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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 

20203.3tue 

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！ 

４０分×４回×午前・午後、１日８社のプレゼンテーション 

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 

４回目１２：３０～１３：１０ 

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 

４回目１７：００～１７：４０ 

3日間（午前50社/午後50社） 

３００社の企業が集結! 

●ブース面談コーナー   ●ポスター展示コーナー   ●資料展示コー

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 



 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）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械

株式会社 Ｉ．Ｓ．Ｔ 化学・化粧品

所在地 http://www.istcorp.jp/
企業情報

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

〒520-2153　滋賀県大津市一里山５－１３－１３ URL

●設立 ●売上高 連結　150億円（2019年10月実績） ●従業員数 146名（グループ計550名）

事業内容
様々な分野で独自製品を世に送り出す研究開発型企業です。【主な事業】ポリイミド樹脂を軸とした高機能高分子材料・OA機器用機
能性部材・各種テキスタイル素材および製品・不燃繊維素材および応用製品・計量器

応用生物

●設立 1980年8月 ●売上高 29億3,500万円（2019年7月実績） ●従業員数 219名（2019年7月）

事業内容
自動車の駆動系部品（トランスミッションやエンジン部品等）とシャシ系部品（ステアリングギヤ）、建機業界向け油圧部品、産業用ロ
ボット向け歯車等の設計開発・生産・販売

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
●採用職種／研究開発・生産技術・製造　　●勤務地／千葉・神奈川・三重
●初任給／【学部卒】206,400円 　【修士卒】220,100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／08:15〜16:30

1983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・技術開発、設備設計、生産技術、企画・技術営業、企画広報 ●勤務地／滋賀、兵庫、岐阜、東京、米国 ●初
任給／【学部卒】213,000円 　【修士卒】233,000円 ●休日・休暇／日曜 及び 土曜3回位／月、年3回大型連休、年間休日113日 ●
勤務時間／8:30〜17:15 ●福利厚生／各種保険、勤続年数表彰制度、育児・介護休暇制度、社員寮、社員食堂

〒675-1111　兵庫県加古郡稲美町印南2337 URL

●設立 1946年11月 ●売上高 【連結】909億円 【単体】727億円（19年3月期） ●従業員数 1,735人（19年3月期）

物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築

https://www.akasi-kk.co.jp/
企業情報

所在地

入社実績あり

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／技術系総合職（設計開発/生産技術/実験解析/品質保証/品質管理）　●勤務地／本社（兵庫県）
●初任給／【院卒】210,000円 【大卒】200,000円　●休日・休暇／土日週休2日制、夏季休暇、冬季休暇、GW、有給休
暇、特別休暇ほか　※年間所定休日121日　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［  ロゴ入りクリアファイル　］

〒102-0094　東京都千代田区紀尾井町4-1　ニューオータニガーデンコート11階 URL

旭ダイヤモンド工業株式会社 機械

所在地 http://www.asahidia.co.jp
●設立 1937年10月 ●売上高 連結　410億4,600万円（2019年3月実績） ●従業員数 1040名（2019年3月）

事業内容
地球上で最も硬い素材であるダイヤモンドの硬さを利用し、切る、削る、磨くといった「モノづくり」の基本に不可欠なダイヤモンド工具
を扱うメーカーです。当社はダイヤモンド工具の国内シェアNO.1企業として、グローバルに「モノづくり」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

企業情報

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
＆

訪問特典

●採用職種／ソフトウェアエンジニア、カスタマエンジニア　●勤務地／福井・東京  ●初任給／【学部卒】205,000円 　【修士卒】220,000円　（東京採用：
勤務地手当50,000円）  ●休日・休暇／［休日］土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始 ［休暇］年次有給、慶弔、産前産後、育児、介護、特別  ●勤務時間
／09:00〜18:00 ※時差出勤制度あり　★★ブース訪問特典★★［　オリジナル液晶用クロス　］

事業内容
アジャイル開発、組込みシステム開発、クラウド・オープン系技術を活用した業務システム開発、金融機関向け業務システム開発、
医療機関向け業務システム開発、医療機関向け業務システム導入・保守

応用生物 物質・材料

株式会社永和システムマネジメント ソフトウェア

所在地 https://www.esm.co.jp/
企業情報

〒918-8231　福井県福井市問屋町3丁目111番地 URL

電子システム 情報

２０２０年

３月３日（火）
　　　　　　　　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
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

オプテックス株式会社 機械

所在地 https://www.optex.co.jp/
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／総合職　●勤務地／大阪市、摂津市、京都市　●初任給／【学部卒】206,000円 　【修士卒】225,000円
●休日・休暇／土・日（完全週休2日制）、祝日、年末年始　※年間休日126日（2018年度実績）
●勤務時間／08:30〜17:30

〒520-0101　滋賀県大津市雄琴-8-12 URL

●設立 2017年1月 ●売上高 連結　211億9,500万円（2018年12月実績） ●従業員数 273名（2018年12月）

所在地 http://toyota-saiyo.com/

機械 デザイン

事業内容
NTTグループをはじめとした建物や設備の企画・設計から保守・維持管理まで、さまざまなサービスを提供している会社です。130 年
以上にわたり通信サービスを守り続けてきた技術を活かし、持続可能で災害に強い社会の実現に貢献していきます。

企業情報

トヨタ自動車株式会社 輸送用機器

〒471-8571　愛知県豊田市トヨタ町1番地 URL

●設立 1937年8月 ●売上高 【連結】30兆2256億円（2019年3月期） ●従業員数 【単独】74,515人(2019年3月末現在)

事業内容
オプテックスの使命はセンサ技術を核にして「安心・安全・快適」な未来を創りだす事です。「いま世界が何を必要としているか？」社会
の潜在的なニーズや真の課題を見出し、独自のアイデアと技術力で世界中のお困りごとを解決しています。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報

事業内容 自動車の開発・生産・販売・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

https://www.gunze.co.jp/

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！

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

〒108-0023 東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー URL

●設立 1992年12月 ●売上高 2,655億円(グループ連結/2018年度) ●従業員数 5,400名(2019年3月31日)

所在地 http://www.ntt-f.co.jp/recruit/newgr/
企業情報

株式会社NTTファシリティーズ 建設・その他サービス業

5年以内の入社実績あり

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／設計・監理、保守・維持管理、ファシリティマネジメント、営業・スタッフ等●勤務地／全都道府県、海外複数拠点●初
任給／【学部卒】195,870円～212,870円 【修士卒】217,860円～237,860円（勤務地による）●休日・休暇／週休2日制、祝日、年次有
給休暇（20日）、年末年始休暇、各種特別休暇 等●勤務時間／09:00〜17:30　　★★ブース訪問特典★★［ボールペン］

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➡

〒531-0077　大阪市北区大淀北1丁目6-110 URL

●設立 1914年3月 ●売上高 連結　210億2,700万円（2019年3月実績） ●従業員数 925名（2020年1月）

事業内容
皆さんのご家庭に必ず１台ある「スマートメーター（関西トップシェア）」をはじめ、電力インフラ関連製品を多数製造し、電力の安定供
給に貢献しています。 近年では「計測、制御、監視」などのコア技術を基に新規事業領域へも積極的に挑戦しています。

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

企業情報

株式会社エネゲート 電気機械器具製造業

所在地 https://ｗｗｗ.ｅｎｅｇａｔｅ.ｃｏ.ｊｐ/

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／開発設計職、営業職、管理系職　●勤務地／本社、東京支店
●初任給／【学部卒】211,000円 　【修士卒】224,000円　●勤務時間／08：45〜17:30
●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　●特徴/フラットな社風、福利厚生充実、定着率良

↑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・事務系　●勤務地／国内各事業所（豊田本社、東京本社、名古屋オフィス、東富士研究所、各工場など）、および海外事業所　●初任給／【学部卒】
208,000円 　【修士卒】230,000円　●休日・休暇／・豊田本社(本社周辺の各工場含む)／完全週休2日制(土・日)、GW・夏期・年末年始休暇・東京本社、名古屋オフィス／完全週
休2日制(土・日)、祝日、年末年始休暇※その他、年次有給休暇・特別休暇あり　●勤務時間／・豊田本社（本社周辺の各工場含む）／8:30～17:30または8:00～17:00 ・東京本
社、名古屋オフィス／8:45～17:45※配属先によって勤務時間は異なる ※フレックス制度あり（標準労働時間8時間）

〒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

●設立 1986年8月 ●売上高 連結　1,407億600万円（2019年3月実績） ●従業員数 6,520名（2019年9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／総合職　 ●勤務地／東京、大阪、愛知、京都、滋賀、宮崎
●初任給／【学部卒】212,000円 　【修士卒】232,000円   ●勤務時間／09:00～18:00(事業所で異なる)
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数115日または123日

企業情報

グンゼ株式会社 繊維

所在地
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

事業内容
◎関西電力の業務システムの要件定義・設計・開発・保守を行います。
◎新技術・商品の詳細な内容調査・研究、関西電力への適用検討、システム開発技術支援を行います。

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(SE・事務)　　●勤務地／大阪・兵庫・福井　　　●初任給／【学部卒】205,000円 　【修士卒】
218,000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125日以上、●勤務時間／
08:50〜17:30(フレックス制度有り)　　　★★ブース訪問特典★★［　フリクション・付箋　］

↑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）

株式会社関電システムズ ソフトウェア

所在地 〒530-8226　大阪市北区梅田3-3-20　明治安田生命大阪梅田ビル20階 URL https://kanden-sys.jp/
企業情報 ●設立 1967年4月 ●売上高 40,082百万円（2018年度実績） ●従業員数 588名（2019年4月1日）

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

事業内容
栗本鐵工所は日本一大きな「鉄工所」ですが、鉄をつくっているわけではありません！当社がつくるのは、人々の生活を豊かにする
「社会インフラ製品」、そして様々な業界のモノづくりを根底から支える機械＝産業設備です。

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／設計、生産技術、品質保証、研究開発、営業、間接部門（人事、総務、財務 等）●勤務地／本社、支社（東京）、支店
（札幌・仙台・名古屋・広島・福岡）、工場（大阪府下４、滋賀県下２、古河、福岡 等）●初任給／【学部卒】210,040円 　【修士卒】
228,890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／08:30〜17:30

↑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➡今春入社予定あり

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／技術系総合職（開発職/生産技術職）　　●勤務地／広島市内　　●初任給／【学部卒】214,300円
【修士卒】227,100円    ●休日・休暇／土日祝（2020年年間休日128日）、有給休暇（初年度10日、最高22日）他　　●
勤務時間／08:00〜17:00           ★★ブース訪問特典★★［（3M社製）特製ポストイット］

株式会社栗本鐵工所 鉄鋼

所在地 〒550-8580　大阪市西区北堀江1-12-19 URL http://www.kurimoto.co.jp/
企業情報 ●設立 1934年5月 ●売上高 連結　1,087億円（2019年3月実績） ●従業員数 2,108名（2019年3月）

企業情報 ●設立 1943年12月 ●売上高 92億5,400万円（2019年3月実績） ●従業員数 466名（2019年3月）

事業内容
法人向け高度セキュリティ機器・特殊防護システム等、当社にしか作れない「日本の安心と安全」に貢献する高付加価値の製品を、
自社開発・自社生産している会社です。昨年のG20大阪サミット会場の入退室管理システムは当社製品が採用されました。

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

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　　●初任給／【学部卒】199,000円 　【修士卒】209,000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／09:30〜17:30

株式会社熊平製作所 セキュリティシステム機器

所在地 〒734-8567　広島市南区宇品東2-1-42 URL https://www.kumahira.co.jp/

KINJO RUBBER CO.,LTD ゴム

所在地 〒581-0068　大阪府八尾市跡部北の町1-4-25

企業情報 ●設立 1936年5月 ●売上高 連結8,000万円（2019年10月実績） ●従業員数 293名（2020年2月）

事業内容
【護謨だけど、ゴムだけじゃない。】ゴム・土木・福祉。多分野への事業展開が強みです。その秘訣は社員が挑戦できる環境。ベテラ
ン、若手、みんなが活躍・意見発信できる社風を大切に、これからも各分野で活躍し続けます。

応用生物 物質・材料

URL http://www.kinjogomu.jp/

4



 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）

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

↑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／全国各地　●初任給／【学部卒】213,950円 　【修士卒】227,950円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始他、年間休日日数118日
●勤務時間／08:00〜16:30(フレックスタイム制度あり）

品川リフラクトリーズ株式会社 窯業

所在地 〒100-0004　東京都千代田区大手町2-2-1　新大手町ビル8階 URL https://www.shinagawa.co.jp/index.html
企業情報 ●設立 1875/6/25 ●売上高 連結　1,190億670万円（2019年3月実績） ●従業員数 2,847名（2019年3月）

事業内容
製鉄等の基幹産業に不可欠な資材－『耐火物』で世界を裏から支えるメーカーです。1875年の創業以来、耐火物製造と築炉・エンジ
ニアリングの高い技術力で140年もの間業界を牽引し続け、現在世界で五指に入る売上を誇っています。

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

事業内容
・医薬品の研究開発におけるｉｎ ｖｉｖｏ ｖｉｔｒｏ試験、各種検査・分析、化学合成および化学物質管理
・医薬品の研究開発に用いる遺伝子・蛋白質・細胞の作製、遺伝子改変動物の生産、実験動物の発注と飼育管理

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／創薬研究技術者（生物系または化学系）　　●勤務地／大阪府・滋賀県　　　●初任給／【学部卒】
205,000円 　【修士卒】230,000円　　●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、祝日、5月1日、年末年始、夏季、年次
有給、慶弔休暇、看護休暇、介護休暇など　　●勤務時間／08:30〜17:00 ※入社2年目以降はフレックスタイム勤務

↑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／総合職　　●勤務地／東京都・山口県　　●初任給(予定)／【学部卒】220,000円 　【修士卒】240,000円
●休日・休暇／年間休日126日『完全週休2日制（土・日）、祝日、有給休暇、年末年始、夏期、お盆、慶弔、
特別休暇』：5日間の有給休暇一斉取得日を含めた場合は年間131日　　●勤務時間／08:30〜17:30（休憩80分）

シオノギテクノアドバンスリサーチ株式会社 医薬品

所在地 〒561-0825　大阪府豊中市二葉町3-1-1　シオノギ医薬研究センター URL http://www.shionogi-tar.co.jp/
企業情報 ●設立 2010年9月 ●売上高 連結　22億7900万円（2019年3月実績） ●従業員数 249名（2019年4月）

ＪＲＣＳ株式会社 電機

所在地 〒750-8515　山口県下関市東大和町1丁目2-14 URL https://www.jrcs.co.jp/
企業情報 ●設立 1948年8月 ●売上高 66億円（2018年度実績） ●従業員数 419名（2019年12月）

事業内容
船の心臓や頭脳に当たる重要な部分を製造・販売する舶用機器メーカーで、最近は創業以来蓄積されたデータなどを活用した
デジタル事業にも挑戦しています。　【営業・設計・製造・品質管理・アフターメンテナンスまで、ものづくりをトータルで行っています。】

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

事業内容
当社は国内外300社に及ぶサントリーグループの唯一のＩＴサービス会社です。IT新技術やデジタルマーケティングの分野にも積極的
に挑戦し、システム面からサントリーグループを支えています。

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
＆

訪問特典

●採用職種／システムエンジニア　　●勤務地／大阪・東京　　　●初任給／【学部卒】224,000円 　【修士卒】233,000
円　●休日・休暇／年間124日　　●勤務時間／09:00〜17:30
★★ブース訪問特典★★［　　　サントリー製品をお渡しします！　　］

↑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、技術営業職　●勤務地／全事業所　●初任給／【学部卒】204,000円 　【修士卒】223,000円
【博士卒】242,000円　別途、住宅手当、家賃補助、家族手当、通勤手当、食事手当
●勤務時間／9:00〜17:40　●休日・休暇／完全週休2日制(土・日・祝)、GW、夏季、年末年始休暇

サントリーシステムテクノロジー株式会社 ＩＣＴ

所在地 〒530-8204　大阪府大阪市北区堂島2-1-5サントリーアネックス7F URL https://www.suntory.co.jp/sst/
企業情報 ●設立 1990年3月 ●売上高 64億2000万円（2018年12月現在） ●従業員数 222名（2019年4月）

神戸天然物化学株式会社 化学・化粧品

所在地 〒650-0047　神戸市中央区港島南町7-1-19 URL http://www.kncweb.co.jp/
企業情報 ●設立 1985年1月 ●売上高 62億9,000万円（2019年3月実績） ●従業員数 272名（2020年2月）

事業内容
有機合成・バイオの強固な基盤技術を持ち、医薬品・電子材料等の研究開発から製造を行う会社です。次世代の薬として有望なペプ
チド・核酸医薬の事業も拡大中。化学やバイオの腕が思う存分発揮できる環境が整っております。

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
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

事業内容
◆空調・冷熱システムの開発・設計・施工・メンテナンス
工場や研究所、倉庫のお客様向けに環境試験設備、クリーンルーム、冷却・加熱設備などを造り、
お客様のものづくりに最適な空気環境・冷熱エネルギーを提供しています。

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➡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／全拠点　　　●初任給／【学部卒】220,000円 　【修士卒】238,000円
●休日・休暇／日曜日、祝祭日、土曜休日、年末年始、夏期休暇など（年間総休日数121日）
慶弔休暇・育児休暇等の特別休暇制度あり　　●勤務時間／08:45〜17:30

↑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➡弊社担当にお問合せ下さい

採用情報

●採用職種／機械設計・NCオペレーター・溶接技術者　●勤務地／本社　●初任給／190,000円 　●賞与/年3回　9か月分（実績）
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数108日　●特長：【よく働きよく遊ぶ】をスローガンに前向きに働
いています。社員旅行にも毎年行っておりその参加率は95％以上。旅行先は2年に1回は海外です。社員同士が家族のように仲の
良い会社です。

株式会社ダイキンアプライドシステムズ 建設

所在地 〒108-0023　東京都港区芝浦4-13-23　MS芝浦ビル12Ｆ URL https://www.daps.co.jp/
企業情報 ●設立 2004年6月 ●売上高 連結　322億2600万円（2019年3月実績） ●従業員数 514名（2020年2月）

株式会社セイワ工業 金属製品

所在地 〒613-0022　京都府久世郡久御山町市田新珠城267 URL http://www.seiwa-kogyo.co.jp/
企業情報 ●設立 1983年8月 ●売上高 11億8,840万円（2019年4月実績） ●従業員数 約50名

事業内容
大手メーカーのEV車バッテリー生産ライン用部品等、他社では製造できない【大型】の部品を製造しています。またメーカーとして粉
体機器を設計製造しています。社内行事・サークル活動なども盛んで、年齢問わず仕事も遊びも一生懸命になれる会社です。

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

事業内容
「安全・安心」をキーワードに、快適な環境づくりのための総合サービスを展開しています。業容は個人邸宅から食品工場などの法人事業者様まで幅
広く、シロアリ防除やネズミ・ゴキブリをはじめ、害虫の防除や検便等検査を含めた総合的な衛生管理を行っています。

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➡入社実績なし

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／営業職･研究員　●勤務地／福知山市・朝来市　●初任給／【学部卒】195,000円～ 【修士卒】220,000
円～　●休日・休暇/弊社年間カレンダーによる、祝日、年末年始、年間休日日数108日　●勤務時間／08:15〜17:15
冬季（12/16～2/15）は16:45まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［ボールペン］

↑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／技術系職種（研究開発・生産技術）、営業系職種（国内・海外）、管理系職種（総務）
●勤務地／京都本社、東京支社、大阪営業所　●初任給／【学部卒】219,700円 　【修士卒】228,800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、夏季休暇5日、年間休日127日

株式会社昭和リーブス その他サービス

所在地 〒620-0055　京都府福知山市篠尾新町２丁目６６ URL http://www.1800.co.jp/
企業情報 ●設立 1977年4月 ●売上高 　10億9,200万円（2019年9月実績） ●従業員数 98名（2020年1月）

株式会社松風（東証一部上場） 精密機器

所在地 〒605-0983　京都市東山区福稲上高松町11 URL https://www.shofu.co.jp/
企業情報 ●設立 1922年5月 ●売上高 連結　249億15百万円（2019年3月実績） ●従業員数 約440名（2019年3月）

事業内容 歯科材料 及び 歯科用機器の開発・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

事業内容
①通信・放送インフラ設備(５Ｇ他携帯電話基地局・TV放送送信所等各種ｱﾝﾃﾅ及び関連装置(LED航空障害灯他)、情報通信システ
ム)の開発・設計・製造、通信鉄塔等鋼構造物の設計・施工　②高周波エネルギーを応用した誘導加熱装置の開発・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➡弊社担当にお問合せ下さい

採用情報
●採用職種／技術一般総合職　●勤務地／東京・栃木・神奈川・埼玉・他全国の支店　●勤務時間／08:45〜17:35
●初任給／【学部卒】212,500円 　【修士卒】235,500円　2019年度実績
●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、創立記念日、メーデー、夏期、年末年始　年間休日日数127日

電気興業株式会社 電機

所在地 〒100-0005　東京都千代田区丸の内3-3-1　新東京ビル7F URL http://www.denkikogyo.co.jp
企業情報 ●設立 1950年6月 ●売上高 連結　448億円（2019年3月実績） ●従業員数 563名（2019年3月 単体）

6



 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）

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

↑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／総合職・一般職　　●勤務地／福井県坂井市（転勤無）
●初任給／総合職【学部・修士卒】195,000円 　一般職【学部・修士卒】185,000円
●休日・休暇／年間休日107日　GW（4日）･お盆（5日）･年末年始（9日）※2019年度実績
●勤務時間／08:30〜17:15　交替勤務者は別途勤務時間有

東洋染工株式会社 繊維

所在地 〒919-0477　福井県坂井市春江町田端43-15 URL http://www.toyo-senko.co.jp
企業情報 ●設立 1963年8月 ●売上高 27億5,100万円（2019年2月実績） ●従業員数 244名（2020年1月末現在）

事業内容
各種繊維品の染色加工
コーティング加工（接着芯地）

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

事業内容
自動車部品等の金属熱処理加工／表面硬化熱処理／薄膜形成処理（コーティング）／金属材料成分分析／熱処理設備の仕様、製
作に関するコンサルティング業務

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➡5年以内の入社実績あり

採用情報
●採用職種／技術職（総合職）　●勤務地／大阪府、兵庫県、三重県、和歌山県
●初任給／【学部卒】204,500円 　【修士卒】220,180円　●休日・休暇／週休2日制、年間休日135日、長期休暇
●勤務時間／ 8:00～17：40、20：00～5：40　（実働8時間40分）　4勤2休のシフト制

↑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／設計開発、営業   ●勤務地／兵庫県尼崎市、岡山県瀬戸内市
●勤務時間／08:30〜17:15、08:15〜17:00   ●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、年間休日日数125日程度

株式会社東研サーモテック 金属製品

所在地 〒572-0820　大阪府寝屋川市中木田町13-2 URL https://tohkenthermo.co.jp/
企業情報 ●設立 1939年8月 ●売上高 172億円（2019年3月期決算） ●従業員数 940名（2019年3月時点）

多田電機株式会社【三菱電機グループ】 電機

所在地 〒661-0001　兵庫県尼崎市塚口本町8-1-1　三菱電機(株)伊丹製作所内 URL http://www.tadadenki.jp/
企業情報 ●設立 1963年11月 ●売上高 102億3,100万円（2018年実績） ●従業員数 322名（2020年1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

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
分析・計測機器および医用機器、航空・産業機器など各分野での製品開発ならびに製造、販売、保守を行う総合精密機器メーカーで
す。多様な技術・ノウハウの融合により、さらなる社会への貢献をめざした新たなソリューションを提供していきます。

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➡入社実績あり

採用情報
●採用職種／技術・製造系、事務系　●勤務地／京都、東京、神奈川、大阪ほか全国各地　●初任給／【学部卒】
213,220円 　【修士卒】238,640円　●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数126日
●勤務時間／9:00～17:30(営業部門)　　8:20～16:50(その他)※フレックスタイム制度を導入

↑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／営業技術・生産技術　　●勤務地／大阪・和歌山　　　　●初任給／204,000円
●休日・休暇／　週休2日制（会社カレンダーにより月1回程度土曜日出勤あり）、祝日、年末年始、年間休日日数110日
●勤務時間／大阪：8:30〜17:15　和歌山　8：00～16：45

株式会社島津製作所 精密機器

所在地 〒604-8511　京都府京都市中京区西ノ京桑原町1 URL https://www.shimadzu.co.jp/aboutus/recruit/graduate/index.html

企業情報 ●設立 1917年9月 ●売上高 3,912億1,300万円 (2019年3月期　連結) ●従業員数 12,684名（2019年3月末日　連結）

大和歯車製作株式会社 金属製品

所在地 〒577-0044　東大阪市西堤学園町1-2-23　 URL http://daiwa-gear.jp
企業情報 ●設立 1969年5月 ●売上高 26億4,200万円（2019年4月実績） ●従業員数 150名（2019年4月）

事業内容
高度な加工技術で航空機、電車、船舶などのものづくりに欠かせない歯車メーカー！国内のトップメーカーにて大和歯車製作の高精
度の歯車が使用されています。　高い技術力を武器に企業のニーズに沿ったオーダーメイドによる製品づくりを実現。

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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✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

事業内容
自動車・エレクトロニクス・医療機器など人々の生活を支える付加価値の高い製品の機構部品の製造販売。既存商品の改善や新商
品の開発にも携わるチャンスあり！！ 　＼集え未来の技術者諸君！／

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
●職種／総合職（技術営業、製造技術、金型技術、設計開発、品質管理、総務、人事、経理など）
●勤務地／愛知県、東京都、大阪府、宮城県、石川県、福岡県　●初任給／【学部卒】月給205,000円【修士卒】月給212,548円
●勤務時間／09:00〜17:30　●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、祝日、夏季、年末年始、有給等※年間休日121日

↑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／開発、設計、フィールドエンジニア　　　　　　　●勤務地／京都市南区、滋賀県甲賀市
●初任給／【学部卒】218,100円 　【修士卒】243,100円　　　 ●勤務時間／08:30〜17:00
●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数132日（2019年度実績）、年次有給休暇（初年度17日）
★★ブース訪問特典★★［　選考フローの短縮あり（本日限定）、OBの話が聞ける　］

日邦産業株式会社 輸送用機器

所在地 〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦一丁目10番1号MIテラス名古屋伏見4Ｆ URL https://www.nip.co.jp/
企業情報 ●設立 1952年3月 ●売上高 257億3,800万円(2019年3月実績) ●従業員数 314名(2019年3月実績)

日新イオン機器株式会社 精密機器

所在地 〒601-8205　京都市南区久世殿城町575 URL http://www.nissin-ion.co.jp/
企業情報 ●設立 1999年4月 ●売上高 252億円（2019年3月実績） ●従業員数 261名（2020年2月）

事業内容
<スマートフォン等に搭載される「高精細ディスプレイ製造用イオン注入装置」で世界シェア100％を誇る装置メーカー>
半導体製造用・フラットパネルディスプレイ製造用　各イオン注入装置の開発、設計、製造、販売、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

事業内容
各種コンデンサ、小形リチウムイオン二次電池、Ｖ２Ｈシステム、ＥＶ用急速充電器、家庭用蓄電システム、スイッチング電源、超高精
度加速器用電源（医療用・研究用）など高い技術力に支えられた製品の開発・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➡5年以内の入社実績あり

採用情報
●採用職種／回路設計・機構設計・材料開発・製品開発・制御ソフト開発・生産技術・設備開発・品質管理・システム開発・営業●勤
務地／京都、東京、愛知、長野、福井、滋賀、岩手、大阪、海外各国 他●初任給／【学部卒】214,800円 　【修士卒】239,000円●休
日・休暇／年間休日122日（勤務地により異なる場合は手当支給あり）●勤務時間／08:45〜17:15ほか

↑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／建築施工管理・土木施工管理・設備（設計・積算・施工）・事務系（営業他）　●勤務地／東京・東北・名
古屋・大阪・九州　●初任給／【学部卒】226,000円 　【修士卒】230,000円　●休日・休暇／祝日・夏季休暇・年末年始
休暇・有休（15日）・特別休暇　●勤務時間／08:00〜17:00

ニチコン株式会社 電機

所在地 〒604-0845　京都市中京区烏丸通御池上る URL https://www.nichicon.co.jp
企業情報 ●設立 1950年8月 ●売上高 連結　1,228億6,000万円（2019年3月期 連結） ●従業員数 5,169名（2019年3月）

株式会社ナカノフドー建設 建設

所在地 〒162-0845　東京都新宿区市谷本村町1-1住友市ヶ谷ビル URL https://www.wave-nakano.co.jp/
企業情報 ●設立 1942年12月 ●売上高 連結：1,171億5,200万円（2019年3月実績） ●従業員数 連結：1,390名（2019年3月）

事業内容
民間建築を主体とする中堅ゼネコンです。国内では病院・学校・マンション等、海外ではコンドミニアム・ホテル・ショッピングセンター
等、幅広い事業展開を行い、人々の生活の基盤を支える役割を担っております。

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

事業内容
光(LED/LD)半導体の検査装置及び電子ディスプレイ・パワー（自動車）半導体に関する検査装置並びにチップ加工装置の設計、製
作、販売、並びにエンジニアリングサポート

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／機械制御、機械設計　●勤務地／本社工場　●初任給／【学部卒】215,000円　【修士卒】235,000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、※弊社カレンダーによる
●勤務時間／08:30〜17:30

株式会社オプト・システム 機械

所在地 〒610-0313　 URL http://www.opto-system.co.jp
企業情報 ●設立 1980年11月 ●売上高 30億円（2020年3月予想） ●従業員数 120名（2020年1月）

8



 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）

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

↑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／SE・プログラマー　●勤務地／兵庫・横浜・名古屋・長崎　●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120日以上 ●勤務時間／08:45〜
17:15(7時間45分/日) ※始業就業時刻は事業所により異なります。

三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 ソフトウェア

所在地 〒650-0027　神戸市中央区中町通2丁目1番18号　JR神戸駅NKビル12階 URL http://www.mcr.co.jp/
企業情報 ●設立 1980年10月 ●売上高 260億（2019年3月実績） ●従業員数 1,465名（2019年3月）

事業内容
『電力』　『工業』　『公共』　『交通（列車）』　『カーエレクトロニクス』　『通信制御』等各種制御システム・ソフトウェアの開発・設計
三菱電機グループのソフトウェア開発における中核企業として、人々の生活を快適にするシステムの開発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

事業内容
○1927年に木之本で創業したラジオ店から地元の絹糸で和楽器糸の製造を開始、1954年に速水楽器糸株式会社を設立しました。
○様々な特徴を持ったハイテク繊維を利用して特殊な産業ロープの製造や端末加工を行っています。

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➡弊社担当にお問合せ下さい

採用情報
●採用職種／開発、品質管理　●勤務地／　本社所在地
●初任給／【学部卒】210,000円 　【修士卒】240,000円
●休日・休暇／土・日・祝日（年7回土曜出勤あり）、年末年始、盆、年間休日日数123日　●勤務時間／08:30〜17:30

↑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➡入社実績なし

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／機械設計職、サービス技術職、建設技術職　　●勤務地／神戸事業所(神戸市兵庫区)　　　●初任給
／【学部卒】204,400円 　【修士卒】223,400円　　●休日・休暇／126日・22日(初年度から)　　●勤務時間／08:45〜
17:30                       ★★ブース訪問特典★★［フリクションボールペン、クリアフォルダー］

ハヤミ工産株式会社 繊維

所在地 〒529-0498　滋賀県長浜市木之本町黒田313-2 URL https://hayami.co.jp
企業情報 ●設立 1953年5月 ●売上高 41億7,165万円（2019年3月実績） ●従業員数 95名（2020年1月）

三菱日立パワーシステムズ環境ソリューション株式会社 機械

所在地 〒231-0062　横浜市中区桜木町1-1-8　日石横浜ビル19Ｆ URL http://www.es.mhps.com/
企業情報 ●設立 2015年10月 ●売上高 320億円（2019年3月実績） ●従業員数 374名（2019年4月）

事業内容
次の製品の開発・設計・製作・据付・試運転・運転保守及びアフターサービス【大気汚染防止】、【廃棄物の処理】、【溶剤の回収】、【用
水排水の処理】、【バイオマス利活用設備】、【その他公害防止及び環境改善に関する各種装置】

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
はんだ付け関連機器など温度コントロール機器の製造・開発・販売。他にも包装関連製品やホビー向け製品など幅広く展開。産業用
の機械だけでなく、自動車や医療、宇宙開発など、幅広い業界を支える。

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➡OB・OGなし

 
採用情報

●採用職種／商品開発・生産技術・営業（国内・海外）・購買　他　　●勤務地／大阪・東京・兵庫
●初任給／【学部卒】222,000円 　【修士卒】234,000円　　●勤務時間／09:00〜17:15
●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132日(2019年度）

↑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　●勤務地／滋賀事業所（滋賀県 湖南市）　●初任給／【学部卒】230,560円 　【修士卒】
261,370円※技術手当は15時間相当分の時間外手当とし、超過分は別途支給
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数123日、●勤務時間／8:30〜17:00

白光株式会社 電機

所在地 〒556-0024　大阪市浪速区塩草2-4-5 URL https://www.hakko.com
企業情報 ●設立 1954年4月 ●売上高 64億円（2018年実績） ●従業員数 179人

株式会社ネオス 化学・化粧品

所在地 〒650-0001　神戸市中央区加納町六丁目2番1号神戸関電ビル7階 URL https://www.neos.co.jp/
企業情報 ●設立 1954年10月 ●売上高 90億1,290万円（2019年10月実績） ●従業員数 320名（2020年2月）

事業内容
【創業70年を迎える化学メーカーです！】表面処理をコア技術とし、工業用化学薬品や金属表面化工サービスを産業界に提供してい
ます。フッ素系界面活性剤の開発をはじめ、様々な製品を開発し、世界のモノづくりを化学の力で支えています。

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

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）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

事業内容
当社及び連結子会社は、国内外のネットワークを通じ、広範な分野において、輸出入（外国間取引を含む）及び国内取引の他、各種
サービス業務、内外事業投資や資源開発等の事業活動を多角的に展開しております。

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➡非公開とさせていただきます

採用情報
●採用職種／総合職・一般職　●勤務地／総合職：全世界　一般職：東京　●初任給／【総合職】大学卒:240,000円
院卒:275,000円　【一般職】大学卒＋院卒:205,000円　●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝祭日、年末年始、年次
有給休暇　●勤務時間／09:30〜17:30（フレックス導入部署あり）

↑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・各種設計・施工・メンテナンス・製造・生産技術・技術営業  ●勤務地／国内・海外各拠点  ●初
任給／【大卒】208,000円　　【院卒修士】220,000円　【院卒博士】229,000円　●休日・休暇／週休2日制、年間休日126
日、年次有給休暇（入社時10日）他

丸紅株式会社 総合商社

所在地 〒103-6060　東京都中央区日本橋2-7-1　東京日本橋タワー URL https://www.marubeni.com/jp/
企業情報 ●設立 1949/12/1 ●売上高 非公開 ●従業員数 4,453名（2019年9月末時点）

株式会社前川製作所 機械

所在地 〒135－8482 東京都江東区牡丹3-14-15　ＴＥＬ03-3642-8085 URL http://www.mayekawa.co.jp
企業情報 ●設立 1924年5月 ●売上高 連結　1,389億円（2018年12月期） ●従業員数 国内2,516名海外2,149名

事業内容
産業用冷凍冷蔵機器並びに圧縮機、食品加工用ロボットの開発設計・製造・販売から、食品工場や低温物流倉庫、石油化学プラント
での設備やプラントの設計・施工・メンテナンスまで行なっている会社です。

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

事業内容
【製本関連機器・特殊印刷機器の企画・開発・製造・販売】
合理化した印刷・製本システムを創造・提案することで、新しい形で情報産業の未来を創ります。

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／総合職　　●勤務地／京都・滋賀　・東京　　●初任給／【学部卒】225,000円 　【修士卒】240,000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　●勤務時間／08:30〜17:20(休憩50分)

↑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　 ●勤務地／全国10拠点のうちいずれか
●初任給／【学部卒】208,000円 　【修士卒】224,000円    ●勤務時間／08:30〜17:30
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、夏季、年末年始、GW等　年間休日日数120日

ホリゾングループ・太陽精機株式会社 機械

所在地 〒520-1501　滋賀県高島市新旭町旭1600 URL https://www.taiyo-seiki.jp/
企業情報 ●設立 1951年12月 ●売上高 連結　176億円（2019年7月実績） ●従業員数 550名（2020年1月）

株式会社放電精密加工研究所 非鉄金属

所在地 〒222-8580　神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6　イノテックビル11F URL https://www.hsk.co.jp/
企業情報 ●設立 1961年4月 ●売上高 連結　116億8,681万円（2019年2月実績） ●従業員数 709名（2019年11月）

事業内容
「放電加工」という特殊な金属加工技術を基にしたメーカーです。現在では高い技術力を背景に航空機エンジン部品、ガスタービン部
品、自動車部品等様々な製品を作っています。また、プレス機の設計、製造、販売も行っています。

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

事業内容 医療機器事業部では卓上型医療検査機器開発を行っております。現在量産体制に入り、その他シリーズ機器開発をしております。

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

↑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／機械設計、電気設計、アプリ開発業務、プロダクトデザイン　●勤務地／京都  ●初任給／【学部卒】
199,400円 　【修士卒】209,400円  ●休日・休暇／週休2日制（第三、第五土曜出勤）、祝日、年末年始、年間休日日
数114日  ●勤務時間／08:15〜17:00 　　　★★ブース訪問特典★★［書類選考なし、応募者全員面接対応］

HILLTOP株式会社 非鉄金属

所在地 〒611-0033　京都府宇治市大久保町成手1-30 URL https://hilltop21.co.jp/
企業情報 ●設立 1980年9月 ●売上高 19億1,000万円(2018年度実績) ●従業員数 135名（2020年1月）
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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）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

↑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（設計・開発・実験業務）　●勤務地／東海地区、関東地区、関西地区を予定
●初任給／【学部卒】205,000円  【修士卒】225,000円 ●勤務時間／9：00～18：00（業務内容、部署により異なる場合がございます）※フレックス制度有
●休日・休暇／完全週休2日（土・日）、ＧＷ、夏季、年末年始（年間121日）、有給休暇（初年度10日）、慶弔、特別休暇ほか

パーソルＲ＆Ｄ株式会社 学術研究・専門・ 技術サービス業

所在地 〒460-0008　名古屋市中区栄三丁目18番1号 ナディアパークビジネスセンタービル20F URL https://www.persol-rd.co.jp
企業情報 ●設立 1979年10月 ●売上高 29,357百万円（2019年3月期）エンジンセグの売上高 ●従業員数 2,303名（2019年3月31日） 

事業内容 設計・研究開発・実験事業

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

事業内容
航空・宇宙、半導体業界向け高機能シール・パッキン製品、高出力レーザー伝送用光ファイバ製品、医療用光ファイバ製品の製造・
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
＆

訪問特典

●採用職種／総合基幹職(技術系)　●勤務地／兵庫県、和歌山県　●初任給／【学部卒】215,500円 　【修士卒】
230,500円　●休日・休暇／土、日、祝日、GW、夏季、年末年始、年間休日日数121日
●勤務時間／08:00〜16:45（昼休憩：1時間）　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［オリジナルクリアファイル］

↑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、営業、経営スタッフ　●勤務地／東京、神奈川、愛知、大阪　●初任給／【学部
卒】月給21万2500円　【修士卒】月給23万6500円　●休日・休暇／完全週休2日制（土日）、祝日、GW、夏期、年末年
始、年間休日126日（2019年度）、●勤務時間／7時間45分（始業、終業は勤務地により異なる）

三菱電線工業株式会社 ゴム

所在地 〒100-8303　東京都千代田区丸の内３－４－１　新国際ビル URL http://www.mitsubishi-cable.co.jp
企業情報 ●設立 1917年6月 ●売上高 492億円（2019 年3月実績） ●従業員数 583名（2019年3月）

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 情報サービス業

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
企業情報 ●設立 2001年4月 ●売上高 725億円 （2018年度） ●従業員数 1,948人（2019年3月末）

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、製造をはじめとする幅広い分野でＩＴサービス事
業（コンサル・設計・製作・保守）を展開し、ビッグデータ、ＡＩ、ＩｏＴなど最先端技術の活用にも積極的に取組んでいます。

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

事業内容
エレクトロニクス用・産業用セラミックス及び電子部品の開発・製造・販売　※放熱セラミック材料で世界シェアNo.1＋カスタム開発を中
心とした電子部品メーカー

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／愛知県、岐阜県、新潟県　　●初任給／【学部卒】218,000円 　【修士卒】
236,000円　　　●休日・休暇／完全週休二日（土日）、祝日、GW、夏季、冬季　　●勤務時間／08:15〜17:15

↑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技術職、②営業職、③サービス職（客先修理・メンテナンス）、④事務職（営業事務、購買、生産管
理）　　●勤務地／①④福井県、②③福井県、埼玉県、愛知県、大阪府　　　●初任給／【学部卒】197,000円 　【修士
卒】206,000円    ●休日・休暇／年間124日　　●勤務時間／08:15〜17:15

株式会社MARUWA 窯業

所在地 〒488-0044　愛知県尾張旭市南本地ヶ原町3-83 URL https://www.maruwa-g.com/
企業情報 ●設立 1973年4月 ●売上高 連結　411億9,300万円（2019年3月期） ●従業員数 連結：1,867名

株式会社松浦機械製作所 機械

所在地 〒910-8530　福井県福井市東森田4-201 URL http://www.matsuura.co.jp/japan/
企業情報 ●設立 1960年9月 ●売上高 単独　178億8,000万円（2018年実績） ●従業員数 400名（2019年3月）

事業内容
工作機械の開発、製造及び販売。１）高速高精度マシニングセンタの開発設計・製造・販売、２）ハイブリッド金属３Dプリンタの開発設
計・製造・販売、３）マシニングセンタ、金属３Dプリンタ用CAD/CAMシステム開発・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
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

memo 

↑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・営業系・デザイン系・スタッフ系）　　●勤務地／技術系：岐阜・愛知、営業系：全国、デ
ザイン系：岐阜・愛知・東京、スタッフ系：岐阜・愛知　　●初任給／【学部卒】200,000円 　【修士卒】210,500円　●休日
／土・日、祝日、年末年始、年間休日日数118日、●勤務時間／技術系8:00〜17:00、営業系9:00～18:00中心

リスパック株式会社（リスのプラスチックグループ） 化学・化粧品

所在地 〒500-8721　岐阜市神田町9-27 大岐阜ビル12階 URL http://www.risu.co.jp
企業情報 ●設立 1953年4月 ●売上高 連結 971億円（2019年3月実績） ●従業員数 連結2,199名

事業内容
各種プラスチック製品の開発製造販売（食品包装容器・物流産業資材・日用品・工業部品・医療関連品・建築土木資材・スポーツ資材
等）　※「リスのプラスチックグループ」としてグループ採用を行っています（詳細は採用ホームページをご参照下さい）

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

事業内容
プラスチック容器の総合メーカー。化粧品、飲料用PETボトル、食品、薬品、トイレタリー等のプラスチック容器の商品企画・開発、
デザイン、設計、製造、販売及び生産設備・精密金型の研究・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

↑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／東京、神奈川、千葉、筑波、大阪、群馬、栃木、滋賀、福岡、タイ、シカゴ等  全22工場
●初任給／【学部卒】214,000円 　【修士卒】232,500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／08:00〜16:50

株式会社吉野工業所 化学・化粧品

所在地 〒136-8531　東京都江東区大島3-2-6 URL http://www.yoshinokogyosho.co.jp/
企業情報 ●設立 1948年6月 ●売上高 2,166億円（2019年11月実績） ●従業員数 5,332名（2019年11月）
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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）

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

事業内容
医薬・食品・化学等に関する研究・開発技術者派遣・紹介事業
能力開発・人材育成に関する研修事業

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

所在地 http://www.aksball.co.jp

事業内容
「航空」と「空間情報」2つの業界のパイオニア。一刻を争うドクターヘリ運航や報道取材、防災支援、ドローン計測、インフラ整備等、幅
広い分野で活躍するトヨタ自動車グループ企業です！

応用生物 物質・材料 電子システム

アドバンテック株式会社 人材サービス

所在地 https://www.advan-t.com/recruitment/
企業情報

〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番36号　新大阪トラストタワー19階 URL

●設立 1998年4月 ●売上高 35億（2018年3月実績） ●従業員数 750名（2018年3月）

〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田3丁目4番5号 毎日新聞ビル6F URL

株式会社アテック 人材サービス

所在地 https://www.atec-recruit.jp/
●設立 1988年4月

事業内容
地球上で最も丸い、超高精度な「ベアリング用ボール」を生産し、全世界の産業を支えている「縁の下の力持ち」です。
世界シェアや、加工技術・品質レベルは世界トップクラスで、無借金経営をしている堅実な優良企業です。

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

情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

朝日航洋株式会社【トヨタグループ】 運輸

↑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・研究職・設計エンジニア　●勤務地／東京・埼玉・大阪他
●初任給／【学部卒】212,000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122日、●勤務時間／09:00〜17:30

所在地 https://www.aeroasahi.co.jp/
企業情報

〒136-0082 東京都江東区新木場4-7-41 URL

●設立 1955年7月 ●売上高 連結　323億300万円（2019年3月実績） ●従業員数 1,529名（2020年1月）

●売上高 77億5,400万円（2019年12月実績） ●従業員数 1,189名（2020年1月）企業情報

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／機械設計・制御ソフト設計・電子回路設計・開発管理エンジニア　●勤務地／関西、東海、関東
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、GW、夏季、年末年始(9日前後)　年間休日日数121日、
●勤務時間／09:00〜17:45　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［一次選考を希望日にて調整］

事業内容
自動車、家電、IT関連などモノづくり分野における設計開発請負業
機械・電子、ソフトウェアの主要技術分野を網羅し要求分析から設計・評価の上流工程に対応。

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

株式会社天辻鋼球製作所 金属製品

↑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・開発職　●勤務地／関西圏・東海圏・関東圏・九州圏　●初任給／【学部卒】204,000円 【修士
卒】214,000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（実働8時間）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［ボールペン］

〒571-0070　大阪府門真市上野口町１-１ URL

●設立 1933年12月 ●売上高 連結　398億円（2019年3月実績） ●従業員数 1,855名（2019年3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
＆

訪問特典

●職種／総合職・技術職　　●勤務地／主に大阪府門真市　　●初任給／学士…217,000円 　修士…236,500円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、年末年始、GW、夏休み　年間休日120日、入社時より有給休暇日数10日
●勤務時間／08:40〜17:25　　　　　★★ブース訪問特典★★［　弊社ボールが使用されているボールペン配布　　］

２０２０年

３月３日（火）
　　　　　　　　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
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✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

●従業員数 5,700名（2019年3月時点）

事業内容 化合繊わた、不織布製品、産業資材、衣料製品、機能素材製品などの繊維製品の製造・加工・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、生産技術、営業　●勤務地／大阪、東京、石川、兵庫、島根、海外(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、中国、香港)
●初任給／【学部卒】210,000円 　【修士卒】229,000円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、GW、お盆

企業情報

●従業員数 19,268名(2019年3月現在)

事業内容
ファインセラミック部品、半導体部品、電子部品、切削工具、太陽光発電システム、宝飾品、セラミック日用品、通信機器、情報機器な
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➡入社実績あり

採用情報
●採用職種／研究、設計、生産技術、情報システム　等　　●勤務地／全国各地および海外　●初任給／【学部卒】
216,500円 　【修士卒】240,500円　●休日・休暇／年間休日125日（2019年※年次有給休暇一斉取得日を含む）　●
勤務時間／8時45分～17時30分（本社)　8時00分～16時45分（工場）　※事業所により異なる。

エスケー化研株式会社 化学・化粧品

所在地 〒567-0034大阪府茨木市中穂積3-5-25 URL https://www.sk-kaken.co.jp/recruit/
●設立 1958年4月 ●売上高 950億6,900万円(平成31年3月期：連結) ●従業員数 2,177名

事業内容 建築仕上塗材、機能性塗料、特殊塗材、無機断熱材、耐火被覆材、請負工事、その他

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

株式会社SRD ソフトウェア

所在地 〒600-8216　京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町614番地　新京都センタービル8F URL https://www.srd.co.jp
●設立 1979年1月 ●売上高 非公開 ●従業員数 140名（2019年4月）企業情報

〒612-8501　京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 URL http://www.kyocera.co.jp/
●設立 1959年4月 ●売上高 連結　1兆6237億1000万(2019年3月現在)

所在地 〒661-0976　兵庫県尼崎市潮江一丁目2番6号 尼崎フロントビル6階

事業内容
任天堂様のゲームソフト及びWebシステムの受託開発を行っている会社です。
40年にわたり、任天堂様のゲーム開発に携わり、数々の有名タイトルのプログラム開発及びUIデザインに参画しています。

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！↑

採用情報
●採用職種／　ゲームプログラマー ・ UIデザイナー ・ Webプログラマー（ネットワークライブラリ/サーバー、サーバーシステム）

●勤務地／京都事業所（京都市南区東九条南松田町2番地1　任天堂株式会社 本社開発棟（内））
●福利厚生／退職金制度・教育研修制度・資格取得一時金制度 他　●初任給／学部卒:214,000円  修士卒:226,000円

企業情報

京セラ株式会社 電機・電子

所在地

SECカーボン株式会社 窯業

ＯＢ・ＯＧ情報➡5年以内の入社実績あり

http://sec-carbon.com/
●設立 1934年10月 ●売上高 連結　379億3,500万円（2019年3月実績） ●従業員数 281名（2019年3月）

事業内容
１９３４年創業。福知山市に生産拠点をもつカーボンメーカー。製鋼用人造黒鉛電極、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している。

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／営業職・研究職・その他　●勤務地／全国拠点営業所、本社（大阪）、研究所（大阪）、工場（全国7工
場）、海外　●初任給／【学部卒】235,000円 　【修士卒】250,000円　●勤務時間／08:30〜17:00
●休日・休暇／週休2日（日、月3回土）、祝日、夏期、年末年始、リフレッシュ休暇、年間休日120日

企業情報

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➡入社実績あり

採用情報
●採用職種／技術系総合職　  ●勤務地／京都府福知山市
●初任給／【学部卒】214,500円 　【修士卒】230,600円    ●勤務時間／08:00〜16:45
●休日・休暇／週休2日制、祝日、年末年始、年間休日日数118日(京都工場カレンダーによる)

ダイワボウグループ（繊維事業） 繊維

所在地 〒541-0056　大阪市中央区久太郎町３－６－８　御堂筋ダイワビル15階 URL https://www.daiwabo-recruit.jp/
●設立 1941年4月 ●売上高 連結　7,855億5,400万円（2019年3月期実績）

URL
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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）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

↑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　●勤務地／　香川県　●初任給／【学部卒】210,000円 　【修士卒】230,000円
●休日・休暇／工場休日カレンダーによる。　●勤務時間／8：00～17：00（※職種や勤務場所により異なる場合あり）
★★ブース訪問特典★★［　　商品サンプルプレゼント！　］

大紀商事株式会社 繊維

所在地 〒541-0058　大阪市中央区南久宝寺町3-6-6 URL http://www.ohki-okilon.co.jp
企業情報 ●設立 1980年10月 ●売上高 連結　78億7,500万円（2019年9月実績） ●従業員数 179名（2019年12月）

事業内容
当社はティーバッグ・コーヒーバッグに特化した不織布メーカーです。業界No.1の地位を長年にわたり維持し、飲料用フィルターのパイ
オニアとして、世界のティーバッグの進化を支えています。

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

事業内容
工作機械の設計・開発・製造・販売　　　工作機械の中でも歯車を加工するホブ盤、ギヤスカイビング盤を生産しています。弊社の機
械は純国産の高品質ブランドとして、自動車業界を始めとする国内外の様々な産業界に貢献しています。

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
＆

訪問特典

●採用職種／総合職　　●勤務地／京都市（南区）　●初任給／【学部卒】214,097円 　【修士卒】228,696円
●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、祝日、夏季、年末年始、年間休日日数127日、●勤務時間／08:00〜16:30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［ボールペン　　］

↑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／営業職 　●勤務地／京都、滋賀、名古屋、東京 　●初任給／【学部・修士卒】214,000円(営業手当
17,000円含)  ●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数126日(2019年実績)  ●勤務時間
／08:30〜17:30 　　　　 ★★ブース訪問特典★★［自社製品ドリップコーヒーをお渡しします(*^_^*)］

株式会社カシフジ 機械

所在地 〒601-8131　京都市南区上鳥羽鴨田28 URL http://www.kashifuji.co.jp/
企業情報 ●設立 1913年2月 ●売上高 86億6,600万円 ●従業員数 222名（2020/1/31現在）

小川珈琲株式会社 食品

所在地 〒615-0802　京都市右京区西京極北庄境町75番地 URL https://www.oc-ogawa.co.jp/
企業情報 ●設立 1957年2月 ●売上高 69億円（2019年8月実績） ●従業員数 185名（2019年1月現在）

事業内容
・コーヒーの製造および紅茶、コーヒー器具、輸入食品、喫茶材料の卸、販売
・喫茶及びコーヒー豆、コーヒー器具販売、ケーキ製造、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

事業内容
人と地球と暮らしへの「やさしさ」を追求するため、レーヨン繊維の開発をはじめ、セルロースの研究にも注力しています。SDGsにおい
て海洋プラスチック問題が提唱されるなか、生分解性をもつレーヨン等セルロース繊維の拡大を図ります。

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／研究開発、生産管理　●勤務地／兵庫県加古川市、大阪市  ●初任給／【学部卒】205,700円 　【修士
卒】223,100円 　　（手当除く）  ●休日・休暇／基本週休2日制（土・日）※土曜出勤日あり、祝日、年末年始、年間休
日日数110日  ●勤務時間／08:30〜17:00　　　★★ブース訪問特典★★［  可食セルロース「ぷるんちゃん」進呈  ］

↑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,、システム開発職、技術営業職、法務職　　●勤務地／大阪府、滋賀県、東京都
●初任給／【学部卒】202,000円 　【修士卒】215,000円　　●勤務時間／09:00〜17:30　※時差出勤制度あり
●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125日

オーミケンシ株式会社 繊維

所在地 〒541-8541　大阪市中央区南本町4-1-1 URL https://omikenshi.co.jp
企業情報 ●設立 1917年8月 ●売上高 連結　97億4,600万円（2019年3月期実績） ●従業員数 318名（2019年3月）

大塚電子株式会社（大塚グループ） 精密機器

所在地 〒573-1132　大阪府枚方市招提田近3-26-3 URL https://www.otsukael.jp/
企業情報 ●設立 1970年5月 ●売上高 63億2,300万円（2019年12月実績） ●従業員数 194名（2019/12/31現在）

事業内容
(1) 科学機器、光学機器、医療機器、工業計測機器および同部品ならびに附属品の開発、製造、販売、修理および輸出入
(2) 試薬の製造、販売および輸出入　(3) 前各号に附帯する一切の事業

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
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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➡就社実績なし

採用情報
●採用職種／機械設計、電気設計、研究、生産技術、生産管理　●勤務地／茨城、神奈川、愛知、岐阜、滋賀、佐
賀　●初任給／【学部卒】217,500円 　【修士卒】234,700円　●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始　●
勤務時間／08:30〜17:30

電力供給設備、情報通信設備、ビル・工場・都市開発等における設備（電気・計装・通信・空調・衛生・内装・リニューアル）の設計、施
工、エンジニアリング事業

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
＆

訪問特典

●採用職種／総合職（技術系、事務系） ●勤務地／日本全国および海外 ●初任給／【学部卒】213000円 【修士卒】
228000円 ●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始 等　年間休日日数132日 ●勤務時間／08:30〜17:30
（冬季8:30～17:15） 　　　　　                       ★★ブース訪問特典★★［　選考の詳細をお伝えします　］

株式会社きんでん 建設

所在地 〒531-8550　大阪市北区本庄東２－３－４１ URL https://www.kinden.co.jp/
企業情報 ●設立 1944年8月 ●売上高

企業情報 ●設立 1917年9月 ●売上高 495億円（2019年3月） ●従業員数 750名

↑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
合成樹脂総合企業として、キユーピーマヨネーズ容器をはじめとした食品包装資材や自動車部品など、あらゆる業界に製品を供給し
ています。当社にしかできない独自技術で世界に躍進しています。

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

URL https://www.kyoso-tec.co.jp/
企業情報 ●設立 2003年12月 ●売上高 5億1,400万円（2019年11月実績） ●従業員数 71名（2019年12月）

ＯＢ・ＯＧ情報➡入社実績あり

採用情報
●採用職種／機械設計職　　●勤務地／京都府・滋賀県　　●初任給／【学部卒】200,000円 　【修士卒】205,000円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、夏季、産休、育休、年間休日124日（年末年始・夏季休暇含）
●勤務時間／09:00〜18:00　 ●有給取得率／84％　 ●月平均残業時間／14.3時間 　●定着率／94％以上

キョーラク株式会社 合成樹脂製品製造販売

所在地 〒103-0004　東京都中央区東日本橋１丁目１番５号　ヒューリック東日本橋ビル URL http://www.krk.co.jp

京セラコミュニケーションシステム株式会社 情報処理・ソフトウェア

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/
企業情報 ●設立 1995年9月 ●売上高 連結　1,291億8,594万円（2019年3月実績） ●従業員数 3,180名（2019年3月）

事業内容
「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つの事業を展開し、各事業のシナジー
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
機械、電子回路、プリント基板、ソフトウェアの設計、試作、評価などの技術サービス（受託開発および技術者派遣）
【設計対象】民生品（洗濯機など）、ヘルスケア製品（血圧計など）、自動機（駅務機器など）、エネルギー機器（ボイラーなど）

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

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・通信エンジニア / 環境エンジニア・研究・アメーバ経営コンサルティング関連・営業・管理部門　●勤務地
／東京・京都・大阪・北海道・仙台・福岡・鹿児島 など　●初任給／【学部卒】215,000円 　【修士卒】237,000円　●休日・休暇／週休2日制
（土・日）、祝日、年末年始、GW、夏期休暇、年次有給休暇、リフレッシュ休暇　他　年間休日日数124日　●勤務時間／08:45〜17:30

株式会社KYOSOテクノロジ 機械

所在地 〒604-8151　京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町227　第12長谷ビル3Ｆ

単体　4567億円（2019年3月末実績） ●従業員数 7726名（2019年3月）

事業内容

所在地 〒564-0044　大阪府吹田市南金田2-11-33 URL http://www.sanwapump.co.jp/

三和ハイドロテック株式会社 機械

企業情報 ●設立 1934年9月 ●売上高 28億1,000万円（2019年12月実績） ●従業員数 120名（2019年12月）

事業内容
産業用ポンプの製造・販売を行うポンプ専業メーカーです。絶対に液漏れしない特長を持つ「ステンレス製マグネットポンプ」を主力製
品に、オーダーメードポンプで石油化学(繊維・素材)、飲料(牛乳や飲料水)・風力発電等あらゆる産業のもの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➡入社実績なし

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／技術職・営業職　　●勤務地／【技術職】本社・京都　【営業職】東京・大阪・名古屋・岡山
●初任給／【学部卒】211,000円 　【修士卒】226,000円　●休日・休暇／週休2日制（土・日・祝）、年間休日118日
●勤務時間／08:30〜17:15　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［　ノベルティ配布・社長説明会の予約受付　］
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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➡入社実績あり

採用情報
●採用職種／営業職・技術職  　●勤務地／　東京、埼玉、茨城、千葉、神奈川、静岡、愛知、大阪、滋賀、兵庫、福
岡、佐賀、熊本　  ●初任給／【学部卒】212,500円 　【修士卒】215,500円
●休日・休暇／週休2日制（火・水）、祝日、年末年始、年間休日日数125日    ●勤務時間／09:00〜17:45

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／営業･SE･Network構築　●勤務地／本社･東京･福岡
●初任給／【学部卒】190,000円～ 【修士卒】195,000円～　（職種職務年齢により変わります）
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、誕生日、年間休日日数107日　　●勤務時間／08:30〜17:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★ブース訪問特典★［当社オリジナルステッカー］

企業情報 ●設立 1969年2月 ●売上高 単体　460億615万円（2019年3月実績） ●従業員数 601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！↑

事業内容
戸建住宅及び集合住宅・介護施設・保育施設の企画・開発・設計・施工・販売
マンションの企画・販売中古住宅のリノベーション・販売 ほか

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／商品設計・半導体プロセス開発　●勤務地／京都本社（転勤なし）　●勤務時間／08:40〜17:20
●初任給／【学部卒】205,500円 　【修士卒】217,990円　（2019年4月実績）
●休日・休暇／完全週休2日制（土・日・祝　※年数回、土・祝出勤有り)、GW、夏季、年末年始　年間休日日数120日

企業情報 ●設立

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／(日本)大阪・東京・名古屋・福井、(海外)中国など  ●勤務時間／09:00〜17:15
●初任給／【学部卒】210,000円 　【修士卒】230,000円 ●手当／通勤手当、残業手当、各種手当(住宅手当、家族手当等　*該当者）
●休日・休暇／土曜・日曜・祝日休(年間125日)、年次有給休暇(時間有休制度あり)、年末年始休暇、傷病休暇、慶弔休暇、永年勤続休暇

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1-4-1　オリックス本町ビル8階 URL https://www.sanyohomes.co.jp/

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。

↑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／営業職・空間設計デザイン職・技術開発設計職　●勤務地／全国の営業所
●初任給／【学部卒】210,000円 　【修士卒】226,000円　●勤務時間／09:30〜17:30
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、夏季休暇 、2019年度年間休日日数127日

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

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 294億6000万円（2018年度実績） ●従業員数 642名（2019年4月）

事業内容
生活空間を支える照明器具メーカーです。主に住宅用・施設店舗用の照明を製造し、光源開発・器具提案から配光提案までトータル
に行うことで、新たな光環境を創造します。

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

1973年6月 ●売上高 188億円（2019年3月実績） ●従業員数 264名（2019年3月）

オー・ジー長瀬カラーケミカル株式会社 専門商社

所在地 〒550-8668　大阪市西区新町1-1-17　長瀬産業ビル8階 URL https://www.ognagase.co.jp

コイズミ照明株式会社（小泉産業グループ） 機械

所在地 〒541-0051　　大阪府 大阪市 中央区 備後町 ３丁目３番７号 URL https://www.koizumi-recruit.jp/
企業情報 ●設立 2006年4月

企業情報 ●設立 2012年4月 ●売上高 183億8,000万円（2019年3月実績） ●従業員数 104名（2020年1月）

事業内容
長瀬産業㈱およびオー・ジー㈱の創業事業である｢染料事業｣を継承し、染色および繊維加工の豊富な技術・知識や国内外にあるラ
ボを生かし、新しい企画やソリューション提案をグローバルに行っております。

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

株式会社サンレックス ＩＴ情報サービス業

所在地 〒640-8225　和歌山県和歌山市久保丁４丁目６５番地 URL https://www.sunrex.co.jp/
企業情報 ●設立 1984年5月 ●売上高 　7億3,000万円（2019年3月決算実績） ●従業員数 38名（2020年1月）

事業内容
流通業のサプライチェーンを担うEDIサービスを提案。新たな商流インフラの構築、AI技術の拡充、様々な協業企業との連携や大学と
の共同開発により提案の幅を広げていきます。

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➡入社実績なし
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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➡入社実績あり

採用情報
勤務地／本社（神奈川県厚木市）・福岡事業所（福岡県福岡市）
初任給／【学部卒】225,000円 　【修士卒】252,000円（2019年度初任給実績）
休日・休暇／年間休日128日（土・日・祝日、年末年始、個人別休日）、年次有給休暇、育児休暇、産前産後休暇、他

ソニーLSIデザイン株式会社 その他サービス

所在地 〒243-0021　神奈川県厚木市岡田4-16-1 URL https://www.sony-semicon.co.jp/jobs/slsi/
企業情報 ●設立 1986年6月 ●売上高 非公開 ●従業員数 約1,900名（2019年10月1日現在）

事業内容
当社は、ソニーが世に送り出す様々な製品（デジタルカメラ、スマートフォン、ゲーム機、テレビ等）に搭載する半導体デバイス(CMOS
イメージセンサー等)の設計・開発を行っています

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

事業内容
リサイクル率が高く、物流に不可欠な段ボールをメインとした総合パッケージメーカー（段ボール生産全国シェア5位）　環境にも人にも
優しい企業で働いてみませんか！

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／法人ルート営業・総務・経理・業務・情報システム・生産技術　●勤務地／全国　●初任給／【学部卒】
212,500円 　【修士卒】212,500円　●休日／年間休日116日、週休2日（原則土日）、休暇／有給・夏季・年末年始・慶
弔・特別（リフレッシュ7年・15年・永年勤続25年）　●勤務時間／8:30〜17:30（生産技術・交替制有）

JR東日本ビルテック株式会社 建設

所在地 151-0053 東京都渋谷区代々木2-2-2 JR東日本本社ビル8階 URL http://www.jrefm.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➡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／東日本エリア　●初任給／【学部卒22歳】207,000円【修士了24歳】227,930円※2019年4
月実績（全員一律の最下限の金額） ●休日・休暇／完全週休2日制（年間休日124or116日）、ほか有給取得実績80％以上●勤務
時間／フレックスタイム制または変形労働時間制       ★★ブース訪問特典★★ノベルティ（フリクション3）プレゼント

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➡入社実績あり

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／技術系専門職　●勤務地／大阪、京都、滋賀　●初任給／【学部卒】193,100円　【修士卒】195,100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／08:15〜17:15（シフト制）
★★ブース訪問特典★★［クリアファイルプレゼント］

企業情報 ●設立 創立1906/11/19 ●売上高 非公開 ●従業員数 1,879名（2019年4月1日現在）

事業内容
ＪＲ東海は、①東海道新幹線、②在来線、③関連事業（不動産業、流通業、ホテル業、旅行業など）の３事業を柱として、④リニア中央
新幹線、⑤高速鉄道システムの海外展開にも挑戦しています。

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

京阪電気鉄道株式会社 運輸

事業内容
大阪・京都・滋賀のエリアで鉄道事業を行っています。
技術系専門職は車両や駅設備、電気設備の設計・メンテナンスを担います。

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

所在地 〒540-6591　大阪市中央区大手前１-7-31 OMMビル URL https://www.keihan.co.jp/jinji/expert/

JR東海（東海旅客鉄道株式会社） 運輸

所在地 〒108-8204　東京都港区港南2-1-85　JR東海品川ビルA棟 URL https://saiyo.jr-central.co.jp/
企業情報 ●設立 1987年4月 ●売上高 1兆8,781億円［連結・2019年3月期］ ●従業員数 18,148名［単体］　※2019年3月末現在

セッツカートン株式会社 紙・パルプ

所在地 〒664-0845　兵庫県伊丹市東有岡五丁目３３番地 URL https://www.settsucarton.co.jp

1990年8月 ●売上高 706億円（2018年度実績） ●従業員数 1,580名（2019年4月）

事業内容
【建物設備の維持管理】JR東日本すべての駅（約1,700駅）をはじめ、駅ビルやオフィスビル、ホテル等、多彩な建物の、建築・電気・機
械・情報通信設備等の維持管理を中心とし、請負工事やエネルギーマネジメント等を行っています。

↑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、プロフェッショナル職、アソシエイト職　●勤務地／東京~大阪間の当社事業エリア内及び海外事務所　●初任給／
【学部卒】209,400円～235,400円【修士卒】239,300円～265,300　※勤務地により異なる　●休日・休暇／年間１２０日、年次有給休暇（初年
度15日・最高20日）、育児休職、慶弔に応じた休暇　など　●勤務時間／本社　フレックスタイム制（コアタイム11：00～14：00）　※事業所に
より異なる

企業情報 ●設立 1999年3月 ●売上高 510億円（2019年3月末実績） ●従業員数 868名（2019年4月）
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

事業内容

↑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／エンジニア・プランナー・デザイナー　●勤務地／大阪　●初任給／【学部卒】236,000円 【修士卒】
246,000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125日 ●勤務時間／10：00〜
18:45　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［　就活にお役立ち！エチケットブラシ　］

化学・材料・医薬品・化粧品・食品・バイオ分野などの研究開発
【業務例】　化学系：カーボンナノチューブの評価技術開発　など／バイオ系：ｉＰＳ細胞を用いた軟骨や皮膚に関する再生医療研究　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➡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（エリア希望可）　●初任給／【修士卒】210,000円　【博士卒】230,000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／09:30〜18:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［　ボールペン　］

株式会社ディンプス ソフトウェア

所在地 〒560-0083　大阪府豊中市新千里西町1-1-8　第一火災千里中央ビル8F URL https://www.dimps.co.jp/
企業情報 ●設立 2000年3月 ●売上高 44億3,200万円（2019年3月実績） ●従業員数 276名（2019年9月）

事業内容
ディンプスは設立20周年を迎える実力派ゲームディベロッパーです！『ドラゴンボールゼノバース』シリーズなどミリオンヒットタイトル
を数多くリリース。世界中にゲームの楽しさと感動を発信し続けています。

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

事業内容
当社は自動車や列車・航空機用のシートファブリックメーカーです。通勤・通学や旅行で何気なく座るシートを「快適」にするべく、
布で作ったバネ、消臭や抗菌、静電防止といった革新的なファブリックの開発・製造・販売に奮闘しています。

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／総合職（事務系・営業系・技術系）●勤務地／滋賀・愛知・東京など（将来の海外赴任もあり）
●初任給／【学部卒】201,000円 　【修士卒】215,000円　※基本給のみの金額です●勤務時間／09:00〜17:30
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、年末年始、GW、夏季  （年間休日121日）、有給休暇入社時10日付与

田村駒株式会社 専門商社

所在地 〒541-8580　大阪市中央区安土町3-3-9　 URL http://www.tamurakoma.co.jp
企業情報 ●設立 1918年4月 ●売上高 連結　1,165億8,700万円（2019年3月実績） ●従業員数 482名（2019年3月）

事業内容
繊維商社「田村駒」は企画提案力を駆使し、紳士・婦人・子供等の衣料製品から、寝装・寝具、リビング製品、スポーツ製品用テキスタ
イル、家電関連資材に至るまで、幅広く事業を展開しています。

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

事業内容
「持続型資源循環社会」の実現を目標に、収集・運搬から、中間処理、再資源化をはじめ、最終処分、地域貢献まで、一貫した廃棄物
処理・リサイクル事業を展開しています。

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➡5年以内の入社実績あり

採用情報
●採用職種／営業、技術職、事務職　●勤務地／大阪、兵庫、京都、和歌山、三重　●初任給／【学部卒】212,200円
【修士卒】217,000円　●休日・休暇／日曜日その他会社カレンダーによる、夏季休暇、年末年始、年間休日日数110
日　●勤務時間／08:30〜17:30

大栄環境株式会社 その他サービス

所在地 〒658-0031　兵庫県神戸市東灘区向洋町東2-2-4 URL http://www.dinsgr.co.jp
企業情報 ●設立 1970年10月 ●売上高 連結　721億8,440万円（2019年3月実績） ●従業員数 2,085名（2020年1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➡ 入社実績あり

採用情報
●採用職種／総合職(営業)・一般職(事務)　●勤務地／大阪・東京　●初任給／【総合職】240,000円 　【一般職】200,000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(2019年度実績)
●勤務時間／大阪　09:15〜17:15　東京　09:30〜17:30

株式会社テクノプロ　テクノプロ・R&D社 その他サービス

所在地 〒106-6135　東京都港区六本木6-10-1　六本木ヒルズ森タワー35階 URL https://www.technopro.com/rd/
企業情報 ●設立 1988年10月 ●売上高 68億3,798万円（2019年6月実績） ●従業員数 1,196名（2019年6月）

TBカワシマ株式会社 繊維

所在地 〒529-1325　滋賀県愛知郡愛荘町東円堂９２３ URL https://www.tb-kawashima.co.jp/
企業情報 ●設立 2009年12月 ●売上高 連結　307億円（2018年度実績） ●従業員数 国内265名(2019年3月)
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✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

1991年3月 ●売上高 63億5,800万円(2019年3月期） ●従業員数 878名（2019年10月）

所在地 〒620-0853　京都府福知山市長田野町2-38 URL https://www.ninbari.co.jp/
企業情報 ●設立 1948年 ●売上高 18億3,100万円（2019年7月実績） ●従業員数 78名（2020年2月）

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／エンジニア職　●勤務地／大阪・滋賀・京都・神戸・神奈川　●初任給／【学部卒】210,500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125日、●勤務時間／09:00〜
18:00　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［　ボールペン　］

繊維 文系

日本ピラー工業株式会社 機械

所在地 〒550-0013　大阪府大阪市西区新町1-7-1 URL https://www.pillar.co.jp/
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／設計・研究開発・生産技術・営業・システム管理 ●勤務地／【理系】兵庫、京都、海外（アメリカ・中国・台湾・シンガ
ポール・インド・ドバイ・タイ・インドネシア・メキシコ、ドイツ）　 ●初任給／【学部卒】211,500円 　【修士卒】228,500円
●休日・休暇／完全週休2日制、年末年始、夏季休暇、有給休暇、ほか　※年間所定休日122日、●勤務時間／8：30～17：05

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／技術職　　●勤務地／京都府福知山市　　●初任給／【学部卒】193,000円 　【修士卒】205,000円
●休日・休暇／年間休日日数120日(有給休暇3日含む)、●勤務時間／08:10〜17:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［　ボールペン　］

株式会社長浜製作所 精密機器

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／設計職・開発職　　●勤務地／大阪府高槻市　　　●初任給／【学部卒】223,200円 　【修士卒】240,000円
●休日・休暇／週休2日制（土日）、GW・お盆・年末年始の連続休暇あり、年間休日日数121日（組合と協定した休日カレンダーによ
る）　　●勤務時間／08:30〜17:15　　　　★★ブース訪問特典★★［フリクションボールペン進呈］

日東精工株式会社 機械

所在地 〒623-0054　京都府綾部市井倉町梅ケ畑20 URL https://www.nittoseiko.co.jp/
企業情報 ●設立 1938年2月 ●売上高 連結　348億5,700万円（2019年12月実績） ●従業員数 1,828名（2019年12月）

所在地 〒569-1142　大阪府高槻市宮田町1丁目24番3号 URL http://nagahama.co.jp/
企業情報 ●設立 1955/12/24 ●売上高 単体　55億7,948万円（2019年9月実績） ●従業員数 127名（2019年9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➡入社実績あり

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／技術職、営業職、事務職　●勤務地／本社（綾部市）、支店・営業所（大阪、名古屋、神奈川、群馬、広島）、海外拠点
●初任給／【学部卒】技術職 200,000円　【修士卒】211,200円　●勤務時間／08:30〜17:05（支店は9:00～17：25）
●休日・休暇／完全週休2日制（土日）、年末年始等　年間休日120日　　　★★ブース訪問特典★★［　オリジナルノート　］

事業内容 工業用ファスナー（ねじ）、自動組立機械、計測制御・検査機器の製造、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

●設立

事業内容
当社は回転体部品のバランスを測定・修正する精密機械『バランシングマシン』のトップメーカーです。当社製品は各産業における日
本を代表する大手メーカー各社より高い評価と厚い信頼をいただいており、日本のものづくりを支えています。

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

ニンバリ株式会社 機械

1948年5月 ●売上高 連結　309億6,300万円（2019年3月実績） ●従業員数 967名（連結）（2019年3月）

事業内容
流体制御関連機器製品の製造・販売
（メカニカルシール、グランドパッキン、ガスケット、フッ素樹脂継手、ピラーユニトン支承、衝突防止用ミリ波レーダー基盤）

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築

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

事業内容
スマート家電などのBtoC分野及び車載、航空、医療、公共などのBtoB分野機器の電気電子回路設計、機構設計、ソフト開発、並び
にICT分野におけるソフト開発。お客様のニーズとテクノロジーの進化に対応し、最先端の技術領域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➡

パーソル パナソニック HRパートナーズ株式会社　エクセルテクノロジーカンパニー ソフトウェア

所在地 〒530-0002　大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16　西梅田MIDビル5F URL https://persol-hrpartners.co.jp/exceltechnology/recruit/

企業情報 ●設立

5年以内の入社実績あり

事業内容 ニンバリは、オーダーメイドのFA装置システムのODMに特化した、京都のものづくり会社です。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン
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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➡弊社担当にお問合せ下さい

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（静岡県磐田市）　国内・海外事業所
●初任給／【学部卒】213,000円 　【修士卒】235,000円　●勤務時間／08:45〜17:30フレックスタイム制度有り
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、年末年始、年間休日日数121日

↑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）】　電気電子設計，機械設計，ソフトウエア設計　等　，【事務系（総合職）】
●勤務地／本社，各事業所・支所　●初任給(19年度基本給）／【学部卒】212,500円 　【修士卒】236,500円
●休日・休暇／完全週休2日制，祝日，年末年始，年間休日日数126日　●勤務時間／7時間45分

企業情報 ●設立

●従業員数 連結：53877人（2018年12月末現在）

事業内容
モーターサイクル、スクーター、電動アシスト自転車、ボート、船外機、ゴルフカー、スノーモビル、自動車用エンジン、産業用ロボット
等の製造および販売。各種商品の輸入・販売、これに付帯する事業。

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

物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

1962年2月 ●売上高 1,178億円 （2019年3月期実績） ●従業員数 5,666名（2019年4月）

事業内容
宇宙関連機器，電子応用機器，情報通信機器，交通機器，産業用機器，家庭用電気機器等の各種電気・電子機器の設計・開発およ
びその関連技術，システム技術

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
世界中の大手メーカー向け生産設備を、ロボット技術、IoTといったコア技術をベースに、開発・提案から設計・製作まで一貫した対応
で構築・提供します。（東証一部 6258）

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 1940年11月 ●売上高 連結　1,023億100万円（2019年3月実績） ●従業員数 単独：1,709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➡2020年4月入社予定者あり

採用情報
●採用職種／技術系（開発・設計・SE等）、管理系（経企、法務、人事等）　●勤務地／滋賀、熊本、栃木等 ※本人希望考慮
●基本給／【大卒】207,700円　　【院卒】227,700円　※熊本以外の事業所勤務の方は左記基本給に別途 地域手当支給
●休日・休暇／完全週休2日制（土日）、祝日、年末年始、有給休暇、ほか　※年間休日129日(2019年度実績)

↑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➡5年以内の入社実績あり

採用情報
●採用職種／半導体プロセスエンジニア、生産技術エンジニア、システムエンジニア　●勤務地／富山、新潟、京都、大阪、愛知等
●初任給／【学部卒】210,500円 　【修士卒】234,500円（2019年度実績）●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、GW、夏季休暇、
年末年始、有給休暇（20日付与）、年間休日日数127日●勤務時間／08:30〜17:15（フレックスタイム制）

平田機工株式会社 生産設備・産業用ロボット

所在地 〒520-2314滋賀県野洲市小堤500番地　（関西事業所） URL https://www.hirata.co.jp
企業情報 ●設立 1951年12月 ●売上高 連結　773億200万円（2019年3月実績） ●従業員数 2,225名（2019年3月）

パナソニック デバイスエンジニアリング株式会社 精密機器

●売上高 26.9億円（2018年度実績） ●従業員数 157名（2020年1月現在）

事業内容
半導体デバイス、車載事業における技術提供および製造ソリューションの提供
・半導体製造プロセスの開発、量産品の品質向上、生産ラインの立上、生産性向上、製造コストの削減、システム開発・保守・運用

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 2000年3月

所在地 〒937-8585　富山県魚津市東山800番地 URL https://www.panasonic.com/jp/company/pide.html

企業情報 ●設立 1995年7月 ●売上高 連結：1兆6772億円（2018年12月期）

富士通フロンテック株式会社 電機

所在地 〒206-8555　東京都稲城市矢野口1776番地 URL https://www.fujitsu.com/jp/frontech/

↑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／フィールドS.開発SE.機械設計.回路設計.ファームフェア開発.営業.事業管理等
●勤務地／東京都（本社）.埼玉県：大宮.熊谷.群馬県:前橋　　●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、夏季休暇、年末年始　有給取得平均日数：16.4日　●勤務時間／08：45～
17：30

三菱電機エンジニアリング株式会社 その他サービス

金融、流通、ヘルスケア、自治体など、生活に密着した様々なシーンでビジネスを展開。BtoBでありながら、目に見える形でこれから
の社会を支えていきます。　※ブース来場で会社説明会参加不要で選考応募が可能です！

応用生物

ヤマハ発動機株式会社 輸送用機器

所在地 〒438-8501　静岡県磐田市新貝2500 URL http://global.yamaha-motor.com/jp

所在地 〒102-0073　東京都千代田区九段北１－１３－５（ヒューリック九段ビル） URL http://www.mee.co.jp/recruit/

事業内容
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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➡弊社担当にお問合せ下さい

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／システムエンジニア　●勤務地／鳥取市、他全国8事業所　●初任給／【学部卒】202,000円、【修士卒】
214,000円（※初任給はエリアによって金額が異なります）　●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年
間休日日数126日　●勤務時間／09:30〜17:30　★★ブース訪問特典★★［ノベルティをプレゼントします］

リコーITソリューションズ株式会社 鳥取事業所 ソフトウェア

所在地 〒680-0911　鳥取市千代水1-100 アイシン千代水ビル URL https://www.jrits.co.jp/recruit/graduate/
企業情報 ●設立 1982年10月 ●売上高 連結　164億4,313万円（2018年度実績) ●従業員数 鳥取93、全社945（2019年3月）

事業内容
弊社は約２００の国と地域で事業を展開するリコーグループが販売する、リコー製IT機器およびサービスのソフトウェア開発を主軸に、
リコーグループ各社が事業として利用するITシステム構築、運用など、リコーグループのITを牽引しています。

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
175年の歴史を有する日本で初めて顕微鏡用硝子の製造を始めた企業として、今もなお最新の技術を追求し、医療・理化学分野、光
電子分野で使用されるお客様のニーズに合わせた多種多様な硝子製品を提供し続けております。

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➡入社実績あり

採用情報
●採用職種／ガラス材料開発　　●勤務地／岸和田市　　●初任給／【学部卒】199,800円 　【修士卒】215,180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／08:00〜17:20

↑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／機械設計・電気設計・ソフト開発・営業技術・技術サービス・アフターサービス・生産技術・国内営業　・海外営業
●勤務地／本社（岡山）、各拠点　　●初任給／【大卒】201,000円　　【院卒】206,200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121日　★奨学金返済支援制度あり★
●勤務時間／本社（8:00～16:50）、各拠点（8:30～17:30）　★★ブース訪問特典★★［YASDAオリジナル スケール　プレゼント♪］

松浪硝子工業株式会社 ガラス製品製造業

所在地 〒596-0049　大阪府岸和田市八阪町2-1-10 URL http://www.matsunami-glass.co.jp/
企業情報 ●設立 1948年12月 ●売上高 　61億4,800万円（2019年12月実績） ●従業員数 290名（2019年12月）

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
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 386名（2020年1月）

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

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

事業内容
京都発「ものづくり企業」として、包装関連装置（小袋自動投入機等）及びコンバーティング関連機器（ウェブガイドシステム、エアーシャフト、しわ取り
ロール）の二つを中核事業に据え、日本を含む世界各地において営業活動を行っています。

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
＆

訪問特典

●採用職種／製品開発･設計職等　●勤務地／京都本社　　●初任給／【学部卒】201,000円 　【修士卒】216,000円　※基本給
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始等　※年間休日日数117日、年次有給休暇、慶弔休暇、出張休暇等
●勤務時間／08:30〜17:15（休憩12:00～12：45）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［　ボールペン　］

事業内容
産業用油圧シリンダを主軸とし、創業時から培ってきたノウハウと数々の特許技術を活かして「唯一無二の一品」をお客様にお届けし
ています。さらに、トップレベルのシェアと技術力を基盤に、海外進出やIoT化にも積極的に挑戦しています。

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

企業情報 ●設立 1944年2月 ●売上高  31億4594万円（2019年12月実績） ●従業員数 111名（2020年2月）

株式会社堀内機械 金属製品

所在地 〒590-0824　大阪府堺市堺区老松町1丁37番地 URL http://www.horiuchi.co.jp/
企業情報 ●設立 1959年 ●売上高 57億2,581万円（2019年実績） ●従業員数 271人（2019年）

↑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・システム・営業・製造・事務　●勤務地／大阪・京都・名古屋・東京　●勤務時間／8：00～16：50
●初任給／【学部卒】211,000円 　【修士卒】220,000円　（月10時間分の固定残業手当含む）●賞与／5.9カ月分（2019年実績）
●休日・休暇／週休2日制（土・日・祝） その他休暇制度あり　年間休日日数118日（社内カレンダーによる）+誕生日休暇

株式会社三橋製作所 機械

所在地 〒615-0082　京都市右京区山ノ内赤山町１番地 URL http://www.mitsuhashi-corp.co.jp/
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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
●採用職種／総合職、製造職（ＣＡＤ/ＣＡＭ）　●勤務地／京都市伏見区　●初任給／【学部卒】235,500円（固定残
業手当５０時間分含む）※2020年度予定【修士卒】別途相談　●休日・休暇／週休２日制（当社年間カレンダーによる
交代制）、祝日、年末年始、年間休日日数94日、●勤務時間／8:30〜17:45（休憩1時間30含む）

事業内容
液体クロマトグラフィー用充填剤及び充填カラムの製造・販売
分取装置の製造・販売、受託合成・精製

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

電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

株式会社ワイエムシィ 化学・化粧品

所在地 〒600-8106　京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町284（YMC烏丸五条ビル） URL http://www.ymc.co.jp/
企業情報 ●設立 1980年1月 ●売上高 連結　91億3,000万円（2019年3月期実績） ●従業員数 517名（2019年10月連結）

↑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、品質管理、機械設計、製造技術、営業・事務系　　●勤務地／　京都府、石川県、東京都
●初任給／【学部卒】210,625円 　【修士卒】235,000円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数127日（2020年実績）　●勤務時間／8:30〜17:15

株式会社渡邉商事 専門商社

所在地 〒612-8247　京都市伏見区横大路下三栖南郷１５ URL http://www.zerocut-watanabe.co.jp
企業情報 ●設立 1950/8/16 ●売上高 32億8859万円（2019年3月実績） ●従業員数 95名（2020年1月）

事業内容
アルミニウム材料専門商社。業界の常識を変えた「ゼロカット」で知られる精密切断サービスのパイオニア。取引先は島津製作所をはじめ全国1000社
のものづくり企業。近年インドネシアにも子会社を設立。最新鋭マシンニングで精密部品加工サービスも手掛けている。

応用生物 物質・材料
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✔ ✔

✔ ✔

●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］

株式会社リーテック 建設

〒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/
●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）企業情報

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➡ 5年以内の入社実績あり

採用情報
＆

訪問特典

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

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

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

↑入社後活躍が期待される学域や課程・専攻をチェック！↑

２０２０年

３月３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。

２０２０年

３月３日（火）
　　　　　　　　10：00～17：40

資料配布コーナー
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。

建築設計共同設計株式会社

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

http://www.kyodo-sekkei.comURL530-0047　大阪府大阪市北区西天満5-10-14所在地
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