
２０２０年３月卒業/修了生対象

整理
番号

会社名 本社 勤務予定地 募集職種等 特記事項 更新日

1 株式会社富士通鹿児島インフォネット 鹿児島市 鹿児島、全国 システムエンジニア（SE) 2018/10/30

2 株式会社富士通アドバンストエンジニアリング 東京都
システムエンジニア、ハードエンジニア、セールスエンジニア、コーポレー
トスタッフ 学校推薦あり 2018/10/30

3 アイティーアイ株式会社 長崎市 九州・沖縄、及び関東地
区の各支店・営業所 営業職、技術職 2018/10/30

4 株式会社ジャスティック 東京都 本社及び各営業所 システムエンジニア 学校推薦あり 2018/11/9

5 スタンレー電気株式会社 東京都
研究開発、電子システム開発、回路設計、製品設計、プロダクトデザイ
ン、金型技術、生産技術、品質保証、営業（国内、国外）など 2018/11/9

6 東芝テック株式会社 東京都 全国主要都市
研究、ハード開発、ソフト開発、システムエンジニア、製造技術、スタッフ（知財、情
報システム等）、国内営業、海外営業、スタッフ（財務、管理）他 学校推薦あり 2018/11/30

7 アイシン・コムクルーズ株式会社 愛知県
愛知県・福岡
県・岩手県

ソフトウェア開発エンジニア 学校推薦あり 2018/12/3

8 株式会社科学情報システムズ 横浜市
神奈川、東京、
大阪

システムエンジニア、経理スタッフ 学校推薦あり 2018/12/10

9 アストロデザイン株式会社 東京都 本社 技術職（回路設計、ソフトウェア設計）、営業職、生産技術職 2018/12/13

10
株式会社大和ソフトウェアリサーチ
（2019.7.3より株式会社DSR）

東京都 本社 システムエンジニア 学校推薦あり 2018/12/14

11 株式会社アウトソーシングテクノロジー 東京都 全国各事業所
機械設計開発職、電気・電子設計開発職、ソフトウェア開発職、材料研究
開発職 学校推薦あり 2018/12/14

12 アイコムシステック株式会社 東京都 東京、愛知
システムエンジニア（制御・組込み計、Web系　他）、ネットワーク・サー
バー構築エンジニア 学校推薦あり 2018/12/14

13 株式会社アルプス技研 神奈川県
全国各拠点およ
び周辺都市

機械系技術職、電気電子系技術職、情報系技術職、化学系技術職、総
合職（営業職・企画業務職） 学校推薦あり 2018/12/27

14 日本軽金属グループ 東京都 研究・開発、生産技術・製造管理、設備設計・設備保全、技術営業等 学校推薦あり 2018/12/27

15 大日本印刷株式会社 東京都 研究開発、技術開発、企画開発など
学校推薦あり　（1
名）

2018/12/27

16 三菱スペース・ソフトウェア株式会社 東京都
東京都・茨城県・神奈
川県・兵庫県・愛知県 システムエンジニア、事務系総合職 2018/12/27

17 日野自動車株式会社 東京都 事務系総合職、技術系総合職 学校推薦あり 2018/12/27

18 株式会社タマディック 東京都 機械設計、電気・電子設計、生産技術、ソフトウェア開発 学校推薦あり 2018/12/27

19 株式会社日立パワーソリューションズ 茨城県日立市
本社及び全国
主要都市

技術系総合職 学校推薦あり 2018/12/27

20 ビップシステム株式会社 東京都
本社（渋谷）及
び東京近郊

システムアナリスト、システムエンジニア、プログラマー、ネットワークエン
ジニア 学校推薦あり 2019/1/10

21 株式会社守谷商会 東京都 総合職（営業職） 2019/1/10

22 大和製衡株式会社 兵庫県明石市
本社及び各支
店営業所

研究開発部門、設計開発部門、生産部門、営業部門、管理部門 学校推薦あり 2019/1/10

23 株式会社ソディック 横浜市 横浜、加賀
機械設計、電気設計、電気・電子開発、制御開発、ソフトウェア開発、加
工技術など 学校推薦あり 2019/1/10

24 三菱電機コントロールソフトウェア株式会社 神戸市
神戸、伊丹、姫路、三
田、長崎、名古屋、横浜
他

システムエンジニア、プログラマー 学校推薦あり 2019/1/15

25 中外テクノス株式会社 広島県
広島県、東京都、千葉
県、愛知県、大阪府、兵
庫県、福岡県

技術職（環境調査、研究開発、環境コンサルタント、構造物調査、材料強
度調査、CAE解析　他）、営業職（環境、構造物調査、非破壊検査） 2019/1/17

26 林テレンプ株式会社 名古屋 愛知県豊田市（将来、海
外勤務の可能性あり）

設計、材料・機能研究、生産管理、生産技術、騒音低減製品開発、衝撃
吸収製品開発、光学製品開発、品質保証、設備開発、情報システム等 学校推薦あり 2019/1/21

27 日本アリゴリズム株式会社 東京都
東京本社、九州
事業部

ソフトウェア技術者 　 2019/1/22

28 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 東京都
東京、神奈川、愛
知、大阪、福岡 技術系総合職（SE） 学校推薦あり 2019/1/22

29 フジテック株式会社 滋賀県・東京都
研究開発、商品設計、営業技術、プロジェクトエンジニア、メンテナンス、据付、プ
ロダクトエンジニア、システムエンジニア 学校推薦あり 2019/1/31

30 ダイキン工業株式会社 大阪府・東京都 技術系、事務系 学校推薦あり 2019/1/31

31 日本データスキル株式会社 横浜市 神奈川、東京 システムエンジニア 2019/1/31

32 株式会社デンソーテン(6/24採用活動終了) 兵庫県
神戸本社、東京
等

製品設計（回路、機構、ソフト）、研究開発、商品企画、生産技術、品質管
理、情報システム　他 学校推薦あり 2019/1/31

33 日東電工株式会社 大阪市
技術系職種（研究開発、プロセス開発、生産技術、品質保証など）、事務
系職種（営業、企画、調達、ITシステム、経理、法務、人事、広報など） 学校推薦あり 2019/1/31

34 株式会社DTS 東京都 首都圏、他 システムエンジニア、ソリューション営業 学校推薦あり 2019/1/31

35 日本プロセス株式会社 東京都
東京、神奈川、
茨城

システムエンジニア（ソフトウェアの設計・開発） 2019/1/31

36 住友電装株式会社 三重県、東京都
事務系総合職（経営企画、業務企画、原価企画、経理、生産管理等）、技
術系総合職（研究開発、開発設計、生産技術、品質保証、IT、その他） 学校推薦あり 2019/1/31

37 東京エレクトロン株式会社 東京都
本社および国内、海
外各拠点

装置開発/設計/要素研究、セールスエンジニア、フィールドエンジニア、
製造エンジニア、管理/製造間接 学校推薦あり 2019/1/31

38 セントラルソフト株式会社 東京都 東京都 システムエンジニア、プログラマ、インフラエンジニア、運用オペレータ 学校推薦あり 2019/2/1

問合先：就職委員（　数理情報科学科：古澤　仁　）
推薦希望者は必ず事前に就職

委員に連絡すること



39 株式会社アルファシステムズ 神奈川県
首都圏（神奈川
県、東京都）

システムエンジニア、プログラマ、ソリューション営業 学校推薦あり 2019/2/7

40 三菱自動車工業株式会社 東京都
開発、設計、実験、研究、生産技術、生産管理、品質保証、IT、知的財産
等 学校推薦あり 2019/2/7

41 新コスモス電機株式会社 大阪市 本社、各営業所
技術職(研究開発、商品開発、生産技術、品質管理）、営業職（国内・海
外） 学校推薦あり 2019/2/7

42 東京エレクトロンデバイス株式会社 横浜市 本社、他
営業系（ソリューションセールス）、技術系（製品担当エンジニア、設計開
発エンジニア）、事務系（企画） 2019/2/7

43 日亜化学工業株式会社 徳島県 LED・LD(半導体レーザー）商品開発・製造技術、LED・LD応用商品開発、化学品の開発・製
造技術、品質保証、設備・装置・金型設計、情報システム開発、基礎研究・開発 学校推薦あり 2019/2/7

44 日本精工株式会社 東京都 国内・海外
基礎研究、製品先行開発、製品設計・開発、製造、生産技術、技術営
業、技術システム開発等 2019/2/7

45 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 大阪市
技術開発（機構開発・設計、ハードウェア開発・設計、ソフトウェア開発・設
計・企画　他）、生産・製造技術、品質管理　他 学校推薦あり 2019/2/7

46 マクセル株式会社 東京都、京都府 研究開発職、開発設計職、生産技術職、事務・営業職 2019/2/7

47 シャープ株式会社 大阪府
本社及全国各
事業所・拠点

技術系（研究、開発・設計、生産技術、社内ITなど ）、ビジネス系（国内商
品営業、国内・海外デバイス営業、法務、経理） 学校推薦あり 2019/2/18

48 三菱自動車エンジニアリング株式会社 愛知県
岡崎本社（愛知県）、
京都事務所（京都府） 自動車の開発業務（開発支援・設計・実験） 学校推薦あり 2019/2/18

49 コニカミノルタ株式会社 東京都
東京、愛知、大
阪、兵庫など

技術系(研究、開発、生産技術、品質保証、カスタマーサポート、システム
エンジニアなど） 学校推薦あり 2019/2/18

50 東芝メモリ株式会社 東京都 技術系総合職（デバイス・プロセス技術開発、回路設計、システム・ソフトウエア技術開発、
顧客技術対応・評価解析技術）、事務系総合職（知財、法務、財務、営業、調達等）等 学校推薦あり 2019/2/18

51 東洋製罐株式会社 東京都 各事業所
各種基礎研究、設備設計、制御設計、容器設計、材料開発、製品・衛生
評価、工務、品質保証、技術サービス　他 学校推薦あり 2019/2/18

52 株式会社出雲村田製作所 島根県
本社（島根県）、ほか国
内外各事業所、関係会
社

商品開発、製造プロセス技術開発、生産技術（工法開発、設備開発・設計、制御開発）、生
産システム設計、品質管理、商品技術（セールエンジニア）、情報システム開発、製造管理
監督、環境管理など

学校推薦あり 2019/3/1

53 株式会社鯖江村田製作所 福井県 福井県
精密加工部門での金型・治工具・プレス端子・樹脂成型品の設計および
工程改善、表面処理加工部門での製造技術・新規工法開発　等 学校推薦あり 2019/3/1

54 ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ株式会社 熊本県 熊本、長崎、鹿児島、大
分、宮城、山形、愛知

回路設計、製品技術、デバイス開発、プロセス開発、解析技術、テスト技
術開発、実装技術開発、生産技術、製造技術・設備技術　等

学部・院生から2
名推薦あり

2019/3/1

55 株式会社堀場製作所 京都市 国内・海外
設計開発、製造、ソフト開発、生産技術、品質管理、知財管理、国内営
業、海外営業、資材・物流、法務、経理・財務、秘書　他 2019/3/1

56 株式会社堀場テクノサービス 京都市 京都市
サービスエンジニア(国内・海外)、情報システム、営業事務(国内・海外)、
ほか 2019/3/1

57 株式会社堀場エステック 京都市 国内・海外
設計開発、製造、ソフト開発、生産技術、品質管理、国内・海外営業、営
業事務、秘書、製品企画ほか 2019/3/1

58 株式会社堀場アドバンスドテクノ 京都市 国内・海外
設計開発、製造、ソフト開発、サービスエンジニア、品質管理、国内・海外
営業、営業事務、生産計画ほか 2019/3/1

59 株士会会社図研 神奈川県
横浜、大阪、名
古屋

ソフトウェア開発エンジニア、SE、営業、管理部門スタッフ（人事） 2019/3/1

60 村田機械株式会社 京都市
京都、愛知、三重、
東京、石川など

技術系（研究開発、開発設計、SE,生産技術委・管理、資材、情報システ
ム、建築設計、知財財産など）営業・スタッフ系（営業、SE、人事、他）

学部・院生から1
～2名推薦あり

2019/3/1

61 ウエスタンデジタルジャパン（サンディスク株式会社） 東京都
三重県、神奈川
県

半導体エンジニア職
学部・院生から3
名推薦あり

2019/3/1

62 三菱電機マイコン機器ソフトウェア株式会社 兵庫県
兵庫、京都、愛
知、神奈川

システムエンジニア、ソフトウェアエンジニア、ハードウェアエンジニア 学校推薦あり 2019/3/1

63 株式会社トプコン 東京都 東京 ソフトウェア開発、製品開発・設計、セールスエンジニア、営業
学部・院生から1
名推薦あり

2019/3/1

64 株式会社サンテク 福岡市 福岡、関東 システムエンジニア（インフラ系、アプリケーション系）運用コンサル 2019/3/1

65 ソニーLSIデザイン株式会社 神奈川県 神奈川、福岡 半導体デバイス設計・開発・評価、設計環境構築 学校推薦あり 2019/3/1

66 株式会社日立産業制御ソリューションズ 東京都
東京、茨城、神
奈川

技術系（IT系エンジニア、プラント系エンジニア、制御系エンジニアなど）、
事務系（営業、経営サポート部門での計画立案・運営） 学校推薦あり 2019/3/1

67 株式会社メトロ 東京都 東京、沼津 プログラマ、システムエンジニア 2019/3/1

68 株式会社エクシーズ 福岡市 福岡、東京 技術職（SE） 学校推薦あり 2019/3/1

69 株式会社オービック 東京都
営業系（ソリューション営業、マーケティング推進）、システム系（システム
エンジニア、プログラムエンジニア等）管理・事務系（総務、人事等） 学校推薦あり 2019/3/1

70 社会医療法人緑泉会 鹿児島市 鹿児島市 事務総合職（経営マネジメントスタッフ）、一般事務 2019/3/1

71 社会医療法人緑泉会 鹿児島市 鹿児島市
医療コンシェルジュ(コンシェルジュ、医師事務作業補助者、メディカルク
ラーク） 2019/3/1

72 SCSK株式会社 東京都
東京、大阪、愛知、
福岡など

技術系（システムエンジニア、システムコンサルタント、ネットワークエンジ
ニア等）営業系（ハードウェア及びソフトウェアの輸入・販売等他） 学校推薦あり 2019/3/7

73 株式会社FBS 東京都 東京都内 システムエンジニア 2019/3/7

74 大分キャノン株式会社 大分県 大分県ほか エンジニア、コーポレートスタッフ
学部・院生から3
名まで推薦あり

2019/3/7

75 株式会社アルプス技研 神奈川県 全国
機械系技術職、電気電子系技術職、情報系技術職、化学系技術職、総
合職 学校推薦あり 2019/3/7

76 スタンレー電気株式会社 東京都 東京都ほか
研究開発、電子システム開発、回路設計、製品設計、プロダクトデザイ
ン、金型技術、生産技術、品質保証、営業、知的財産ほか 2019/3/7

77 アドソル日進株式会社 東京都
東京、大阪、福
岡等

システムエンジニア 2019/3/7

78 NSSLCサービス株式会社 東京都
東京及び首都
圏、福岡

システム運用エンジニア、プロダクトサポートエンジニア、システムインフ
ラ構築エンジニア、データセンターエンジニア 2019/3/7



79 株式会社トヨタシステムズ 愛知県 愛知県ほか システム開発エンジニア、インフラエンジニア
学部・院生から2
名まで推薦あり

2019/3/7

80 新明和工業株式会社 兵庫県 全国、海外
技術系（設計開発、生産技術、生産管理、IT、資材調達等）
事務系（営業、総務人事、経理財務、法務、資材調達等）

学校推薦あり 2019/3/7

81 住友化学株式会社（技術系総合職） 東京都
青森、茨城、東京、千
葉、大阪、兵庫、愛媛、
大分など

技術系総合職、事務系総合職、プロフェッショナルスタッフ職 2019/3/7

82 株式会社資生堂 東京都
埼玉、栃木、大
阪、静岡

生産技術職、製造系、技術系、事務系（工場生産事務） 学校推薦あり 2019/3/7

83 NTTテクノクロス株式会社 東京都
品川、横浜、萩窪、
名古屋、大阪

システムエンジニア、プロジェクトマネージャー、コンサルタント、営業（顧
客開拓・ソリューション提案等）、技術エキスパート、スタッフ職など 2019/3/12

84 株式会社ジェイテック 東京都
全国各事業所
所在地

機械設計、電気・電子設計、ソフトウェア開発、研究開発 2019/3/12

85 株式会社ソリューションジャパン 東京都 首都圏、関西 システムエンジニア 2019/3/22

86 株式会社メイテック 東京都 全国各事業所
機械設計技術職、電気・電子設計技術職、マイコンシステム設計
技術職、情報処理技術職、化学系技術職

2019/3/22

87 神田通信機株式会社 東京都
本社および各支
店

営業（情報通信）、電気通信技術者、システムエンジニア 学校推薦あり 2019/3/22

88 株式会社日立産業制御ソリューションズ 東京都
東京、茨城、
神奈川

技術系（開発・設計）、事務系（技術および製品の提案・販売） 2019/4/1

89 アズビル金門株式会社 東京都
福岡県粕屋郡
久山町

技術職（勤務地：校正サービスセンター） 2019/4/2

90 株式会社ジャパンディスプレイ 東京都 全国各事業所
技術職（研究開発・設計・生産技術）、事務系（営業・経営企画・法務・経
理財務・知的財産・生産管理・調達・人事） 2019/4/15

91 株式会社エイジェック 東京都 全国
エンジニア職（メカトロ、機械工学、試験評価・解析、電気電子工学、生産
工学、ロボットフィールド、IT、材料工学）、研究職（ケミカル、バイオ） 2019/5/7

92 株式会社エイジェックO&Mインテグレート 埼玉県
仙台、長野、
大宮

設計技術職（・FAロボットに関する電気、機械、制御設計　・FAロボットの
保守運用、更新、交換、施工　・ロボット、各種装置の機械組立） 2019/5/8

93 社会医療法人緑泉会 鹿児島市 鹿児島市 医療事務 2019/5/23

94 株式会社システム開発 宮崎市
宮崎市、鹿児島
市、大分市

システムエンジニア、プログラマー、営業職 2019/6/20

95 モラブ阪神工業株式会社 兵庫県三田市
三田・大阪・神
戸・京都

機械・電気・電子回路・情報処理・建築土木・研究解析など各種設計開発
業務請負事業、人材派遣事業、職業紹介事業 2019/7/9

96 株式会社　日立国際電気 東京都港区 東京都小平市
研究開発、設計（ハードウェア（電気、機械）、ソフトウェア）、システムエン
ジニア、営業、経理財務、人事総務、資材調達 2019/7/23

97 株式会社京都ソフトウェアリサーチ 京都市 京都市 ソフトウェア開発技術、技術営業 2019/7/24

98 株式会社MJC 宮崎市
東京・大阪・福
岡・宮崎

ソフトウェア開発業務、システムインテグレーション、コンサルティング、運
用サービス、テクニカルサービス、研究開発およびパッケージ開発・販売 学校推薦あり 2019/8/7

99 WDB工学 東京都
東京・神戸・名
古屋・福岡　他

工学系研究職・技術職人材の正社員型派遣サービス 2019/9/20

100 株式会社シーアールイー 名古屋市
愛知(大江、豊山)、岐
阜(各務原)、東京

航空機、ヘリコプタ、宇宙ロケット、ミサイルの開発、運用のための技術力
提供(技術者派遣、アウトソーシング) 学校推薦あり 2019/10/24



２０２０年３月卒業/修了生対象

整理
番号

会社名 本社 勤務予定地 募集職種等 特記事項 更新日

1 株式会社SUMCO 東京
東京、大阪、福
岡、佐賀、山形
他

半導体用シリコンウェーハの製造・販売 卒業生訪問あり。
紹介可。

2019/6/4

2 （株）曙エンジニアリング 愛媛
愛媛・広島 機械設計・総合エンジニアリング 11/28にセミナーあり（工学

部共通棟202講義室） 2019/6/4

3 （株）アルファシステムズ 神奈川
神奈川・東京 ソフトウェア受託開発

2019/6/4

4 住友電装株式会社 三重
三重・愛知・神
奈川・栃木・埼
玉

自動車部品製造
2019/6/4

5 （株）ジャステック 東京
宮城・静岡・名
古屋・大阪・福
岡

システムコンサルテーション、システムインテグレーション 学校（教授）推薦
あり

2019/6/4

6 スタンレー電気(株) 東京
国内各地 自動車部品の研究開発・製造・営業

2019/6/4

7 新日鐵住金（株） 東京
国内外 製鉄 推薦あり

2019/6/4

8 東芝テック（株） 東京
国内外 電気通信機器製造

2019/6/4

9 (株)アルプス技研 神奈川
国内各地 ものづくり事業（設計開発） 推薦あり

2019/6/4

10 東京エレクトロン(株)グループ 東京
東京、岩手、山
梨、熊本、ほか

半導体製造
推薦あり 2019/6/4

11 アイシン・コムクルーズ(株) 愛知
福岡、愛知、
岩手

組込ソフト開発
推薦あり 2019/6/4

12 三宝電機株式会社 大阪
大阪、東京ほか 各種工場等の総合設備等 人事担当者訪問あり。紹介

可。推薦あり 2019/6/4

13 日本軽金属（株） 東京
東京、大阪、愛
知、静岡、千
葉、海外、他

アルミナ、水酸化アルミニウム、各種化学品、アルミ地金・
合金の製造販売、等 推薦あり 2019/6/4

14 日軽金アクト（株） 東京
東京、大阪、愛
知、静岡、新
潟、海外、他

アルミ押出材、アルミ加工製品の製造・販売
推薦あり 2019/6/4

15 日軽エムシーアルミ（株） 東京
東京、長野、栃
木、愛知、三
重、静岡、大

アルミ合金の製造・販売
推薦あり 2019/6/4

16 日軽情報システム（株） 東京
東京、大阪、静
岡、愛知、滋
賀、新潟

コンピューターソフトウェアの開発・販売・賃貸、情報処理
サービス 2019/6/4

17 イサハヤ電子(株） 長崎
長崎 半導体の開発製造 人事担当者訪問あり。紹介

可。技術系は要推薦 2019/6/4

18 (株)アウトソーシングテクノロジー 東京
国内各地 理工学分野の共同開発等

推薦あり 2019/6/4

19 ローレルバンクマシン(株） 東京
東京、大阪 通貨処理機の開発、設計、ソフトウェア

2019/6/4

20 アストロデザイン(株) 東京
東京 業務用電子機器の開発・販売

2019/6/4

21 Dowaホールディングス(株) 東京
東京、ほか国内
外

資源リサイクル、材料、金属加工 履歴書様式指定（コピーして
使用すること）
学科推薦あり

2019/6/4

22 日立金属（株） 東京
国内外 材料開発等 推薦あり

2019/6/4

23 （株）東京精密 東京
国内外 半導体製造装置と精密測定機器の製造販売

推薦あり 2019/6/4

24 住友大阪セメント(株) 東京
国内外 セメント製造、高機能品事業

技術系は原則、推薦 2019/6/4

25 大和製衡（株） 兵庫
国内外 計量システム機器の製造・販売・修理

推薦あり 2019/6/4

26 日野自動車（株） 東京
国内各地 各種ディーゼルトラック・バス、各種特殊自動車、乗用車、

各種エンジンの製造および販売 2019/6/4

27 株式会社日立パワーソリューションズ 茨城
茨城県他 電力・エネルギー、社会インフラ分野に関わる製品開発等

2019/6/4

28 （株）守谷商会 東京
国内各地 産業用機械の国内販売及び貿易取引、各種産業用機械設

備・システムなど提案営業 2019/6/4

29
三菱電機インフォメーションシステムズ
(株)

東京
東京・神奈川・
愛知・大阪・福
岡

システムエンジニア 推薦は学科・専攻
で若干名

2019/6/4

30 フジテック（株） 滋賀
国内各地 エレベータ・エスカレータ・動く歩道などの研究開発・製造・

販売 2019/6/4

31 林テレンプ（株） 愛知
国内外 自動車内装部品

推薦あり（２名） 2019/6/4

32 シーシーエス（株） 京都
京都、東京、名
古屋、国外

画像処理用LED照明装置、および制御装置の製造販売等
2019/6/4

33 東邦チタニウム（株） 神奈川
神奈川、福岡、
富山

金属チタン精錬・溶解・触媒・電子部品材料等
2019/6/4

34 大口電子（株） 鹿児島
鹿児島 貴金属回収・再生事業、半導体パッケージ事業、機能性イ

ンク事業 2019/6/4

35 （株）テラプローブ 神奈川
神奈川、広島、
熊本

半導体テスト事業、ソフトウェア・システム開発事業
推薦あり 2019/6/4

36 日本プロセス(株) 東京
東京、神奈川、
茨城

システムエンジニア
2019/6/4

37 富士通(株) 神奈川
国内外 ＩＴＣ系研究開発 学科・専攻で推薦

1名
2019/6/4

問合先：就職委員（　物理科学科：中西　裕之　）
推薦希望者は必ず事前に就職

委員に連絡すること



38 日東電工株式会社 大阪
国内外 高分子合成技術を用いた総合部材製造 推薦あり

2019/6/4

39 住友電装（株） 三重
国内外 ワイヤーハーネスおよび自動車関連製品の研究開発・製

造・販売 推薦あり（２名） 2019/6/4

40 東京エレクトロン(株)グループ 東京
東京、岩手、山
梨、熊本、ほか

半導体製造
推薦あり 2019/6/4

41 セントラルソフト（株） 東京
東京、福岡、札
幌

システム開発・インフラ構築
推薦あり 2019/6/4

42 （株）アルファシステムズ 神奈川
神奈川・東京 ソフトウェア受託開発

推薦あり 2019/6/4

43 新コスモス電機（株） 大阪
国内各地 ガス警報器等の開発・製造・販売

2019/6/4

44 東京エレクトロンデバイス（株） 神奈川
国内外 半導体・電子デバイス事業、コンピュータシステム関連事業

2019/6/4

45 大同特殊鋼(株） 名古屋
愛知、ほか 特殊鋼鋼材、機能材料の製造・加工、販売

学科推薦(１名) 2019/6/4

46 （株）三井E&Sグループ 東京
国内外 造船、船舶用エンジンの設計・製造、石油化学プラント、太

陽光風力発電
推薦あり（物理
コースより１名）

2019/6/4

47 京セラドキュメントソリューションズ（株） 大阪
国内外 プリンタ等の製造販売 推薦あり

2019/6/4

48 マクセル（株） 東京
国内外 電池、粘着技術、インク・フィルム製品

2019/6/4

49 日本精工(株) 東京
国内外 軸受、メカトロ製品

2019/6/4

50 ヒロセ電機（株） 東京
国内各地 電子部品、コネクタ

2019/6/4

51 中外テクノス（株） 広島
国内各地 各種検査、調査

2019/6/4

52 ユニプレス(株) 神奈川
神奈川、静岡、
栃木

自動車部品の製造・販売
2019/6/4

53 コニカミノルタ(株) 東京
東京・愛知・大
阪・兵庫など

精密機器（カメラ、プラネタリウム、コピー機など）
推薦あり 2019/6/4

54 セイコーインスツル(株) 千葉
国内外 時計等の機械部品製作 学科・専攻で推薦

2名
2019/6/4

55 三菱ガス化学(株) 東京
国内各地 化学製品の研究開発・製造・販売

2019/6/4

56 （株）栗本鐵工所 大阪
国内各地 水道管、バルブ、鍛圧機・混練機などの産業用機械など

推薦あり 2019/6/4

57 三菱自動車エンジニアリング(株) 愛知
愛知、京都 自動車の開発 学科・専攻で推薦

1～２名
2019/6/4

58 （株）アマダホールディングス 神奈川
国内各地 金属加工機械

推薦あり 2019/6/4

59 メルコ・ディスプレイ・テクノロジー(株） 熊本
熊本 液晶ディスプレイの開発製造 卒業生訪問あり。紹介可

能。推薦若干名. 2019/6/4

60 東洋製罐（株） 東京
国内各地 金属、プラスチック、複合材料を素材とした包装容器の製

造・販売 推薦あり 2019/6/4

61 （株）鯖江村田製作所 福井
福井 金型、表面処理（めっき）、情報システム

推薦あり 2019/6/4

62 （株）出雲村田製作所 島根
島根 セラミックコンデンサの開発・生産

推薦あり 2019/6/4

63 （株）小諸村田製作所 長野
長野 通信機器用高周波モジュールの開発・設計・製造

推薦あり 2019/6/4

64 東芝メモリ（株） 東京
国内各地 メモリ及び関連製品の開発・製造・販売

推薦あり 2019/6/4

65 (株)堀場製作所 京都
国内外 分析計測機器の開発・製造・販売

2019/6/4

66 (株)堀場エステック 京都
国内外(阿蘇含
む)

流体計測・制御機器の開発・製造・販売
2019/6/4

67 (株)堀場テクノサービス 京都
国内(九州含む) 分析機器のメンテほか、SE、情報システム

2019/6/4

68 (株)堀場アドバンスドテクノ 京都
国内外 水質計測機器の設計・製造など

2019/6/4

69 (株)エー・アンド・デイ 東京
埼玉・東京ほか 計測・制御

2019/6/4

70
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリン
グ（株）

熊本
国内各地 半導体製品の製造・開発・量産

推薦あり 2019/6/4

71
ウエスタンデジタルジャパン（サンディスク
（株））

東京
三重・神奈川 半導体エンジニア

2019/6/4

72 株式会社日立パワーソリューションズ 茨城
茨城県他 電力・エネルギー、社会インフラ分野に関わる製品開発等

2019/6/4

73 三菱電機マイコン機器ソフトウエア(株) 兵庫
兵庫ほか システムエンジニア

2019/6/4

74 (株)日立産業制御ソリューションズ
茨城
東京

東京、茨城、神
奈川

システムエンジニア
推薦あり 2019/6/4

75 三菱マテリアル(株) 東京
国内外 非鉄金属・セメント・原子力・地熱発電

2019/6/4

76 株式会社トプコン 東京
東京 ソフトウェア開発、機械・電気・工学の製品開発・営業 推薦あり

2019/6/4



77 ソニーLSIデザイン株式会社 神奈川
神奈川・福岡 半導体デバイスの企画・開発・設計

推薦あり 2019/6/4

78 日本航空電子工業(株) 東京
東京ほか コネクタ・入出力機器・航空機搭載機器 学科・専攻推薦(1

～2名)、既卒相談
2019/6/4

79 株式会社サンテク 福岡
福岡・東京 システムエンジニア 推薦あり

2019/6/4

80 株式会社メトロ 東京
東京・静岡 ソフトウェア開発

2019/6/4

81 村田機械株式会社 京都
京都および国内
外

繊維機械等の開発・製造・販売 推薦あり
2019/6/4

82 （株）図研 神奈川
国内外 ソフトウェア、電気機器

2019/6/4

83 (株)エクシーズ 福岡
福岡 システムエンジニア

2019/6/4

84 (株)FBS 東京
東京 システムエンジニア

2019/6/4

85 社会医療法人緑泉会(米盛病院） 鹿児島
鹿児島 経営マネジメント、一般事務 要運転免許　応募

締切4/16
2019/6/4

86 大分キャノン(株) 大分
大分、ほか カメラ、映像機器の開発・製造 人事担当者訪問あり。紹

介可。学科・専攻推薦あ
り、自由応募もあり

2019/6/4

87 （株）トヨタシステムズ 愛知
国内各地 システムエンジニア

推薦あり 2019/6/4

88 （株）アドバンテスト 東京
国内各地 研究開発・SE

推薦あり 2019/6/4

89 エイブリック株式会社 千葉
千葉・秋田等 回路設計等

推薦あり 2019/6/4

90 NSSLCサービス（株） 東京
東京および首都
圏、福岡

システム運用エンジニア等
2019/6/4

91 新明和工業株式会社 兵庫
兵庫ほか国内
外

航空事業等 推薦あり
2019/6/4

92 （株）資生堂 東京
埼玉・栃木・大
阪・静岡

化粧品・医薬品などの製造販売、輸出入
2019/6/4

93 (株)アルプス技研 神奈川
国内各地 設計開発 推薦あり

2019/6/4

94 アドソル日進 東京
東京、大阪、福
岡

システムエンジニア 推薦あり
2019/6/4

95 住友化学（株） 東京
国内各地 技術系総合職・事務系総合職・プロフェッショナルスタッフ

職 2019/6/4

96 NTTテクノクロス（株） 東京
東京、神奈川、
名古屋、大阪

情報通信ネットワーク・ソフトウエア等の設計・開発・管理
2019/6/4

97 株式会社ジェイテック 東京
北海道、東京、
茨城ほか

技術職知財リース事業
2019/6/4

98 関西熱化学（株） 兵庫
兵庫 製造技術・プラントエンジニア・研究開発

推薦あり 2019/6/4

99 神田通信機(株) 東京
東京ほか 情報通信事業 推薦あり

2019/6/4

100 原電エンジニアリング（株） 東京
東京、茨城、福
井、福島

原子力発電 人事担当者・卒業生訪
問あり。紹介可能。 2019/6/4

101 （株）メイテック 東京
国内各地 機械設計、電気電子設計、ソフトウェア開発、ケミカルエン

ジニアリング 2019/6/4

102 (株)日立産業制御ソリューションズ
茨城
東京

東京、茨城、神
奈川

システムエンジニア
推薦あり 2019/6/4

103 アズビル金門（株） 東京
国内各地 ガス・水道メーター、保安機器の開発・製造・販売・施工

推薦あり 2019/6/4

104 モラブ阪神工業（株） 兵庫
兵庫、大阪、京
都

機械・電気・電子回路・情報処理・建築土木・研究解析など
の開発業務請負、人材派遣 2019/6/4

105 株式会社アルトナー 東京
東京・大阪ほか 自動車等の研究開発業務 人事担当者訪問あり。紹

介可。推薦あり 2019/6/4

106 フジクラプレシジョン（株） 熊本
熊本 光ファイバ関連機器の製造、検査機器の開発・製造

2019/6/4

107 （株）エイジェック 東京
国内各地 総合人材サービス

2019/6/4

108 公益財団法人郡山市文化・学び振興公社 福島 福島 事務、電気、文化財調査員、天文 2019/7/31

109 レイズネクスト株式会社 神奈川 国内各地 設計エンジニア、プロジェクトエンジニア等 2019/8/5

110 WDB工学株式会社 東京 国内各地 機械系エンジニア、情報系エンジニア、電気・電子系エンジニア等
人事担当者訪問
あり。紹介可。

2019/12/5



２０２０年３月卒業/修了生対象

整理
番号

会社名 本社 勤務予定地 募集職種等 特記事項 更新日

1 日油（株） 東京
東京　福岡　尼崎　大分
つくば、アメリカ　フランス
など

研究・技術開発、スタッフ、営業など 学部、修士 2019/1/25

2 スタンレー電気（株） 東京
東京　横浜　宇都
宮　名古屋　など

研究・開発、品質保証、営業など 学部、修士 2019/1/25

3 （株）アルプス技研 横浜
横浜　大阪
名古屋　福岡など

化学系技術職、情報系技術職、総合職など
学部、修士、博
士？

2019/1/25

4 林テレンプ（株） 名古屋 豊田市 設計、材料研究、生産技術など 学部、修士 2019/1/25

5 （株）大気社 東京 全国　海外 施工管理、設計、技術管理 学部、修士 2019/1/25

6 大分キャノン（株） 大分
大分　国内外の
グループ会社

エンジニア、コーポレートスタッフ
学部（学科推薦，
３名）

2019/1/25

7 関西熱化学（株） 尼崎 尼崎　加古川 製造技術　研究開発、企画、営業 学部、修士 2019/1/25

8 （株）守谷商会 東京
東京、大阪、名
古屋

総合職（営業職） 学部、修士 2019/1/25

9 DOWAホールディングス（株） 東京
東京、愛知、静岡、
福岡、海外など

技術系（研究開発、生産管理など）、事務系（企画、英ギュ
など）

学部、修士 2019/1/25

10 （株）GSユアサ 京都
京都、滋賀、東
京、福岡など

研究、開発、製造、品質管理など 学部、修士 2019/1/25

11 三井化学（株） 東京
東京、千葉、名古
屋、大阪、福岡など

研究開発、プロセスエンジニア、設備エンジニア 学部、修士、博士 2019/1/25

12 日鉄鉱業（株） 東京
札幌、大阪、宮城、
福岡、海外など

地球科学、地学、化学（工業化学）など 学部、修士 2019/1/25

13 太平洋セメント（株） 東京
東京、岩手、
埼玉、福岡など

研究開発、生産技術など 学部、修士 2019/1/25

14 （株）ジャステック 東京
東京、仙台、沼津、
名古屋、大阪、福
岡

システムエンジニア 学部、修士 2019/1/25

15 日揮（株） 横浜
横浜、海外現地
法人など

プロセス・制御・配管などの設計、研究開発など 学部、修士 2019/1/25

16 日本プロセス（株） 東京
日立市、ひたちな
か市、川崎、横浜

システムエンジニア
学部、修士、博士
（？）

2019/1/25

17 太平電業（株） 東京
東京、名古屋、大
阪、北九州など

施工管理、記述設計など 学部、修士 2019/1/25

18 日野自動車（株） 東京 日野、羽村など 事務系総合、技術系総合 学部、修士 2019/1/25

19 NHネオケム（株） 東京
東京、大阪、四日市、
市原、アメリカなど 研究開発、生産技術など 学部、修士、博士 2019/2/18

20 三菱ガス化学（株） 東京
東京、大阪、新潟、
水島、海外など

化学系、生物化学系、生命科学系 学部、修士、博士 2019/2/18

21 セイコーインスツル（株） 千葉 千葉、秋田など 研究・技術開発、機構設計、回路設計、生産技術など 学部、修士 2019/2/18

22 コニカミノルタ（株） 東京
東京、愛知、
大阪、兵庫など

研究・開発・生産技術・品質保証・カスタマーサービスなど 大卒技術系 2019/2/18

23 新コスモス電機（株） 大阪
大阪、東京、
名古屋など

研究開発、営業
学部、修士、博士
（？）

2019/2/18

24 東京エレクトロン（株） 東京
東京、岩手、宮城、
熊本、海外拠点な
ど

開発・設計・要素研究、営業、マーケティングなど 学部、修士、博士 2019/2/18

25 （株）クラレ 東京
東京、大阪、岡山、
倉敷、西条

化成品・樹脂などの開発・生産・技術営業 学部、修士、博士 2019/2/18

26 （株）クラレ（事業所採用） 東京
岡山、倉敷、
西条

化学プラントオペレーター、生産管理 学部、修士 2019/2/18

27 東洋製罐（株） 東京
千歳、仙台、埼玉、大
阪、広島、基山など 各種基礎研究、設備設計など

学部、修士、博士
（？）

2019/2/18

28 東芝メモリ（株） 東京
東京、横浜、
川崎など

デバイス・プロセス技術開発、システム技術開発、顧客技
術対応、事務系総合職

学部、修士、博士 2019/2/18

29
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリン
グ（株）

熊本
熊本、長崎、
鹿児島、大分、山
形

設計・開発・解析技術・品質／データサイエンス・調達
学部、修士
（学科推薦２名可
能）

2019/2/18

30 ケミプロ化成（株） 神戸
明石、姫路、相
生、田村

有機化製品の生産技術職 学部、修士、博士 2019/2/18

31 （株）村田製作所 出雲
出雲、国内外事
業所

商品開発、製造プロセス技術開発、生産技術、金型など 学部、修士 2019/2/18

32 ユニプレス株式会社 横浜
神奈川県、静岡
県、栃木県

設計、生産技術、実験・解析、品質保証など 学部、修士 2019/2/25

33 新日鐵住金グループ 東京 全国　海外 学部、修士 2019/2/25

34 東邦チタニウム 茅ヶ崎
茅ヶ崎市、北九
州市、黒部市

研究開発、生産技術、設計・加工 学部、修士、博士 2019/2/25

35 住友電装 三重、東京
三重、茨城、
栃木など

研究開発、開発設計など 学部、修士 2019/2/25

36 シン・エナジー株式会社 神戸市 神戸市 学部、修士 2019/2/25

37 京セラドキュメントソリューションズ 大阪市
大阪、東京、
三重など

技術開発等 学部、修士 2019/2/25

問合先：就職委員（　生命化学科：坂井　雅夫　）
推薦希望者は必ず事前に就職

委員に連絡すること



38 マクセル株式会社 京都府
東京、神奈川、京都、
大阪、兵庫、福岡など 研究開発、開発設計、生産技術、事務・営業 学部、修士、博士 2019/2/25

39 花王株式会社 東京
東京、神奈川、栃木、
茨城、愛知、和歌山 研究職 学部、修士、博士 2019/2/25

40 アルファシステムズ 川崎市
川崎、横須賀、札幌、
仙台、金沢、大阪、
福岡

学部、修士 2019/2/25

41 TDK株式会社 東京
千葉、秋田、
長野、山梨

研究開発、生産技術、設計・加工 学部、修士、博士 2019/2/25

42 日東電工株式会社 大阪市
北海道、宮城、
埼玉、愛知など

技術系、事務系 学部、修士、博士 2019/2/25

43 日本精蝋 東京都
東京都、山口
県、茨城県

学部、修士 2019/2/25

44 WDBエウレカ 東京都 全国 技術系（派遣） 学部、修士 2019/2/25

45 大分キヤノン株式会社 大分県 大分県 生産装置の開発/設計/製造、その他 学部、修士 2019/3/1

46 社会医療法人緑泉会 鹿児島市 鹿児島市 事務総合職 学部 2019/3/1

47 株式会社サンテク 福岡市 福岡市、東京都 システムエンジニア、運用コンサル 学部、修士 2019/3/1

48 三井金属 東京都
青森、埼玉、
東京、福岡他

新素材・新商品の研究開発など 学部、修士、博士 2019/3/1

49 三菱マテリアル 東京都
全国各地及び
海外

研究開発など 学部、修士、博士 2019/3/1

50 Western Digital 四日市 四日市、大船 エンジニア（フラッシュメモリの研究開発 学部、修士、博士 2019/3/1

51 中西金属工業 大阪市
大阪市、寝屋川
市、三重県など

製品開発、生産技術など 学部、修士 2019/3/1

52 ホソカワミクロン株式会社 大阪府
大阪、千葉、
奈良など

育毛剤・化粧品の研究開発 学部、修士 2019/3/1

53 HORIBAグループ 京都府
京都、大津、
東京など

設計開発など 学部、修士、博士 2019/3/1

54 NTTテクノクロス株式会社 東京都 品川、横浜など システムエンジニアなど 学部、修士 2019/3/15

55 株式会社ジェイ・ブロード 東京都 学部、修士 2019/3/15

56 株式会社資生堂久喜工場 東京都 埼玉県 生産技術職 学部 2019/3/15

57 住友化学株式会社 東京都
青森、茨城、
東京など

技術系総合職 学部、修士、博士 2019/3/15

58 株式会社アルプス技研 神奈川県 全国 技術職 学部、修士 2019/3/15

59 西日本環境リサーチ（株） 北九州市 北九州市 技術系総合職 学部、修士 2019/3/15

60 株式会社トヨタシステムズ 名古屋市 愛知県 システム開発エンジニア、インフラエンジニア 学部、修士 2019/3/15

61 株式会社メイテック 東京都 全国 技術職 学部、修士 2019/4/19

62 株式会社VSN 東京都 全国 技術職 学部、修士 2019/4/19

63 株式会社アルプス技研 神奈川県 全国 技術職 学部、修士 2019/4/19

64 横河電機株式会社 東京都 全国 技術職 学部、修士 2019/4/19

65 株式会社ジャパンディスプレイ 東京都 全国 技術職・事務職 学部、修士 2019/4/19

66 関西熱化学株式会社 兵庫県 兵庫県 技術職・事務職 学部、修士 2019/4/22

67 日本製鉄株式会社 東京 全国 技術職・事務職 学部、修士 2019/5/30

68 ソフトバンク株式会社 東京 全国 技術職・事務職 学部、修士 2019/5/30

69 鹿児島県工業技術センター 鹿児島 鹿児島市 工業技術 学部、修士 2019/5/30

70 大地化成 兵庫県 兵庫県 工業技術 学部、修士 2019/6/6



２０２０年３月卒業/修了生対象 問合先： 就職委員（　地球環境科学科：佐藤　正典　）

整理
番号

会社名 本社 勤務予定地 募集職種等 特記事項 更新日

1 スタンレー電気株式会社 東京 本社、海外
自動車照明製品、半導体製品などの研究・開発・製造・販
売（技術系総合職、事務系全般）

2018/11/5

2 株式会社ジャステック 東京 本社、各営業所 システムエンジニア 推薦あり 2018/11/7

3 東洋紡株式会社 大阪 全国
フィルム・機能樹脂事業、産業マテリアル事業ほか（研究・
開発職：素材・プロセス、品質保証）

2019/1/7

4 株式会社守谷商会 東京 全国 産業用機械の総合商社（総合職） 2019/1/7

5 林テレンプ株式会社 愛知
愛知県豊田市、
海外

自動車内装部品の設計ほか研究開発等 推薦あり 2019/1/7

6 太平洋セメント株式会社 東京 全国
事務系（営業・総務・人事ほか）技術系（研究開発・資源開
発・環境技術ほか）

推薦あり 2019/1/7

7 日本プロセス株式会社 東京 神奈川、茨城 システムエンジニア 2019/1/25

8 ソフトバンク株式会社 東京 全国 総合職、アソシエイト職、販売職 2019/1/25

9 日特建設株式会社 東京 全国 技術職（一般土木、基礎工事、地質コンサルタント業務） 推薦あり 2019/1/25

10 中外テクノス株式会社 広島 全国
技術職・営業職（環境調査分析、橋梁等構造物の劣化調
査ほか）

2019/2/4

11 三菱ガス化学株式会社 東京 全国 技術系総合職（化学製品の研究開発・製造・販売） 推薦あり 2019/2/12

12 株式会社構造計画研究所 東京 東京、熊本
エンジニアリングコンサルタント（構造設計、地盤解析技術
者）、システムエンジニア、セールスエンジニア

2019/2/14

13 三井金属鉱業株式会社 東京 全国、海外 鉱山開発関連業務（地質）、エンジニアリング 2019/2/14

14 東芝メモリ株式会社 東京 全国
技術系総合職（デバイス・プロセス技術開発ほか）、事務系
総合職

推薦あり 2019/2/15

15 ソニーLSIデザイン株式会社 神奈川県 神奈川、福岡 半導体デバイス設計・開発・評価、設計環境構築 2019/2/15

16 住友電装株式会社 三重県 全国
自動車関連製品の技術系総合職（研究開発、開発設計ほ
か事務系総合職

推薦あり 2019/2/18

17 株式会社地圏総合コンサルタント 東京 全国 建設コンサルタント業の技術職（地質系・土木系） 推薦あり 2019/2/18

18 株式会社朝日工業社 東京 全国 空調衛生設備工事事業の技術系総合職、事務系総合職 2019/2/18

19
ウェスタンデジタルジャパン（サンディスク
株式会社）

東京
工場（三重）、事
業所（神奈川）

半導体エンジニア 推薦あり（原則として学士・
修士・博士合わせて３名） 2019/2/21

20 三井共同建設コンサルタント株式会社 東京
東京、仙台、名古
屋、大阪、福岡 建設コンサルタントの技術職（総合職） 2019/2/26

21 株式会社エクシーズ 福岡 本社、東京支店 ＳＥ（システムエンジニア） 推薦あり 2019/2/27

22 応用地質株式会社 東京 全国事業所 地質コンサルタント業に係る技術職、事務職 2019/2/27

23 国土防災技術株式会社 東京 全国 総合建設コンサルタントの技術職、営業職 推薦あり 2019/2/27

24
医療法人　緑泉会
（米盛病院ほかグループ施設）

鹿児島 鹿児島市 経営マネジメントスタッフ、一般事務 2019/2/28

25 株式会社サンテク 福岡 福岡市、東京 システムエンジニア、運用コンサル、経営企画 推薦あり 2019/2/28

26 株式会社FBS 東京 東京都内
金融系の大規模システムの開発業務（システムエンジニ
ア）

2019/3/1

27 株式会社トヨタシステムズ 愛知
愛知県ほか全
国主要都市

システム開発エンジニア、インフラエンジニア 推薦あり 2019/3/4

28 株式会社きぃすとん 京都 本社 ロープアクセス調査、構造物調査等 2019/3/4

29
株式会社NSSLCサービス（新日鉄住金ソ
リューションズグループ）

東京 首都圏、福岡 システムエンジニア 2019/3/4

30 株式会社資生堂　久喜工場 埼玉 埼玉県久喜市
生産技術職（化粧品等の中身製造、原料・製品等の品質
管理業務、工場の管理運営業務）

自由応募だが、化学系の
学士は推薦状提出可能 2019/3/4

31 株式会社和晃地質コンサルタント 福岡 本社
技術職（地質・土質調査全般、現場計測および解析、道
路・河川・港湾設計）

2019/3/7

32 不二鉱材株式会社 大阪
本社、東京支店
ほか営業所

営業・セールスエンジニア（セラミックス製品の販売ほか） 推薦あり 2019/3/8

33 株式会社ダイヤコンサルタント 東京 全国 総合職（技術職）：総合建設コンサルタント、地質調査業 2019/3/11

34 関西熱化学株式会社 兵庫 本社、工場、研究所、事
業所（全て兵庫県内） 製造技術、研究開発、企画、営業 推薦あり 2019/3/18

35 株式会社CTIグランドプランニング 福岡 建設コンサルタント 2019/3/27

36 モラブ阪神工業株式会社 兵庫 関西 建築土木・研究解析など各種設計開発業務請負事業 2019/4/3

37 住友大阪セメント株式会社 東京 全国
技術系総合職・事務系総合職（セメント、鉱産品、建材等の
製造・販売）

推薦あり 2019/4/8

38 日鉄鉱業株式会社 東京 全国 技術職（製鉄原料の総合開発・販売など） 推薦あり 2019/4/8

39 株式会社エックス都市研究所 東京 全国
総合職（研究）：環境、エネルギー・資源などの総合コンサ
ルティング

2019/4/5

40 株式会社アバンス 熊本 熊本県内 地質調査・建設コンサルタント 2019/4/19

41 株式会社　昭和ボーリング 長崎
松浦市、佐世保
市

技術職（地質調査・測量・設計・土木工事現場監督業務） 2019/4/24

推薦希望者は必ず事前に就職
委員に連絡すること



42 株式会社エイジェック 東京
全国（研究職は関
東圏・関西圏）

研究職（ケミカル＆バイオ）およびエンジニア職（ロボット・
半導体ほか）

2019/5/13

43
医療法人　緑泉会
（米盛病院ほかグループ施設）

鹿児島 鹿児島市 医療事務 2019/5/22

44 株式会社アルファ水工コンサルタンツ 東京・北海道 東京・札幌
技術職（港湾・漁港・海岸・河川等に係る設計・解析・調査
等）

推薦あり 2019/5/24

45 株式会社エイジェック 東京 関東圏、関西圏 研究職（ケミカル・バイオ）、研究サポート職 2019/6/13


