
2021年３月卒業/修了生対象
推薦希望者は必ず事前に就
職委員に連絡すること

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ＤＳＲ（旧社名：株式会社大和ソフトウェアリサーチ） 東京都千代田区 東京都 システムエンジニア 学校推薦あり 2019/8/1 学部生 大学院生

2 株式会社富士通アドバンストエンジニアリング 東京都新宿区
新宿区、川崎市、
名古屋市、大阪市

システムエンジニア 2019/10/25 ○ ○

3 スタンレー電気株式会社 東京都目黒区
東京都、横浜、宇都
宮、秦野、岡崎、浜
松他

自動車照明製品、カーエレクトロニクス製品、半導体製品、情報:・
通信機器製品、電子・照明デバイス、ストロボ製品などの研究・開
発・製造・販売

2019/11/1 ○ ○

4 ビジネスエンジニアリング株式会社 東京都千代田区
東京都、関西支店、
中部営業所、茅場町
オフィス

ITコンサルタント、ITエンジニア、プロジェクトマネー
ジャー候補、営業、経営管理部門

2019/11/6 ○ ○

5 NECネッツエスアイ株式会社 東京都文京区
東京都、北海道、宮
城、埼玉、千葉神奈
川他

技術職（システム設計・構築、運用・保守、通信工事・
施工、ソフトウェア開発）

2019/11/6 ○ ○

6 NSSLCサービス株式会社 東京都中央区
東京都及び首都圏、
福岡、ニューヨーク

システムエンジニア 2019/11/14 ○ ○

7 株式会社ジャステック 東京都港区
東京都、仙台市、沼津
市、名古屋市、大阪
市、広島市、福岡市

システムエンジニア 2019/11/18 ○ ○

8 大日本印刷株式会社 東京都新宿区
東京、福島、茨城、埼
玉、千葉、神奈川、京
都、大阪、岡山、広島、

技術系総合職（研究開発、製品・プロセス開発、システ
ム開発など）

2019/11/18 ○ ○

9 戸田建設株式会社 東京都中央区
東京都、札幌、千
葉、さいたま、横
浜、名古屋他

事務（全国型、エリア限定型、ICT、数理） 2019/11/25 ○ ○

10 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 学校推薦あり 2019/12/2 ○ ○

11 株式会社アルプス技研 横浜市
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）

2019/12/3 ○ ○

12 応用地質株式会社 東京都千代田区
事務所(全国各
地）、営業所(33か
所)

技術職、営業職、企画職、事務職 2019/12/10 ○ ○

13 株式会社ジェイテクト 名古屋市
愛知、大阪、東京、
埼玉、三重、奈良、
徳島、香川等

事務系（人事・経理・総務・法務・営業・調達・生産管理・事業企画
等）、      技術職(研究開発、設計開発、生産技術、製造技
術、品質管理、販売技術)

2019/12/10 ○ ○

14 NTTファシリティーズ 東京都港区
全都道府県、
海外複数拠点

建築設計・監理、設備設計、・監理、保守・維持管理、
ファシリティマネジメント・不動産、営業、スタッフ部
門 等

2019/12/20 ○ ○

15 三菱スペース・ソフトウエア株式会社 東京都港区
東京都港区、つくば
市、鎌倉市、尼崎
市、名古屋市

システムエンジニア、事務系総合職 2019/12/23 ○ ○

16 キオクシア株式会社(旧東芝メモリ株式会社) 東京都港区
港区(本社)、横浜市(研究
所)、川崎市(研究所)、四
日市市(工場) など

技術系総合職(製品・デバイス技術開発、プロセス・パッケージ技術
開発、システムソフトウェア、回路設計技術開発、顧客技術対応・評
価解析技術開発)

2019/12/23 ○ ○

17 日亜化学工業株式会社 徳島県阿南市 徳島県阿南市
LED・LD(半導体レーザー)商品開発・製造技術、LEDモジュール開
発、化学品の開発・製造技術、研究・開発、品質保証、装置開発・設
計、IT開発

2019/12/26 ○ ○

18 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 東京都港区
本社、湘南システム
センター、中部支
社、関西支社

技術系総合職（SE） 学校推薦あり 2020/1/6 ○ ○

19 株式会社守谷商会 東京都中央区
東京本社、大阪支
店、名古屋支店

【機械の総合商社】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、計測・試験・検査機器、環境保全機器など提案
営業

2020/1/6 ○ ○

20 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 熊本県菊陽郡
菊陽町、諫早市、霧島市、大
分市、国東市、宮城県白石
市、鶴岡市、愛知県東浦町

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、品質/
信頼性技術、ファシリティ管理、データサイエンス(A)

学校推薦あり 2020/1/10 ○ ○

21 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 2020/1/14 ○ ○

22 NTTテクノクロス株式会社(旧NTTソフトウェア㈱） 東京都港区
田町、横浜、荻
窪、名古屋、大
阪

情報通信ネットワークを利用する各種サービス提供、ソフトウェアの
設計・開発から品質管理、情報通信、情報通信システムの設計・開発
から運用・保守及びシステム評価に関する事業等

2020/1/14 ○ ○

23 大分キャノン株式会社 大分県国東市
大分県国東市、
大分市、日田市

エンジニア（生産技術、製品技術、製品評価、実装技術ｍ加工技術、
情報システム、品質保証、サービス）、コーポレートスタッフ（生産
管理、調達、経営企画、自自・総務、経理）

学校推薦あり 2020/1/15 ○ ○

24 WDB工学 東京都千代田区 全国各地
技術開発職 機械系、電気電子系、情報系、組込み/制御
系、化学系

2020/1/16 ○ ○

25 JX金属株式会社 東京都千代田区
茨城、神奈川、
福井、大分

材料・プロセス(研究開発、製造・生産技術)、分析、資源(探
査・探鉱、採鉱)、プラントエンジニア(機械、電気)、情報シス
テム

2020/1/16 ○ ○

26 中外テクノス株式会社 広島県広島市
広島、東京、千葉、
福島、愛知、大阪、
兵庫、岡山、山口、

技術職(環境調査、環境関連研究開発、構造物調査、材料強度調査、
CAE解析、実験計測・機械検査、非破壊調査、プラント制御システム
設計・調査 他）、営業職(環境、構造物調査、プラント機器システ

2020/1/20 ○ ○

27 フジテック株式会社 滋賀県彦根市
滋賀、大阪、兵
庫、首都圏、

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、社内
SE

2020/1/21 ○ ○

28 新明和工業株式会社 兵庫県宝塚市
全国(本社、各事業
所、支店・営業所、
海外)

技術系(総合職)/設計開発、生産技術、生産管理、IT、資材調達、技
術営業等   事務系(総合職)/営業、総務人事、経理財務、法務、
資材調達等

学校推薦あり 2020/1/22 ○ ○

29 日東電工株式会社(Nitto) 大阪市 全国各地
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

2020/1/23 ○ ○

30 住友電装株式会社 三重県四日市市
本社ならびに国
内/海外各事業所

事務系総合職：経営企画、業務企画、原価企画、経理、生産管理、物
流、営業、調達、人事総務、その他
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

2020/1/27 ○ ○

31 株式会社三菱電機ビジネスシステム 東京都中野区
本社及び全国の
支社、支店

システムエンジニア 学校推薦あり 2020/1/27 ○ ○

32 株式会社アルトナー 東京／大阪
横浜・大阪・名古
屋・宇都宮の各営業
所管内の顧客企業

機械設計開発技術職、電気・電子設計開発技術職、ソフ
トウエア開発技術職

2020/1/27 ○ ○

33 日本精工株式会社 東京都品川区
国内：59カ所
海外:149カ所

正職員・総合職(技術系)
基礎研究、製品先行開発、製品設計・開発、生産技術開発、工場生産
技術・海外工場支援、製造、品質保証、技術システム開発等

2020/1/27 ○ ○

34 新コスモス電機株式会社 大阪市
本社(一部東京、
名古屋)

技術職(研究開発、商品開発、生産技術、品質管理) 2020/1/27 ○ ○

35 ダイキン工業株式会社 大阪市 大阪、東京
技術職(研究開発、設計開発(機械、電気・電子、制御、ソフト開発、
ネットワークシステム開発)、生産技術、品質管理、サービスエンジ
ニアほか)

学校推薦あり 2020/1/27 ○ ○

36 デンカ株式会社 東京 日本橋
東京・大阪・名古
屋・福岡・新潟・富
山・札幌・仙台

技術系(研究開発(基礎研究・応用研究)、分析・解析・
データサイエンス・計算科学)

2020/1/27 ○ ○

37 林テレンプ株式会社 名古屋市
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
など

学校推薦あり 2020/1/28 ○ ○

38 セントラルソフト株式会社 東京都千代田区 東京
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

2020/1/28 ○ ○

問合先：就職委員（ 愛甲 正 ）

対象学生



39 株式会社サニックス・ソフトウェア・デザイン 福岡市 福岡市 SE・プログラマ 2020/1/29 ○ ○

40 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 大阪市 大阪、神奈川
【技術系】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
【その他】商品企画、セールスエンジニア、知財・特許、社内SE、資材 な

2020/2/3 ○ ○

41 マクセル株式会社 東京都港区
東京・神奈川・京
都・兵庫・福岡、他
海外

①研究開発職 ②開発設計職 ③生産技術職 ④事務・営業職 2020/2/4 ○ ○

42 神田通信機株式会社 東京都千代田区
札幌・仙台・宇都宮・北
関東(さいたま市)・千
葉・立川・横浜・名古

1)営業(情報通信)、2)SE、3)電気通信技術者 2020/2/4 ○ ○

43 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 2020/2/6 ○ ○

44 日本軽金属株式会社 東京都港区
東京、大阪、愛知、
静岡、千葉、中国、
タイなど

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 2020/2/7 ○ ○

45 日軽金アクト株式会社 東京都港区
東京、大阪、愛知、
静岡、新潟、中国、
タイ、北米

研究・開発、生産技術・製造管理、設備設計・設備保全
等

学校推薦あり 2020/2/7 ○ ○

46 日軽エムシーアルミ株式会社 東京都港区
東京、大阪、愛知、栃木、
長野、静岡、三重、アメリ
カ、中国、タイ、インド、
メキシコ

開発、生産技術・製造管理(国内・海外) 学校推薦あり 2020/2/7 ○ ○

47 株式会社トヨタシステムズ 名古屋市
名古屋市、豊田市、
港区、大阪市、福岡
市、仙台市

システム開発エンジニア、インフラエンジニア 2020/2/7 ○ ○

48 メルコ・パワー・システムズ株式会社 神戸市
神戸、横浜、名
古屋、尼崎、福
岡

システムエンジニア 学校推薦あり 2020/2/7 ○ ○

49 インクリメントＰ株式会社 東京都文京区 東京、盛岡
*技術(ソフトウェア開発、サーバ及びネットワーク構築・監理運用、
地図DBの構築・管理)、*地図データベース制作、*企画・営業

学校推薦あり 2020/2/10 ○ ○

50 株式会社ビーネックステクノロジーズ 東京都港区
仙台、宇都宮、大
宮、つくば、八王
子、横浜、厚木、静

技術職(Engineer) 2020/2/13 ○ ○

51 株式会社タマディック 東京都新宿区
東京都1、神奈川
県1、愛知県7

機械設計、電気・電子設計、生産技術、ソフトウェア開
発

2020/2/13 ○ ○

52 三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社 兵庫県尼崎市
尼崎市、長岡京市、
名古屋市、鎌倉市、
姫路市

システムエンジニア、ソフトウエアエンジニア、ハード
ウエアエンジニア

2020/2/13 ○ ○

53 東京エレクトロンデバイス株式会社 横浜市 横浜市、新宿区
＜総合職＞営業系、技術系①製品担当エンジニア、技術
系②設計開発エンジニア、事務系

2020/2/13 ○ ○

54 東京エレクトロン株式会社 東京都港区
東京、札幌、岩手、宮
城、山梨、富山、三重、
大阪、広島、大分、熊本

メカエンジニア、エレキエンジニア、プロセスエンジニア、ソフトエ
ンジニア(制御)、ソフトエンジニア(AI)、フィールドエンジニア、製
造エンジニア、セールスエンジニア(営業)、製造間接部門、管理部門

2020/2/13 ○ ○

55 NTT西日本(西日本電信電話株式会社) 大阪市
NTT西日本グループ
の事業エリア（西日
本の30府県）

総合職（企画・営業・経営管理・サービス開発・事業開
発・応用的研究開発・ネットワークエンジニア・システ
ムエンジニア）

2020/2/13 ○ ○

56 株式会社出雲村田製作所 出雲市
出雲市、他国内外各
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、生産システム設計、品
質管理、商品技術(セールスエンジニア)、情報システム開発、製造管
理監督、環境管理など

2020/2/18 ○ ○

57 東洋製罐グループホールディングズ株式会社 東京都品川区
品川区、横浜市、全
国開発拠点および事
業所

各種基礎研究、設備設計、システム設計、容器設計、材
料開発、製品・衛生評価、公務・エンジニアリング、品
質保証 他

2020/2/18 ○ ○

58 リコーITソリューションズ株式会社 横浜市
北海道、秋田、神奈
川、石川、鳥取、鹿
児島

システムエンジニア（SE） 2020/2/19 ○ ○

59 株式会社デンソーITソリューションズ 愛知県刈谷市 愛知県刈谷市
システムエンジニア職（事務業務系システム開発、技術
業務系システム開発、ITインフラ構築・保守・運用）

2020/2/19 ○ ○

60 株式会社堀場製作所 京都市
京都、大津、東京、
横浜、大阪、名古
屋、福岡等

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、広報・デザ
イン ほか

2020/2/21 ○ ○

61 ソニーLSIデザイン会社 神奈川県厚木市 厚木市、福岡市
＜集積回路（イメージセンサー、LSI等）設計＞デジタル、アナログ、画素、バックエンド設計等
＜ソフトウェア設計＞ファームウェア設計、アプリケーション開発等 ＜評価、測定、評価システ
ム開発、応用技術＞テスト、評価、デモシステム(基板、FPGA)開発等 ＜設計環境・インフラ開発
＞設計環境(EDA)開発、設計用インフラ構築・管理

2020/2/26 ○ ○

62 株式会社メトロ 東京都港区 港区、沼津市 プログラマ、システムエンジニア 2020/2/26 ○ ○

63 株式会社トプコン 東京都板橋区 東京都板橋区
①アプリケーションソフト開発(画像処理、Web、データベース)、②組込ソフ
トウェア開発、ファームウェア開発、③研究開発・設計(機械、電気・
FPGA、光学、蒸着・薄膜)、④セールスエンジニア。テクニカルサポート、

2020/2/26 ○ ○

64 株式会社オービック 東京都中央区
東京、大阪、横浜、北
関東、名古屋、福岡、
京都、松本、静岡、広

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
(アプリケーション/ネットワーク))、プログラムエンジニア、インストラクター、ソ
リューション開発）、管理・事務系(総務、人事、経理、業務、事務、経営企画、広告

2020/3/2 ○ ○

65 村田機械株式会社 京都市伏見区
京都、愛知(犬山)、
三重(伊勢)、東京、
大阪など

【技術系】研究開発、設計、SE、生産技術・管理、資材、情報シス
テム、建築設計、施工管理など、【営業・スタッフ系】営業、SE、
人事、経理、総務、法務、貿易実務、情報システム、広報など

2020/3/2 ○ ○

66 株式会社図研 横浜市
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

2020/3/2 ○ ○

67 住友化学株式会社 東京都中央区
青森、茨城、東京、
千葉、大阪、兵庫、
愛媛、大分など

研究開発、技術管理、生産管理、データサイエンス、エ
ンジニアリング、知的財産など

2020/3/3 ○ ○

68 SCSK株式会社 東京都江東区
東京、大阪、愛
知、福岡ほか

●技術系職種(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、研究開発など) ●営業系職種(ハードウェア及
びソフトウェアの輸入・販売など)

2020/3/3 ○ ○

69 株式会社日立産業制御ソリューションズ 東京都台東区
東京地区、茨城地
区、神奈川地区

〈技術系〉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、品質保証（ソフト、ハード） 〈事務系〉営業、
経営サポート部門

2020/3/5 ○ ○

70 アドソル日進株式会社 東京都港区
東京、大阪、福
岡等

システムエンジニア 2020/3/5 ○ ○

71 社会医療法人緑泉会 鹿児島市 鹿児島市 ①事務総合職 ②一般事務 2020/3/11 ○ ○

72 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）

2020/3/11 ○ ○

73 アイシン・ソフトウェア株式会社 愛知県刈谷市
愛知県(名古屋市、刈
谷市、岡崎市他)、札
幌市、盛岡市、福岡市

ソフトウェア開発エンジニア 2020/3/11 ○ ○

74 矢崎総業株式会社 静岡県裾野市 裾野市
研究・開発・設計・生産技術・品質管理・情報システム
他

2020/3/11 ○ ○

75 株式会社日立国際電気 東京都港区
港区、小平市、札幌市、
仙台市、名古屋市、大阪
市、広島市、高知市、福

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、情報システム、生産管理、品質保証、営業、経理財
務、人事総務、資材調達、法務

2020/3/13 ○ ○

76 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 宮崎の学生さん希望！ 2020/3/13 ○ ○

77 シャープ株式会社 大阪府堺市
本社及び全国各
事業所・拠点

エンジニア（*付加価値商品の製品開発・要素技術開発 等、*機能ﾃﾞﾊﾞｲｽの製品開
発・要素技術開発 等、*生産装置・生産ｼｽﾃﾑの開発 等、*新規事業関連商品の製品
開発・生産技術開発・応用研究 等*、社外向けｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽや社内IT開発、SE 等）

学校推薦あり 2020/3/17 ○ ○

78 株式会社ジェイテック 東京都中央区
東京、水戸、浜松、名
古屋、大阪、福岡、札
幌

技術職(機械設計)、技術職(電気・電子設計)、技術職(ソ
フトウェア開発)、技術職(建築設計)、研究開発職

2020/3/30 ○ ○



79 日本プロセス株式会社 東京都品川区
東京都、神奈川県(横浜
市、川崎市)、茨城県(日
立市、ひたちなか市)

システムエンジニア(業務内容：ソフトウェアの設計・開
発)

2020/4/3 ○ ○



令和３年３月卒業/修了生対象
推薦希望者は必ず事前に就

職委員に連絡すること

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 富士通アドバンウトエンジニアリング 東京
東京、神奈川、

愛知、大阪
システムエンジニア

推薦あり
2019/11/3

2 WDB工学（株） 東京
東京、兵庫、愛
知、福岡ほか

人材サービス事業 人事担当者訪問あり。紹介可。 2019/11/12

3 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
推薦あり

2019/11/14

4 日本電子株式会社 東京 国内外
計測検査機器等の製

造・販売等
卒業生による訪問あり。紹介

可。
2019/11/21

5 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
2019/11/30

6 ビジネスエンジニアリング 東京 東京、愛知、大阪 情報通信サービス
推薦あり

2019/11/30

7 株式会社ミツトヨ 神奈川 神奈川、工場各地
精密測定機器メー

カー
2019/11/30

8 三菱スペース・ソフトウエア株式会社 東京
東京、愛知、茨

城、神奈川、兵庫
宇宙システム、防衛システム

等の研究開発・販売等
卒業生による訪問あり。紹介

可。
2019/12/11

9 株式会社ジェイテクト 愛知 国内各地 自動車部品の製造
推薦あり

2019/12/11

10 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 2019/12/11

11 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 2019/12/11

12 応用地質株式会社 東京 国内各地 地質調査 2019/12/11

13 （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 2019/12/11

14 三井金属鉱業株式会社 東京 国内外 機能材料等製造業 2019/12/11

15 (株)アルプス技研 神奈川 国内各地 設計開発
推薦あり

2019/12/11

16 アイシン・ソフトウェア(株) 愛知
福岡、愛知、

岩手
組込ソフト開発 人事担当者訪問あり。紹介可。 2019/12/11

17 日立金属（株） 東京 国内外 材料開発等
推薦あり

2019/12/11

18 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 2019/12/12

19 株式会社菱友システムズ 東京
東京、神奈川、
愛知、兵庫ほか

システム開発・保守等 人事担当者訪問あり。紹介可。 2019/12/19

20 キオクシア株式会社 東京
東京、神奈川、

三重ほか
メモリおよび関連製品

の開発・販売等
推薦あり

2019/12/19

21 ソフトバンク株式会社 東京 国内外
移動通信サービスの

提供等
2019/12/19

22 日亜化学工業株式会社 徳島 徳島、神奈川
LED・LD商品、化学品
等の開発・製造技術等

2019/12/26

23 フードエンジニアリング株式会社 大阪 国内各地
食品工場等の冷却設
備に関わる技術開発

人事担当者訪問あり。紹介可。 2019/12/26

24 （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 2020/1/10

25
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 2020/1/10

26
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。人事担当者訪問あ
り。紹介可。

2020/1/10

27 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
2020/1/15

28 京セラ株式会社 京都 京都、鹿児島
素材・デバイス等の製

造
推薦応募が基本。人事担当

者訪問あり。紹介可。
2020/1/16

29 中外テクノス（株） 広島 国内各地 各種検査、調査 人事担当者訪問あり。紹介可。 2020/1/17

30 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
2020/1/17

31 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 2020/1/22

32 メルコ・パワー・システムズ株式会社 兵庫
兵庫、神奈川、

愛知、福岡
情報制御システム等

の設計等
推薦あり 2020/1/22

33 日本精工(株) 東京 国内外 軸受、メカトロ製品 2020/1/22

34 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
2020/1/22

問合先：就職委員（　中西　裕之　）



35 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

2020/1/22

36 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
2020/1/22

37 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

推薦あり
2020/1/22

38 株式会社エイ・イー・エス 東京 東京・茨城
小型人工衛星の設計、
特殊機器の開発製造等

2020/1/31

39 神田通信機(株) 東京 東京ほか 情報通信事業
推薦あり。卒業生在籍。人事
担当者訪問あり。紹介可。

2020/2/4

40 株式会社システム開発 宮崎
宮崎、鹿児島、

大分
業務ソフトウエアの開

発・販売等
2020/1/25

41 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
2020/1/26

42 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
卒業生在籍。紹介可。 2020/1/27

43 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

2020/1/28

44 株式会社モビテック 愛知
愛知、福岡、栃

木、福井
自動車機関ユニット

の開発・設計等
2020/1/29

45 （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 2020/1/30

46 セントラルソフト株式会社 東京 東京
システム開発、インフ
ラ構築、IT運用管理

人事担当者訪問あり。紹介可。 2020/1/30

47 林テレンプ（株） 愛知 国内外 自動車内装部品 推薦あり（１名） 2020/1/30

48 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 2020/1/30

49 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 推薦あり（３名） 2020/1/30

50 デンカ株式会社 東京 国内外
工業用原材料、建材

等の開発等
2020/1/30

51 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（１名） 2020/2/3

52 TDK株式会社 東京
東京、千葉、秋

田、長野他
電子材料等の製造販

売
2020/2/10

53 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 2020/2/10

54 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 2020/2/10

55 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
2020/2/10

56 株式会社タマディック 東京
愛知、福岡、栃

木、福井
自動車、宇宙機器等
関連製品の開発等

推薦あり 2020/2/17

57 三菱電機マイコン機器ソフトウエア(株) 兵庫 兵庫ほか
通信分野等に関する

システム設計等
2020/2/17

58 株式会社モビテック 愛知
愛知、福岡、栃

木、福井
自動車期間ユニット

の開発・設計等
2020/2/17

59 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) 2020/2/17

60 （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 2020/2/17

61 （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 2020/2/17

62 （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 2020/2/17

63 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
2020/2/26

64 (株)デンソーITソリューションズ 愛知 愛知
技術及び事務業務の情報

システム等の企画等 学科推薦(１名) 2020/2/26

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

(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

(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

(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

69 株式会社メトロ 東京 東京・静岡 ソフトウェア開発 2020/2/26

70 （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 2020/2/26

2020/2/26
66



71 株式会社　図研 神奈川
神奈川・大阪・

愛知、国外
電気機器等のソフトウェ

ア・コンサルティング
2020/2/28

72 （株）アドバンテスト 東京 国内各地 研究開発・SE 推薦あり 2020/3/2

73 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

2020/3/2

74 (株)エー・アンド・デイ 東京 埼玉・東京ほか 計測・制御 2020/3/2

75 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

2020/3/2

76 山口県産業技術センター 山口 山口
電子、化学系研究員・

事務職員
2020/3/5

77 (株)オービック 東京 国内各地 SE、プログラマー 推薦あり 2020/3/6

78 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
2020/3/23

79 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 2020/3/23

80 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 2020/3/23

81 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
2020/3/23

82 矢崎総業(株) 東京
静岡、愛知、国

内外

自動車部品、生活環
境機器の研究開発・

製造・販売
推薦あり 2020/3/23

83 (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 2020/3/23

84 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

2020/6/25

85 フェニテックセミコンダクター株式会社 岡山
岡山・鹿児島 半導体素子及び半導体集

積回 路ウェハーの設計等
人事担当者訪問あり。紹介

可。
2020/6/25

86  株式会社大真空 兵庫
兵庫・愛知・
東京ほか

電子部品および電子機器
の製造販売 推薦あり 2020/6/25

87 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

2020/7/1

88
株式会社富士通アドバンストエンジニア

リング
東京

東京、神奈川、愛知、大
阪

コーポレートスタッフ

2020/7/11

89 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。
2020/7/16

90 イー・アンド・エム株式会社 東京
東京、宮崎、福岡、大
阪、 横浜、北九州、仙台

企業向けのソフトウェア開発や
サービスの提供 2020/7/30



２０２1年３月卒業/修了生対象
推薦希望者は必ず事前に就

職委員に連絡すること
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 京セラ株式会社 京都
鹿児島、神奈
川、京都、大阪

研究・開発、品質保
証、営業など

学部、修士、博士 2020.1.31

2 大分キャノン 大分 大分
研究・開発、品質保
証、営業など

学部、修士 2020.1.31

3 ＮＴＴテクノクロス 東京
横浜、東京、名
古屋

開発・技術、営業、業
務など

学部、修士 2020.1.31

4 日東電工 大阪
大阪、北海道、
宮城、埼玉、な
ど

研究開発・プロセス開
発・生産技術・品質保
証など

学部・修士 2020.1.31

5 古河電池 横浜
横浜、福島、栃
木

研究開発、製品設
計、生産技術、電源
技術など

学部・修士 2020.1.31

6
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリン
グ

熊本
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
ロセス開発など

学部・修士 2020.1.31

7 太平洋セメント 東京
東京、千葉、北
海道、岩手、埼
玉、三重、大分

生産技術、設備技
術、技術営業

学部・修士 2020.1.31

8 富士チタン工業 大阪
大阪、神戸、神
奈川、宮崎

研究開発・生産技術・
プラントエンジニアリ
ング

学部・修士 2020.1.31

9 大口電子 鹿児島 鹿児島 研究開発・生産技術 学部・修士 2020.1.31

10 新コスモス電機 大阪
大阪、兵庫、東
京、愛媛

研究開発、商品開
発、生産技術など

学部、修士 2020. 1. 31

11 住友電装 三重
三重、茨城、栃
木

研究開発、開発設
計、生産技術

学部、修士 2020. 1. 31

12 Denka 東京
群馬、神奈川、
千葉、福岡

研究開発、開発設
計、生産技術

学部、修士 2020. 1. 31

13 三井化学 東京
千葉、愛知、大
阪、山口、福岡

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 2020 1. 31

14 林テレテンプ 名古屋
愛知、岩手、栃
木、静岡、岐阜
など

設計、材料･機能研
究、生産管理など

学部、修士 2020 1. 31

15 WDB株式会社エウレカ社 東京 全国 研究開発(派遣） 学部・修士 2020. 1. 31

16 トヨタシステムズ 名古屋 愛知
システム開発、インフ
ラエンジニアなど

学部･修士 2020. 1. 31

17 マクセル株式会社 東京
東京･神奈川･京
都・兵庫等

電池、粘着製品、イン
ク･フィルムなど

学部･修士 2020. 2. 17

18 栗本鐵工所 大阪
大阪、志賀、福
岡など

産業機械、建設資材
など

学部、修士 2020. 2. 17

19 東京エレクトロン　デバイス 横浜 横浜
半導体電子デバイス・
ITソリューション

学部、修士 2020. 2. 17

20 東京エレクトン　グループ 東京
東京、札幌、岩
手、大阪、熊本
など

プロセスエンジニア、
製造エンジニア

学部、修士 2020. 2. 17

21 花王株式会社 東京
東京、神奈川、
和歌山等

化粧品、洗剤、サニタ
リー製品等

学部、修士 2020. 2. 17

22 ユニオンプレス株式会社 横浜
神奈川、静岡、
栃木

自動車部品等、開発･
研究等

学部、修士 2020. 2. 17

23 京セラドキュメントソリューションズ 大阪
大阪、寒川、三
重等

技術開発、生産・製造
技術

学部、修士 2020. 2. 17

24 中西金属工業 大阪 大阪、三重 ベアリング技術開発 学部、修士 2020. 2. 17

25 大電株式会社 福岡 福岡、佐賀
電線・ケーブル　研究
開発・設計

学部、修士 2020. 2. 17

26 出雲村田製作所 島根 島根
商品開発、製造プロ
セス技術開発

学部、修士 2020. 2. 17

27 東洋製罐グループホールディングス 東京 東京、横浜
各種基礎研究、設備
設計、システム設計
等

学部、修士 2020. 2. 17

問合先：就職委員（新留康郎）



28 デンソーITソリューションズ 愛知 愛知 システムエンジニア職 学部、修士 2020.2.20

29 トクヤマ 山口 山口、茨城等
商品開発、製造プロ
セス技術開発

学部、修士 2020.2.20

30 関西熱化学 兵庫 兵庫 製造技術・研究開発 学部、修士、博士 2020.2.25

31 堀場製作所 京都 京都、滋賀
設計開発、製造、品
質管理等

学部、修士、博士 2020.2.25

32 トプコン 東京 東京等
光学要素技術開発・
光学素子技術開発等

学部・修士 2020.3.2

33 サンテク 福岡 福岡、佐賀 システムエンジニア職 学部 2020.3.2

34 村田機械 京都 京都、愛知
研究開発、設計、生
産技術

学部、修士、博士 2020.3.2

35 オービック 東京 東京、大阪
システムエンジニア・
プログラムエンジニア

学部・修士 2020.3.2

36 住友化学 東京
大阪・千葉・大
分・愛媛等

研究開発、技術管
理、生産管理

学部・修士・博士 2020.3.2

37 エウレカ 東京 全国（派遣型） リサーチサポート職 学部・修士・博士 2020.3.2

38 西日本環境リサーチ 福岡 福岡 技術系総合職 学部・修士 2020.3.2

39 矢崎総業 東京
静岡、栃木、岡
山

研究・開発・設計 学部・修士・博士 2020.4.8

40 社会医療法人緑泉会 鹿児島 鹿児島
事務総合職・一般事
務

学部 2020.4.8

41 日本プロセス株式会社 東京
東京・神奈川・
茨城

システムエンジニア 学部・修士 2020.4.8

42 村田機械 京都
京都、愛知、三
重

研究開発・設計、SE 学部・修士・博士 2020.4.22

43 株式会社　アルプス技研 神奈川 全国 設計・構想設計、解析 学部・修士 2020.4.22

44 矢崎総業株式会社 東京 静岡、その他
研究・開発・設計・生
産技術

学部・修士・博士 2020.4.22

45 　日本プロセス株式会社 東京
東京、神奈川、
茨城

ソフトウエアの設計・
開発

学部・修士 2020.4.22

46 社会医療法人緑泉会（米盛病院） 鹿児島 鹿児島
事務総合職、一般事
務

学部・修士 2020.4.22

47 福井県警察　科学捜査研究所 福井 福井 研究職員 学部・修士 2020.5.15

48 花王株式会社 東京
栃木、茨城、東
京、和歌山等

技術インターンシップ 修士 2020.5.15

49 株式会社アルプス技研 神奈川
神奈川始め全
国

プロセス技術の研究
開発・電池の研究開
発

学部・修士 2020.5.15



50 株式会社アルプス技研 神奈川
神奈川始め全
国

プロセス技術の研究
開発・電池の研究開
発

学部・修士(再送） 2020.6.23

51 社会医療法人緑泉会（米盛病院） 鹿児島 鹿児島
事務総合職、一般事
務

学部・修士(再送) 2020.6.23

52 ユニプレス 神奈川
神奈川、静岡、
栃木

技術系・事務系 学部・修士 2020.6.30

53 ローレルバンクマシン株式会社 東京 東京、大阪 生産・物流管理 学部・修士 2020.8.6

54 ユニプレス 神奈川
神奈川、静岡、
栃木

技術系・事務系 学部・修士 2020.8.18

55 アルプス技研 神奈川
神奈川始め全
国

プロセス技術の研究
開発・電池の研究開
発

学部・修士(再送） 2020.10.6

56 日本製鉄 東京 全国
各種基礎研究、設備
設計、システム設計
等

インターンシップ情報 2020.10.23

57 株式会社VSN 東京 全国 ITエンジニア 学部・修士 2020. 10. 30

58 株式会社アルプス技研 神奈川
神奈川始め全
国

プロセス技術の研究
開発・電池の研究開
発

学部・修士 2022年 2020. 11. 10

59 株式会社ジャステック 東京 全国 システムエンジニア 学部・修士　2022年 2020. 11. 11

60 レイズネクスト株式会社
神奈川
県

全国
設計エンジニア、プロ
ジェクトエンジニア

学部・修士 2022年 2020. 11. 12

61 日東電工 大阪 全国
研究開発・プロセス開
発・生産技術・製造技
術など

学部・修士 2022年 2020. 11. 13



令和３年３月卒業/修了生対象
推薦希望者は必ず事前に就

職委員に連絡すること

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 新地研工業株式会社 福岡 福岡、佐賀
地質調査、建設コン
サルタント

2019/9/13

2 スタンレー電気株式会社 東京
本社　東京、研究
所　横浜　他営業
所

研究開発、電子システ
ム開発、回路設計 他

2019/11/1

3 ビジネスエンジニアリング株式会社 東京
関西支店、中部
営業所、茅場町
オフィス

ＩＴコンサルタント、ｴﾝｼﾞ
ﾆｱ、営業、経営管理部
門　他

推薦あり 2019/11/5

4 株式会社　ジャステック 東京
本社、宮城、静岡、
愛知、大阪、広島、
福岡

システムエンジニア 2019/11/19

5 日特建設株式会社 東京
本店、支店、作
業所

工事管理、設計、技術
研究・開発、工務事務

2019/11/29

6 株式会社　アルプス技研 神奈川
宮城、本社、名古
屋、大阪、福岡

機械系技術職、電気電
子系技術職、情報系技

術職、総合職
2019/12/3

7 応用地質　株式会社 東京
北海道、東北、東

京、北信、中部、関
西、四国、九州

技術職、営業職、
企画職、事務職

2019/12/9

8 東洋紡株式会社 東京
滋賀、福井、山口、
愛知、兵庫、富山、
栃木、大阪、東京他

技術系総合職、
事務系総合職

2019/12/16

9 日鉄鉱業株式会社 東京 東京、事業所 総合職 2019/12/17

10 キオクシア株式会社 東京
本社、研究所、工場

含む各拠点
(転勤可能性有)

技術系 2019/12/23

11 中外テクノス株式会社 広島

広島、東京、千葉、
福島、愛知、大阪、
兵庫、岡山、山口、

福岡

総合プログラム、
技術職、営業職

2020/1/22

12 株式会社　守谷商会 東京
東京本社、
大阪支店、
名古屋支店

営業 2020/1/23

13 デンカ株式会社 東京
本社、支店、、工
場、研究所、海外

総合職 2020/1/27

14 林テレンプ株式会社 名古屋 愛知県豊田市 総合職 推薦あり 2020/1/27

15 住友大阪セメント株式会社 東京
本社および全国
の支店、工場、

研究所
技術系総合職、 推薦あり 2020/1/27

16 株式会社ダイヤコンサルタント 東京
本社または

各支社
総合職(技術職) 2020/1/27

17 株式会社トヨタシステムズ 愛知
愛知県(名古屋

市・豊田市)
システム開発エンジニ
ア、インフラエンジニア

2020/1/31

18 大口電子株式会社 鹿児島 本社
科学分析員、

科学技術
2020/2/7

19 株式会社アルファ水工コンサルタンツ
北海道・

東京 東京・札幌
(技術職)計画・設計・調査

解析・IT技術者
(事務職)事務系総合職

2020/2/14

20 三井共同建設コンサルタント株式会社 東京
仙台、東京、名古
屋、大阪、福岡

技術職(総合職) 2020/2/17

21 株式会社 出雲村田製作所 島根
本社、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、他

推薦あり 2020/2/17

22
HORIBAグループ

(堀場製作所、堀場エステック、堀場テク
ノサービス、堀場アドバンスドテクノ)

京都

国内：京都、大津、東
京、大阪、名古屋　ほか
海外：米、独、英、仏、
韓、中、シンガポール

ほか

設計開発、製造、ソフト
開発、生産技術、品質
管理、知財管理　他

2020/2/21

23 株式会社　親和テクノ 長崎 長崎県、佐賀県 技術職 2020/2/21

24 パシフィックコンサルタンツ株式会社 東京
本社、他全国の

事業所
　技術コンサルタン
ト、営業、経営管理

2020/2/21

25 ソニーLSIデザイン株式会社 神奈川
本社、福岡

事業所
集積回路設計、ソフト

ウェア設計　他
2020/2/25

問合先：就職委員（　　山本 　　）



26 関西熱化学株式会社 兵庫
工場、本社、

研究所、事業所

・技術系(製造技術、
プラントエンジニア)

・事務系(企画職、営業職)
2020/2/25

27 日鉄鉱コンサルタント株式会社 東京 福岡 技術コンサルタント 2020/2/26

28 株式会社オービック 東京 全国
営業、システムエンジ

ニア、事務
推薦あり 2020/3/2

29 住友化学株式会社 東京 全国
研究開発、技術管
理、生産管理　他

2020/3/2

30 東京地下鉄株式会社（東京メトロ） 東京 本社、首都圏各所 総合職、技術職 2020/3/2

31 村田機械株式会社 京都 全国 技術職、営業職 推薦あり 2020/3/2

32 基礎地盤コンサルタンツ株式会社 東京
全国、海外（東

南アジア）
総合建設コンサルティ

ングの技術職
2020/3/5

33 社会医療法人緑泉会 米盛病院 鹿児島 鹿児島市内
事務総合職、一般事

務、医療コンシェルジュ
2020/3/6

34 国土防災技術株式会社 東京 全国
総合建設コンサルティン

グの技術職、営業職
2020/3/10

35 株式会社和晃地質コンサルタント 福岡 福岡、長崎
地質調査及び建設コ

ンサルの技術職
2020/3/13

36 株式会社　国土技術コンサルタンツ 鹿児島 鹿児島市
建設コンサルタントの

技術総合職
2020/3/16

37 不二鉱材株式会社 大阪 本社　他
営業、セールスエンジ

ニア
2020/3/16

38 株式会社サンテク 福岡 本社 システムエンジニア 2020/3/17

39 日本プロセス株式会社 東京
本社、神奈川、

茨城
システムエンジニア 2020/4/3

40 株式会社リーテック 大阪 本社
施工管理を中心とし

た技術系総合職
2020/6/19


