリ株式会社） 精密機器

所在地 〒108-0023　東京都港区芝浦三丁目1-21　田町ステーションタワー URL https://about.kioxia.com/ja-jp/job.html
企業情報 ●設立 2017年4月 ●売上高 12,639億円（2018年度実績） ●従業員数 約10,000名（2019年）

事業内容
メモリおよび関連製品の開発・製造・販売事業と関連事業。メモリ新時代を切り拓くため、NAND型フラッシュメモリ、3次元フラッシュメ
モリを世界に先駆けて開発した技術力を基盤とし、更なる研究・技術開発の強化を行っていきます。

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

↑入社後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

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／技術系総合職　●勤務地／東京都、神奈川県、三重県　●初任給／【学部卒】月給212,500円
【修士卒】月給236,500円 　●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、祝日　年間休日124日（2019年度）
●勤務時間／8:30～17:15　★★ブース訪問特典★★［オリジナルミントタブレット］

株式会社近藤紡績所 繊維

所在地 〒460-0002　名古屋市中区丸の内2丁目18番25号　丸の内ＫＳビル8階 URL http://www.kondobo.co.jp
企業情報 ●設立 1917年12月 ●売上高 連結　110億0,000万円（2019年1月実績） ●従業員数 540名（2020年1月）

事業内容
創立103年の業界屈指の老舗です。不況に強い体力のある会社です。紡績部門は、定番糸～特殊糸の開発。アパレル部門は、自社
ブランド（LAUNDRY）を保有。素材（糸・生地）から最終製品まで純国産にこだわり、「総合繊維業」として業務拡大中です。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／総合職　　　●勤務地／名古屋・大阪・東京・長野・栃木・徳島・愛媛・海外
●初任給／【学部卒】208,000円 　【修士卒】232,000円　   ●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間
休日日数123日     ●勤務時間／08:30〜17:30

株式会社魁半導体 精密機器

所在地 〒600-8897　京都市下京区西七条御前田町50番地 URL https://sakigakes.co.jp/
企業情報 ●設立 2002年9月 ●売上高 1億2,000万円（2019年7月実績） ●従業員数 13名（2020年2月）

事業内容
液体ソースを用いた堆積装置、表面改質装置等を含むプラズマを用いた各種半導体製造装置の開発、および製造販売委託研究に
よる半導体製造装置の開発および製造販売、堆積代行、エッチング代行、各種材料、加工品の販売。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術職、営業職　　●勤務地／京都 (営業に限り、勤務2年目以降東京営業所勤務の可能性有)
●初任給／【学部卒】200,000円～ 　【修士卒】220,000円～
●休日・休暇／土日祝・夏季休暇・冬期休暇　　●勤務時間／08:30〜17:30
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✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

サンキン株式会社 自動車部品

所在地 〒550-0013　大阪府大阪市西区新町2-15-27 URL http://www.diamondhr.co.jp
企業情報 ●設立 1946年1月 ●売上高 351億円（2019年3月実績） ●従業員数 540名（2020年1月）

事業内容
サンキンは鋼管（鉄パイプ）を製造・加工のメーカーです。HONDAとの共同特許取得・レースカーへの部材提供など、確かな技術力・開発力を獲得し、
また73年間黒字経営を続けております。また、社員の挑戦を応援し、何事にもチャレンジする環境があります。

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

↑入社後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

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／技術・企画職　　●勤務地／京都府福知山市　　●初任給／【学部卒】205,300円 【修士卒】223,300円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数119日、●勤務時間／8：00〜16：45
★★ブース訪問特典★★［　選考に優先案内　］

JSR株式会社 化学・化粧品

所在地 〒105-8640 東京都港区　東新橋1-9-2 汐留住友ビル URL https://www.jsr.co.jp/
企業情報 ●設立 1957年12月 ●売上高 連結　4,967億46百万円 (2019年3月期実績) ●従業員数 8,748名 (連結、2019年3月末時点)

事業内容
エラストマー事業（合成ゴム）、エマルジョン事業、機能化学品事業、合成樹脂事業、半導体材料事業、
ディスプレイ材料事業、光学材料事業、ライフサイエンス材料事業。上記各事業に関する研究開発、製造および販売。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／事務系＆技術系（研究開発職、製造技術など）　●勤務地／東京、三重県（四日市）、茨城（筑波）、千
葉、鹿島、名古屋、その他海外　●初任給／【学部卒】237,000円 　【修士卒】267,000円　【博士卒】296,000円　●休
日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始　●勤務時間／完全フレックスタイム制（標準労働時間：7.75時間）

住友電装株式会社 輸送用機器

所在地 〒510-8528　三重県四日市浜田町5-28 URL http://www.sws-saiyou.jp/
企業情報 ●設立 1917年12月 ●売上高 連結　200億42百万円(2019年3月31日現在) ●従業員数 国内 6,678名 (2019年3月31日現在) 

事業内容
自動車用ワイヤーハーネス、各種機器用ワイヤーハーネス（飛行機やコピー機等）
および自動車関連製品 （EV/HEV製品、電子部品等）の研究開発および製造・販売。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／事務系総合職・技術系総合職　●勤務地／本社ならびに国内／海外各事務所
●初任給／【学部卒】214,500円 　【修士卒】240,500円　●勤務時間／08:30〜17:15(勤務地による)
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数122日(2019年度実績)

信和建設株式会社 建設

所在地 〒542-0081　大阪市中央区南船場1-18-11　SRビル長堀 URL https://shinwa-grp.co.jp/recruit/
企業情報 ●設立 1959年3月 ●売上高 157億円（2018年12月実績） ●従業員数 173名（2020年1月）

事業内容
信和建設は、トータルプロデュース力を強みにお客様の土地活用に寄り添うゼネコンです。マンション施工などの建設事業、土地開発
や仲介管理などの不動産事業を展開しています。人が活き活きと暮らせる「よろこびの空間」を創ります。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／企画営業職、施工管理職、仲介管理職、管理部門　●勤務地／大阪本社・東京支店・みつけや本舗中
津店　●初任給／【大卒・院了】210,000円 　【短大専門卒】180,000円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数125日、●勤務時間／8：00～17：30

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/
企業情報 ●設立 1925年11月 ●売上高 338億7,157万円（2019年3月実績） ●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。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術系総合職（施工管理・設計）　●勤務地／大阪・京都・神戸・名古屋・東京　他
●初任給／【学部卒】230,000円 　【修士卒】237,000円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数125日、●勤務時間／09:00〜18:00
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

スズキ株式会社 輸送用機器

所在地 〒432-8611　静岡県浜松市南区高塚町300 URL http://www.suzuki.co.jp/
企業情報 ●設立 1920年3月 ●売上高 連結3兆8,714億9,600万円(2019年3月期連結) ●従業員数 15,431名（2019年3月）

事業内容 四輪車・二輪車・船外機・電動車いす等の開発・製造・販売

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

↑入社後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

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／技術職、事務職、営業職　　●勤務地／本社および国内･海外の各事業所
●初任給／【学部卒】211,500円【修士卒】233,500円　●休日・休暇／年間121日(年末年始・夏季・GW休暇含む)
●勤務時間／本社8:45～17:30(フレックスタイム制度あり)

住友電気工業株式会社 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/
企業情報 ●設立 1897年4月1日 ●売上高 連結　3,177,985百万円（連結、2019年3月期） ●従業員数 272,796名（連結、2019年3月末）

事業内容 自動車関連事業、情報通信関連事業、エレクトロニクス関連事業、環境エネルギー関連事業、産業素材関連事業

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／研究、開発、生産技術、製品設計、設備技術ほか ●勤務地／本社（大阪・東京）、各製作所（大阪・伊丹・横浜・茨
城）、その他各支店、国内外のグループ会社など ●初任給／【学部卒】216,500円 　【修士卒】237,500円 ●休日・休暇／年間休日
121日（2019年度実績。完全週休2日制、年末年始、夏季、GWなど）、年次有給休暇20日、 積立休暇 ●勤務時間／08:30〜17:15

株式会社椿本チエイン 機械

所在地 〒530-0005　大阪市北区中之島3-3-3 URL https://www.tsubakimoto.jp/recruit/fresh/
企業情報 ●設立 1941年1月 ●売上高 連結　2,385億1,500万円（2018年度） ●従業員数 2,850名（2019年3月末）

事業内容
産業用チェーン(世界シェア1位）、動力伝達・制御を担う精機商品(国内シェア1位製品多数保有）、自動車用動力伝達部品(タイミング
チェーンシステム世界シェア1位）、工場向け搬送・保管・仕分けシステム(世界初技術保有）の開発、製造、及び販売

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術系総合職　　　　●勤務地／京都、埼玉、岡山　など　　　●初任給／【学部卒】220,000円 　【修士
卒】239,000円　　　　　　●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数121日、●勤務時間／
09:00〜17:30

住友電工システムソリューション株式会社 情報処理

所在地 〒112-0014　東京都文京区関口1-43-5　新目白ビル URL http://www.seiss.co.jp/
企業情報 ●設立 2006年10月 ●売上高 193億550万円（2019年3月実績） ●従業員数 692名（2019年3月）

事業内容
道路交通関連システム
電子機器に関するハードウェア・ソフトウェアの開発・設計・製造・施工・保守

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／システムエンジニア、社会インフラエンジニア、ハードウェアエンジニア、事務総合職
●勤務地／東京・大阪　　　●初任給／【学部卒】214,500円 　【修士卒】231,500円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数122日　●勤務時間／08:45〜17:15

株式会社昭栄美術 ディスプレイ

所在地 〒104-0044　東京都中央区明石町8-1　聖路加タワー25F URL https://www.shoei-bijutsu.co.jp/
企業情報 ●設立 1979年5月 ●売上高 83億円（2019年4月実績） ●従業員数 約300名（2020年2月）

事業内容
展示会・イベントや各種プロモーションにおける空間・ディスプレイの企画、デザイン、設計、製作及び施工・運営までを、自社スタジオ
を持ちワンストップでお客様をサポートしている会社です。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／営業職、デザイン職、製作職　　●勤務地／東京・千葉・大阪　　●初任給／【学部卒】222,220円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数125日（休日出勤シフトとなった場合は振替休日
を取得）　　●勤務時間／09:00〜18:00
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

住友大阪セメント株式会社 窯業

所在地 〒102-8465 東京都千代田区六番町６番地２８ URL https://www.soc.co.jp/saiyou/index.html
企業情報 ●設立 1907年11月 ●売上高 （連結）2,510億6,100万円 ●従業員数 連結：2,974人

事業内容
セメントの製造・販売、バイオマス発電、環境（産廃物処理）、建材、石灰石、新材料（半導体製造装置部品・電子材料・化粧品材料・
高機能性材料）、光通信用デバイス（5Ｇ向け等）、電池材料（リチウムイオン電池）の製造・販売等

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／理系総合職、文系総合職　　●勤務地／東京、栃木、岐阜、兵庫、高知、千葉、札幌、仙台、東京、名古屋、
   金沢、大阪、香川、広島、福岡、ベトナム、中国、米国等　　●初任給／【学部卒】213,600円 　【修士卒】234,600円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数125日、●勤務時間／09:00〜17:45

WDB株式会社　エウレカ社 人材サービス

所在地 〒100-0005　東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング2F URL https://www.wdb-eu.com/recruit/
企業情報 ●設立 2004年1月 ●売上高 連結　415億0,000万円（2019年3月実績） ●従業員数 連結1,600名（2019年3月）

事業内容
当社の研究正社員として、医薬・食品・化学等の大手企業、大学や公的研究機関にて研究現場の技術サポートを行って頂きます。研
究職人材サービス最大手ＷＤＢＧにて、あらゆる最先端の研究現場でご自身の研究スキルを武器に活躍頂けます。

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

↑入社後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

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／研究職　●勤務地／全国・地域限定　●初任給／【学部卒】215,000円 　【修士卒】225,000円  ●休日・
休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数120日以上  ●勤務時間／09:30〜18:00
★★ブース訪問特典★★［研究職オリジナルグッズ］

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
企業情報 ●設立 1915年12月 ●売上高 連結　904億5,100万円（2018年12月実績） ●従業員数 5,731名（2018年12月）

事業内容
JRC日本無線は最先端の情報通信機器、世界中の海で愛用されるマリンエレクトロニクス、防災・減災を意識した暮らしを支える大規
模インフラシステムなど、安全・安心を提供することで人と社会と世界の未来づくりに貢献しています。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／電気技術総合職、機械技術総合職、事務総合職　●勤務地／おもに長野県、埼玉県、東京都ほか
●初任給／【学部卒】212,500円 【修士卒】236,500円　●休日・休暇／完全週休2日制、大型連休年3回、創立記念日
ほか　●年間休日数129日（2020年・計画年休3日含む）　●勤務時間／08:30〜17:15（休憩1時間）

ＴＤＫ株式会社 電機

所在地 〒103-6125　東京都中央区日本橋二丁目5番1号 URL http://www.diamondhr.co.jp
企業情報 ●設立 1935年12月 ●売上高 連結　1兆3,818億円（2019年3月実績） ●従業員数 104,781名（2019年3月）

事業内容
《海外売上比率91％の電子デバイス・電子部品メーカー》フェライトコア、コイル、セラミックコンデンサ、センサ、磁気ヘッド、マグネッ
ト、電源、電池など多種多様な製品を世界中に提供しています。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／総合職(材料開発・プロセス開発・生産技術・電子部品の設計・シミュレーション開発など)
●勤務地／東京,千葉,秋田,山形,山梨,長野,静岡,大分など　●初任給／【学部卒】212,500円 【修士卒】236,500円
●休日・休暇／完全週休2日制(土日)、祝日、年末年始、年間休日125日、●勤務時間／08:30〜17:15

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/
企業情報 ●創業 1923年10月 ●売上高 連結　353億1,100万円　（2018年度） ●従業員数 連結　1,811名　(2019年3月)

事業内容
創業97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。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術系総合職（開発・設計）、技能系総合職（組立・検査・生産管理など）　●勤務地／大阪
●初任給／【学部卒】209,750円 【修士卒】221,050円（2019年4月実績）　●勤務時間／8:30〜17:15（内休憩45分）
●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、祝日、GW、夏季休暇、年末年始、年間休日日数125日
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

東邦化成株式会社（ダイキン工業グループ） 化学・化粧品

所在地 〒639-1031 奈良県大和郡山市今国府町６－２ URL http://www.toho-kasei.co.jp/
企業情報 ●設立 1956年11月 ●売上高 ８１億（2018年度） ●従業員数 265名（2019年4月）

事業内容
フッ素樹脂×半導体で世界に挑む。　半導体製造装置に使われるフッ素樹脂部品のメーカーであり、装置自体も作ることができるメーカーという２つ
の顔を持つユニークな会社です。その特長を活かし、社内の技術を組み合わせることで、新しい製品・技術の開発に挑戦しています。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術職、営業職  ●勤務地／奈良本社、東京支店、平野工場、台湾支店
●初任給／【大卒】206,900円　　【院卒】223,700円  　●勤務時間／8:40-17:40
●休日・休暇／完全週休2日制（土･日･祝日）、夏季休暇、年末年始、特別休暇、ほか　※年間所定休日121日

株式会社エスケーエレクトロニクス 電機

所在地 〒602-0955　京都市上京区東堀川通リ一条上ル竪富田町436番地の2 URL http://www.sk-el.co.jp 
企業情報 ●設立 2001年10月 ●売上高 連結　257億7,300万円（2019年9月実績） ●従業員数 連結　356名（2019年9月）

事業内容
当社は、スマートフォンやテレビなどのディスプレー部分の生産時に必要となる「フォトマスク」を製造しています。他社に先駆けてフォ
トマスクの高精細化対応や大型化対応を推し進め、フォトマスク市場においてトップクラスのシェアを誇っています。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術開発、生産技術、製造、営業、管理　　●勤務地／本社、京都工場、滋賀工場
●初任給／【学部卒】222,000円 　【修士卒】233,000円　　●勤務時間／8:30〜17:00
●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日125日（今年度）

株式会社トーセ ソフトウェア

所在地 〒600-8091　京都市下京区東洞院通四条下ル URL https://www.tose.co.jp/
企業情報 ●設立 1979年11月 ●売上高 連結　53億5200万円（2019年8月実績） ●従業員数 連結　602名（2019年8月）

事業内容
【有名なゲームソフトを多数開発しています！】
ゲームソフトからスマートフォンアプリまで、様々なコンテンツを創る企画提案型の独立系受託開発専門企業です。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／ゲームクリエイター（プログラマー・プランナー他）、営業職 など　●勤務地／京都各事業所・渋谷　●
初任給／【学部卒】215,500円 【修士卒】218,500円　●休日・休暇／土曜、日曜、祝日、年末年始休暇、年間休日日
数120日以上　●勤務時間／フレキシブルタイム7:00～22:00 コアタイム11:00～16:00※標準労働時間:7.5時間/日

中西金属工業株式会社 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-recruit.jp/
企業情報 ●設立 1941年6月 ●売上高 連結　896億3,465万円（2018年度実績） ●従業員数 約3,500名

事業内容
①軸受事業部…ベアリングリテーナー(世界シェア№1)、自動車関連部品、精密金型等　②輸送機事業部…自動車工場のコンベアシ
ステム(業界シェア№2)、無人搬送機（AGV）等　③特機事業部…サッシ用戸車(国内シェア№1)、住宅関連部品等

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

↑入社後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

採用情報

●採用職種/【技術系】設計、開発、生産技術、品質保証、デジタルソリューション等　【事務系】営業、企画等
●勤務地/大阪、三重、滋賀、愛知、東京等　　 ●初任給／【学部卒】226,100円 　【修士卒】242,350円
●休日・休暇/週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数128日
●勤務時間/フレックスタイム制（7時間45分）

株式会社日新システムズ ソフトウェア

所在地 〒600-8482　京都市下京区堀川通綾小路下ル綾堀川町293-1　堀川通四条ビル URL https://www.co-nss.co.jp
企業情報 ●設立 1984年7月 ●売上高 36億7,400万円（2018年度実績） ●従業員数 228名（2019年4月）

事業内容
制御系・組込系の分野で30年以上にわたり事業展開してきた当社は新たな時代の流れにいち早く対応し、スマートシティに必要とさ
れるシステム開発に乗り出しています。さぁ、共に「ワクワクする未来」を創造しよう！

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

↑入社後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

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／技術職（ソフトウェアエンジニア）　●勤務地／京都または東京（希望による）　●初任給／【学部卒】213,500円 　【修
士卒】219,500円　●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数127日（2019年度）、リフレッシュ休暇、特別
休暇など　●勤務時間／08:45〜17:15　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［　ボールペン（数量限定）　］

9 



 2021卒京都工芸繊維大学大学合同企業説明会（キャリアミーティング）

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

日新電機株式会社 電機

所在地 〒615-8686　京都府京都市右京区梅津高畝町47番地 URL http://nissin.jp/
企業情報 ●設立 1917年4月 ●売上高 1,262億円（2018年度、連結） ●従業員数 5,078人（2019年3月末現在、連結） 

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。縁の下の力持ちとして電力インフラを支えており、ビルや工場等に
電力を安定供給するための製品や太陽光発電設備等をオーダーメイドで手掛けています。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／研究、開発、設計、営業技術、生産技術　等　　●勤務地／　京都、群馬、東京、大阪、愛知
●初任給／【学部卒】212,500円 　【修士卒】236,500円
●休日・休暇／完全週休二日制、2019年度年間休日131日（一斉有給4日含む）　　●勤務時間／08:20〜16:50

株式会社ニッセイ 機械

所在地 〒444-1297　愛知県安城市和泉町井ノ上1-1 URL https://www.nissei-gtr.co.jp/recruit/
企業情報 ●設立 1942年3月 ●売上高 連結　193億3,600万円（2019年3月実績） ●従業員数 893名（2019年3月）

事業内容
機械を動かすために必要な機械のエンジン（駆動源）であるギアモータ（歯車とモータを組み合わせたもの）や歯車部品を製造販売し
ています。現在、ロボット分野に向けた新製品開発に若手社員が挑んでいます。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／開発・設計・生産技術・生産管理・品質保証・社内ＳＥ・事務系総合職　●勤務地／愛知県安城市、東
京、大阪　　　　　　　　　●初任給／【学部卒】210,650円/月 　【修士卒】230,650円/月
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数124日、●勤務時間／08:20〜17:15

日鉄テックスエンジ株式会社 総合エンジニアリング

所在地 〒100-0005　東京都千代田区丸の内２丁目５－２　三菱ビル URL https://www.tex.nipponsteel.com/
企業情報 ●設立 1946年9月 ●売上高 連結　3,176億円（2019年3月実績） ●従業員数 11,475名（2019年3月）

事業内容
【総合エンジニアリング業】各種産業プラントにおいて、機械・電気・土木・建築・システムソリューション等の分野で、企画～設計～製
作～施工～試運転、メンテナンス、生産管理と一貫したエンジニアリングを行っています。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

↑入社後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

採用情報
●採用職種／総合職：技術系（機械、電気、SE、建築）、事務系　●勤務地／兵庫、大阪、和歌山、東京他９事業所
●初任給／【学部卒】213,000円 　【修士卒】230,800円●休日・休暇／年間休日日数119日、年次有給休暇最高40日
●勤務時間／08:30〜17:00 (実働時間7時間45分

日本電産株式会社 電機

所在地 〒601-8205　京都府京都市南区久世殿城町３３８ URL https://www.nidec.com/corporate/recruit/gradu/

企業情報 ●設立 1973年7月 ●売上高 連結　1兆4,754億36百万円（2019年3月期） ●従業員数 連結　108,906名

事業内容
日本電産は「回るもの、動くもの」を手掛ける総合モータメーカー。 「クルマの電動化」「省エネ家電の普及」「人と共存するロボットの普
及」「物流＆農業革命」といった技術革新のニーズを捉え、未来社会の発展に貢献しています。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／総合職（技術系・事務系）　●勤務地／京都・滋賀・神奈川・長野　ほか　●初任給／【学部卒】21万
1,500円 【修士卒】23万5,500円　●休日・休暇／会社暦週休2日制（年間休日121日※年休一斉取得3日含む）年次有
給休暇、慶弔休暇、特別休暇、育児休暇　ほか　●勤務時間／08:30〜17:30

積水化学工業株式会社 化学

所在地 〒105-8566　東京都港区虎ノ門2-10-4　オークラプレステージタワー URL https://www.sekisui.co.jp/
企業情報 ●設立 1947年3月 ●売上高 1,142,713百万円（2019年3月期連結ベース） ●従業員数 26,486名（2019年3月期連結ベース） 

事業内容
積水化学は、ＣＭでお馴染みの住宅「セキスイハイム」から、インフラ整備や水環境づくり、さらに自動車・ＩＴ関連の製品まで、
幅広い事業を展開し、世界のひとびとのくらしや地球環境の向上に貢献しています。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種/　　専攻により異なる　　　　　●勤務地/本社：東京、大阪　　全国ほか
●初任給/【学部卒】225,500円 　【修士卒】242,000円
●休日・休暇/週休2日制（土・日）,祝日、年末年始,年間休日日数125日 ●勤務時間/09:00〜17:30(事業所によります)
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✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

株式会社リーテック 建設

所在地 〒540-0024　大阪府大阪市中央区南新町1-1-2　タイムスビル5階 URL https://www.re-tech.co.jp/
企業情報 ●設立 2016年1月 ●売上高 8億円（2018年12月期） ●従業員数 28名（2020年1月現在）

事業内容 再生建築事業「耐震Reビルド®」・耐震補強工事・補強設計・意匠設計・不動産事業など

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

↑入社後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

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／技術系総合職（建築施工管理、構造設計、意匠設計、建築積算等）●勤務地／本社（大阪市中央区南新町1-1-2タイムスビル5階。
OsakaMetro「谷町四丁目」駅から徒歩3分。2020/11月頃本社移転予定があり、「谷町六丁目」駅が最寄りとなる見込。）●初任給／【学部卒】220,000円
【修士卒】240,000円●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数128日（2019年度実績）、●勤務時間／現場作業8:00～
18:00（休憩120分）　社内作業8:30～17:30（休憩60分）　★★ブース訪問特典★★［書類選考免除、エコカイロ・エコバック配布］

ヒエン電工株式会社 非鉄金属

所在地 〒541-0045　大阪市中央区道修町3-4-11　新芝川ビル505号 URL http://www.hien.co.jp
企業情報 ●設立 1954年8月 ●売上高 52億円（2019年3月実績） ●従業員数 126名（2019年6月現在）

事業内容
「関わる全ての人を幸せに」をモットーに船舶用電線やフィルム事業を展開する開発型メーカーです。当社の船舶用電線は国内で高
いシェアを獲得し、フィルムは今後様々な分野へ進出していく為、新しい技術や製品作りに取り組んでいます！

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

↑入社後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

採用情報
●採用職種／研究開発、設備管理、品質保証、営業　●勤務地／京都府福知山市（営業以外）、大阪・東京（営業の
み）●初任給／【学部卒】195,600円【修士卒】206,400円●休日・休暇／当社暦による。年間休日日数116日（昨年度
実績）●勤務時間／8:00〜17:00（工場勤務者）※夜勤シフトあり。/9：00～18：00（営業職）

株式会社日立建機ティエラ 機械

所在地 〒528-0061　滋賀県甲賀市水口町笹が丘1-2 URL https://tierra.hitachi-kenki.co.jp/
企業情報 ●設立 1949年3月 ●売上高 単体　883億1,500万円（2019年3月実績） ●従業員数 600名（2020年1月）

事業内容
日立ブランドのコンパクトショベル（10t未満の油圧ショベル）の開発・製造・販売支援を行っており、先進国を中心に全世界に輸出して
います。（海外売上比率約8割）製品を通して、社会インフラを支えている会社です。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／開発設計、生産技術、原価管理、海外販売支援　　　　　　●勤務地／　滋賀県甲賀市水口町
●初任給／【学部卒】214,000円 　【修士卒】238,000円　　　●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、GW、夏季、年末
年始等 年間休日125日　　●勤務時間／08:00〜16:45

ビューテック株式会社 輸送用機器

所在地 〒471-8522　愛知県豊田市梅坪町9-30-3 URL https://www.vuteq.co.jp
企業情報 ●設立 1965年9月 ●売上高 連結　1,569億円（2018年実績） ●従業員数 13,000名（2019年1月）

事業内容
おもしろい会社です。ビューテックグループは自動車部品の開発・設計～製造、大型バス用部品の製造、自動車・新幹線用ガラス等
の加工・組立、建築資材の製造・販売、物流事業など多様な事業を国内外110拠点で行っています。きっと、おもしろいと思いますよ。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／総合職（事務系・技術系）　　　●勤務地／愛知、兵庫、静岡、神奈川　等
●初任給／【学部卒】212,400円 　【修士卒】227,500円     ●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、
ゴールデンウイーク、夏季　年間休日日数113日 　　●勤務時間／08:30〜17:15

株式会社ユニテツク　京都事業所 機械設計業

所在地 〒600-8815　京都市下京区中堂寺粟田町93　京都ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ 6号館210 URL http://www.unitec-co.co.jp/
企業情報 ●設立 1988年8月 ●売上高 14億4,800万円（2019年7月実績） ●従業員数 246名（2019年2月）

事業内容
2019年1月に新規事業所として開設し、2020年4月に事業拡大の為、事業所を移転！当社は工場で活躍する搬送装置や生産設備な
ど様々な機械設計や電気設計をおこなっているため、多種多様な機械やメーカーの設計を経験できます。

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

↑入社後活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！↑ ＯＢ・ＯＧ情報➡2019年開所の為、入社実績なし

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／機械設計技術者、電気設計技術者、ソフト開発技術者●勤務地／京都市下京区　●初任給／【学部
卒】201,000円 【修士卒】204,000円●休日・休暇／完全週休2日制（土・日・祝）、夏季、年末年始、年間休日120日●
勤務時間／8:30〜17:30（休憩1H）●福利厚生／貸与型奨学金返済補助制度、資格取得支援、通信教育
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

↑入社後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

採用情報
【募集職種】（総合職）生産管理職・営業職・業務管理職・介護マネジメント職・事務職※誠に申し訳ございませんが大学院卒の方の
募集はしておりません。ご了承ください。   【勤務地】1年間本部（京都市内）で研修後に、全国の各支店・支社・営業所に配属となり
ます。　 【応募方法】リクナビ2021より受付中！右記のＱＲコードよりエントリーをお願い致します★

ワタキューセイモア株式会社 機械

所在地 〒600-8416　京都市下京区烏丸通高辻下ル薬師前町707烏丸シティ・コアビル5F URL https://www.watakyu.co.jp/recruit/
企業情報 ●設立 1962年7月 ●売上高 1,493億644万円（2019年度6月決算） ●従業員数 14,980人（2019年6月末現在）

事業内容
９万人のグループ総合力を活かして医療・福祉施設をサポート。業界シェアＮｏ．１企業です。私たちの事業において、リネンサプライ工場は原点であ
り、大切にしている場所のひとつです。会社の基盤である工場の機械メンテナンスや排水処理等も自社で行っております。

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

バンドー化学株式会社 ゴム

所在地 〒650-0047　兵庫県神戸市中央区港島南町4-6-6 URL https://www.bandogrp.com/employment/index.html

企業情報 ●設立 1906年4月 ●売上高 連結　941億5,700万円（2019年3月実績） ●従業員数 連結　4,083名（2019年3月）

事業内容
～創業113年。神戸発、ゴム・樹脂・ウレタンの配合と複合技術を持つグローバル企業～　主力製品は力を伝えたり、物を運んだりす
るベルトです。しかしベルトだけでなく、印刷機の部品や、床材、装飾フイルム等、あらゆるところで社会を支える製品を作っています。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術職・営業職・企画事務職　●勤務地／兵庫・大阪・和歌山・愛知・東京・栃木　●初任給／【学部
卒】215,000円 　【修士卒】230,000円（別途昼食手当等あり）　●休日・休暇／週休2日制（土・日）※年数回土曜出勤
日有、祝日、年末年始・GW・夏期は連続休暇、年間休日120日●勤務時間／09:00〜17:30（フレックス制）

memo 
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

２０２０年

３月２日（月）
　　　　　　　　14：30～17：40

ブース面談コーナー

プレゼンテーション時間割
①14：30～15：10
②15：20～16：00
③16：10～16：50
④17：00～17：40

事業内容

所在地 https://www.omltd.co.jp/

事業内容
立旋盤、鉄道用車輪旋盤等の工作機械の製造及び販売
中、大型クラス立旋盤　国内シェア№1企業！　航空宇宙、鉄道、重電などB2B市場で活躍するエキスパート集団

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

●採用職種／技術系　　●勤務地／豊洲、昭島、瑞穂、横浜他　　●勤務時間／08:30〜17:30
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、夏季休暇、年末年始、年間休日日数128日
●初任給／【学部卒】214,000円　【修士卒】238,500円　　　　　　※詳しくは弊社HPをご覧ください。

所在地 https://www.ihi.co.jp/

入社実績あり

採用情報
●採用職種／技術・製造・営業・購買　●勤務地／京都・熊本・福岡・浜松・相模原　●初任給／212,000円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数115日、●勤務時間／08:30〜17:15

●設立 1937年6月

電子・光学を応用した測定・計測機器、メカトロ機器、医用機器の開発、設計、製造

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

●売上高 連結　1,357億1,300万円（2019年3月実績） ●従業員数 1,266名（2019年3月）企業情報

採用情報
●採用職種／建築・設備施工管理、意匠設計　●勤務地／大阪・東京を中心に全国
●初任給／【学部卒】240,000円 　【修士卒】260,000円●休日・休暇／土日週休2日制、祝日、年末年始、リフレッシュ
休暇、有給休暇、ほか　※年間所定休日125日以上　●勤務時間／08:30〜17:15

事業内容
１８９２年創業、大阪に本社を置く業界屈指の老舗ゼネコンです。歴史的建築物から超高層ビル、大規模土木事業まで、手掛けるジャ
ンルも幅広く、官公庁工事でも数多くの実績を残しています。

応用生物 物質・材料 電子システム 建築 繊維 文系

↑入社後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

情報 機械 デザイン

企業情報

〒135-8710　東京都江東区豊洲三丁目1番1号　豊洲IHIビル URL

●設立 1889年1月 ●売上高 1兆4,834億円（2019年3月期） ●従業員数 8,011名（2019年3月末） 

情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

〒556-0017　大阪市浪速区湊町一丁目2番3号マルイト難波ビル URL

株式会社淺沼組 建設

所在地 http://www.asanuma.co.jp/

↑入社後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

採用情報

輸送用機器株式会社IHI

応用電機株式会社 機械

所在地 https://www.oyoe.co.jp/
企業情報

〒610-0101　京都府城陽市平川中道表63-1 URL

●設立 1980年 ●売上高 連結　142億 ●従業員数 582名

事業内容
産業機械、物流システム、環境保全装置、エネルギーシステム、貯蔵・化学プラント、車両用過給機、宇宙開発機器、航空機用エンジ
ンなどのエンジニアリングおよび製造・販売

応用生物 物質・材料 電子システム

建築 繊維 文系

株式会社オーエム製作所 機械

↑入社後活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！↑ ＯＢ・ＯＧ情報➡

↑入社後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

〒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

●設立 1949年7月 ●売上高 連結　139億円（2019年3月実績） ●従業員数 250名（2019年04月）企業情報

デザイン

採用情報
●採用職種／設計職（機械、電気、開発）、製造技術職　●勤務地／新潟県長岡市　●初任給／【学部卒】210,000円
【修士卒】225,000円　●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数122日　●勤務時間／
08：00〜16：45
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✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

SCREENホールディングス(旧：大日本スクリーン製造) 機械

所在地 〒602‐8585　京都府京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町1番地の1 URL https://www.screen.co.jp
●設立 1943年 10月 ●売上高 連結　3,642億円（2019年3月期）

280名（2019年4月時点）

建築 繊維 文系

↑入社後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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／製品開発・生産技術・営業・他　　●勤務地／勤務地／京都（本社）　営業の場合：札幌・仙台・東京・
埼玉・名古屋・金沢・京都・広島・福岡　　●初任給／【大卒】205,900円　【院卒】220,900円　※食事手当5,900円含む
●休日・休暇／完全週休2日制、連休：ＧＷ・盆・年末年始、フレキシブル休日、有給休暇　※年間所定休日125日

京都機械工具株式会社（KTC） 金属製品

所在地 〒613-0034　京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地 URL https://ktc.co.jp/
●設立 1950年8月 ●売上高 7,582百万円（2019年3月期単体） ●従業員数

文系

事業内容
・自動車整備用工具、その他一般作業工具およびこれらに関連する機器の製造販売
・精密工作機械部品、産業用機械部品などの製造販売

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

事業内容
情報通信／メカトロシステム／ＥＭＳ／プリンター事業における電子通信・情報処理・ソフトウェアの製造・販売およびこれらに関する
システムの構築・ソリューション、工事・保守およびその他サービスの提供

応用生物 物質・材料

企業情報

電子システム 情報 機械 デザイン

URL http://www.kyotoss.co.jp/saiyo/

沖電気工業株式会社（OKIグループ） 精密機器

所在地 〒105-8460　東京都港区虎ノ門1-7-12 虎ノ門ファーストガーデン URL https://www.oki.com/jp/
●設立 1949年11月 ●売上高 4,415億円（2019年3月期実績　連結） ●従業員数 4,077名（2019年3月現在）

採用情報
●採用職種／技術開発職、事務系総合職　　●勤務地／東京、埼玉、群馬、静岡、大阪　　●初任給／【大卒】
212,500円（19卒） 【院卒】236,500円（19卒）　●休日・休暇／土日完全週休2日制、祝日、年末年始、年次有給休暇、
ほか　年間所定休日125日前後  ●勤務時間／8：30～17：15

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／機械設計・電気設計・組立調整エンジニア　●勤務地／京都本社　●初任給／【学部卒】210,000円
【修士卒】226,840円 ●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、GW、お盆、フレックスホリデー、有給休
暇、特別休暇、産前・産後休暇、年間休日119日（2019年度）  ●勤務時間／08:20～17:00

●設立 1948年3月 ●売上高 連結　377億円（2019年3月実績） ●従業員数 連結　851名（2019年4月）

事業内容
包装システムを中心に、生産効率を高めるための機械、車載用Li-イオン電池、電子デバイスなどの先端組立設備の開発・設計・製
造・販売。

所在地 〒613-0916 京都府京都市伏見区淀美豆町377‐1

株式会社京都製作所 機械

企業情報

●従業員数 2832名（2019年3月）

事業内容
家庭用テレビゲームソフト、オンラインゲーム、モバイルコンテンツおよびアミューズンメント機器等の企画、開発、製造、販売、配信な
らびにアミューズメント施設の運営

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

企業情報

株式会社カプコン 通信

所在地 〒540-0037　大阪市中央区内平野町3-1-3 URL http://www.capcom.co.jp/
●設立 1979年5月 ●売上高 連結　1000億3100万円（2019年3月実績）

↑入社後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

採用情報
●採用職種／開発職（プログラマー、企画、デザイナー、サウンドクリエイター）、総合職
●勤務地／　大阪、東京
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始

●従業員数 6,099名（連結）

事業内容
半導体製造装置事業、産業用印刷機器事業、ディスプレー製造装置および成膜装置事業、プリント基板関連機器事業、ICTソリュー
ション事業、ライフサイエンス関連機器事業など

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／研究開発、製品設計(ハード・ソフト)、生産技術、技術指導・技術サービス(国内・海外)   ●勤務地／京都、滋賀、東
京など  ●初任給／【学部卒】215,280円  【修士卒】238,280円  ●休日・休暇／年間休日124日（週休完全2日制、祝日）,年末年始、
夏季連続休日、ＧＷなど  ●勤務時間／8:30-17:15 または 9:00ー17:45（事業所により異なる、フレックスタイム制度あり）

企業情報
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

コマツ（株式会社小松製作所） 機械

所在地 〒107-8414　東京都港区赤坂２－３－６ URL https://home.komatsu/jp/
企業情報 ●設立 1921年5月 ●売上高 連結　2兆7,252億円　（2018年3月実績） ●従業員数 61,908名（2018年3月）

事業内容
建設鉱山機械、産業機械などを展開する総合機械メーカー。1921年に石川県小松市で創業し、現在では世界180ヶ国に進出。商品も
自動制御機能を搭載したＩＣＴ建機や、無人ダンプトラックなど世界初を世に送り出し続けている業界のフロントランナーです。

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

↑入社後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

採用情報

●採用職種／技術系：研究・開発設計、生産技術、調達、サービスエンジニア　事務系：生産管理、調達、営業、人事総務、経理財務、法務
●勤務地／東京都、石川県、富山県、大阪府、茨城県、神奈川県、栃木県、福島県、（その他　海外現地法人）
●初任給／【事務系】208,200円  【技術系】239,200円    ●勤務時間／8：00〜16:45
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、GW、夏期休暇　年間休日128日

システムテクニカルサービス株式会社 ソフトウェア

所在地 〒550-0003　大阪市西区京町堀1-6-2　肥後橋ルーセントビル７Ｆ URL http://www.eikog.co.jp
企業情報 ●設立 1978年7月 ●売上高 7億6,000万円（2019年9月実績） ●従業員数 95名（2020年1月）

事業内容
ソフトウェアの企画、受託業務、および情報処理技術者要員の派遣を行っています。古くからの長く安定したお客様とのお仕事が中心
ですので安心してご応募いただけます。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／ソフトウェア技術者　●勤務地／京阪神　●初任給／【学部卒】202,000円 　【修士卒】210,000円
●休日・休暇／土日週休2日制、祝日、年末年始、有給休暇、ほか　※年間所定休日125日
●勤務時間／09:00〜18:00

Joyson Safety Systems Japan株式会社 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/
企業情報 ●設立 2018年4月 ●売上高 1,099億8,700万円 ●従業員数 1,046名（2020年1月）

事業内容
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

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

↑入社後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

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／開発、設計、試験評価、生産技術、品質管理など　●勤務地／滋賀県　●初任給／【学部卒】204,000
円 　【修士卒】222,000円 　●休日・休暇／週休2日制（土・日）、年末年始、年間休日日数121日　●勤務時間／08:30
〜17:15　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［ペン、クリアファイルを差し上げます！］

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/
企業情報 ●設立 1950年6月 ●売上高 連結　409億7,400万円（2019年3月期） ●従業員数 285名（2019年3月）

事業内容
★国内シェアＮｏ．１★　完全オーダーメイドの業務用空調機メーカーです。研究開発～設計～製造～販売～メンテナンスまでの一貫
体制。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／総合職　　●勤務地／大阪、東京、名古屋、神奈川、岡山ほか
●休日・休暇／完全週休2日制（2019年度休日：127日）
●入社後１年間のローテーション研修で複数部署を経験できます。

株式会社京都ソフトウェアリサーチ ソフトウェア

所在地 〒600-8482　京都市下京区堀川通綾小路下ル綾堀川町２９３番地１　堀川通四条ビル4階 URL http://www.kyoto-sr.co.jp/
企業情報 ●設立 1990年4月 ●売上高 1億2,028万円（2019年9月実績） ●従業員数 10名（2020年1月）

事業内容
自社製品のライセンス提供と受託開発。データを安全に保護する組込みシステム向けファイルシステムを20年以上の知見をもって提供する国内唯一
の専業メーカです。受託開発では、Linux、組込みシステム、IoT、AI関連、研究試作など難易度の高い先端技術開発に携わっています。

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

↑入社後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

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／ソフトウェア開発技術、技術営業　●勤務地／本社　●初任給／【学部卒】275,000円 　【修士卒】
300,000円（年俸12ヵ月支給）　●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数125日　●勤務時
間／9:00〜18:00（基本例：専門業務型裁量労働制適用）　★★ブース訪問特典★★［「Fugue」ロゴ入ストラップ］
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

非公開とさせていただきます

採用情報
●採用職種／総合職　　　●勤務地／東京・大阪　　　●初任給／【学部卒】203,000円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数124日　　●勤務時間／09:00〜17:30

太陽工業株式会社 メーカー

ダイニック株式会社（東証一部上場） 繊維

所在地 〒105-0004　東京都港区新橋6-17-19　新御成門ビル7Ｆ URL https://www.dynic.co.jp
企業情報 ●設立

太陽金網株式会社 専門商社・ﾌｧﾌﾞﾚｽﾒｰｶｰ

所在地 〒542-0081　大阪市中央区南船場1-11-7 URL http://www.twc-net.co.jp/

1919年8月 ●売上高 連結　404億2,600万円（2019年3月実績） ●従業員数 599名（2019年3月）

ＯＢ・ＯＧ情報➡5年以内の入社実績あり

採用情報
●採用職種／研究・製品開発、生産設備技術、営業　　●勤務地／東京本社、大阪営業所、名古屋営業所、埼玉工場、滋賀工場、
王子工場、富士工場、真岡工場　　●初任給／【大卒】210,500円　　【院卒】227,000円　●休日・休暇／会社歴週休2日、年次有給、
慶弔、リフレッシュほか　※年間休日116日　●勤務時間／本社・営業所／8：50～17：45、工場／8：00～17：00

ダイキン工業株式会社 機械

所在地 〒530-8323　大阪府大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル URL http://www.daikin.co.jp
企業情報

物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

↑入社後活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！↑ ＯＢ・ＯＧ情報➡

↑入社後活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！↑

事業内容
書籍装幀材、文具紙工品用クロス、コンピュータリボン、銀行通帳用クロス、名刺ハガキプリンタ、有機ＥＬ用水分除去シート、壁紙、
床材、自動車内装材、フィルタ、衣料用接着芯地、食品用包材等の製造・加工及び販売

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

星和電機株式会社 電機

所在地 〒610-0192　京都府城陽市寺田新池36 URL https://www.seiwa.co.jp/
企業情報 ●設立 1949年1月 ●売上高 連結　203億9,000万円（2019年3月実績） ●従業員数 622名（2019年3月現在）

5年以内の入社実績あり

採用情報
●採用職種／総合職(技術系・営業系)　●勤務地／本社工場又は、全国支社・営業所　●初任給／【院了】227.200
円　【大卒】209.200円　【高専卒】183.200円　【短大卒】177.200円  ●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、祝日、年
末年始、夏季休暇、年次有給休暇、慶弔休暇　年間休日126日  ●勤務時間／09:00〜17:45

事業内容
「道路情報表示システム」「LED特殊照明」「ノイズ対策製品」「ダクト製品」など多種多様な技術を複合し、社会に役立つものづくりを
行っております。

応用生物

企業情報 ●設立 1945年11月 ●売上高 連結　70億円（2019年7月実績） ●従業員数 190名（2020年1月）

事業内容

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

1934年2月 ●売上高  2兆4,811億円（2019年3月末） ●従業員数 連結　76,484名●設立

金網の卸売業から始まり、時代と産業のニーズを常に先取りし、金網技術がもつ広範な可能性を付加価値に結びつけ、多彩な販売製品群を広げてきました。金網製品はも
とより、EMI対策製品、熱対策製品などを主軸に、独自の技術をベースに最新技術を取り込みながら、専門商社・ファブレスメーカーとして次世代に向けた新たな価値の創出
をお客様と共に目指しています。

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

↑入社後活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！↑ ＯＢ・ＯＧ情報➡

事業内容 各種空調機器、油圧機器、フッ素化学製品、電子機器等の研究・開発・製造・販売およびアフターサービス

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術系総合職、事務系総合職　●勤務地／本社、支社、製作所を中心に全国各地及び海外拠点
●初任給／【学部卒】225,000円 　【修士卒】244,800円  ●休日・休暇／週休2日制（土日祝日）、夏季、年末年始、年
間休日124日 ●勤務時間／本社・支社：9:00～17:30　製作所：08:30～17:00

1947年10月 ●売上高 432憶円（2018年12月実績） ●従業員数 517名（2018年12月）

事業内容
建築・土木・物流などさまざまな分野における、膜面技術を応用した構造物・設備資材の企画・設計・製造・施工・販売。東京ドームを
はじめとするスポーツ施設、大学、鉄道の駅など、皆さんの知っている建築物にも数多く当社の膜構造技術が用いられています。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／　総合職（営業系、事務系、技術系）　●勤務地／　東京、大阪　他
●初任給／【学部卒】240,000円 　【修士卒】260,000円　●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間
休日日数123日以上　●勤務時間／09:00〜17:30
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

東京エレクトロングループ 精密機器

所在地 〒107-6325　東京都港区赤坂5-3-1　赤坂Bizタワー URL https://www.tel.co.jp/careers/regular/

●設立 1954年11月18日 ●売上高 203億円（2019年3月） ●従業員数 650名（2019年3月）

事業内容
流体（液体・気体・蒸気）の流れている量をはかる「流量計」と、タンク内の貯蔵量をはかる「液面計」の専業メーカー。これら流量計測
機器の製造、販売および保守を行っています。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

↑入社後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

1963年11月

●採用職種／　総合職　　　　●勤務地／　滋賀県・東京都　他　　　●初任給／【学部卒】230,000円 　　【修士卒】
245,000円　【博士卒】265,000円　●休日・休暇／土曜日、日曜日、祝日、年末年始 等、●勤務時間／9:00～17:30
〔休憩60分〕部署によりフレックスタイム制度の適用あり

タテホ化学工業株式会社 化学・化粧品

所在地 〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台4-2-5　御茶ノ水NKビル 4階 URL

企業情報 ●設立 1950年8月 ●売上高 532億8,800万円（2018年12月期単体） ●従業員数 500名（2019年7月現在）

事業内容
電通グループにおけるイベント＆スペース領域の中核企業。
専門の人材とノウハウの集約により、企画からデザイン、演出・制作・運営、デジタルマーケティングとの統合までをワンストップでプロデュースし高度なサービスを提供する
会社です。

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

ＯＢ・ＯＧ情報➡入社実績あり

採用情報
●採用職種／総合職　　●勤務地／大阪　　●初任給／【大卒】関西支社：212,500円　試用期間あり（6か月）　　●休
日・休暇／完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年次有給休暇初年度10日、リフレッシュ有給休暇（5日）、LIVE
特別休暇（6日）、ボランティア休暇（7日）、その他有給休暇（結婚・出産・慶弔などに関する休暇）あり

企業情報 ●設立

タカラバイオ株式会社 医薬品

所在地 〒525-0058　滋賀県草津市野路東七丁目4番38号 URL http://www.takara-bio.co.jp/
企業情報 ●設立 2002年4月 ●売上高 連結　358億4,100万円（2019年3月実績） ●従業員数 1,483名（2019年9月）

株式会社電通ライブ 広告（イベント・スペース制作）

所在地 〒530-8228　【関西支社】大阪市北区中之島3-2-4中之島フェスティバルタワー・ウエスト16F URL https://www.dentsulive.co.jp/

↑入社後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

採用情報

事業内容
バイオテクノロジー研究に必須な研究用試薬や理化学機器、研究受託サービスを世界中の研究者に提供しています。遺伝子医療分野では、遺伝子
工学研究分野で培われた技術を基に、がんの遺伝子治療や細胞医療といった先端医療技術の開発を進めています。

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

https://tateho.co.jp/

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

↑入社後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

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／研究開発、製造技術等　　●勤務地／東京都、兵庫県、福岡県　●初任給／【学部卒】206,000円
【修士卒】221,000円　●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、夏期休暇、年末年始、年間休日日数130日
●勤務時間／08:30〜17:15　　　　　★★ブース訪問特典★★［　弊社商品サンプル　　］

企業情報 ●設立 1966年8月 ●売上高 連結　100億円 ●従業員数 288名（2020年1月）

事業内容
海水から塩を分離した後に残る苦汁（にがり）を有効活用して、大型トランスに欠かせない製品である高級電磁鋼板用酸化マグネシ
ウム、電気ヒータ用絶縁材向けの電融酸化マグネシウムなど、高機能酸化マグネシウム製品の製造・販売を行っています。

●売上高 連結　1兆2,782億円（2019年3月実績） ●従業員数 12,742名（2019年3月）

↑入社後活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！↑

事業内容
弊社は機械・制御・物理・化学・材料等の最先端工学を結集した半導体・FPDを作る“装置”を開発～量産～販売～アフターサービス
を一貫体制で行える数少ない企業です。製品は高い技術力で世界マーケットでも常に上位を占めています。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術開発/フィールドサポート/営業職　●勤務地／国内（東京、岩手、宮城、山梨、熊本等）及び海外　●初任給／
【学部卒】190,300円 　【修士卒】205,500円　●休日・休暇／土日週休2日制、祝日、年末年始、有給休暇ほか（勤務地により一部休
日の振替変更あり）、年間休日日数125日　●勤務時間／09:30〜17:30（実働7.5時間、勤務地で開始時間異なる）

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/
企業情報

採用情報
●採用職種／技術職・営業職・技能職  ●初任給／【学部卒】206,500円  【修士卒】215,600円  ●勤務地／東京・横
浜など  ●休日／完全週休2日制（土・日）、祝祭日、年末年始、夏期、他　＜年間休日131日（2019年度）＞
●勤務時間／【本社・営業所】9:00～17:45　【横浜工場】8:30～17:15
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

企業情報 ●設立 1951年3月 ●売上高 連結　43億円（2019年6月期） ●従業員数 197名（2020年2月）

輸送用機器

所在地 〒220-8686　神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号 URL http://www.nissan-global.com/JP/
企業情報 ●設立 1933年12月26日 ●売上高 11兆5,742億円（2019年3月末現在） ●従業員数 22,791名（単独） 、138,893名（連結）

トクデン株式会社 電機

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

事業内容 自動車の製造、販売及び関連事業

応用生物 物質・材料 電子システム

●売上高

所在地 〒105-8001　東京都港区芝浦1-1-1 URL http://www.toshiba.co.jp/saiyou/

文系

↑入社後活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！↑ ＯＢ・ＯＧ情報➡

●採用職種／技術職(研究開発、開発設計、ＳＥ、品質管理等)、事務職(営業、総務・人事、経理、調達、法務等)　　●勤務地／本
社、支社、支店、工場、研究所（国内外を問わず）　　●勤務時間／標準労働時間7時間45分／日　　●初任給／【学部卒】212,500
円 　【修士卒】236,500円　　●休日・休暇／完全週休2日制（土曜・日曜）、祝日、年末年始、有給休暇等

企業情報 ●設立 1875年7月 ●売上高 連結　3兆6,935億円（2018年度） ●従業員数 128,697人（2019年3月31日現在）

↑入社後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

採用情報
●採用職種／　技術系職種(研究・開発、生産技術、品質保証、他)　　●勤務地／神奈川・栃木（初年度）　●初任給／【学部卒】
223,000円 　【修士卒】248,000円　●休日・休暇／週休2日制（※当社カレンダーによる、月5～8日）年間121日●勤務時間／8：30～
17：30※事業所により勤務時間帯は異なる※フレックスタイム制度あり

TOWA株式会社 精密機器

所在地 〒601-8105　京都府京都市南区上鳥羽上調子町５番地 URL http://www.towajapan.co.jp

株式会社東芝 電機

事業内容
エネルギー（火力・原子力・水力発電システム等）、社会インフラ（鉄道、上下水道システム、電波システム等）、電子デバイス（ＬＳＩ、ディスクリート等）、
デジタルソリューション（ＡＩ、官公庁向けシステム等）の事業領域で、様々な製品・サービスをグローバルに提供しています。

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

5年以内の入社実績あり

採用情報

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術職（開発、設計、製造）、営業職（技術営業）等　●勤務地／京都本社、国内・海外工場および事業所　●初任給
／【学部卒】211,300円 　【修士卒】232,300円　●休日・休暇／週休2日制（当社年間カレンダーに準ずる）、長期休暇（GW、夏期、
盆、年末年始）、年間休日日数125日（一斉有休休暇日2日を含む） ●勤務時間／08:30〜17:30

企業情報 ●設立 連結　282億7,200万円（2019年3月実績） ●従業員数 単体　512名（2019年3月）

事業内容
TOWAは半導体製造工程の”モールディング”で世界トップの技術とシェアを誇る半導体製造装置&超精密金型メーカーです。
当社の技術は、自動車、スマホ、家電製品、LED照明などに使用されており、皆さんの便利で快適な暮らしを陰で支えています。

情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

1979年4月

日産自動車株式会社

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。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／理系総合職（技術開発）、文系総合職　　　●勤務地／京都・滋賀　　　●初任給／【大卒】190,000円
【院卒】210,000円　●休日・休暇／週休2日制　土日、祝日、他（月に1回土曜日出勤あり）　※年間所定休日117日
食堂完備、社員寮5年間無償提供　●勤務時間／京都 8：30～17：00　滋賀 8：40～17：10

株式会社トプコン 精密機器

所在地 〒174-8580　東京都板橋区蓮沼町75‐1 URL https://www.topcon.co.jp/
企業情報 ●設立 1932年9月 ●売上高 連結　148,6億8800万円（2019年3月期） ●従業員数 4,932名（2019年3月末現在）

事業内容
眼科医療機器、眼科用電子カルテ、測量機器、構造物のメンテナンスシステム、ＩＴ土木・農業システム、３次元画像計測、高精度ＧＰ
Ｓなどの製造・販売

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／製品開発（機械・電気・光学・ソフト）、営業、企画他　●勤務地／東京都板橋区
●初任給／【学部卒】206,000円 　【修士卒】228,000円　　　　　　　 ●勤務時間／08:30〜17:15
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、GW、夏季、年末年始、年間休日日数128日
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

↑入社後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

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／研究（化学品・化粧品）、営業（化学品・化粧品）、生産技術、知的財産特許   ●勤務地／【営業職】東京・大阪・名古屋・福井　【その他職
種】福井　●初任給／【学部卒】202,200円 　【修士卒】217,540円 　＊時間外手当、交通費は該当する場合別途支給されます。　●休日・休暇／年間日
数123日（2019年度実績）、連続休暇（夏季・年末年始）、土・日・祝祭日、有給休暇、特別休暇（誕生日休暇・リフレッシュ休暇）、慶弔休暇など　【★ブー
ス訪問特典★】美容室専売品のハンドクリーム・ハンドローションを体感していただきます！

株式会社日水コン 建設コンサルタント

所在地 〒163-1122 東京都新宿区西新宿6-22-1（新宿スクエアタワー） URL http://www.nissuicon.co.jp
企業情報 ●設立 1959年5月 ●売上高 連結　180億6,000万円（2018年12月実績） ●従業員数 734名（2019年4月）

東拓工業株式会社 その他製造業

所在地 〒550-8668大阪市西区新町1-1-17 URL http://www.totaku.co.jp/
企業情報 ●設立 1952年5月 ●売上高 90億円 ●従業員数 360名（2020年1月）

名古屋電機工業株式会社 電機

所在地 〒490-1294　愛知県あま市篠田面徳29-1 URL https://www.nagoya-denki.co.jp/company
企業情報 ●設立 1958年5月 ●売上高 193億6300万円（2019年3月実績） ●従業員数 546名（2020年1月1日）

事業内容
道路などの情報板から気象センサーまで、情報の収集・分析・提供を実現するソリューションとしてトータルサポートする情報装置事
業と、X線や画像処理などの技術を使用した基板実装ラインの全プロセスで、安定し精度の高い品質管理を提供する検査装置事業

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／研究開発、製品設計、国内営業、品質検査、施工管理●勤務地／(愛知県あま市、東京、名古屋、大阪、
札幌、仙台、新潟、広島、高松、福岡、鹿児島　●初任給／【学部卒】210,000円 　【修士卒】230,000円●休日・休暇／週休2
日制(土・日)、夏季休暇、年末年始休暇、年間休日119日●勤務時間／08:30〜17:00(7時間45分/日　休憩12：00～12：45)

日華化学株式会社 化学品・化粧品

所在地 〒910-8670 　 福井県福井市文京4-23-1 URL https://www.nicca.co.jp/
企業情報 ●設立 1941年9月 ●売上高 501億8,800万円（2018年12月期） ●従業員数 1,479名（2018年12月末現在）

事業内容
界面活性剤・高分子を中心とするサーフェスサイエンスと、毛髪・皮膚科学を主とするライフサイエンスを基盤に、繊維加工をはじめ、
紙・パルプ、クリーニング、化粧品、医薬品など様々な分野のお客様に製品・技術を提供しています。

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

事業内容
 工業用・産業用ホース、電線・電力・通信ケーブル用保護管、土木用集排水管、橋梁関連資材など、フレキシブルパイプ・ホース等の
製造販売を通じて、人々の生活を支えるモノづくりをしています。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／総合職　　●勤務地／大阪、東京、全国主要都市　　●初任給／【学部卒】205,900円 　【修士卒】
217,800円　　●休日・休暇／完全週休2日制（土・日、祝日、年末年始、年間休日日数128日　　　●勤務時間／技術
本部・営業本部・管理本部　9:00〜17:45　製造本部　08:30～17:15

レンゴー株式会社 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25階 URL https://www.rengo.co.jp/
企業情報 ●設立 1920年5月 ●売上高 連結　6,531億700万円（2019年3月期、連結） ●従業員数  16,968名（2019年3月31日現在、連結）

事業内容
段ボール国内シェアNo.1！レンゴーはあらゆる産業の包装ニーズに応える、BtoBの総合包装企業です。
ものづくりやパッケージそのものに興味がある方、是非一度レンゴーの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 デザイン 建築 繊維 文系

↑入社後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

採用情報
●採用職種／【文】営業、管理　【理】生産管理、技術開発、研究、包装技術ほか●勤務地／本社（大阪・東京）、ほか全国各事業
所●初任給／【学部卒】229,000円 　【修士卒】251,000円●休日・休暇／完全週休2日制、国民の祝日・休日、夏季休日2日、年末
年始　※工場勤務は年間123日、●勤務時間／7時間30分（本社部門勤務の場合）、7時間45分（工場勤務の場合）

上水道・下水道・河川・環境・海外分野を網羅する水インフラの総合コンサルタント（水コンサルタントの業界No.1の売上を誇るリーディングカンパ
ニー）です。水インフラの計画や設計から財務・経営計画に至る広範なコンサルティングにより海外を含めた国や地域に貢献しています。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／　建築・建築機械・電気　●勤務地／東京・大阪・北海道　●初任給／【学部卒】203,000円 【修士卒】
223,000円　●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数125日、●勤務時間／09:30〜17:30

事業内容
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✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

企業情報

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

応用生物 物質・材料 電子システム

●従業員数 265名（2019年4月）

事業内容

●創業 1946年11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

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／システムエンジニア ●勤務地／東京都中央区 ●初任給／【学部卒】211,000円 【修士卒】230,000円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、有給休暇ほか　年間休日日数126日
●勤務時間／フレックスタイム制（コアタイム：11:00～15:00）、標準労働時間8時間/日

不二建設株式会社 建設

●売上高 400億円（2019年3月実績）

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。

応用生物 物質・材料

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／技術系職員、技術系事務職員　●勤務地／北海道、東京、愛知、大阪【総合職、地域限定職(転勤無し)】
●初任給／【大卒】183,500～228,000円　　【院卒】190,500～236,000円　●勤務時間／09：00～17：30
●休日・休暇／土日完全週休2日制、祝日(交代勤務あり)、年次有給休暇ほか。 ★ブース訪問特典［パラパラメモ帳］

パナソニック デバイスシステムテクノ株式会社 デバイス設計開発

所在地 〒617-8520 京都府長岡京市神足焼町1番地 URL https://www.panasonic.com/jp/company/pidst.html

企業情報 ●設立 1997年1月 ●売上高 連結　113億円（2018年実績） ●従業員数 777名（2020年1月）

事業内容
私たちは、自動車・環境・エネルギー・デジタルＡＶ等に向けたデバイス領域における世界最先端の技術力を武器に、人々の生活に
直結する製品の「心臓部」を開発しています。”産業のコメ“とも呼ばれるそれらを通じ、暮らしの進化を支えています。

1957年10月 ●売上高 連結　127億円（2019年3月実績） ●従業員数 1,255名（2019年4月）

↑入社後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

採用情報
●採用職種／ソフトウェア、ハードウェア開発技術者　　　　●勤務地／長岡京(京都)・佐江戸(横浜)・西門真(大阪)
●初任給／【学部卒】212,500円 　【修士卒】236,500円　　●勤務時間／08:30〜17:15
●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、祝日、夏季休暇(10日間)、年末年始休暇(初年度より22日)、年間休日日数128日

株式会社日吉 その他サービス

所在地 〒523-8555　滋賀県近江八幡市北之庄町908 URL https://www.hiyoshi-es.co.jp/

事業内容
中立・公正な第三者機関として、官公庁、団体、一般企業から委託を受け、食品・薬事・環境等の幅広い分野で分析試験を行い、高
品質なデータを提供し、お客様の課題解決を支援しています。

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

↑入社後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

一般財団法人日本食品分析センター その他サービス

情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

1958年12月 ●売上高 75億円（2018年度実績） ●従業員数 314名

事業内容
水・大気など環境試料や食品の分析測定、上下水道施設などインフラ施設の維持管理、廃棄物処理や道路維持管理、工業薬品販
売などの事業を幅広く手掛け各種サービスを“ONE-STOP”で対応できる環境トータルサポート企業です。

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

企業情報 ●設立

所在地 〒564-0051　大阪府吹田市豊津町3-1　 URL https://www.jfrl.or.jp
企業情報 ●設立

↑入社後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

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／分析研究職、施設維持管理技術職、営業職（総合・薬品販売）、総務総合職（人事・労務・広報）、システムエンジニア　●勤務地／滋賀
本社、他各営業所所在地　●基本給／【学部卒】205,000円 　【修士卒】215,000円　●休日・休暇／年間休日108日(隔週2日制、祝日、年末年始、有給
休暇入社3ヶ月で付与　計画付与日あり）●勤務時間／08：15〜17:15 他       ★★ブース訪問特典★★［非売品配布有］

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5階 URL http://www.0004s.com/
企業情報 ●設立 2009年9月 ●売上高 5.9億円（2019年8月実績） ●従業員数 33名（2020年1月）

電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

↑入社後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

採用情報
●採用職種／施工管理、設計（意匠・構造・設備）※学部卒可、営業　●勤務地／関西支社・東京支社●初任給／
【学部卒】230,000円 【修士卒】232,500円※作業所手当（ 10,000円）・営業手当（ 50,000円）・時間外手当（営業職除く）
他　●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、夏季、年間休日130日、●勤務時間／08:30〜17:00
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

株式会社堀場製作所（HORIBAグル－プ） 精密機器

所在地 〒601-8510　京都市南区吉祥院宮ノ東町2 URL http://recruit.horiba.com/
企業情報 ●設立

↑入社後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

採用情報
●採用職種／総合職　●勤務地／京都、滋賀、東京ほか　●初任給／【学部卒】216,200円 　【修士卒】241,800円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数122日、●勤務時間／08:30〜17:15

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://recruit.murata.com/ja-jp/ 
企業情報 ●設立

↑入社後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

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／研究開発、設計、社内SEなど　　●勤務地／滋賀、大阪など　　●初任給／【学部卒】212,000円 　【修
士卒】236,000円   ●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、GW、夏季、年末年始、年間休日122日　　●勤務時間
／8：30～17：15　本社8：40～17：25   ★★ブース訪問特典★★［　フジテックオリジナル付箋　　］

フジテック株式会社 輸送用機器

所在地 〒522-8588　滋賀県彦根市宮田町591-1 URL https://www.fujitec.co.jp/
企業情報 ●設立 1948年2月 ●売上高 連結　1,707億5,900万円（2019年3月実績） ●従業員数 2,982名（2019年3月/単体）

事業内容
フジテックは、エレベータ・エスカレータの開発から保守に至るまで、業界でも稀な自社一貫でフルラインサービスを提供する昇降機の総合メーカーで
す。70年の歴史で培った高い技術と自社一貫体制により、世界最長エレベータや高級ホテル、大型ビルなど数多くの納品実績を残しています。

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

企業情報 ●設立 1948年2月 ●売上高 914億円(2018年1月1日～2018年12月31日) ●従業員数 1,376名(2018年12月31日)

プラス株式会社 製造業及び卸売業

所在地 〒105-0001　東京都港区虎ノ門4-1-28　虎ノ門タワーズオフィス12階 URL https://www.plus.co.jp/

情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系電子システム

事業内容
文具・事務用品やオフィス家具の企画、製造、販売及びオフィスや学校、病院、ホテルなど様々な空間のイゴコチをデザインしていま
す。人のクリエイティビティを触発するモノ、空間提案を通し、生活文化、企業価値の向上に貢献しています。

応用生物 物質・材料

物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

↑入社後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

採用情報
●採用職種／総合職、専門職（オフィス家具の製品開発、文具・事務用品の生産管理技術）
●勤務地／東京都及び全国各事業所(主要都市)　●初任給／【学部卒】216,300円 【修士卒】226,300円
●休日・休暇／週休2日制（土・日 ※部門により年最大3日の土曜日出勤あり）　●勤務時間／9:00〜17:30

前田建設工業株式会社 建設

所在地 〒102－8151東京都千代田区富士見2-10-2 URL http://www.maeda.co.jp/

↑入社後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

採用情報

●採用職種／建築施工、設計、土木、技術・情報、事務　　●勤務地／全国各地の本・支店、作業所、営業所 、海外事業所
●初任給／【大卒】240,000円　　【院卒】260,000円
●休日・休暇／日曜日、土曜日、祝祭日、年末年始、年次有給休暇（１０日～２０日、最高４０日） 、結婚休暇、忌服、永年勤続休暇、ボラン
ティア休暇、エコ休暇、裁判員休暇、子女の看護休暇、妊婦の通院休暇、産前産後休暇、妻の出産休暇、介護休暇

企業情報 ●設立

●従業員数 7,943名（2018年12月）

事業内容 【自動車・環境・半導体・医用・科学】分野の分析計測機器の開発・製造・販売およびサービス

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

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

1946年11月 ●売上高 連結　4,921億円（2019年3月実績） ●従業員数 4,012名（2019年3月/連結）

事業内容
事務系：総務、人事、経理、現場事務、営業、経営企画、広報、情報など
技術系：施工管理、設計、設備、機電、研究開発、経営企画、情報など

応用生物

1950年12月 ●売上高 連結　1,575,026百万円 (2019年3月期) ●従業員数 連結/77,571名 (2019年3月31日現在)

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

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術系/事務系総合職　●勤務地／京都・滋賀・東京・横浜　他　●初任給／【学部卒】 212,500円
【修士卒】236,500円  ●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数123日
●勤務時間／08:30〜17:00
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

由利ロール株式会社 精密機器

所在地 〒615-0037　京都市右京区西院南井御料町６－４ URL https://www.yuri-roll.jp/
企業情報 ●設立 1955年1月 ●売上高 連結　25億円（2019年12月予定） ●従業員数 75名（2019年12月）

事業内容
紙､フィルム、壁紙、不織布、外壁材、電子回路基板、リチウム電池等の仕上加工機械及び各種ロールの製造、販売。近年では、リチウムイオン二次
電池やモバイル端末向基板といった電子機器にも広く利用され、炭素カーボン繊維といった新素材の開発にも貢献しております。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／設計開発職、技術営業職、生産・製造技術職　　●勤務地／京都本社
●初任給／【大卒】216,000円～221,000円　　【院卒】224,000円～239,000円　　●勤務時間／8：30～16：45
●休日・休暇／土日週休2日制、祝日、夏季、年末年始、有給休暇　※年間所定休日127日

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/
企業情報 ●設立 1954年8月 ●売上高 84億8,700万円（2019年9月期　海外連結売上高） ●従業員数 318名（2019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

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

↑入社後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

採用情報

採用職種：開発技術職、製造技術職、営業職 （国内営業、海外営業）、文系総合職（若干名）　勤務時間：8：30～17：20
初任給：大学院卒　225,000円、 大学・高専専攻科卒　210,000円、高専本科卒　193,000円、技術短大卒　187,000円、高卒　170,000円
休日：年次有給休暇（入社初年度は入社時に10日間。最高で年間20日間。半日単位で取得可能）、国民の祝日、年末年始、夏季休暇、
　　　結婚･出産、忌引･法要等の慶弔休暇、介護休暇、子の看護休暇、育児･介護休業　ほか　※年間休日124日（2020年）＋年次有給休暇

ヤンマー株式会社 機械・電気

所在地 〒530-8311　大阪市北区茶屋町１－３２ URL http://www.yanmar.com/
企業情報 ●設立 ############ ●売上高 連結　7,966億円（2019年3月) ●従業員数 連結　20,135名（2019年3月）

事業内容
「世界の都市・大地・海で人々の豊かな暮らしを支えています」
農業機械、建設機械、空調機器・発電システム、小形・大形エンジン、工作機械、トランスミッション等の研究・開発・製造・販売

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術系総合職　●勤務地／日本全国、海外の各拠点　●初任給／【学部卒】218,500円  【修士卒】
238,700円　●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数129日（2019年度実績）　●勤務時
間／09:00～17:40 ※事業所により異なる　●各種保険・手当支給あり、寮・社宅あり、福利厚生充実

三菱電機株式会社 電機

所在地 〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3　東京ビル URL http://www.mitsubishielectric.co.jp/saiyo/

企業情報 ●設立 1921年1月 ●売上高 連結　4兆5,199億2,100万円（2019年3月実績） ●従業員数 145,817名（2019年3月）

事業内容
ビル、産業・ＦＡ、公共、エネルギー、交通、宇宙、通信、半導体・電子デバイス、空調・冷熱、ホームエレクトロニクス、ＩＴソリューション
等の分野でのあらゆる電気機器及びシステム技術の研究・開発・製造・販売

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／事務系・技術系総合職　●勤務地／本社及び全国の支社、製作所、研究所、事業所
●初任給／【学部卒】212,500円 　【修士卒】236,500円　●勤務時間／実働7時間45分
●休日・休暇／週完全週休2日制、年次有給休暇(初年度20日)、結婚休暇、ボランティア休暇等

利昌工業株式会社 化学・化粧品

所在地 〒530-0003　大阪市北区堂島２－１－９ URL http://www.risho.co.jp/
企業情報 ●設立 1921年10月 ●売上高 180億円（2019年3月実績・グループ含） ●従業員数 1,000名（2019年3月）

事業内容
当社の強みは、100年近い歴史で培われた独自の技術力と、独立系メーカーならではの自由度の高い開発環境。
そして、自己資本比率60％という健全な経営体制です。なかでも、ICカードの端子材料では世界シェア80％を誇ります。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／研究開発職、技術職、営業職(国内・海外)、管理部門、情報企画(社内ＳＥ)
●勤務地／研究開発：尼崎工場　技術：国内３工場いずれか　 営業：大阪・東京・名古屋 　管理：大阪本社
●初任給／【学部卒】208,552円 【修士卒】226,992円　●休日・休暇／完全週休二日制（弊社カレンダー） 誕生日休暇など

22



 2021卒京都工芸繊維大学大学合同企業説明会（キャリアミーティング）

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

memo 

2002年11月 ●売上高 連結　7,574億円　（2018年12月実績） ●従業員数 19,546人（2018年12月末）

事業内容
ルネサスは日本を代表する半導体企業として、世界中の企業に半導体ソリューションを提供する半導体メーカーです。世界トップクラ
スのシェアを誇るマイコン製品を軸に幅広い用途分野における半導体の研究・開発、設計・製造および販売を事業分野としています。

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

ルネサスエレクトロニクス株式会社 半導体

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/jp/ja
企業情報 ●設立

↑入社後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

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／技術開発職　●勤務地／東京、茨城、群馬、他　●勤務時間／09:00〜17:30
●初任給／【大卒】212,500円　【院卒】236,500円　●休日・休暇／土日週休2日制、祝日、年末年始、有給休暇、ほか
※年間所定休日132日　　　　　　★★ブース訪問特典★★［　ルネサスオリジナルグッズ　］

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 www.nissha.com
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 5,718名（2019年12月末現在）

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。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術系総合職・事務系総合職　●勤務地／京都・東京・石川・兵庫・滋賀・三重(※新入社員の配属予定勤務地)　●
初任給／【学部卒】211,600円 　【修士卒】230,900円　●休日・休暇／完全週休2日制・祝日・年末年始休暇など年128日(2019年
度)、有給休暇、夏季休暇、冬季休暇、特別休暇ほか　●勤務時間／09:00〜18:00 (部門・事業所により異なる) ※実働8時間

事業内容

23 



 2021卒京都工芸繊維大学大学合同企業説明会（キャリアミーティング）

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

２０２０年

３月２日（月）
　　　　　　　　10：00～17：40

ポスター展示コーナー

終日の展示となります。
※気になる企業の資料はご自由にお持
ち帰りください。

474億274万円（2019年3月実績） ●従業員数 246名（2020年2月）

事業内容
シリコン半導体を用いた光センサの応用製品の開発・設計、試作、評価、製造、販売。産業機器分野の光センサ、光センサモジュー
ルの開発、製造、販売が主な事業。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術職　　　●勤務地／福島県伊達市下志和田５３番地
●初任給／【学部卒】194,000円～ 　【修士卒】208,000円～
●休日・休暇／年間117日　　●勤務時間／08:30〜17:30

〒520-2152　滋賀県大津市月輪2丁目19番6号 URL

●設立 1965年12月 ●売上高

事業内容
総合エネルギーサービス業　●電力設備の保守点検、保安管理業務、及び竣工試験　●電力小売事業　●電気負荷平準化、省エネルギー化、及びCO2削減化に関する調
査、提案と実施　●リチウムイオン電池システムの販売、施工　●分散型自家用発電装置（コージェネ発電システムを含む）の販売、施工、整備　●そのほかエネルギー関
連の総合サービス

応用生物 物質・材料

〒960-0451　福島県伊達市下志和田５３番地 URL

●設立 1995年6月 ●売上高 16億5,000万円（2018年4月実績） ●従業員数 50名（2018年4月）

イー・エム・シー半導体株式会社 半導体

所在地 https://www.emc-scr.jp/
企業情報

電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

企業情報

https://www.eneserve.co.jp/

エネサーブ株式会社 電力

所在地

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術・営業　　●勤務地／全国の事業所
●初任給／【学部卒】200,000円 　【修士卒】210,000円　　●休日・休暇／年間126日（2019年度実績）
●勤務時間／08:30〜17:00

2007年9月 ●売上高 1億2891万円（2019年8月実績） ●従業員数 17名（2019年3月）

事業内容
科研テクノスは、クリエイティブな設計集団を擁し商業的に成功する企業を目指し、日々取引先様のカスタマイズな設計要望にお応え
しています。取引先である上場企業や官公庁の厳しい要求にも徹底品質でお応えしています！

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

企業情報

所在地 http://www.kyodo-sekkei.com
企業情報

共同設計株式会社 建築設計

↑入社後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

採用情報
●採用職種/建築意匠設計、構造設計、設備設計●勤務地/①大阪本社：大阪市北区（谷町線南森町駅より徒歩3
分）②東京事務所：東京都新宿区（JR総武線信濃町駅より徒歩1分）●初任給/【学部卒】210,000円～ 【修士卒】
220,000円～●休日・休暇/土日祝日、夏期休暇、年末年始、年次有給休暇各種特別休暇●勤務時間/9：00〜18：00

科研テクノス株式会社 電機

所在地 http://www.kakentechnos.jp

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術開発職　　●勤務地／本社　　●初任給／【大卒】200,000円　　【院卒】220,000円
●休日・休暇／週休2日制、祝日、年末年始、有給休暇、ほか　※年間所定休日117日
●勤務時間／8：30～17：30

530-0047　大阪府大阪市北区西天満5-10-14 URL

●設立 1957年12月 ●売上高 　５億円（2020年6月実績） ●従業員数 ５０名（2020年6月）

〒620-0955　京都府福知山市拝師765 URL

●設立

事業内容
公共施設、教育施設、福祉施設、商業施設、住宅等多岐にわたる案件の企画・計画・設計・監理をあつかっています。納期にゆとりの
ある案件が多く、丁寧に仕事を進められ、受注から計画書、設計、ＣＧ作成など工事終了までじっくり携わることができます。

物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系
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✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

入社実績あり

事業内容 セラミックス原料の製造販売、半導体熱処理用部材の製造販売

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／文系：営業・総務 他、理系：設計・製造 他　　●勤務地／大阪本社、大阪工場、東京工場 他 全国各工場営業所
●初任給／【学部卒】203,000円 　【修士卒】213,000円
●休日・休暇／日・祝・会社規定の日　　●勤務時間／08:30〜17:45

大平洋ランダム株式会社 窯業

〒931-8555　富山県富山市岩瀬赤田町１番地

事業内容
京都に本社を構えて90年を超える総合建設会社です。京都の河川橋梁に関連する大規模土木工事や京都駅ビル、京都スタジアムなどのランドマー
ク建築を行っています。また毎年琵琶湖で開催されている鳥人間コンテストのスタート台を40年近く作っています。ＯＢは3名おります。

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

↑入社後活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！↑ ＯＢ・ＯＧ情報➡

公成建設株式会社 建設

所在地 http://kohsei.heteml.jp/

↑入社後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

採用情報
●採用職種／総務・人事・経理、情報システム、調達、営業、研究開発、製造技術、生産技術 (装置開発・設計、精密加工)
●勤務地／山形県、東京都、神奈川県、愛知県、山口県、長崎県　●初任給／【学部卒】231,400円 　【修士卒】253,900円
●休日・休暇／128日（2019年実績）　●勤務時間／本社8：45-17：35　事業所ごと異なる

〒600-8322　京都市下京区五条通西洞院西入小柳町518

所在地 http://www.coorstek.co.jp/
企業情報

クアーズテック株式会社 窯業

URL

企業情報 ●設立 1983年1月 ●売上高 28億（2019年3月末実績） ●従業員数 162名〈2020年1月時点)

所在地 http://www.rundum.co.jp

URL

●設立 1928年7月 ●売上高 80億2,133万円（2019年3月実績） ●従業員数 124名（2020年2月）企業情報

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術・設計職　　●勤務地／本社（京都府宇治市）
●初任給／【学部卒】205,000円 　【修士了】222,000円　　●勤務時間／08:30〜17:15
●休日・休暇／年間休日122日（計画有休5日含む）　夏季・年末年始・GW・特別休暇等

独自の技術をもとに半導体や液晶パネル、バッテリーなどの製造装置に搭載する産業用電源装置の開発、製造。食品、薬品など
様々な業界向けの外観検査用照明装置の開発、製造。

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

京都電機器株式会社 電機

所在地 https://www.kdn.co.jp/〒611-0041　宇治市槇島町十六19-1 URL

●設立 1962年3月 ●売上高 　57億円（2019年3月実績）

●設立 2006年10月 ●売上高 連結　450億円（2018年12月実績） ●従業員数 連結　1,505名（2019年12月）

事業内容
クアーズテックは、日米100年の歴史を持つ、エンジニアリングセラミックスメーカーです。半導体関連をはじめ、液晶関連、一般産業
関連、環境関連、バイオ・医療関連などの各分野に向けて先端材料・高機能部品を提供しています。

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

●従業員数 160名（2020年1月）

事業内容

採用情報
●採用職種／施工管理　　●勤務地／京都を中心に関西エリアでの工事現場
●初任給／【学部卒】236,387円 ●休日・休暇／年間110日　　●勤務時間／08:00〜17:00

〒574-0061　大阪府大東市大東町10-10 URL

●設立 1979年2月 ●売上高 連結　14億9,600万円（2019年6月実績） ●従業員数 117名（2020年2月）

事業内容 紙器・段ボール用パッケージ抜型の企画・設計・製造販売。パッケージ製造工程における資材の製造販売。

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

大創株式会社 諸工業

所在地 https://www.daiso-net.com/
企業情報

〒141-0032　東京都品川区大崎2-11-1　大崎ウィズタワー　10階 URL

ＯＢ・ＯＧ情報➡実績なし

採用情報
●採用職種／製造、開発、工程管理、総務　　●勤務地／富山
●初任給／【学部卒】203,170円 　【修士卒】214,580円
●休日・休暇／年間118日（基本土日休み 会社カレンダーによる）　●勤務時間／08:30～17:00

↑入社後活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！↑
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✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

株式会社ツカサテック 建設

所在地 〒533-0032　大阪市東淀川区淡路5丁目19番26号 URL http://www.tsukasatec.co.jp
企業情報 ●設立 2003年6月 ●売上高 　10億1,200万円（2019年09月実績） ●従業員数 15名（2020年2月）

事業内容
全国のコンビナート等にそびえ立つ高層煙突等の【設計×施工×調査診断】に専門特化した、煙突総合エンジニアリング事業を展
開。定着率97％／自己資本比率50.3％／14期連続黒字決算の堅実経営を続ける技術者集団です。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／構造設計職、施工管理職　　●勤務地／本社（大阪市東淀川区）
●初任給／【学部卒】220,000円～ 　【修士卒】240,000円～　●休日・休暇／日・祝、土は月3-1休、夏季、年末年始、
年次有給休暇、育児・介護休暇、特別休暇　　●勤務時間／08:45〜17:45（実働7.5h）

株式会社デンソークリエイト ソフトウェア

所在地 〒460-0003  愛知県名古屋市中区錦2-14-19　名古屋伏見Kスクエア URL http://www.denso-create.jp/
企業情報 ●設立 1991年2月 ●売上高 44億2,000万円 （2019年3月期） ●従業員数 264名（2019年4月）

事業内容
当社はデンソーグループにおけるソフト開発の中核企業として次世代のクルマとクルマ社会へ向けた研究・先行開発に特化した会社
です。最近であれば自動運転に代表される先進運転支援システムやコネクティッドなど様々な開発が行われています。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／ソフトウェアエンジニア　　●勤務地／愛知県名古屋市
●初任給／【学部卒】207,000円～ 　【修士卒】229,000円～●休日・休暇／完全週休二日制
●勤務時間／コアタイムなしのフルフレックス制度　出勤退社時間は自由に設定可能

株式会社天然社 空間デザイン・ディスプレイ

所在地 〒153-0062 東京都目黒区三田１丁目１１−番 1 号 YTタナカビルディング URL http://ten-nen-sha.co.jp/recruit/
企業情報 ●設立 1993年1月 ●売上高 23億5,000万円（2018年12月実績） ●従業員数 28名（2019年1月時点）

事業内容 商環境づくりの調査、コンサルティング、企画、デザイン設計、制作施工／空間デザイン・ディスプレイ・建築設計

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

↑入社後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

採用情報

レストラン、物販店など専門店のプロジェクトマネジメントを担う【ディレクター（施工監理・進行管理）採用】【デザイナー採用】
クライアントの”想い”や”課題”をデザインし、具現化する。それが天然社の仕事です。建設・建築業界は、構造物や建築物そのも
のを建てる「建設」と「建築」が主だって見られがちですが、当社は建物の中の使い心地や居心地を創造し快適に過ごす空間をつく
るインテリアデザイン・空間デザインの業界に属します。

株式会社中藏 建設

所在地 〒604-8375　京都市中京区西ノ京池ノ内町24-12 URL https://th-nakakura.co.jp/
企業情報 ●設立 1985年2月 ●売上高 連結　13億6,200万円（2019年6月実績） ●従業員数 15名（2020年2月）

事業内容 注文住宅、リフォーム、町家改修、公共工事、教育施設等の設計施工

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／正社員　　●勤務地／京都市中京区
●初任給／【学部卒】195,000円 　【修士卒】195,000円
●休日・休暇／土、日、会社指定日（年間105日）　　●勤務時間／08:00〜17:30

日本黒鉛工業株式会社 黒鉛粉末・黒鉛関連製品

所在地 〒520-0851　滋賀県大津市唐橋町9-22 URL http://www.n-kokuen.com/
企業情報 ●設立 1919年3月 ●売上高 70億2300万円（2019年3月実績：グループ売上） ●従業員数 245名（2020年2月）

事業内容
黒鉛粉末、黒鉛塗料、電子部品、各種電池材料の製造・開発・販売。製品は、素材・材料として国内外の幅広い産業に使用されてい
ます。近年、新工場竣工。Liイオン電池等のエネルギー関連の研究開発に注力中。経産省地域未来牽引企業。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／研究開発職　　●勤務地／瀬田工場：滋賀県大津市栗林町5-1　（JR東海道線瀬田駅より車で10分）
●初任給／【学部卒】221,000円 　【修士卒】231,000円●休日・休暇／土・日、GW、夏季、年末年始。年間合計116日
●勤務時間／08:00〜16:45
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

日本バイリーン株式会社 繊維

所在地 〒104-8614 東京都中央区築地五丁目６番４号 URL http://www.vilene.co.jp/recruit/
企業情報 ●設立 1960年6月 ●売上高 72,511百万円（2018年12月） ●従業員数 連結2,685人　単体876人

事業内容
原料・製法・加工法の組み合わせにより、無限の可能性をもつ素材、「不織布」
身のまわりのものから先端技術分野まで、幅広い分野で事業展開しています。（自動車・電気・工業・空調・メディカル・衣料他）

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

↑入社後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

採用情報
【技術系職種】技術・生産・研究・エンジニアリング
幅広い知識を持った技術者が活躍しています。
マイナビからエントリー後、会社説明会にお越しください。

フロイント産業株式会社 機械/化学メーカー

所在地 〒160－0023　東京都新宿区西新宿6-25-13　フロイントビル URL http://www.freund.co.jp/
企業情報 ●設立 1964年4月 ●売上高 184億円（2019年2月期） ●従業員数 連結425名（2019年2月現在）

事業内容
〇医薬品、食品、化学などの業界向け造粒・コーティング装置の製造販売およびプラントエンジニアリング
〇医薬品添加剤、食品品質保持剤、栄養補助食品などの開発・製造販売

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

↑入社後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

採用情報

●採用職種／①営業職　②設計職（機械装置）　③開発職　④プロダクトエンジニアリング職
●勤務地／東京都新宿区　、　大阪府吹田市　、　静岡県浜松市
●初任給／【学部卒】211,000円～ 　【修士卒】229,000円～　●休日・休暇／土・日、祝日、夏季休暇（3日間）
●勤務時間／09:00〜17:30

三菱マヒンドラ農機株式会社 機械

所在地 〒699-0195　島根県松江市東出雲町揖屋667-1 URL https://www.mam.co.jp/
企業情報 ●設立 1980年2月 ●売上高 連結　436億円（2018年度実績） ●従業員数 260名（2019年4月）

事業内容 各種農業機械（トラクタ、田植機、コンバイン）の開発設計、機械設計、制御関係設計、実験解析

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／開発設計職　　　　　●勤務地／島根県松江市東出雲町
●初任給／【学部卒】199,260円 　【修士卒】217,740円
●休日・休暇／完全週休2日制　　●勤務時間／08:15〜17:00

株式会社レクザム 電機

所在地 〒761-1494　高松市香南町池内958　（香川工場にて採用実施） URL http://www.rexxam.co.jp
企業情報 ●設立 1960年1月 ●売上高 　581億円（2018年12月実績） ●従業員数 1,220名（2019年4月）

事業内容
エレクトロニクス応用製品（電子コントローラ、医療機器他）、半導体製造装置関連機器、自動車部品、精密機械加工品、スキーブー
ツ、地ビール、乾燥剤などの開発・設計・製造・販売

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術職　●勤務地／香川県高松市　●初任給／【学部卒】213,000円 【修士卒】226,000円
●休日・休暇／完全週休2日制（土日）　●勤務時間／08:00〜17:10

27 



 2021卒京都工芸繊維大学大学合同企業説明会（キャリアミーティング）

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

２０２０年

３月２日（月）
　　　　　　　　10：00～17：40

資料展示コーナー
終日の展示となります。
※気になる企業の資料はご自由にお持
ち帰りください。

株式会社イエローハット 総合商社

〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-7-4 URL http://www.yellowhat.jp/
●設立 1962年3月 ●売上高 連結　1,392億円（2019年3月実績） ●従業員数 178名（2019年3月）

所在地

企業情報

●採用職種／総合職　　●勤務地／本社（東京都千代田区）または、埼玉本部（埼玉県戸田市）
●初任給／220,500円　　●休日・休暇／年間休日110日　　●勤務時間／08:50〜17:50

株式会社NTTデータアイ ＩＣＴ

〒162-0824　東京都新宿区揚場町1-18 飯田橋ビル URL https://www.nttd-i-saiyo.jp

自動車用部品及びカーアクセサリーの販売（卸売及び小売）を主要な事業としており、カー用品専門店「イエローハット」のチェーン
本部として、加盟企業、子会社の店舗運営を支援しています。

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

↑入社後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

採用情報

所在地

事業内容

●設立 1990年2月 ●売上高 486億円（2019年3月実績） ●従業員数 1,853名（2019年4月）

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

文系

↑入社後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

採用情報
●採用職種／システムエンジニア（総合職）　　●勤務地／東京近郊（豊洲／吉祥寺／新宿／日比谷／築地／品川　ほか）　　●初
任給／【学部卒】月給210,510円 　【修士卒】223,630円　（固定残業制なし／諸手当は別途支給）　●休日・休暇／所定休日：126日
（2019年度）、土日祝日、年末年始、夏季、有給休暇　ほか　　●勤務時間／7.5時間（9:00〜17:30）　＊フレックス制あり

企業情報

事業内容 公共・社会基盤・ヘルスケア分野のシステムインテグレーション事業

京都商工会議所 各種機関・団体

〒600-8565　京都市下京区四条通室町東入京都経済センター7階 URL https://www.kyo.or.jp/kyoto/
●設立 1882/10/9 ●売上高 事業規模23億円（2019年4月実績） ●従業員数 107名（2019年4月）

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

所在地

企業情報

事業内容 地域総合経済団体

↑入社後活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！↑ ＯＢ・ＯＧ情報➡非公開とさせていただきます

採用情報
●採用職種／総合職（事務職）　　●勤務地／京都市内　　●初任給／【学部卒】205,800円 　【修士卒】205,800円
●休日・休暇／完全週休2日制（土・日曜日）・祝日・年末年始・下記特別休暇等　　●勤務時間／09:00〜17:00

京都信用金庫 地銀・信用金庫

所在地 〒600-8005　京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町７ URL http://www.kyoto-shinkin.co.jp/
企業情報 ●設立 1923年9月 ●売上高 363億7600万円 ●従業員数 1635名

事業内容 信用金庫法の基づく金融業務全般（預金・融資・為替・その他付随業務）

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／営業（企業・個人）、融資（企業・個人）、くらしのアドバイザー、本部事務　※募集職種に関しては、一般
職と総合職の区別はありません。　●勤務地／京都、滋賀、大阪　●休日／土曜・日曜、祝休日、年末年始（一部、
土日出勤のセクションあり）　●勤務時間／8:30～17:00（休憩1時間）(ただし月末等の特定日は8:30～18:00)
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京都中央信用金庫　 地銀・信用金庫

所在地 〒600-8009　京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 URL https://www.chushin.co.jp/
企業情報 ●設立 1940年6月 ●預金量 4兆7,302億円（2019年9月実績） ●従業員数 2,591名（2019年9月）

事業内容
信用金庫法に基づく信用金庫業務および附帯業務
◇預金業務◇貸金業務◇為替業務◇その他附帯業務

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

↑入社後活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！↑ ＯＢ・ＯＧ情報➡非公開とさせていただきます

採用情報
●採用職種／総合職（事務職）　●勤務地／京都府・滋賀県・大阪府・奈良県
●休日／土日祝　●勤務時間／8：45〜17:00（ただし月末・月初は8:45～17:30）

株式会社クロスパワー IT／情報処理

所在地 〒101-0025　東京都千代田区神田佐久間町1-9　第7東ビル9階 URL https://www.x-power.co.jp/
企業情報 ●設立 2006年10月 ●売上高 6億9000万円（2018年12月実績） ●従業員数 109名（2020/1現在）

事業内容 システムインテグレーション、クラウドサービス、ITスクール運営

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／アプリ開発エンジニアまたはインフラ構築エンジニア 　●勤務地／東京、神奈川など
●初任給／【学部卒】190,000円 　【修士卒】205,000円   ●休日・休暇／祝日、年末年始、慶弔、年次有給休暇など
●勤務時間／09:30〜18:30など（プロジェクトにより異なります）

サイレックス・テクノロジー株式会社  コンピュータ・通信機器

所在地 〒619-0237　京都府相楽郡精華町光台2-3-1（けいはんな学研都市） URL https://www.silex.jp/company/recruit/lp/index.html

企業情報 ●設立 1973年9月 ●売上高 57億円（2019年3月実績） ●従業員数 272名（2019年10月）

事業内容
『絶対に切れない無線』技術開発が究極のテーマ。ネットワーク製品の設計開発から生産まで自社で行う研究開発型メーカ。Wi-Fiの
技術に優れ、医療機器、工場や建機・農機、教育などIoT化が進む分野へ確実につながる無線製品を提供

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／開発職（ソフトウェア開発、ハードウェア開発）　●勤務地／京都（けいはんな学研都市）※転勤なし
●初任給／【学部卒】210,500円 　【修士卒】230,000円
●休日・休暇／完全週休2日制、年間休日127日　●勤務時間／09:00〜18:00

スミセイ情報システム株式会社 ＩＣＴ

所在地 〒532-0003　大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪北ビル URL https://mypage.plus.i-web.jpn.com/slc/
企業情報 ●設立 1971年5月 ●売上高 　291億0,000万円（2019年3月実績） ●従業員数 1,446名（2019年4月）

事業内容
住友生命グループのIT戦略企業。強みである金融システムを主軸に製造・公共・サービス等、幅広いフィールドでソリューションを展
開。ICTプロフェッショナルとして最高のサービスを提供します。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／総合職(システムエンジニア)　　●勤務地／大阪・東京　　●初任給／【学部卒】215,000円～ 　【修士
卒】225,000円～●休日・休暇／完全週休2日制、祝日、年末年始・年次有給休暇(20日) 、連続休暇、  研究休暇(勤
続年数に応じ各5日) 、育児休暇、  マタニティ休暇、メモリアル休暇、介護休暇ほか　　●勤務時間／08:50〜17:00

株式会社DTS WEST ソフトウェア

所在地 〒604-8223　京都市中京区新町通錦小路下る小結棚町444京都四条新町ビル URL https://www.dtswest.co.jp/
企業情報 ●設立 1979年2月 ●売上高 31億円（2019年3月実績） ●従業員数 258名(2019年4月)

事業内容
地元関西地場企業を顧客に多彩な業務に携われるのが魅力！1979年創業以来、地域に密着した事業を展開。消防・防災、製造・食
品業、保険、組込み、通信、基盤系、自治体などの社会貢献度の高いシステム開発を手掛けるソリューション企業。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／システムエンジニア、インフラエンジニア　　●勤務地／京都・大阪　　●初任給／【大卒】196,000円
【院卒】218,000円　●休日・休暇／土日週休2日制、祝日、年末年始、有給休暇、リフレッシュ休暇ほか　※年間所定
休日125日
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東海カーボン株式会社 窯業

所在地 〒107-8636 東京都港区北青山一丁目２番３号　青山ビル URL http://www.tokaicarbon.co.jp/
企業情報 ●設立 1918年4月 ●売上高 連結　2313億200万円（2018年12月実績） ●従業員数 729名（2018年12月）

事業内容 カーボンブラック・黒鉛電極・ファインカーボン・摩擦材・負極材および工業炉・関連製品の製造、販売

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／研究開発、生産技術、品質管理、設備開発、電気計装、ほか　●勤務地／東京・大阪・愛知・福岡・静岡・宮城・神奈
川・滋賀・山口・熊本／海外各地　●初任給／【学部卒】210,200円 　【修士卒】228,300円　●休日・休暇／日曜、祝日、土曜、年末
年始、創立記念日、メーデー、など　●勤務時間／【本社】9：00～17：40 【工場・研究所】8：00～16：20（事業場により異なる）

トランコムITS株式会社 ソフトウェア

所在地 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1-16-38 URL https://www.trancom-its.co.jp/
企業情報 ●設立 1983年10月 ●売上高 　28億9,000万円（2019年3月実績） ●従業員数 254名（2019年4月）

事業内容
東証1部上場の総合物流企業トランコムグループのユーザー系システムインテグレーターです。●コンサルティング事業●ソフトウェ
ア開発事業●ITインフラ構築事業●パッケージ事業●RPA・高速開発ツールなどの研究開発等

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／プログラマ、SE、ＩＴインフラエンジニア　　●勤務地／大阪市北区、東京都品川区、名古屋市東区
●初任給／【学部卒】基本給201,000円+固定残業20時間30,100円 　【修士卒】基本給204,000円+固定残業20時間30,500円※固定
残業時間を超えた場合は、超過分の割り増し分が支払われます ●休日・休暇／土日祝日　●勤務時間／08:30〜17:30

トランスコスモス株式会社 ＩＣＴ

所在地 〒150-8530　東京都渋谷区渋谷3-25-18 URL https://www.trans-cosmos.co.jp/
企業情報 ●設立 1985年6月 ●売上高 連結　2,846億9,600万円（2019年3月実績） ●従業員数 11,037名（2019年3月）

事業内容
【 建築土木 × Digital 】をコンセプトに、住宅メーカー、ゼネコンなどの建築業界に向けたビルディングインフラサービスを提供
基本設計から生産設計までの設計業務サポート、付帯業務の標準化、BIM/CIM導入支援、維持管理プロセスにおけるデータ活用や管理を行う

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／建築設計エンジニア、建築設計バックオフィス　　●勤務地／大阪を中心に全国の各拠点
●初任給／【学部卒】192,000円～ 　【修士卒】213,500円～　　●休日・休暇／完全週休二日制122日　※2019年実績
●勤務時間／09:00〜17:50

日本バイリーン株式会社 繊維

所在地 〒104-8614 東京都中央区築地五丁目６番４号 URL http://www.vilene.co.jp/recruit/
企業情報 ●設立 1960年6月 ●売上高 72,511百万円（2018年12月） ●従業員数 連結2,685人　単体876人

事業内容
原料・製法・加工法の組み合わせにより、無限の可能性をもつ素材、「不織布」
身のまわりのものから先端技術分野まで、幅広い分野で事業展開しています。（自動車・電気・工業・空調・メディカル・衣料他）

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

↑入社後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

採用情報
【技術系職種】技術・生産・研究・エンジニアリング
幅広い知識を持った技術者が活躍しています。
マイナビからエントリー後、会社説明会にお越しください。

光精工株式会社 金属製品

所在地 〒578-0903   大阪府東大阪市今米２-５-１１ URL https://www.hyperbolt.co.jp
企業情報 ●設立 1968年9月 ●売上高 16億5,000万円（2019年4月実績） ●従業員数 50名（2020年2月）

事業内容
ステンレス鋼製ボルト、ナット、及び自動車や工作機械向け冷間圧造製パーツの製造販売。国内製鋼メーカー(日鉄ステンレス、大同
特殊鋼)のステンレス鋼のみを使用して国内工場で製造を行う、“純国産”に拘っています。創業70年。国内シェア6～7割。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／技術職（生産管理、生産技術、品質保証など）、営業職(技術営業も含む）●勤務地／大阪市東大阪市
(近鉄けいはんな線吉田駅から徒歩10分程度）●初任給／【学部卒】210,000円　【修士卒】210,000円～●休日・休暇
／会社カレンダーによる週休2日(土曜出勤が月に１～2回程度あります）　　●勤務時間／08:30〜17:15
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

宮川化成工業株式会社 自動車部品

所在地 〒533-0004　大阪府大阪市東淀川区小松1丁目16番25号 URL http://www.miyagawa.co.jp/
企業情報 ●設立 1948年5月 ●売上高 連結　200億4,500万円（2019年3月実績） ●従業員数 419名（2019年11月）

事業内容
・射出成形法によるプラスチック製品の製造・販売
・射出成形法によるファインセラミックス製品の製造・販売
・射出成形用金型の製造・販売

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／開発技術・設計、製品育成、製造、営業、情報管理、生産技術　　●勤務地／大阪、滋賀、広島
●初任給／【学部卒】208,200円 　【修士卒】215,800円●休日・休暇／完全週休2日制（土、日）　GW、盆、年末年始、
育児、介護　　●勤務時間／08:00〜16:45（12:00～13:00休憩）　※広島のみ08:00～16:30（12:00～12:45休憩）

97名（2020年2月）

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／製造・営業・技術職　　●勤務地／本社または亀岡工場
●初任給／【学部卒】214,900円～ 　【修士卒】230,000円～   ●勤務時間／08:10〜16:45
●休日・休暇／週休2日制、年末年始、GW、夏季休暇、有給休暇、育児・介護休暇ほか

株式会社ユニコーン ソフトウェア

事業内容
航空宇宙機器、液晶・半導体製造装置、自動車エンジン部品、超音波探査装置等、精密機器の設計・加工・組立・非破壊検査の一貫
製造で産業界の発展に貢献しています。

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

↑入社後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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／事務系総合職・技術系総合職　●勤務地／東京都千代田区、茨城県神栖市他
●初任給／【学部卒】211,640円～ 【修士卒】226,050円～　●休日・休暇／年間休日数124日＋指定休3日=127日
●勤務時間／東京9:00～17：45、茨城08:30〜17:15　●独身寮あり　●家族手当・家賃補助あり

株式会社ユポ・コーポレーション 化学・化粧品

所在地 〒101-0062　東京都千代田神田駿河台4-3 新お茶の水ビル15階 URL https://japan.yupo.com/
企業情報 ●設立 1969年5月 ●売上高 連結　157億7,500万円（2019年3月実績） ●従業員数 327名（2019.年3月）

文系

事業内容
紙とプラスチックフィルムの両特性を備える機能素材：合成紙ユポの開発・製造・販売。※合成紙ユポ（通称「ユポ紙」）は選挙の投票
用紙や屋外ポスター、日用品のラベルなどに使用されており、現在世界70か国以上で販売されるグローバルな高分子素材です。

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

企業情報 ●設立 1992年4月 ●売上高 5億4,400万円（2019年3月実績） ●従業員数 26名（2020年2月）

事業内容 業界特化型業務パッケージソフトの開発・販売、Webシステム構築、アプリケーションソフトウェアの受託開発、他。

採用情報
●採用職種／SE・プログラマー　　●勤務地／大阪市中央区大手通1-1-2
●初任給／【学部卒】215,000円～ 　【修士卒】228,000円～　　●休日・休暇／土日祝、夏季・年末年始
●勤務時間／09:00〜18:00

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

↑入社後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

https://atlantis21.co.jp所在地 〒540-0021　大阪市中央区大手通1-1-2 URL

明光精器株式会社 精密機器

所在地 〒616-8315　京都市右京区嵯峨野宮の元町66番地 URL https://ssl.meiko-seiki.co.jp/
企業情報 ●設立 1953年6月 ●売上高 11億0,000万円（2019年5月実績） ●従業員数
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

２０２０年

３月２日（月）
　　　　　　　　10：00～17：40

資料展示コーナー
（追加参加企業情報）
終日の展示となります。
※気になる企業の資料はご自由にお持
ち帰りください。

株式会社NTTテクノクロス株式会社 ＩＣＴ

所在地 〒108-8202  東京都港区芝浦3－4－1　グランパークタワー15F URL https://www.ntt-tx.co.jp/
企業情報 ●設立 2017年4月 ●売上高 445億円（2019年3月期） ●従業員数 1775名（2019年3月末現在）

事業内容
情報通信ネットワークを利用する各種サービス提供、ソフトウェアの設計・開発から品質管理、情報通信、情報通信システムの設計・
開発から運用・保守及びシステム評価に関する事業等　【主な分野】◆AI　◆メディア　◆IoT　◆セキュリティ　◆コミュニケーション

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

↑入社後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

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／開発系(システム開発・サービス開発・技術スペシャリスト)・営業系・スタッフ系職　　　　　●勤務地／田
町・横浜・荻窪・名古屋・大阪　　●初任給／【学部卒】211,610円～ 　【修士卒】230,530円～　●休日・休暇／　完全
週休2日制（土、日）　　●勤務時間／フレックスタイム制※コアタイム：10時～15時（1週平均37時間30分）

ＭＭＣリョウテック株式会社 非鉄金属

所在地 〒503-2301　岐阜県安八郡神戸町横井中新田1528 URL http://www.ryotec.co.jp/
企業情報 ●設立 1994年2月 ●売上高 177億円（2019年3月実績） ●従業員数 515名（2019年4月）

事業内容
高品質の超硬合金製造技術と精密加工技術を生かした、超硬合金素材、耐摩耗工具、鉱山・土木工具、超硬切削工具の開発、設
計、製造。

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

↑入社後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（2013年）

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／技術職：設計、技術開発、生産技術、製造運営管理、設備技術・保全　●勤務地／岐阜県、茨城県
●初任給／【学部卒】214,500円　【修士了】224,500円　●休日・休暇／週休2日制（事業所毎に設定）、ＧＷ、夏季、年
末年始、年次有給休暇（入社日より11日付与、最高22日）、育児休業、慶弔休暇など　●勤務時間／8：00～16：45

株式会社川嶋(川島グループ） 総合商社

所在地 〒431-1103 　　　静岡県浜松市西区湖東町3222 URL https://www.kawashima-group.co.jp/
企業情報 ●設立 1981年12月 ●売上高 グループ連結　703億926万円（2019年3月実績） ●従業員数 1320名（グループ全体）

事業内容
非鉄金属スクラップの流通、アルミ再生事業、貴金属レアメタル事業、不動産・ゴルフ場事業、企業再生など。㈱川嶋は38社ある川島
グループの本社です。グループとしましては「再生」をキーワードにあらゆる分野に挑戦しております。

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

↑入社後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

採用情報
●採用職種／総合職・営業職（3種）・サービス業総合職・技術職他　　●勤務地／静岡県・東京都・滋賀県他
●初任給（職種による）／【学部卒】180,000円～ 　【修士卒】200,000円～●休日・休暇（職種による）／117日
●勤務時間（職種による）／08:00〜17:00

↑入社後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

採用情報
＆

訪問特典

■募集職種【技術系総合職(理系)】：研究開発、設計開発、生産技術、品質保証
　　　　　　　 【事務系総合職(文理不問)】：生産管理、財務、人事
■配属予定地：本社(東京都)、清水事業所(静岡県)、栃木事業所(栃木県)
詳細はマイページ上でご案内いたしますので、まずは弊社採用HPよりエントリーをお願いいたします。

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 機械

所在地 〒105-0022　東京都港区海岸1-16-1 URL https://www.jci-hitachi.com/jp/newgrads/

企業情報 ●設立 2015年10月 ●売上高 1,836億円（2019年9月実績） ●従業員数 約15,000名（連結）

事業内容
日立ルームエアコン“白くまくん”から、店舗・オフィス・ビル用エアコン、産業用空調機までをカバーする総合空調機器メーカーとして、
グローバルな日立空調製品の開発・製造・販売を担っています。

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
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