
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・修了予定者対象  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 

20203.4wed 

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 



 2021卒京都工芸繊維大学合同会社説明会（キャリアミーティング）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

２０２０年

３月４日（水）
　　　　　　　　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

電子システム 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

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➡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／設計・開発・実験・生産技術・製造技術・品質管理・営業・財務・調達・人事・情報システムなど
●勤務地／大阪・三重・その他営業所（全国8か所）●初任給／【学部卒】220,000円 　【修士卒】230,000円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、年末年始、特別休暇、年間休日日数121日、●勤務時間／08:10〜17:00
★★ブース訪問特典★★［　エクセディグッズプレゼント　］

事業内容
エクセディは、大阪に本社を置く自動車部品メーカーです。国内外カーメーカーに搭載されるトルクコンバータやマニュアルクラッチ、
産業機械用製品や2輪車用製品を世界24か国・44社で生産・販売をしています。

応用生物 物質・材料

株式会社エクセディ 輸送用機器

所在地 https://www.exedy.com/shinsotsu/
企業情報

〒572-8570　大阪府寝屋川市木田元宮1-1-1 URL

入社実績あり

採用情報
●採用職種／開発・設計エンジニア、フィールドメンテナンスエンジニア 他　　●勤務地／石川県、東京都
●初任給／【学部卒】200,000円 　【修士卒】208,000円　※東京勤務の場合、勤務地手当あり
●休日・休暇／年間123日　　●勤務時間／8:05〜16:50(本社)、9:00〜17:45(東京)

〒541-8543 大阪市中央区高麗橋2-4-8 URL

上野製薬株式会社 化学・化粧品

所在地 http://www.ueno-fc.co.jp/
●設立 1918年8月 ●売上高 123億円（2019年5月期） ●従業員数 292名（2019年5月期）

事業内容
化学薬品事業（化粧品添加剤・顔料中間体・液晶ポリマーの原料他の研究開発・製造販売）
LCP事業（スーパーエンジニアリングプラスチックの研究開発・製造販売）

〒924-0051　石川県白山市福留町２００番地 URL

●設立 1921年10月 ●売上高 連結　117億5,600万円（2019年3月実績） ●従業員数 258名（2019年3月）

物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築

https://www.ishiss.co.jp

企業情報

所在地

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➡入社実績あり

採用情報
●採用職種／技術開発職　　●勤務地／兵庫県三田市　●初任給／【学部卒】210,600円 　【修士卒】231,000円
●休日・休暇／年間休日124日・有給休暇4月1日入社日に4日、6月に10日付与　　●勤務時間／08：40〜17:30

アクセンチュア株式会社 コンサル・シンクタンク

所在地 https://www.accenture.com/jp
企業情報

株式会社石川製作所 機械

107-8672　東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR URL

●設立 ●売上高 432億USドル（グローバルグループ　2019年8月期） ●従業員数 約505,000人（グローバルグループ）

事業内容
コンサルティング、デジタル、テクノロジー、アウトソーシングサービスを一貫して提供することのできる総合コンサルティング企業で
す。世界120カ国以上でお客様のハイ・パフォーマンスの実現を支援しています。

応用生物

1995年12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➡非公開とさせていただきます

採用情報

●採用職種／ビジネス・テクノロジー コンサルタント職、デジタルコンサルタント職、デジタル・テクノロジー アーキテクト職、ソリューション・エンジニア職
●勤務地／所属オフィス所在圏を中心に、海外を含めた全国●初任給／募集職種により異なります。詳細はプレエントリー後My Pageからご確認下さ
い。●休日・休暇／完全週休2日制（土曜日、日曜日）、祝日、年末年始、年次有給休暇、私傷病休暇※、結婚・出産・忌引休暇（ライフ・パートナーの場
合含む）、ボランティア休暇など（※試用期間終了後から取得可能）●勤務時間／9:00～18:00※フレックスタイム制（一定のルールあり）

事業内容 【東証一部上場】 紙工機械・繊維機械等の産業機械、および防衛機器の製造・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

●設立 1950年7月 ●売上高 連結　2,824億円（2018年度通期） ●従業員数 17,994名（2019年3月31日）
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✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

237名（2019年2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➡弊社担当にお問合せ下さい

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／建築施工管理/設計　●勤務地／宮津市、京都市　●初任給／【大卒】220,000円　　【院卒】228,000円
●休日・休暇／土日（但し、第3・5土曜日は出勤）、祝日、年末年始、夏季休暇、有給休暇、ほか
●勤務時間／08:00〜17:00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［　ボールペン　］

企業情報

金下建設株式会社 建設

所在地

尾池工業株式会社 化学・化粧品

所在地 http://www.oike-kogyo.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➡弊社担当にお問合せ下さい

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／技術職　●勤務地／東京・大阪他　●初任給／【学部卒】216,000～229,000円 　【修士卒】222,000円～235,000円　※
幅は地域手当　●休日・休暇／年間休日125日以上（完全週休二日制・祝祭日・夏期・年末年始・創立記念日・有給休暇初年度10
日）　●勤務時間／09:00〜17:30（時差出勤制度有り）　　　　　★★ブース訪問特典★★［ボールペン他記念品を配布］

↑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　●勤務地／大阪、京都、茨城、和歌山、福岡のいずれか　●初任給／【学部卒】205,000円
【修士卒】205,000円　●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数120-123日(会社カレン
ダーによる）、●勤務時間／08:30〜17:00

〒629−2251 京都府宮津市字須津471−1 URL

●設立 1951年4月 ●売上高 連結　102億1,300万円（2018年12月実績） ●従業員数

〒600-8461　京都市下京区仏光寺通西洞院西入木賊山町181番地 URL

●設立 昭和22年9月 ●売上高 151億円（2019年5月実績） ●従業員数 163名（グループ609名）

事業内容
今年で創業144年。日本の伝統技術を応用し世界レベルの製品作りに挑戦。
伝統産業から最先端のIT分野まで。ドライ＆ウェットコーティングのOIKE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

〒550-0003　大阪市西区京町堀1丁目3番17号 URL

●設立 1918年3月 ●売上高 7,336億円（連結） 　※2019年3月 ●従業員数 24,988名(連結) ※2019年

所在地 https://www.ntn.co.jp/japan/index.html
企業情報

NTN株式会社 機械

入社実績あり

採用情報
●採用職種：技術系総合職/研究開発、商品開発、設計、生産技術、営業技術、品質管理ほか ●勤務地：大阪(本社)、東京、静
岡、三重、岡山、長野および国内・海外各事業所　●初任給：修士了/240,600円　学部卒/217,600円（2019年4月実績）  ●休日・休
暇：週休2日制（土日休）、祝日、夏期・年末年始、誕生日休日など　●勤務時間：09:30〜17:30（事業所によって異なる)

事業内容
水処理薬剤・工業用添加剤の製造、環境製品（消臭剤、木材保存剤など）の製造、環境計量証明事業（水質、大気、土壌などの分
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

https://www.kaneshita.co.jp

事業内容
土木・建設・上下水道・トンネル・海岸・河川等を手掛ける総合建設会社です。東証二部に上場しており、無借金経営を貫いて堅実経
営を基本理念としています。奨学金返還支援制度あり（詳細はブースにてご案内致します）

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

所在地 https://www.katayama-chem.co.jp/
企業情報

株式会社片山化学工業研究所 化学・化粧品

〒533-0023　大阪市東淀川区東淡路1-6-7 URL

●設立 1956年12月 ●売上高 連結　61億5,900万円（2019年3月実績） ●従業員数 213名（2019年3月）

事業内容
国内外の上下水道施設を中心とした社会インフラに関する調査、計画、設計、施工監理および情報システム開発
（エネルギー利活用、施設の維持管理・更新、都市浸水対策、途上国の衛生環境改善等に関するコンサルティングを含む）

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン

事業内容 軸受、ドライブシャフト、精密機器商品等の製造及び販売

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➡

オリジナル設計株式会社（東証二部上場） コンサル・シンクタンク

所在地 https://www.oec-solution.co.jp
企業情報

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・研究開発職 　　●勤務地／京都、鳥取
●初任給／【学部卒】203,800円 　【修士卒】213,550円
●休日・休暇／年間休日125日(2020年)　　●勤務時間／08:50〜17:30

〒151-0062　東京都渋谷区元代々木町30-13　ONEST元代々木スクエア URL

●設立 1962年1月 ●売上高 連結　63億3,800万円（2019年12月実績） ●従業員数 381名（2020年1月）
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✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

URL http://machinery.canon
企業情報 ●設立 1972年2月 ●売上高 194億9,200万円（2018年12月） ●従業員数 866名（2018年12月）

事業内容
事務機器関連組立装置・二次電池組立装置・プリント基板関連装置を中心とした「ＦＡシステム事業」、国内シェアトップの半導体製造
装置“ダイボンダー”を中心とした「セミコンシステム事業」を展開しています。

応用生物 物質・材料

キヤノンマシナリー株式会社 機械

所在地 〒525-8511　滋賀県草津市南山田町85

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／技術職・事務系総合職　　●勤務地／滋賀県、神奈川県（少数）
●初任給／【大卒】213,000円　　【院卒】235,500円　（2019年実績）
●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（2019年実績）
●勤務時間／8：30～17：00（7/1～9/30は8：00～16：30）

共英製鋼株式会社 鉄鋼

所在地 〒530-0004　大阪市北区堂島浜1-4-16　アクア堂島西館18Ｆ URL http://www.kyoeisteel.co.jp
3,200名（2019年3月）

事業内容
当社は鉄筋の製造・販売高において、国内トップシェアを持つ鉄鋼メーカーです。近年は高付加価値製品の研究開発のほか、AI･IoT
を活用した予知保全や設備の自動化など、機械・電気電子・情報・化学等の知識を活かした挑戦を行っています。

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／総合職（技術・事務系）　　●勤務地／大阪・愛知・山口・東京・海外　　　●初任給／【学部卒】206,200
円 　【修士卒】229,900円　●休日・休暇／週休二日、年間127日(本社・2019年実績)　　●勤務時間／08:40〜17:40
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［　オリジナルボールペン（予定）　］

企業情報 ●設立 1947年8月 ●売上高 連結　2,422億5,700万円（2019年3月実績） ●従業員数

クロイ電機株式会社 電機

所在地 〒601-8121京都市南区上鳥羽大物町7番地京都南ビル4階 URL http://www.kuroi.co.jp/
企業情報 ●設立 1952年6月 ●売上高 94億円（2018年度実績） ●従業員数 376名（2020年1月現在）

事業内容
照明器具（住宅用、施設・店舗用、屋外用）、照明調光装置、セキュリティ関連製品、住宅用電気機械製品、各種部品（木、ガラス、板
金、樹脂、集積回路）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➡弊社担当にお問合せ下さい

採用情報
●採用職種／総合職（商品企画、機構設計、電子回路設計、情報処理、部品調達、生産管理、経理）●勤務地／本
社・開発センターもしくは京丹波工場●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、年末年始、GW、夏季休暇、年間休日127日（2019年度）●勤務時間／08:30〜16:55

コスモリサーチ株式会社 精密機器

所在地 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町　3-148-5 URL https://www.cosmoresearch.co.jp/
企業情報 ●設立 1988年4月 ●売上高 6億5,000万円（2020年1月実績） ●従業員数 20名（2020年1月）

事業内容
無線通信機器、高速信号処理機器の開発、製造。ディジタル無線機器をスクラッチで開発する技術力が自慢です。
エンジニアは新人を採用、自社で育成しています。

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／無線通信機器開発技術職　ディジタル、アナログ回路設計　●勤務地／埼玉県さいたま市
●初任給／【学部卒】225,000円～ 　【修士卒】230,000円～　　●休日・休暇／完全週休二日制
●勤務時09:00〜18:00　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［　会社訪問交通費補助　］

コムシス株式会社 輸送用機器

所在地 〒525-0031　草津市若竹町1-40　OHビル草津1Ｆ URL https://www.comsis.co.jp/
企業情報 ●設立 1990年3月 ●売上高 単独90億0,000万円（2020年3月見込） ●従業員数 900名（2019年10月）

事業内容
パナソニック資本が入ったＩＴ系企業。主にパナソニツク製品の「機構設計」「ハード（デジタル・アナログ・混載各回路）設計」「ソフトウェア（Ｃ、Ｃ#、メタ
Ｃ++等）設計」。ＡＩやＩｏＴを志向したエアコン・冷蔵庫・電子:レンジ・洗濯機等の未来型家電製品の開発。

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／技術開発職　　●勤務地／滋賀・神戸・大阪・首都圏・福岡（Ｕ・Ｉターン歓迎）基本的に転居を伴う転勤なし
●初任給／【大卒】193,500円　　【院卒】205,600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120日
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

株式会社さとう ストア・専門店

所在地 〒620-0807 京都府福知山市東野町1番地 URL http://www.sato-kyoto.com/recruit/fresh_career.html

企業情報 ●設立 1950年9月 ●売上高 連結　928億円（2019年2月実績） ●従業員数 5,746名(2019年2月)

事業内容
北近畿最大の総合流通サービス企業として、ショッピングセンター、スーパーマーケット、ホームセンター、レストラン、宅配スーパー、
インターネット通販、トラベルサービス等、多角的にグループ計76店舗を展開。

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／京都府、兵庫県、大阪府、福井県（西部）の各店舗・事業所　●初任給／【学部卒】【修士卒】200,000円
～　●休日・休暇／フト制（月に9～10日の公休）・年間公休110日、年次有給休暇（入社半年経過後から付与）、産前産後休暇、介護休暇、
慶弔休暇など　●勤務時間／7：00～16：15、9：00～18：15、12：00～21：15など　週平均40時間の変形労働時間制です。
★★ブース訪問特典★★［　自社製品（文房具）　］

サンコール株式会社 金属製品

所在地 〒615-8555　京都府京都市右京区梅津西浦町14番地 URL http://www.suncall.co.jp
企業情報 ●設立 1943年6月 ●売上高 連結　458億1,200万円（2019年3月実績） ●従業員数 599名（2019年3月）

事業内容
コア技術である「塑性加工技術」から生み出される精密機能材料、自動車、電子・情報機器、通信機器など、材料から製品までの独自の一貫生産体
制を特徴として幅広い市場で活躍しています。電気自動車部品や歩行リハビリ用アシスト機器等の開発も進めています。

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

↑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　　●勤務地／京都市、愛知県豊田市　　●初任給／【学部卒】208,800円 　【修士卒】223,800円
●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、年末年始、GW、夏期休暇、有給休暇、リフレッシュ休暇他、年間休日日数121日
●勤務時間／08:00～16:45、8:15～17:00

システムズ・デザイン株式会社 ソフトウェア

所在地 〒168-0063　東京都杉並区和泉1-22-19　朝日生命代田橋ビル6階 URL https://www.sdcj.co.jp/
企業情報 ●設立 1967年3月 ●売上高 連結　90億8,400万円（2019年3月実績） ●従業員数 正社員360名（2019年3月）

事業内容
当社は、創立52年の独立系総合情報サービス企業で、物流、医療、エネルギー業界など様々な企業向けシステム開発を行ってきま
した。新人研修も充実しております。学部不問です。システムエンジニアに興味のある方、ぜひ弊社のブースにお越しください。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

↑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／ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ（ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱ、ｲﾝﾌﾗｴﾝｼﾞﾆｱ）/営業（ｼｽﾃﾑ営業）※営業については大阪のみ募集
●勤務地／本社：東京都内、都内近郊　　大阪：大阪市内、大阪近郊他　●初任給／【学部卒】200,000円 　【修士卒】210,000円
●休日・休暇／年間休日126日（土日祝、夏季休暇、年末年始）　　●勤務時間／09:00〜17:30

株式会社タマディック 機械設計・電気電子設計
・生産技術

所在地 〒160-0022 東京都新宿区新宿6-24-16 新宿6丁目ビル URL https://www.tamadic.co.jp/
企業情報 ●設立 1959年9月 ●売上高 133億00百万円（2019年3月期決算） ●従業員数 1,025名（2019年4月1日現在）

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

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、電気電子設計、生産技術　　　■勤務地/東京都、神奈川県、愛知県
■初任給/【学部卒】211,000円 【修士了】 219,700円　　■休日・休暇/週休2日制（土・日）、年間休日120日、
■勤務時間/8:30〜17:30　★★ブース訪問特典★★［先着で理系就活本『エンジニアになりたい君へ』プレゼント］

株式会社ジークス ソフトウェア

所在地 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-40-5 東久ビル7F URL https://www.zyyx.jp/
企業情報 ●設立 1994年8月29日 ●売上高 　10億5,000万円（2020年1月実績） ●従業員数 106名（2019年9月）

事業内容
当社のミッションは、サービスの先にある「体験」を創ること。ＩＴ技術と品質にこだわり、ものづくりの感性を磨き続けています。
サービス企画からＵＸ／ＵＩデザイン、システム開発全てをオールインジークスでお客様に貢献しています。

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／デザイナー、システムエンジニア　●勤務地／東京・大阪・福井　●初任給／【学部卒】2,870,000円
【修士卒】3,080,000円 ※年俸制　●休日・休暇／完全週休二日制、祝日、年末年始休暇、年次有給休暇、慶弔休暇
●勤務時間／09:30〜18:30(うち休憩1時間)　★★ブース訪問特典★★［  ZYYX オリジナルステッカープレゼント!!  ］
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

JFEコンテイナー株式会社 製造業

所在地 〒101-0064　東京都千代田区神田猿楽町1-5-15　猿楽町SSビル9階 URL http://www.jfecon.jp/
企業情報 ●設立 1961年4月 ●売上高 連結　305億4601万円（2019年3月実績） ●従業員数 264名（単体、2019年3月）

事業内容 ドラム缶、高圧ガス容器の製造・販売　(ドラム缶事業は国内シェアトップクラス、中国にも進出しアジア最大級の事業規模)

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／総合職(事務・技術)　　●勤務地／東京(本社)、大阪(支社)、工場：千葉、川崎、堺、水島　　　●初任給
／【学部卒】208,150円 　【修士卒】217,560円●休日・休暇／年間119日　　●勤務時間／勤務地により異なる　本社：
09:00〜17:45(昼休憩１時間、就業時間7.75時間)　　　　★★ブース訪問特典★★［　ボールペン(数量限定)　］

ジャパニアス株式会社 ＩＣＴ

所在地 〒220-8118　神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1　横浜ランドマークタワー18F URL https://jna.co.jp
企業情報 ●設立 1999年12月 ●売上高 52億（2018年11月） ●従業員数 1,100名（2019年8月末）

事業内容 IT・メカトロニクス・エレクトロニクスの開発事業

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➡入社実績あり

採用情報

●採用職種／技術職（システムエンジニア/インフラエンジニア/機械設計エンジニア/電気電子設計エンジニア）
●勤務地／各プロジェクト （東京・神奈川・宮城・埼玉・栃木・愛知・大阪・福岡）※エリア選択制
●初任給／230,000～200,000円　※選考時の面接、試験の結果に基づいて決定
●休日・休暇／完全週休2日制　　●勤務時間／9:00～18:00（実労働時間8時間）

株式会社シュルード設計 その他サービス

所在地 〒612-8362　京都市伏見区西大手町313-8大手筋ビルウエスト1　3F URL http://www.shrewd-sekkei.com/
企業情報 ●設立 2014年9月 ●売上高 1億2810万円 ●従業員数 14名（2020年3月）

事業内容
機械設計・ソフト開発・３Dソリューション事業を展開しています。ドローンの産業向け機能を貴学と共同開発、３Dレーザー測定器で測
定したデータ（点群）の表示ソフトをR大学と共同開発するなど、産学連携し、新しい技術の産業応用にも力を入れています。

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➡入社実績なし

採用情報
●採用職種／３Dソリューション・機械設計　　●勤務地／京都・千葉（君津市）
●初任給／【学部卒】160,000円 　【修士卒】160,000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

積水成型工業株式会社 プラスチック

所在地 〒530-6125　大阪市北区中之島3-3-23　中之島ダイビル25Ｆ URL https://www.sekisuiseikei.co.jp/
企業情報 ●設立 1981年7月 ●売上高 連結　161億円（2019年3月実績） ●従業員数 268名（2019年3月）

事業内容
プラスチックの板、プラスチックの容器、プラスチックの畳など、私たちは幅広い分野で高付加価値の様々なプラスチック製品を開発、
製造、販売をしています。

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➡入社実績あり

採用情報
●採用職種／技術・開発職、生産技術職　　●勤務地／茨城県、千葉県、東京都、大阪府、兵庫県、島根県　（予定）
●初任給／【学部卒】205,500円 　【修士卒】218,500円　　●休日・休暇／121日　　●勤務時間／09:00〜17:30

大東精機株式会社 機械

所在地 〒660-0832　兵庫県尼崎市東初島町2-26 URL https://www.daito-seiki.com/
企業情報 ●設立 1959年3月 ●売上高 83億9,000万円（2019年3月実績） ●従業員数 195名（2020年2月）

事業内容
鋼材用バンドソーマシン・形鋼用ドリルマシン・コーピングロボット他、鉄骨材の一次加工設備全般
形鋼加工ラインシステムの販売、鋸刃の製造・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
＆

訪問特典

●採用職種 / 開発設計（機械・電気制御・ソフト）・試験研究・品質管理・生産技術・技術営業
●勤務地 / 本社（技術営業のみ各事業所に転勤有り）
●初任給 / 【学部卒】212,000円 　【修士卒】230，000円　●休日・休暇 / 完全週休二日制 年間休日120日（社内カレンダーによる）
●勤務時間 / 08:30〜17:30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［弊社オリジナルお菓
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✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

株式会社ダイフク 機械

所在地 〒555-0012　大阪市西淀川区御幣島3-2-11 URL https://www.daifuku.com/jp/employment/
企業情報 ●設立 1937年5月 ●売上高 連結　4,594億8,600万円（2019年3月期実績） ●従業員数 9,857名（2019年3月現在）

事業内容
物流（マテハン）システム（生産・流通、半導体・液晶向け生産ライン、自動車生産ライン等）に関するコンサルティングとエンジニアリン
グおよび設計・製造・据付・サービスまでトータルサポートをしています。

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／技術系 、IT系、事務系、営業系　　●勤務地／大阪・東京・滋賀・小牧その他地方事業所
●初任給／【学部卒】220,000円 　【修士卒】237,000円
●休日・休暇／完全週休二日制（土日）、祝日。有給休暇（初年度１０日）　　●勤務時間／08:30〜17:00(営業関係事業所9:00～
17:30)

株式会社タクマ 機械

所在地 〒660-0806　兵庫県尼崎市金楽寺町2丁目2番33号 URL https://www.takuma.co.jp/
企業情報 ●設立 1938年6月 ●売上高 単体　742億3,800万円（2019年3月実績） ●従業員数 単体　852名（2019年3月）

事業内容
環境・エネルギー分野の各種プラントの設計・施工・開発・メンテナンス　等
＜製品例＞都市ごみ焼却プラント、バイオマス発電プラント、水処理プラント等

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➡入社実績あり

採用情報
●採用職種／総合職（設計・開発・施工監理・メンテナンス等）  ●勤務地／尼崎、東京ほか
●初任給／【学部卒】221,980円 　【修士卒】233,970円  ●勤務時間／08:30〜17:00
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、年間休日日数128日

株式会社GSユアサ 精密機器

所在地 〒601-8520　京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町1 URL https://www.gs-yuasa.com/jp/index.php
企業情報 ●設立 2004年4月 ●売上高 連結　4,130億89百万円（2019年3月実績） ●従業員数 14,217名（2019年3月）

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

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】研究開発、生産技術、SE等【文系】営業、生産管理、経理等　●勤務地／京都、東京　静岡等
●初任給／【学部卒】216,500円 　【修士卒】242,100円　(2019年4月実績)
●休日・休暇／完全週休２日制、年間休日日数125日　●勤務時間／08:00〜16:35、09:00〜17:35　※一部フレックス制度あり

株式会社長府製作所 非鉄金属

所在地 〒752-8555　山口県下関市長府扇町２－１ URL https://www.chofu.co.jp
企業情報 ●設立 1954年7月 ●売上高 連結　457億円（2018年実績） ●従業員数 1,383名（2019年12月）

事業内容
当社は給湯器や空調機器等を製造・販売する住宅設備機器の総合メーカーです。無借金経営の安定した経営を行い、独自の技術
力と販売網を築き上げてきました。何事にも粘り強く、着実にやり抜ける方をお待ちしております。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 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（開発設計･生産管理、他）　●勤務地／本社、他　●初任給／【学部卒】215,000円 【修士卒】
227,000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  ●勤務時間／08:10〜17:00

月島食品工業株式会社 食品

所在地 〒134-8520　東京都江戸川区東葛西3丁目17番9号 URL https://www.tsukishima.co.jp/
企業情報 ●設立 1948年12月 ●売上高 350億円（2018年12月実績） ●従業員数 600名（2020年1月）

事業内容 マーガリン、ショートニング等の食用加工油脂、乳を主原料とする製品、チョコレート、冷凍パイ生地及びソース等の製造、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／総合職（研究、営業、生産等）　　●勤務地／全国
●初任給／【学部卒】210,000円 　【修士卒】220,000円
●休日・休暇／土日祝、年末年始休暇、夏期休暇、特別休暇　　●勤務時間／08:30〜17:30
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TCSビジネスソリューションズ株式会社 コンサル・シンクタンク

所在地 〒103-0023　東京都中央区日本橋本町4-8-14 東京建物第３室町ビル URL https://www.tcs-bs.jp
企業情報 ●設立 2017年9月 ●売上高 連結　1,218億0,000万円（2019年3月実績） ●従業員数 31名（2020年2月）

事業内容
【コンサルティングサービス事業】　企業向けERP（統合基幹業務システム）導入支援、BPR（業務・戦略の再構築）、生産管理系（IoT、
AI）、会計（財務・管理・連結会計）など企業の成長戦略に不可欠なコンサルティングサービスを提供。

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➡入社実績なし

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／ITコンサルタント　●勤務地／東京　　●初任給／【学部卒】200,000円 　【修士卒】212,100円
●休日・休暇／完全週休二日制（年間休日127日）　●勤務時間／09:30〜17:30   ●各種資格手当・取得奨励金
★★ブース訪問特典★★［　特製ボールペン進呈、選考時の交通費補助等　］

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

株式会社帝国電機製作所 機械

所在地 〒679-4395　兵庫県たつの市新宮町平野60番地 URL http://www.teikokudenki.co.jp/
企業情報 ●設立 1939年9月 ●売上高 連結 222億6,400万円（2019年3月実績） ●従業員数 1,291人(2019年3月・連結）

事業内容
帝国電機製作所は、石油化学プラント等で使用される「キャンドモータポンプ」のリーディングカンパニーとして、高い技術力で様々な産業を縁
の下から支えています。更なるグローバル展開を目指す将来性豊かな当社で、世界を舞台に活躍したい方をお待ちしています。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

↑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：①技術職(ポンプ等の設計・開発)、②技術営業職(セールスエンジニアとしてのポンプ等の技術営業)
●勤務地：①技術職(本社:兵庫県たつの市)、②技術営業職(東京・大阪・名古屋・兵庫・北九州・千葉・海外)
●初任給：【学部卒】214,800円【修士卒】228,000円●休日・休暇：年間125日(2019年実績)、休暇:年末年始・GW・夏季等
●勤務時間：本社8:10〜17:00(うち休憩70分)、営業所8:30～17:00(うち休憩50分)

株式会社デンソーパワトレインテクノロジーズ 輸送用機器

所在地 〒511-0275　三重県いなべ市大安町鍋坂2430‐1 URL https://www.denso-ptc.com/
企業情報 ●設立 2008年11月 ●売上高 連結　17億円（2019年3月実績） ●従業員数 102名（2019年4月）

事業内容
【クルマの“Quality”を向上させる、世界に数えるほどしかない専門会社】
自動車開発の最終工程を担う、制御システム設計や適合試験、実験技術開発を手がける、世界でも珍しい専門会社です。

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
＆

訪問特典

●採用職種／研究・開発職　　●勤務地／三重県いなべ市　　●初任給／【学部卒】207,000円 　【修士卒】229,000円
●休日・休暇／　　●勤務時間／08:40～17:40（フレックスタイム制度あり　※コアタイム／10:10～14:25）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［クリアファイル、ボールペン］

東レエンジニアリング株式会社 機械

所在地 〒520-0842 滋賀県大津市園山1-1-1　東レ滋賀事業場内 URL http://www.toray-eng.co.jp/
企業情報 ●設立 1960年10月 ●売上高 連結　1,151億円（2019年3月実績） ●従業員数 2,424名（2019年4月）

事業内容
東レで培った技術力で大型化学プラント、製薬プラントから液晶、半導体、電池関連の各種製造設備、装置、ソフトウエアなどを開発
し、モノづくりの根底を支えるエンジニアリング会社です。

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➡入社実績あり

採用情報
●採用職種／開発、設計、施工、営業　●勤務地／滋賀、静岡、横浜、東京　　　●初任給／【学部卒】222,600円
【修士卒】250,220円　●休日・休暇／年間120日（別に有給休暇20日）　　●勤務時間／09:00〜17:30

8
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東海高熱工業株式会社 窯業

所在地 〒107-0061　東京都港区北青山1-2-3　青山ビル3F URL http://www.tokaikonetsu.co.jp/
企業情報 ●設立 1936年2月 ●売上高 連結　122億8,600万円（2018年12月実績） ●従業員数 連結 297名（2019年12月）

事業内容
東海高熱工業は、炭化けい素発熱体（エレマ発熱体）や工業炉など、様々な産業の熱処理工程に欠かすことのできない製品の開発・
製造を手掛けており、いずれの製品もトップクラスのシェアを誇るメーカーです。

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➡入社実績あり

採用情報
●採用職種／　設計、開発、生産技術、技術営業、管理、営業、業務　●勤務地／東京、宮城、滋賀、京都
●初任給／【学部卒】204,150円 　【修士卒】214,310円
●休日・休暇／年間休日127日(2020年）　　●勤務時間／8:30～17:20（勤務地に準ずる）

株式会社徳岡設計 建設

所在地 〒540-0029　大阪市中央区本町橋5-14　オージービル本町橋3階 URL http://www.tokuoka-ao.co.jp/
企業情報 ●設立 1983年8月 ●売上高 4億400万円（2019年12月実績） ●従業員数 29名（2020年1月）

事業内容
建築は社会の大切な資産を創る仕事だから、その責任は重く険しいのは当然のこと。建築は人が創りますが、その環境は人を創ると
いう責任を共にしながら、無限の夢と可能性に挑戦する仲間を、私達は求めています。

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
＆

訪問特典

●採用職種／意匠・構造・積算・設備　●勤務地／大阪・東京・福岡　●初任給／【学部卒】221,000円 　【修士卒】241,000円
●休日・休暇／週休2日制（土・日[10月～5月は第1､3､5土曜日出勤]）、祝日、年末年始、年間休日日数112日
●勤務時間／08:30〜17:30　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［ｱﾝｹｰﾄに記入して頂いた方にQUOｶｰﾄﾞ進呈］

凸版印刷株式会社 諸工業

所在地 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1番地 URL https://www.toppan.co.jp/
企業情報 ●設立 1900年1月 ●売上高 （連結）1兆4,647億円（2019年3月期） ●従業員数  51,712名（2019年3月末現在）

事業内容
世の中の至る所に、トッパンの「印刷テクノロジー」が存在します。雑誌、カタログ、各種包装材、スマホや太陽電池の機能部品や部
材・・・。あなた自身の感性や熱い想いを融合させて、未来を一緒に創りましょう！

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➡5年以内の入社実績あり

採用情報
●採用職種／技術職、営業職他　 ●勤務地／全国　　●初任給／【学部卒】219,500円 　【修士卒】237,000円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始   ●勤務時間／09:00〜18:00

株式会社ナベル 機械

所在地 〒601-8444　京都市南区西九条森本町86番地 URL https://www.nabel.co.jp/
企業情報 ●設立 1977年3月 ●売上高 61億9000万円（2019年3月実績） ●従業員数 180名（2020年2月）

事業内容
ナベルは鶏卵の洗浄・選別・検査・パッキングまでを行う装置、国内シェアNo,1メーカーです。装置の設計・開発から製造、販売、メン
テナンスまで自社で行います。世界60カ国以上に輸出されており、世界シェアでもNo,2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／機械系、電気系、情報・研究系、営業（国内・海外）、企画、組立調整、購買、生産管理、人事総務、経理
●勤務地／京都市南区西九条森本町86番地　　　　　●初任給／【学部卒】205,000円 　【修士卒】221,000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／08:45〜17:30

株式会社フジシール 機械／化学

所在地 〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番9号 URL http://www.fujiseal.com/jp/
企業情報 ●設立 1958年10月 ●売上高 1,621億8,900万円(グループ連結／2019年3月期） ●従業員数 4,703名(グループ連結）

事業内容
シュリンクラベル、タックラベル、ソフトパウチだけでなく、包装機械及び関連機械の製造・販売を行い、
パッケージをトータルコーディネート。

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➡5年以内の入社実績あり

採用情報
●採用職種／包装技術職・機電技術職・総合職  ●勤務時間／8：30～17：30
●勤務地／包装技術職：S×Sセンター（尼崎）、機電技術職：S×Sセンター（尼崎）・名張工場・筑波工場
●初任給／【学部卒】220,700円 　【修士卒】231,500円　●休日・休暇／土・日、祝日（年間121日）
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

株式会社ニフコ 輸送用機器

所在地 〒239-8560　神奈川県横須賀市光の丘5-3 URL https://www.nifco.com/
企業情報 ●設立 1967年2月 ●売上高 連結　2,889億円200万円（2019年3月実績） ●従業員数 1,290名（2019年3月実績）

事業内容
ニフコは生み出したアイデアと育てる技術で、社会の期待を感動にかえるメーカーです。
自動車・OA機器・住宅設備向け工業用プラスチックファスナー部品等の開発・製造・販売を行っています。

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／商品設計・開発/生産技術/金型設計・製造/品質保証・管理 等●勤務地／本社、および全国各工場・営業所
●初任給／【学部卒】220,000円 （各手当込み）【修士卒】240,000円（各手当込み）
●休日・休暇／週休２日　年末年始　GW　夏期長期休暇（7～10日）●勤務時間／08:30〜17:30　【訪問特典】製品サンプル

日本インシュレーション株式会社 建設

所在地 〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場1-18-17 商工中金船場ビル7階 URL https://www.jic-bestork.co.jp/
企業情報 ●設立 1949年1月 ●売上高 117億（2019年3月実績） ●従業員数 388名（2020年2月）

事業内容
無機系化合物「けい酸カルシウム」を用いた創業100年を超える建材メーカーです。当社の耐火被覆材はあべのハルカス・USJ・東京
スカイツリー等に使われています。近年は建材だけでなく、技術を応用したバスマットや美術教材も製造販売しています。

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
＆

訪問特典

●採用職種／研究開発・生産管理・営業・施工管理       ●勤務地／大阪・東京・岐阜・三重 他
●初任給／【学部卒】204,000円 　【修士卒】224,150円     ●勤務時間／08:45〜17:30（営業）、08:00～17:00（研究・生産・施工）
●休日／土・日、祝日、年末年始、年間休日127日（2019年度） ★ブース訪問特典★ けいカルコースター（先着20名）

パーソルAVCテクノロジー株式会社 電機・ソフトウェア

所在地 〒569-1194　大阪府高槻市幸町1番1号 URL https://www.persol-avct.co.jp/
企業情報 ●設立 1997年9月 ●売上高 106億円（2019年3月実績） ●従業員数 640名（2019年4月）

事業内容
グローバル家電メーカーのDNAを受け継ぐ技術開発専門会社【パナソニック（株）出資】　社名に含まれるAVCはAudio・Visual・
Communicationのこと。映像・音楽、情報通信を通じて人々の暮らしを豊かに便利にすることで社会に貢献しています。

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／専門技術職（ソフトウェア、電気、機構）　●勤務地／大阪府・神奈川県・北海道など　●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127日 ●
勤務時間／08:45〜17:30（フレックスタイム）★★ブース訪問特典★★［記念品贈呈、面談のコツ,レクチャーします］

パナソニック　エコシステムズ株式会社 電機

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

企業情報 ●設立 1956年5月 ●売上高 連結　約1,800億円 (2018年度) ●従業員数 約6,700人(海外76％)(2019年3月末)

事業内容
100年以上培った空気と水のモノづくりを通じて、室内空気質(Indoor Air Quality, IAQ)の向上と環境事業をグローバル展開。特にIAQ分野では空気清
浄機や換気システム機器など、快適な空気環境を提供します。更に気流や香りなどの感性に響く空間価値の実現を目指しています。

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➡入社実績あり

採用情報
●採用職種／研究開発、製品設計、生産技術、情報システム、品質管理等　●勤務地／本社（愛知県春日井市）を
中心に、全国事業所、海外関係会社　●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127日　●勤務時間／08:30〜17:00

日亜化学工業株式会社 電子部品(半導体）・化学品

所在地 〒774-8601　徳島県阿南市上中町岡491番地 URL https://recruit.nichia.co.jp/
企業情報 ●設立 1956年12月 ●売上高 4,069億6,700万円（2018年12月期連結） ●従業員数 グループ合計　9,185名（2019年6月現在）

事業内容
当社の主力商品はいずれも世界トップクラスのシェアを誇ります。一人ひとりの能力を最大限に引き出す自由で風通しの良い社風、
そこから生まれるアイデアを大切にし、光とエネルギーの分野で新たな価値を創造します。

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

↑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・技術系、事務系　●勤務地／徳島県、横浜、長野県下諏訪町、東京、大阪、名古屋
●初任給／【学部卒】215,000円 　【修士卒】240,000円
●休日・休暇／週休2日制、祝日、年末年始、年間休日日数125日、●勤務時間／8:00～17:00（部署により異なる）
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

村田機械株式会社 機械

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

企業情報 ●設立 1935年7月 ●売上高 売上高　【連結】3009 億円【単独】2284億円　 （2019年3月期） ●従業員数 【グループ】 7410名【単独】3430名　 （2019年4月現在）

事業内容
村田機械はグローバルな産業機械メーカーです。繊維機械からスタートし、工作機械、物流システム（L&A、クリーンFA）、情報通信の
5つの事業を展開し、世界中のあらゆる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

↑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／■営業・スタッフ系：営業（国内・海外）、企画（商品企画・事業企画）、広報、貿易実務、パーツ販売、法務、人事、経理、総務、■技術系：セールスエンジニア（技術営業）、研究開発、解析（CAE）、
開発・設計、建築設計、生産技術・管理、工事（施工・管理）、技術サービス（据付）、知的財産・特許（IP）　…等　■共通：システムレイアウト設計（SE）、資材・購買・調達、情報システム　…等  ●勤務地／東京・
愛知・京都・大阪など全国各地および海外  ●初任給／【学部卒】211,000円 【修士卒】229,500円  ●自社カレンダーによる基本週休2日制（原則土・日）、GW、夏季休日、盆休、年末年始休日、フレックス休日6
日、年次有給休暇（初年度10日、最高20日 ※時間単位で取得可能）、リフレッシュ休暇、慶弔休暇など　※年間休日121日（昨年度実績）  ●勤務時間／本社・工場　8:00～16:55、支社・各拠点　9:00～17:55
★★ブース訪問特典★★［　一次選考のご案内　　］

株式会社ビッツ ソフトウェア

所在地 〒550-0013　大阪市西区新町１丁目３２番１１号　なにわ筋ファーストビル5F URL https://www.bits.co.jp/
企業情報 ●設立 1971年7月 ●売上高 　28億9,816万円（2019年3月実績） ●従業員数 259名（2019年4月）

事業内容
当社は独立系ソフトウェア会社です。通信インフラ、車載・情報機器、モバイルネットワーク、社会インフラ、衛星・航空、金融インフラ
等をキーワードとするソフトウェア開発に携わっています。特に通信、制御の技術力は業界においても定評があります。

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➡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、プログラマ●勤務地／各事業所●初任給／【学部卒】198,000円 　【修士卒】
216,860円●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始6日、夏季休暇3日、年間休日日数125日、●勤務
時間／09:00〜17:30　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［　ボールペン　　］

マツイカガク株式会社 化学・化粧品

所在地 〒612-8374　京都市伏見区治部町130 URL http://job-gear.jp/matsuichemical/index.htm

企業情報 ●設立 1952年12月 ●売上高 9200百万円 ●従業員数 224名（2020年1月）

事業内容
金属印刷用を中心としたインキの製造・販売を行うメーカーです。国内シェア85％で、みなさんが何気なく手に取るジュースやビール、
コーヒー等の飲料缶や食缶の印刷の大半が当社のインキを使って頂いています。

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・研究職3名、営業職2名、製造職5名●勤務地／京都●初任給／【学部卒】220,000円 【修士卒】232,000円
●賞与／2年目約5ヶ月●休日・休暇／当社指定年間休日日数121日●勤務時間／08:30〜17:00（7.5時間）
●選択型福利厚生制度（カフェテリアプラン：割引・年70,000円補助サービス）、家賃補助制度（家賃の20％最大22,500円）

株式会社ミライト・テクノロジーズ 通信

所在地 〒550-0002　大阪市西区江戸堀3-3-15 URL https://www.tec.mirait.co.jp/
企業情報 ●設立 1960年6月 ●売上高 連結　1,192億円（2019年3月実績） ●従業員数 1,193名（2019年3月）

事業内容
全国規模からニーズに合わせた小規模ネットワークまで日本の情報通信インフラを支えています。また、「総合エンジニアリング＆
サービス会社」として、データセンタや、ドローンビジネスなど新たなICT市場にも積極的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➡弊社担当にお問合せ下さい

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／ネットワークエンジニア、セールスエンジニア、土木系エンジニア　●勤務地／関西圏及び関東圏
●初任給／【学部卒】210,000円 　【修士卒】226,000円 （2019年度実績）
●休日・休暇／土日・祝日、夏季休暇　等　●勤務時間／09:30〜17:30　　★★ブース訪問特典★★［　　ななめも　　］

一般財団法人ボーケン品質評価機構 その他サービス

所在地 〒552-0021　大阪市港区築港1-6-24 URL https://www.boken.or.jp
企業情報 ●設立 1948年12月 ●売上高 連結　69億739万円（2019年3月期） ●従業員数 481名(2019年3月）

事業内容
繊維製品をはじめとして生活用品、化学分析に関する品質試験を実施しています。他にもメーカー、卸売業、小売業からの品質管理
に関する各種相談、コンサルティング事業も行っております。少しでも興味お持ちいただけましたら是非ブースまでお立ち寄り下さい。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械 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、名古屋、岡山、海外（中国・東南アジア）
●初任給／【学部卒】216,150円 　【修士卒】228,150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／09:00〜17:25
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✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

memo 

村中建設株式会社　大阪支店 建設

所在地 〒541-0048　大阪府大阪市中央区瓦町4-8-4　井門瓦町第2ビル5階 URL http://www.muranaka-g.co.jp
企業情報 ●設立 1945年4月 ●売上高 連結　151億6,800万円（2019年10月実績） ●従業員数 138名（2019年10月）

事業内容
当社は、創業から７０年以上、公共施設や共同住宅など数多くの建築物を手掛けており、本社のある福井県ではトップクラスを走り続
けてきた建設会社です。東京・大阪・名古屋などに拠点を設け、多くの物件を設計施工で手がけています。

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➡入社実績なし

採用情報
●採用職種／建築技術職（施工管理・建築設計・建築積算・設備）　　●勤務地／大阪支店（東京・名古屋・福井可）
●初任給／【学部卒】250,440円 　【修士卒】259,080円　●休日・休暇／土日祝　　●勤務時間／08:00〜17:00
●マイナビからエントリーお願いします。

ヤマハモーターエンジニアリング株式会社 輸送用機器

所在地 〒438-0026　静岡県磐田市西貝塚3622番地の8 URL https://www.yec.co.jp
企業情報 ●設立 1980年7月 ●売上高 63億円（2018年12月期） ●従業員数 416名（2019年4月1日現在）

事業内容
●二輪の一括受託開発　●船外機などのエンジン・駆動系の受託開発　●白バイ・消防作業支援車両などの特装車両開発　●エン
ジンや電動車両などの制御開発　●CAE／CAD業務　●生産設備開発・成形技術

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

↑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／技術職（開発設計）　　●勤務地／静岡県磐田市　　●初任給／【学部卒】213,000円　【修士卒】
235,000円　※2019年度実績　　●休日・休暇／年間121日、週休2日制 (土日)、GW・夏・冬長期休暇　　●勤務時間
／フレックスタイム制(コアタイム10:15～15:00)　※標準労働時間8時間(8:45～17:30)

リコー電子デバイス株式会社 精密機器

所在地 〒563-8501　大阪府池田市姫室町13-1 URL http://www.e-devices.ricoh.co.jp
企業情報 ●設立 2014年6月 ●売上高 非公表 ●従業員数 700名（2020年1月）

事業内容
電子デバイス製品等の開発・生産・販売、
電子デバイス設計受託サービス、電子デバイス製造受託サービス

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／技術職　●勤務地／本社・やしろ事業所　●初任給／【学部卒】217,000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126日　●勤務時間／8:45-17:15

12
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✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

２０２０年

３月４日（水）
　　　　　　　　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

●採用職種／エンジニア職,セールス職,経営企画職　　●勤務地／全国各事業所及び海外事業所　　●初任給／
【学部卒】217,200円 　【修士卒】235,200円　　●休日・休暇／完全週休2日制、年間休日123日(日月祝)/有給、慶弔、
リフレッシュ、特別休暇、育児休暇　他　　●勤務時間／8：30～17：15 （実働7時間55分）

〒220-6218　神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5クイーンズタワーC18階 URL

●設立 1968年7月 ●売上高 連結　327億47百万円（2018年12月実績） ●従業員数 連結4,483名（2018年12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／技術職　　●勤務地／全国各営業所及び周辺都市　　●初任給／【学部卒】212,000円 　【修士卒】232,000円
●休日・休暇／完全週休二日制、年間休日124日　　●勤務時間／08:30〜17:30

●売上高 211億7,300万円（2019年4月実績） ●従業員数 441名（2020年1月）企業情報

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／営業、専門技術職職（設計・施工管理・他）、社内SE、総務経理　●勤務地／東京・埼玉・大阪・兵庫
●初任給／【学部卒】220,000円　【修士卒】236,000円　　●休日・休暇／土日祝（祝日週の土曜日は出勤日）年間休
日115日　●勤務時間／09:00〜17:30　　　※会社説明会参加者にはＱＵＯカード1000円分プレゼント

事業内容
全国展開する企業の店舗総合建設（建築、電気設備、内外装）やサイン（看板）の企画、設計、製造、施工を一手に担っています。そ
の他プラント計装工事、新エネルギー（水素、電気）事業といったエコステーションの建設を行っています。

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

株式会社アイレックス【東証JASDAQ上場】 ＩＣＴ

↑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／ITエンジニア　　●勤務地／支店所在地（転勤なし　希望勤務地制）　　●初任給／【学部卒】189,500円
【修士卒】201,600円●休日・休暇／土日祝完全週休二日制（年間休日120日以上）　　●勤務時間／09:00〜17:45

所在地 http://www.airex.co.jp
企業情報

〒154-0001　東京都世田谷区池尻3-1-3 URL

●設立 1948年11月 ●売上高 33億2,000万円 ●従業員数 450名（2019年4月）

情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

株式会社アマダホールディングス 機械

所在地 http://www.amadaholdings.co.jp/
企業情報

〒259-1196 神奈川県伊勢原市石田200 URL

●設立 1948年5月 ●売上高 3381億7500万円(年間) ●従業員数 9256名（グループ連結）

〒553-0003　大阪市福島区福島７丁目１５―２６大阪YMビル４Ｆ URL

朝日エティック株式会社 建設

所在地 https://www.etic.co.jp/saiyo/
●設立 1954年12月

事業内容
ジャスダック上場企業として大手クライアントを中心に下記事業を展開
■ITシステム・ソフトウェア・アプリケーションの設計、開発、運用、保守 ■インフラ、サーバー、ネットワークの設計、構築、運用、保守
■その他、ITシステムの評価、検証

応用生物 物質・材料 電子システム

事業内容
アマダグループは、子会社、関連会社約90社で構成され、金属加工機械・器具の製造・販売・賃貸・修理・保守・点検・検査などを主
要な事業内容としています。

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

所在地 http://www.alpsgiken.co.jp/

事業内容
開発、構想・詳細設計から試作・評価といった上流工程で、技術サービスを提供することで成長し、自動車、ロボット、航空・宇宙機器、半導体、医療
機器、など様々なフィールドで設計開発に携わっています。現在では機械・電気・ソフトウェア・化学のエンジニアたちが活躍中です。

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

株式会社アルプス技研 電機

↑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
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

株式会社NSC 化学・化粧品

所在地 〒561-0845　大阪府豊中市利倉1-1-1 URL https://www.nsc-net.co.jp/ja/index.html
●設立 1971年3月 ●売上高 144億円（2019年2月実績）

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
＆

訪問特典

●採用職種／SE・プログラマ　　●勤務地／大阪（吹田市）・東京（六本木）
●初任給／【学部卒】235,000円 　【修士卒】245,000円 （※15時間分の残業代含む）　●休日・休暇／完全週休二日制
●勤務時間／09:30〜17:30　　　　★★ブース訪問特典★★［　AIRオリジナルロゴ入りボールペンプレゼント！！　］

企業情報

株式会社エアー ソフトウェア

所在地 〒565-0851　大阪府吹田市千里山西5-31-20 URL https://www.air.co.jp
●設立 1983年8月 ●売上高 連結　13億8,000万円（2019年6月実績） ●従業員数 71名（2020年1月）

事業内容
ITソフトウェアの開発、販売、サービスの提供。自社オリジナルパッケージアプリケーションの開発、大規模システム受託開発、コンサ
ルティング、システムインテグレーション等。

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

応用生物

梅田電機株式会社 ソフト・ハード開発

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

所在地 〒553-0003　大阪市福島区福島６－９－９　梅田電機ビル

事業内容
私たちの中心にあるのは「新しいモノをつくり、人々の生活をより良くする」ことです。そのために、WEBコンサルティング、インバウンド
向けマーケティング支援・メディア運営、カフェのプロデュース・運営など、多種多彩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

URL https://www.umeda-electric.co.jp/

株式会社エイジェックスコミュニケーションズ インターネット関連

所在地 〒604-8134　京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町254WEST18-6F URL http://www.agex.co.jp
●設立 1999年7月 ●売上高 11億8,000万円 （2019年3月末時点） ●従業員数 108名（2019年3月末時点）

採用情報
●採用職種／ディレクター、エンジニア、デザイナーほか　●勤務地／京都本社、京都第2オフィス、東京オフィス　●初任給／【学
部・修士卒】月給220,000円 （2019年4月初任給実績）　●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数120日
以上　●勤務時間／フレックスタイム制：コアタイム9：00～16：00、標準労働時間8時間／日

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➡入社実績なし

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／ソフト・ハード開発エンジニア　　●勤務地／本社（大阪市福島区）（転勤無し）　　●初任給／【学部卒】216,000円～
【修士卒】236,000円～　（皆勤手当、乗車手当含む）　　●休日・休暇／週休2日制（土・日）（年間7～10回土曜出勤有（会議、研修
等））、祝日、年末年始、夏季、ＧＷ、年間休日日数121日　　●勤務時間／08:20〜17:10
★★ブース訪問特典★★［マルチペン（3色ro4色ボールペン＋0.5mmペンシル）］

●設立 1954年4月 ●売上高 連結　3億9,700万円（2019年3月実績） ●従業員数 41名（2020年1月）

事業内容
一生大阪でエンジニアとしてやりがい・面白さ！　幅広い業種で検査・計測・制御・情報・画像・ＡＩ・ＩｏＴシステム、電子機器・医療機器
開発。少人数で仕事の上流から下流まで一式担当。転勤・客先常駐無し。大阪の中心で自社ビル、交通至便

●従業員数 グループ　3,688名（2019年6月）

事業内容
計量・包装・検査・表⽰・情報をコア技術に、世界中の産地、食品製造・加⼯、物流、⼩売などの現場の自動化・省力化、⾼効率化に
寄与しています。業界シェアは国内No.1、世界No.2。当社自慢のコンピュータスケールは世界シェアNo.1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

企業情報

株式会社イシダ 精密機器

所在地 〒606-8392　京都市左京区聖護院山王町44 URL http://www.ishida.co.jp
●設立 1948年10月 ●売上高 連結　1,282億6,400万円（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➡5年以内の入社実績あり

採用情報
●採用職種／　製品開発・設計、要素技術開発、システムエンジニア、営業技術、カスタマーエンジニア、調達エンジニア、生産技
術、品質保証、知的財産など　●勤務地／　滋賀、京都、東京、大阪　●初任給／【学部卒】220,000円 　【修士卒】242,200円　●休
日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数122日、●勤務時間／09:00〜17:45　(滋賀は、0830〜17:15)

●従業員数 501名（2019年3月）

事業内容
当社は液晶基板を中心としたケミカル研磨を主な事業として、国内No.１のシェア企業です。さらには新規技術を開発し、新規事業の
展開や、アジア諸国への海外市場展開が本格化！日本から世界へ、液晶分野から他分野へ。共に成長していきましょう。

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／技術開発職、機械、装置設計　　●勤務地／大阪　　●勤務時間／8：15～17：15
●初任給／【大卒】216,000円　　【院卒】226,000円　　　●休日・休暇／土日週休2日制（①部署により異なる）、祝日、
年末年始、有給休暇、ほか　※年間所定休日115日　　   ★★ブース訪問特典★★［　　　ボールペン　　　］

企業情報

14
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✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

株式会社NTTデータMHIシステムズ ＩＣＴ

所在地 〒108-0075　東京都港区港南二丁目13番34号 URL https://www.nttdata-mhis.co.jp/recruit/index.html

企業情報 ●設立 2017年10月 ●売上高 215億9,600万円 （2019年03月実績） ●従業員数 920名（2019年4月）

事業内容
三菱重工 (MHI) の多岐にわたる世界規模の「ものづくり」をシステム面から支えるべく、ICT（情報通信技術）を用いたソリューションの
提案、システムの企画・開発から販売・製作・構築・保守及び運用までを行っています。

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／システムエンジニア 25名程度, スタッフ 若干名　　●初任給／【学部卒】206,500円 　【修士卒】221,100円
●勤務地／品川、横浜、相模原、名古屋、小牧、栗東、神戸、高砂、三原、広島、下関、長崎
●休日／土・日・祝日　●休暇／22日/年　　●勤務時間／8:30〜17:30 (始終業時刻は勤務地による。８時間/日, 昼休憩１時間)

株式会社エボルブ ソフトウェア

所在地 〒541-0058　大阪市中央区南久宝寺町2-6-7　SOUTENビルディング6F URL http://evolve.ne.jp/
企業情報 ●設立 2003年5月 ●売上高 単体　2億4千万円　（2019年4月期） ●従業員数 40名（2020年4月予想）

事業内容
スマートフォン向けオンラインゲーム開発（企画/開発/デザイン/運営）、2Dアニメーション制作、AR/MRアプリ開発、

Alexaスキル開発

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、デザイナー総合職　　●勤務地／大阪本社
●初任給／【学部卒】220,000円 　【修士卒】220,000円
●休日・休暇／完全週休二日制（土・日・祝）、夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、特別休暇　　●勤務時間／10：00～19：00
（休憩１時間）

株式会社エムエスティ 精密機器

所在地 〒610-0101　京都府城陽市平川横道76-1 URL http://www.mst-kyoto.co.jp/
企業情報 ●設立 1999年6月 ●売上高 非公開 ●従業員数 48名（2020年2月）

事業内容 産業用プリンタを中心とした情報処理装置の開発設計、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

↑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　　●勤務地／本社（京都府城陽市）
●初任給／【学部卒】212,000円～ 　【修士卒】232,000円～●休日・休暇／土日祝日（月1回土曜日出社）、夏季休
暇、年末年始休暇　　●勤務時間／08:30〜17:15

大阪染工株式会社 繊維

所在地 〒618-0001　大阪府三島郡島本町山崎2-1-1 URL https://www.osakasenko.co.jp/
企業情報 ●設立 1977年10月 ●売上高 24億6,000万円（2019年3月実績） ●従業員数 200名（2020年1月）

事業内容
東証一部上場企業であるユニチカ株式会社100％出資子会社として、綿を主体とする織物・編物の無地染めやプリント及び、低温プ
ラズマ加工や汗染み防止加工などの各種差別化付帯加工を総合的に行う染色加工会社です。

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➡入社実績あり

採用情報

●採用職種／①営業職　②染色加工　技術職　③染色加工　開発職　　●勤務地／大阪本社工場
●初任給／【大卒】200,150円　【院卒】216,100円　（自宅通勤者手当2,000円、または単身者手当8,000円を別途支給　その他手当有）
●休日・休暇／土日（会社カレンダーによる週休2日制）、年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇、他
※年間所定休日108日+一斉年休2日　計110日

株式会社ONO plus 化学・化粧品

所在地 〒612-8035　京都市伏見区常盤町34番地1 URL https://ono-plus.com
企業情報 ●設立 1969年1月 ●売上高 14億9,000万円（2019年7月時点） ●従業員数 110名（2020年1月）

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

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、営業職、機械オペレーター　●勤務地／京都市、八幡市、宇治田原町
●初任給／【学部卒】180,700円 　【修士卒】190,600円　●勤務時間／8:00〜17:00（実働7時間45分)
●休日・休暇／日曜、祝日、第2・3土曜、年末年始、夏季休暇　年間休日日数：100日
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✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔

創業75年の精密機器製造メーカー。自動省力化機械の設計・製作・最終据付け並びに、オフィス機器（製本機・ブックスキャナ等）
の製造・販売事業。3工場共に開発設計から品質保証まで一貫した生産体制を完備。2017年度「ユースエール企業」に認定。

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／技術設計・開発職　●勤務地／野洲工場（滋賀県）、豊川工場（愛知県）
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、夏期、年末年始、有給休暇、ほか ※年間休日日数122日（一斉有休含む）
●初任給／【学部卒】210,000円 　【修士卒】215,000円　●勤務時間／08:30〜17:15　★★ブース訪問特典★★［　有　］

株式会社積進 製造業

株式会社衣川製作所 精密機器

所在地 〒612-8436　京都府京都市伏見区深草新門丈町106-4　 URL http://www.kinugawa-fact.co.jp
企業情報 ●設立

旭光精工株式会社 精密機器

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

1986/2/28 ●売上高 連結　3億3,000万円（2019年10月実績） ●従業員数 23名（2020年1月）

ＯＢ・ＯＧ情報➡弊社担当にお問合せ下さい

採用情報
●採用職種／機械工、CAD・CAM　●勤務地／京都市伏見区深草小久保町368-1
●初任給／【学部卒】206900円 　【修士卒】221900円
●休日・休暇／年間カレンダーによる、年間休日日数108日、●勤務時間／08:30〜17:20

京都ＥＩＣ株式会社 エンジニアリング

所在地 〒613-0034　京都府久世郡久御山町佐山西ノ口1-4 URL http://kyotoeic.jp/
企業情報 ●設立

川崎三興化成株式会社　関西事業部 化学

所在地 〒528-0233　滋賀県甲賀市土山町市場５２０番地 URL https://www.kawasaki-sanko.com/
企業情報 ●設立 1964年1月 ●売上高 約378億円（2018年度実績） ●従業員数 国内300名、海外800名

弊社担当にお問合せ下さい

採用情報
●採用職種／技術職（研究開発、製造技術）、品質管理職、工務職（プラント設計他） ●勤務地／滋賀県甲賀市
●初任給／【学部卒】202,000円 　【修士卒】222,000円
●休日／週休2日制(土・日)、ＧＷ、夏季、年末年始、年間休日114日 ●勤務時間／9:00〜18:00 または 8:00〜17:00

事業内容
【各種プラスチックの特殊加工及び着色加工】　弊社は、自動車や家電などあらゆるモノに使用されるプラスチックを用途に合わせ耐
久性や耐熱性を高めるなど、様々な性能や機能を強化するプラスチック特殊加工を行う素材メーカーです。

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➡

2001年11月 ●売上高 8億9,200万円（2019年5月実績） ●従業員数 36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！↑

事業内容
大学、研究所と連携し循環器系、整形外科系、消化器系、眼科系、脳神経外科系等の領域で使用される手術器具の設計開発。
3次元切削加工、3次元型彫りレーザー加工、成形研削加工、ワイヤー放電加工、型彫り放電加工、微細加工での製作。

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

採用情報
●採用職種／製造職、設計職、事務職（設計・製造支援）、営業職　　●勤務地／京丹後市　　●初任給／【大卒】205,000円
●休日・休暇／会社暦、週休2日制（土・日）、連続休暇（5月、8月、年末年始）、育児休業、他　※年間休日117日
●勤務時間／08:00〜17:00（休憩1時間）

事業内容
国内外の生産設備、ユーティリティー設備向けに自動化、省力化、コンピュータ統合生産化のエンジニアリングを行います。顧客ニー
ズにプランニングから設計、製作、施工、アフターサービスまで一貫してお応えするのを強みとします。

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➡入社実績なし

採用情報
●採用職種／ソフト開発エンジニア・計装エンジニア●勤務地／京都府●初任給／【学部卒】210,000円 　【修士卒】
210,000円●休日・休暇／週休2日制（土・日／年間10日程度の土曜日出勤あり）、祝日、年末年始、夏季休暇、年間
休日日数112日●勤務時間／09:00〜17:40

企業情報 ●設立 1944年7月 ●売上高 58億6,667万円（2019年3月実績） ●従業員数 145名（2020年2月）

事業内容

所在地 〒627-0042　京都府京丹後市峰山町長岡1750-1 URL https://www.sekishin.co.jp/
企業情報 ●設立 1965年1月 ●売上高 17億4,620万円（2019年8月実績） ●従業員数 96名（2020年2月）

事業内容 ■各種産業用装置の製造（設計、製作）　■精密部品加工　■理化学機器の開発（設計、製作）

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
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1,003名（2019年10月現在）

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

●設立 1955年5月 ●売上高 グループ連結　120億円（2019年3月実績） ●従業員数 235名（2020年1月）

事業内容
化学製品（主に結晶粉末）を研究開発・製造・販売しています。最先端情報機器に使う電子部材や、航空機材等に使用される炭素繊
維複合材などの素材原料として、暮らしの中で使う様々な最終製品に使われています。

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➡5年以内の入社実績あり

企業情報 ●設立 1969年4月 ●売上高 　145億6,800万円（2019年3月実績） ●従業員数 160名（2020年1月）

事業内容
教育用理化学器械の設計開発・製造販売。実験・研究室設備の設計開発・製造販売。大学及び研究施設移設業務。新・増設大学支
援プロジェクト。海外プラント・政府開発援助案件、日系企業海外進出の支援業務。

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

サンディスク株式会社（ウエスタンデジタルジャパングループ） メーカー（半導体）

所在地 〒108-0075　東京都港区港南1-6-31　品川東急ビル3F URL https://www.westerndigital.co.jp/recruit/
企業情報 ●設立 1992年8月 ●売上高 連結売上高 ：166億USドル ●従業員数

株式会社島津理化 精密機器

所在地 〒101-0051　東京都千代田区神田神保町1-32　出版クラブビル URL https://www.shimadzu-rika.co.jp

1958年9月 ●売上高 連結　208億6,258万円（2019年3月実績） ●従業員数 811名（2019年9月）

事業内容
電子デバイス・情報通信機器（パソコン・サーバ機器等のハードウェア機器やソフトウェア）等の販売ならびにサービスの提供、情報処
理・情報通信システム分野の設計・開発、および保守サービス

↑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／半導体エンジニア職　●勤務地／四日市工場（三重県四日市市）、大船事業所（神奈川県横浜市）*将来的に国内・国外の転勤の可能性
あり　●初任給／【学部卒】470万円（39.1万円/月額） 　【修士卒】500万円（41.6万円/月額）●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）その他（祝日・年末
年始・夏期休暇・GW）年間休日 （2019年）-四日市：133日-大　船：130日●勤務時間／四日市：8時30分 ～ 17時15分、大　船：9時00分 ～ 17時30分
*休憩 1:00h 　*フレックス制（コアタイム11:00-15:00　★★ブース訪問特典★★［ブース訪問者にはもれなくサンディスク製SDカードプレゼント！］

ソレキア株式会社

事業内容
サンディスクは世界中のスマートフォンやタブレット、ノートPCに内蔵されるデータ記憶装置や、Webクラウドサービス、IoTなどを支える
フラッシュメモリーストレージを開発、製造しています。

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

ＩＣＴ

所在地 〒144-8626　東京都大田区西蒲田8-16-6 URL https://www.solekia.com/

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、システムエンジニア、サービスエンジニア　●勤務地／東京、大阪、他全国拠点所在地
●初任給／【学部卒】217,000円 　【修士卒】221,600円　●休日・休暇／完全週休２日（土・日）
●勤務時間／09:00〜17:20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［特別選考にご案内］

企業情報 ●設立

ＯＢ・ＯＧ情報➡入社実績あり

採用情報
●採用職種／技術職（設計・開発）・営業職　　　●勤務地／東京・大阪　　●初任給／【学部卒】213,720円 【修士卒】
239,140円●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、GW、夏季休暇、年間休日日数125日以上
●勤務時間／08:55〜17:25

株式会社昭和丸筒グループ 非鉄金属

所在地 〒579-8047　大阪府東大阪市桜町8-1 URL http://www.marutsutsu.co.jp
企業情報 ●設立 1923年10月 ●売上高 連結　126億4,856万円（2018年5月実績） ●従業員数 508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！↑

事業内容
紙や樹脂で包材を製造する創業96周年のパッケージメーカーです。環境省委託事業としてセルロースナノファイバーの開発に参画
中。また新しい熱伝導素材(Zebro）開発！素材から最終製品まで関れる大変やりがいのある仕事です。

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
＆

訪問特典

●採用職種／製品設計職（研究開発職）　　●勤務地／東大阪市　　●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）、祝日、年末年始、年間休日日数126日、●勤務時間／08:15〜17:15
★★ブース訪問特典★★［　大人気　エアーかおる等プレゼント　］　先輩社員もブースにいます！気軽に立ち寄ってください。

セイカ株式会社 化学・化粧品

所在地 〒641-0007　和歌山県和歌山市小雑賀1丁目1番82号 URL https://waseika.com/
企業情報

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／研究開発職　　●勤務地／和歌山　　●初任給／【学部卒】203,200円 　【修士卒】220,3200円　　●休
日・休暇／週休2日（土・日）、GW・夏期・年末年始、年間休日日数117日（会社カレンダーあり）　　●勤務時間／09:00
〜17:30（うち休憩：1時間）　※フレックスタイム制度あり　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［図書券あり］
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

企業情報 ●設立 1996年11月 ●売上高 連結　141億9,300万円（2019年2月実績） ●従業員数 204名（2019年5月）

島津産機システムズ株式会社 機械

所在地 〒520-2152　滋賀県大津市月輪１丁目８－１ URL https://www.sis.shimadzu.co.jp/
企業情報 ●設立 1962年1月 ●売上高 連結　184億500万円（2019年3月実績） ●従業員数 311名（2019年4月）

株式会社ダイセキ環境ソリューション 環境サービス・化学

所在地 〒467-0852　名古屋市瑞穂区明前町8-18 URL http://www.daiseki-eco.co.jp/

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

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

1888年3月9日 ●売上高

所在地 〒674-0093　兵庫県明石市二見町南二見15番地3 URL http://www.seikow.co.jp

●採用職種／技術職（FRP・フッ素樹脂を用いた流体機械の設計）●勤務地／兵庫県明石市　●初任給／【学部卒】
209,000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／09:00〜17:35　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［ノベルティグッズを差し上げます（数に限りあり）］

企業情報 ●設立 1956年5月 ●売上高 78億4,000万円（2019年3月実績） ●従業員数 178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➡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（製品設計）●勤務地／滋賀県大津市・神奈川県秦野市　●初任給／【学部卒】208,270円
【修士卒】227,150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
●勤務時間／08:20〜16:50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［フリクションペン］

クラボウ（倉敷紡績株式会社） 化学・繊維・機械

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

セイコー化工機株式会社 機械

事業内容
プラスチックが「さびない」「くさらない」という性質を活かして、有害な薬液やガスを安全に運び、また、排出ガスを浄化して大気汚染を防ぐための機械
装置を製造しています。半導体等のIT関連、金属や化学等の素材関連をはじめ、ものづくりに必要不可欠な製品を製造・販売しています。

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

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　※詳細はブースにて紹介　●勤務地／大阪本社（その他国内外の事
業所）　●初任給／【学部卒】211,000円 【修士卒】238,400円　●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、
夏季、年間休日120日（工場は109日）　●勤務時間／09:00〜18:00　※事業所によって異なる

企業情報 ●設立 連結　1,570億8000万円（2019年3月実績） ●従業員数 4,531名（2019年3月）

事業内容
繊維製品製造技術の応用から誕生したエレクトロニクス事業。自社工場が及ぼす環境への影響改善に取り組んだエンジニアリング
事業。敢えて未踏の領域に取り組んだ化成品事業等。繊維から始まったクラボウの挑戦は、時代とともに進化を続けてきました。

事業内容
汚染土壌調査、汚染土壌処理および工事、産業廃棄物処理および収集運搬、環境分析、環境コンサルティング、廃石膏ボードリサイ
クル、固化材製造、廃食油のバイオ燃料化、PCB廃棄物収集運搬およびコンサルティング

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／営業職、企画管理職、技術職、研究開発職　　●勤務地／名古屋市、大阪市、東京都港区
●初任給／【学部卒】223,970円 　【修士卒】233,230円
●休日・休暇／有給休暇、特別休暇、育児休暇、介護休暇等　　●勤務時間／08:30〜17:30

タカラベルモント株式会社 機械

所在地 〒542-0083　大阪市中央区東心斎橋２－１－１ URL https://www.takarabelmont.co.jp/main/recruit/

企業情報 ●設立 1921年10月 ●売上高 570億円（2019年3月） ●従業員数 1508名

事業内容
理・美容室、エステ・ネイルサロン向けの設備機器、頭髪化粧品および歯科医院・病院向け診察台・手術台などの医療用設備機器の
製造販売、店舗・医院の設計・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➡入社実績あり

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／営業・企画、機器開発(機械/電気/情報/デザイン)、化粧品研究開発、ソフトウェアエンジニア、コーポレート
●勤務地／全国　●初任給／【学部卒】21万8,300円 　【修士卒】23万7,900円
●休日・休暇／年間125日　●勤務時間／09:00〜17:30　　★★ブース訪問特典★★［当社オリジナルグッズ］

18
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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／SE，NE，ソリューション営業，業務　　●勤務地／東京本社および全国各支店，営業所
●初任給／【学部卒】249,500円（東京勤務・2018実績） 　【修士卒】257,500円（東京勤務・2018実績）
●休日・休暇／完全週休二日制，祝日，年末年始(12月29日～1月4日），創立記念日（5月1日）
●勤務時間／フレックスタイム制　標準労働時間7時間（ｺｱﾀｲﾑ　10：00～15：00）　★★ブース訪問特典★★［クリップボード配布，2020入社OBとの懇談（予定）〕

東海サーモ株式会社 繊維

所在地 〒503-0836　岐阜県大垣市大井4丁目53番地 URL http://www.thermofix.co.jp/
企業情報 ●設立 1958年10月 ●売上高 55億5,000万円（2019年5月実績/グループ計） ●従業員数 198名（2019年5月）

株式会社多摩川電子  通信機械器具

所在地 〒252-1113　神奈川県綾瀬市上土棚中3-11-23 URL http://www.tmele.jp/
企業情報 ●設立 1968年11月 ●売上高 28億1,300万円（平成31年3月実績） ●従業員数 133名（令和元年12月）

事業内容
無線通信用機器及び部品並びに電子応用機器の製造販売。創業以来培ってきたアナログ高周波技術に加え、光伝送、デジタル信
号処理やFPGA等のデジタル技術、それらを組合せたシステムインテグレーションまで技術領域を日々拡大しております。

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➡入社実績なし

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／電気電子回路設計・製造・機械設計　　●勤務地／神奈川県綾瀬市　　　●初任給／【学部卒】205,000
円 　【修士卒】220,000円　　●休日・休暇／土・日・祝日（夏期連休、年末年始連休、特別休暇）、年間休日124日
●勤務時間／08:30〜17:30　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［　多摩川電子オリジナルボールペンプレゼント　］

都築電気株式会社 ＩＣＴ

所在地 〒105-8665　東京都港区新橋6丁目19番15号　（東京美術倶楽部ビル） URL https://www.tsuzuki.co.jp/
企業情報 ●設立 1941年3月 ●売上高 1,188億7,200万円（2019年3月期・連結） ●従業員数 2,336名（2019年3月現在・連結）

事業内容
ネットワークシステムおよび情報システムの設計，開発，施工，保守
電子デバイス，情報機器の販売ならびに受託設計開発

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

ＴＩＳ株式会社 ＩＣＴ

所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1　住友不動産新宿グランドタワー URL https://www.tis.co.jp
企業情報 ●設立 2008年4月 ●売上高 連結　4,207億6,900万円（2019年3月期） ●従業員数 5,506名（2019年3月31日現在）

事業内容
TISは45年以上の歴史を持つ総合ITサービス企業です。金融、製造、流通/サービス、公共、通信など幅広い業界で、3,000社を超え
るお客様のビジネスをIT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

↑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／営業職、システムエンジニア職、コンサル職　●勤務地／東京、名古屋、大阪など
●初任給／【大卒】223,000円　　【院卒】240,000円　●休日・休暇／土・日（完全週休2日制）、祝日、年末年始、各種休暇制度
●勤務時間／9：00～17：45　※フレックスタイム制度あり　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［ミントタブレット］

株式会社デンソーウェーブ 精密機器

所在地 〒470-2297　愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池１番 URL http://www.diamondhr.co.jp
企業情報 ●設立 1976年6月 ●売上高 480億(2018年4月1日～2019年3月31日) ●従業員数 1,157名（2019年3月）

事業内容
◆世界で初めて、QRコードを開発した会社◆ICカードやQRコードを活用したキャッシュレスシステム、産業用ロボット、自社製品を活
かしたIoTビジネス等の機器やシステムの開発・製造・販売を行っています。

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
＆

訪問特典

●採用職種／技術職　　　●勤務地／愛知県　　　●初任給／【学部卒】212,500円 【修士卒】236,500円(2020年4月
実績予測)　　●休日・休暇／週休2日制（土・日）、GW、夏季、年末年始、年間休日日数121日　　　●勤務時間／
08:40〜17:40　※ﾌﾚｯｸｽ制度有　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［QRコードデザインクリアファイル］

・紳士服、婦人服、学生服、企業制服等に使用される　アパレル用の毛芯地、接着芯地、副資材の製造・加工・販売
・自動車サンルーフの遮光ロールカーテン、自動車内装材、　ラミネート素材その他様々な素材の接着・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➡入社実績あり

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／<総合職>1,開発　2,生産管理　3,営業　●勤務地／本社（岐阜県大垣市）・中国上海・営業のみ大阪又は東京
●初任給／<総合職>209,200円（2019年実績）  ●勤務時間／08:50〜17:15又は09:00～17:30
●休日・休暇／年間休日109日、週休2日制、GW、夏期、年末年始、有給、慶弔他
★★ブース訪問特典★★   [ シャープペンorボールペンorタオル ]

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！↑

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

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 12,804名（2018年12月）

事業内容
自動車用タイヤの商品開発・製造・販売
自動車部品の商品開発・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

採用情報
●採用職種／技術開発職　　●勤務地／京都・三重　　●初任給／【学部卒】217,300円【修士卒】240,900円　【博士
卒】268,400円　　●休日・休暇／完全週休2日制（土・日）、GW、夏季、年末年始、年間休日日数121日　　●勤務時間
／08:20〜16:50、08:30〜17:00、09:00〜17:30

所在地 〒101-8941　東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地　ワテラスタワー URL http://www.hbs.co.jp/index.html
企業情報 ●設立 1956年10月 ●売上高 連結　6,216億円(2019年3月実績) ●従業員数 連結　35,456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➡入社実績なし

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／営業職　事務職　管理・ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ職　技術職　施工管理職　　●勤務地／東海地区・東京・大阪・その他全国
●初任給／【学部卒】208,000円 　【修士卒】219,700円　　●休日・休暇／週休２日 年間休日　123日
●勤務時間08:30〜17:15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［　当社の魅力を聞くことが出来る　］

事業内容
・エレベーター、エスカレーター、空調設備、電気設備などビルに必要な機器の製造、販売、据付、メンテナンス、リニューアル及び設計。
・ビル設備の監視、制御並びにビル管理。

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➡入社実績あり

採用情報
●採用職種／総合職、技術専門職 ●勤務地／本社(東京)、生産拠点(茨城)、支社(全国主要都市)、営業所(全国)
●初任給／【学部卒】212,500円 　【修士卒】236,500円　●勤務時間／08:50〜17:20(製造拠点は、8:45～17:15)
●休日・休暇／完全週休2日制(2020年度125日)、有給休暇24日間、リフレッシュ休暇、出産・育児・介護休暇 他。

株式会社トーエネック(中部電力グループ） 建設

所在地 〒460-0008　名古屋市中区栄1-20-31　 URL http://www.toenec.co.jp
企業情報 ●設立 1944年10月1日 ●売上高 連結　2.200億円（2020年3月予定） ●従業員数 4.887名（2019年3月末）

事業内容 総合設備工事業:電力供給(配電ﾙｰﾄの建設)及び屋内線電気･空調衛生､情報通信設備工事他。

応用生物 物質・材料 電子システム

株式会社日立ビルシステム 機械

情報 機械 デザイン 建築 繊維 文系

1896年4月9日 ●売上高 連結　2155億（2019年3月実績） ●従業員数 連結　6,036名（2019年3月）

事業内容
★120年以上の歴史を誇る、日本産業の縁の下の力持ち★　弊社は断熱分野のパイオニアとして、５つの事業（工業製品・高機能製
品・自動車部品・建材・工事）を展開し、幅広い産業分野に製品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

ニチアス株式会社 窯業

所在地 〒104-8555 東京都中央区八丁堀1-6-1 URL https://www.nichias.co.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
●採用職種／総合職（技術系、事務系）　　●勤務地／全国（東京、神奈川、奈良など）　　　●初任給／【学部卒】
228,700円 　【修士卒】244,100円　　●休日・休暇／年間休日126日、完全週休2日制、夏季休暇（連続5日間）、年末
年始休暇（連続6日間）　　●勤務時間／08:30〜17:30

採用情報
＆

訪問特典

●採用職種／研究開発・商品開発・生産設備・ITシステムなど　●勤務地／兵庫県・三重県・愛知県・宮城県　他
●初任給／【学部卒】218,300円 　【修士卒】231,900円　●勤務時間／09:00〜18:00
●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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［ボールペン・ステッカーなど］

ニッタ・ハース株式会社 化学・化粧品

所在地 〒610-0333　京都府京田辺市甘南備台3丁目17－1 URL https://www.nittahaas.com/
企業情報 ●設立 1983年11月 ●売上高 171億（2019年度実績） ●従業員数 319名（2020年1月）

TOYO TIRE株式会社 ゴム

所在地 〒664-0847　兵庫県伊丹市藤ノ木二丁目2番13号 URL https://www.toyotires.co.jp/
企業情報 ●設立 1945年8月 ●売上高 連結　3,932億2,000万円（2018年12月実績）

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

ＯＢ・ＯＧ情報➡5年以内の入社実績あり
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

三菱自動車工業株式会社 製造業

所在地 〒108-8410 東京都港区芝浦三丁目1番21号　msb Tamachi 田町ステーションタワーS URL https://www.mitsubishi-motors.com/jp/recruit/?intcid2=recruit

企業情報 ●設立

事業内容
洋食器から先へ―世界の食卓を彩ってきた「技」が、研削砥石、電子材料、エンジニアリング装置の「技術」へと進化。その「技術」は、
様々な産業分野で欠かせないものとなり、世界中の生活を豊かにしています。

応用生物 物質・材料 電子システム

二九精密機械工業株式会社 金属製品

株式会社ベルテックス 精密機器

●売上高 40億3,000万円（2019年3月実績） ●従業員数 270名（0019年3月）

事業内容
 医療の分野や、車載、民生、産業用の電子部品に関連する精密プラスチック製品を製造しています。ミクロン単位の高精度金型の製
作と高度品質保証体系に基づく生産ラインで差別化を図ります。

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

所在地 〒601-8142　京都市南区上鳥羽中河原2番地 URL https://v-tex.co.jp
企業情報 ●設立 1989年10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／技術職・営業職●勤務地／京都工場（綾部市）・広島工場（東広島市）・本社（京都市南区）
●初任給／専門職【大卒】２２８，５４０円　　【院卒】２３９，６００円　(その他、住宅手当　55,000円　遠距離地からの採
用に関して規定により支給）●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日 １２０日

日本電産リード株式会社（日本電産グループ） 精密機器

所在地 〒666-0145　京都府京都市右京区西京極堤外町10番地 URL https://www.nidec.com/jp/nidec-read/
企業情報 ●設立 1991年11月 ●売上高 連結　281億万円（2019年3月実績） ●従業員数 連結　1,866名（2019年3月末）

事業内容 プリント基板・半導体パッケージ等の検査装置および、各種自動計測・制御システムの開発ならびに製造・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

機械 デザイン 建築 繊維 文系

所在地 〒601-8454　京都市南区唐橋経田町33-3 URL https://futaku.co.jp/

企業情報 ●設立 1904年1月 ●売上高 連結　1,258億200万円（2019年3月期連結） ●従業員数 1,888名（2019年3月末）

↑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（技術部門・間接部門）　詳細はブースにてご確認ください。
●勤務地／京都（本社または事業所）　　●初任給／【学部卒】212,500円 　【修士卒】235,500円
●休日・休暇／週休2日制、祝日、年末年始、年間休日日数124日（2019年度実績）、●勤務時間／08:30〜17:30

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／技術職(開発・設計)・技術営業職　　●勤務地／本社、京都工場・R&Dセンター、八木工場
●初任給／【学部卒】210,000円 　【修士卒】220,000円
●休日・休暇／週休2日、年末年始等(会社ｶﾚﾝﾀﾞｰによる)　年間休日日数111日　　●勤務時間／08:30〜17:30

企業情報 ●設立

●従業員数 14,171名1970年 ●売上高 2兆5,145億円

株式会社ノリタケカンパニーリミテド 窯業

所在地 〒451-8501　名古屋市西区則武新町3-1-36 URL https://www.noritake.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／研究開発、商品開発、生産技術、セールスエンジニアなど　●勤務地／名古屋、みよし（愛知県東部）、三重、福岡な
ど　※海外を含め転勤の可能性あり　●初任給／【学部卒】215,500円 　【修士卒】236,500円(2019年実績)　●休日・休暇／土日週
休2日制、年間休日123日、有給休暇10日～20日●勤務時間／8:30～17:15（フレックス制度導入部署あり）

事業内容
当社は電動車両、ラリーで鍛えた4WD・SUV中心に展開しています。また燃費不正問題の再発防止策を誠実に、そして確実に実行し
ます。そして日産自動車と提携し、「自動運転・コネクティッドカー・電気自動車」という「未来のクルマ」で更なる成長を目指します。

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

1953年1月 ●売上高 32億0,188万円（2018年度実績） ●従業員数 208名（2020年2月）

事業内容
ステンレスやチタン等難削金属の最先端精密加工技術を有しており、メディカル・分析・産業機器等のコア機構部の開発・設計から製
造を行っています。様々なジャンルの開発者の思いを「カタチ」にする「ものづくり提案企業」です。

応用生物 物質・材料 電子システム 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／完成車の開発・研究・製造　●勤務地／東京、愛知、京都、岡山　●初任給／【学部卒】月給208,500円 　【修士卒】
月給230,500円　●休日・休暇／週休2日制（土・日）、年末年始、年間休日日数121日(2017年実績)　●勤務時間／所定労働時間1
日8時間（本社…8:45～17:45、岡崎事業所…8:00～17:00、その他地区によって異なる）フレックスタイム制有
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✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

プライムエンジニアリング株式会社 その他サービス

所在地 〒163-0635　東京都新宿区西新宿１－２５－１　新宿センタービル35F URL http://www.prime1.co.jp

東洋紡株式会社 化学・化粧品

所在地 〒530-8230　大阪市北区堂島浜二丁目2番8号 URL https://www.toyobo.co.jp/
企業情報 ●設立 1914年6月 ●売上高 3,366億9800万円　 ●従業員数 3,189名

事業内容
フィルム・機能樹脂、産業マテリアル、ヘルスケア、衣料繊維分野における各種製品等の製造、加工、販売。
プラント・機器の設計、制作、販売。各種技術・情報の販売。

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

企業情報 ●設立 2001年3月 ●売上高 19億2,000万円 ●従業員数 362名

↑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、事務系総合職（文理不問）●勤務地／大阪（本社）、東京、名古屋、滋賀県大津市、福井県敦賀市、
山口県岩国市、愛知県犬山市、富山県射水市、栃木県宇都宮市、兵庫県高砂市など●初任給／（博士了）25万4300円（修士了）
23万6900円（学部卒）21万3200円※2019年4月入社者実績。手当含めず●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／08:45〜17:30

事業内容 航空・宇宙機器、自動車、半導体関連業務等を中心に技術サービスを行っている総合エンジニアリング企業です。

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➡入社実績あり

採用情報
●採用職種／技術者   ●勤務地／全国   ●初任給／【学部卒】236,000円 　【修士卒】238,000円
●休日・休暇／週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日日数131日  ●勤務時間／09:30〜17:30

日本電算企画株式会社 ソフトウェア

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6F URL https://www.densan-kikaku.co.jp/
企業情報 ●設立 1977年7月 ●売上高 32億0,000万円（2019年6月実績） ●従業員数 113名（2019年07月）

事業内容 官公庁システム開発・運用・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
＆

訪問特典

●採用職種／システムエンジニア　　●勤務地／東京　　●初任給／【学部卒】203,500円 　【修士卒】209,500円
●休日・休暇／完全週休二日制　　●勤務時間／09:00〜17:30（フレックスタイム制）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［　ノベルティプレゼント　］

株式会社福井製作所 機械

所在地 〒573-1132　大阪府枚方市招提田近1丁目6番地 URL http://www.fkis.co.jp
企業情報 ●設立 1936年4月 ●売上高 63億円(2019年3月) ●従業員数 190名(2020年1月)

事業内容 世界シェアNo.1！各種エネルギー分野向け安全弁の製造・販売・アフターセールス。大阪から世界へ羽ばたける高収益企業です。

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
＆

訪問特典

●採用職種／技術職・総合職(営業)　　●勤務地／大阪　　　●初任給／【学部卒】207,000円 　【修士卒】215,000円
●休日・休暇／完全週休二日制　年末年始、夏期休暇　　●勤務時間／8:10～17:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［個別工場見学会へ案内］

水戸工業株式会社 総合商社

所在地 〒101-0036　東京都千代田区神田北乗物町6番地 URL http://www.mitokogyo.co.jp/
企業情報 ●設立 1957年11月 ●売上高 211億8,000万円（2019年4月実績） ●従業員数 428名（2020年1月）

事業内容
機械工業部品・特殊機械装置・作業工具の提供
自動車などの整備用用品の提供

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➡非公開とさせていただきます

採用情報
●採用職種／ルート営業（セールスエンジニア)　　●勤務地／東北、関東、中部、関西、、中国、九州など
●初任給／【学部卒】208,850円 　【修士卒】219,100円
●休日・休暇／土、日、祝日、GW、お盆、年末年始　年間休日日数110日　●勤務時間／08:30〜17:30
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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➡弊社担当にお問合せ下さい

採用情報
●採用職種／開発職（商品・生技）・技術職（設備保全）・営業職　●勤務地／東京・大阪・京都
●初任給／【学部卒】201,900円 【修士卒】214,990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120日　●勤務時間／08:30〜17:20

株式会社ラプラス・システム ソフトウェア

所在地 〒612-8083　京都市伏見区京町1-245 URL https://www.lapsys.co.jp/
1990年6月 ●売上高 17億6,500万円（2019年3月実績） ●従業員数 177名（2020年1月）

事業内容
再生可能エネルギー設備の監視・制御システムを自社で開発し、販売、アフターフォローまでを手掛けている京都の企業です。
創業から約30年の歴史の中で培った信頼と確かな技術力により、モニタリグ市場では業界トップシェアを誇ります。

応用生物 物質・材料

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

ヤマウチ株式会社 ゴム・プラスチック

所在地 573-1132　大阪府枚方市招堤田近2-7 URL http://www.yamauchi.co.jp/newcomer/
企業情報 ●設立 1918年4月 ●売上高 連結　211億円（2018年12月実績） ●従業員数 394名（2019年12月）

企業情報 ●設立

事業内容
創業90余年の伝統と信頼の分散技術を基に、新素材、機能性材料等未来を担う製品開発を進めています。時代の要求を的確に把
握し、生活空間に彩りを与える「色」から、産業空間を支える「機能」まであらゆる分野で活躍しています。

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／技術開発職、営業職　●勤務地／大阪府、兵庫県、東京都　●初任給／【大卒】209,910円 　【院卒】225,210円
●休日・休暇／完全週休2日制、祝日、年末年始、夏季休暇、他、有給休暇、半日有給休暇など　※年間休日120日
●勤務時間／8：30～17：15　または　9：00～17：45

レジノカラー工業株式会社 化学・化粧品

所在地 〒532-0028　大阪市淀川区十三元今里3-1-102 URL https://www.resinocolor.co.jp/
企業情報 ●設立 1928年4月 ●売上高 連結　57億7,398万円（2019年3月実績） ●従業員数 130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➡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／　京都市伏見区　　●初任給／【学部卒】200,000円 【修士卒】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126日
●勤務時間／09:00〜17:30　　　　　　　　　　　　　　　　　★★ブース訪問特典★★［オリジナルグッズプレゼント］

事業内容
ヤマウチは1世紀近くゴム・プラスチック高機能部品メーカーとして社会に貢献してきました。生活家電、複写機・プリンター関連、カメ
ラ、電池、自動車関連、医療機器関連、ゲーム機など、幅広い業界に高品質な工業部品を供給しています。

応用生物 物質・材料 電子システム 情報 機械
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✔ ✔

２０２０年

３月４日（水）
　　　　　　　　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。

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！↑ 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

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）

共同設計株式会社 建築設計

所在地 http://www.kyodo-sekkei.com
企業情報
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