
2022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）

2020/9/28 ○ ○

2 NECネットエスアイ株式会社 東京都文京区
文京区、北海道、神奈川、
大阪、福岡　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） 2020/10/26 ○ ○

3 株式会社ジャステック 東京都港区
港区、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 2020/11/5 ○ ○

4 日東電工株式会社（Nitto） 大阪市北区
大阪、東京、宮城、群馬、
愛知、広島、福岡

技術系職種：研究開発/プロセス開発/生産技術/製造技術など　事務系職種：営業/企
画/調達/ロジスティクス/経理/法務/広報/人事/総務など

推薦応募（学校推薦/教授推薦） 2020/11/13 ○ ○

5 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

研究開発、ランプシステム開発、回路設計、製品設計、金型技術、生産技術、品質保証、営業
（国内・海外）、知的財産、総務、社内システム開発、人事、経理、秘書、購買　他 2020/11/24 ○ ○

6 NTTテクノクロス株式会社 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 2020/12/3 ○ ○

7 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

事務職（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　等） 2020/12/3 ○ ○

8 シーシーエス株式会社 京都市
京都市、名古屋市、東京都
（港区・渋谷区）、仙台市

製品開発設計、研究開発、ライティングコンサルタント、営業、UV技術・UV営業、
知的財産、経営企画

2020/12/7 ○ ○

9 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 2020/12/8 ○ ○

10 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、福岡など 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） 2020/12/8 ○ ○

11 デンカ株式会社 東京都中央区
東京、大阪、名古屋、福岡、新
潟、富山、札幌、仙台、埼玉

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

2020/12/9 ○ ○

12 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、中国2、米国1 ソフトウェア開発（生産設備の制御設計、制御ソフトウェアの開発） 2020/12/16 ○ ○

13 JX金属株式会社 東京都港区
茨城、神奈川、福井、大
分　海外

情報システム 2020/12/16 ○ ○

14 日亜化学工業株式会社 徳島県阿南市 徳島、長野、横浜
IT開発（社内業務システム、情報インフラの開発、管理、IoT・FA・AT等システム
化技術の研究と応用）

2020/12/18 ○ ○

15 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、横浜市、川崎市、
四日市市

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）

2020/12/21 ○ ○

16 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 2020/12/22 ○ ○

17 新明和工業株式会社 兵庫県宝塚市
兵庫、栃木、神奈川、東
京、広島、徳島　他

技術系職種（設計開発、生産技術、生産管理、IT、資材調達、技術営業など） 2020/12/22 ○ ○

問合先：就職委員（　伊藤　稔　）

対象学生



18 株式会社トヨタシステムズ 愛知県名古屋市
主に愛知県（名古屋市、
豊田市など）

⑴システム開発エンジニア（①車両開発系システム、②ビジネス系基幹システ
ム、③ファイナンス系基幹システム）、⑵インフラエンジニア

2020/12/22 ○ ○

19 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 熊本県菊池郡

熊本県菊陽町、長崎県諫早市、
鹿児島県霧島市、大分県大分市・
国東市、宮城県白石市、山形県
鶴岡市、愛知県東浦町

技術系（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、デー
タサイエンス）　事務系（経営企画、生産管理、経理、人事・総務）

学校推薦あり 2020/12/22 ○ ○

20 日本ゼオン株式会社 東京都千代田区
東京、高岡、川崎、周
南、倉敷、大阪、名古
屋、海外

事務系総合職（営業、事業企画、管理、経営企画、購買、物流、人事、経理、法
務等）　技術系総合職（基礎研究、応用研究、新製品開発、製造プロセス開発、
設計建設・工事管理、設備保全（科学、精密加工分野））

2020/12/22 ○ ○

21 ウシオ電機株式会社 東京都
東京、横浜、川崎、御殿
場、京都、大阪、姫路
他

総合職、技術系（研究開発、設計開発（光学・機械・機構・電気回路・ソフトウェアなど）、評価・分析、生産技
術、品質保証、知的財産管理など）　営業・管理系（国内および海外営業、新規開拓、マーケティング、経営
企画、事業企画、営業管理、資材調達、生産管理、経理財務、法務、総務、人事、広報、情報システムなど）

2020/12/22 ○ ○

22 株式会社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

建設設計・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

2020/12/25 ○ ○

23 株式会社NTTファシリティーズ九州 福岡市
福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県

建設設計・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

2020/12/25 ○ ○

24 東洋製罐グループホールディングス株式会社 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、工務・エンジニアリング、品質保証　他

2021/1/4 ○ ○

25 株式会社守谷商会 東京都中央区
東京本社　他
大阪支店・名古屋支店

営業（国内取引及び輸出入取引） 2021/1/4 ○ ○

26 凸版印刷株式会社 東京都千代田区

東京、埼玉、神奈川、群馬、新
潟、愛知、三重、大阪、滋賀、兵
庫、福岡、熊本、宮城、北海道、
海外拠点

情報コミュニケーション、生活産業、エレクトロニクス、DXデザインにおける研究開発、商
品開発、生産技術、設備技術、品質保証、技術企画、特許業務、データサイエンス、プ
ラットフォーム開発、生産システム開発、システムエンジニアリングなど

学校推薦あり 2021/1/13 ○ ○

27 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

技術系総合職（システムエンジニア）、事務系総合職（経理、総務、営業、調達、
等）

2021/1/14 ○ ○

28 フジテック株式会社 滋賀県彦根市

大阪、北海道、東北、北関東、
東関東、横浜、北信越、静岡、
名古屋、京滋、神戸、広島、四
国、九州、沖縄

研究開発、商品設計、営業技術（設計）、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

2021/1/20 ○ ○

29 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　他
【技術系】技術開発（機構開発・設計、ハードウェア開発・設計、インク・トナー開
発、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、カスタマーエンジニア、知財・特許、社内SE など

2021/1/20 ○ ○

30 株式会社アドヴィックス 愛知県刈谷市
本社、刈谷工場、半田工場、
藤岡分室、国内5営業所、海
外28拠点、関連会社4社

技術系総合職（機械設計、制御ロジック開発、電気電子回路設計、車輛適合、
生産技術、品質管理、品質保証など）

2021/1/21 ○ ○

31 株式会社トヨタシステムズ 名古屋市
名古屋市、豊田市、東
京、仙台、大阪、博多

(1)システム開発エンジニア①車両開発エンジニア、②ビジネス系基幹システム、
③ファイナンス系基幹システム　(2)インフラエンジニア

学校推薦あり 2021/1/25 ○ ○

32 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、CE 学校推薦あり 2021/1/25 ○ ○

33 三菱スペース・ソフトウエア株式会社 東京都港区
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 2021/1/25 ○ ○

34 国際ソフトウェア株式会社 東京都府中市 東京都、神奈川県 システムエンジニア 2021/1/25 ○ ○

35 株式会社シーアールイー 名古屋市

愛知（名古屋・小牧・犬山）、岐阜
（各務原）、東京（昭島・瑞穂）、神
奈川（横浜・大和）、栃木（宇都
宮）、兵庫（神戸・明石）、京都

ITエンジニア、デザインエンジニア、ストレスエンジニア、生産技術エンジニア、プ
ロジェクトエンジニア、品質保証エンジニア

2021/1/25 ○ ○

36 日本精工株式会社 東京都品川区
国内59ヵ所、海外149ヵ
所

正社員・総合職（技術系） 2021/1/28 ○ ○



37 株式会社ATEC 東京都港区

関東（東京都、神奈川県他）、東
海（愛知県、岐阜県他）、関西（大
阪府、兵庫県他）、その他（広島
県、福岡県）

制御ソフト設計、電子回路設計、機械設計、開発管理エンジニア 2021/1/28 ○ ○

38 積水化学工業株式会社 東京都港区
日本全国・世界の各拠
点

【技術系職種】研究開発、製品開発、生産技術、設備・住宅設計、施工管理、情
報システムなど　【事務系職種】住宅円行、国内・海外営業、法務、経理、総務・
人事など

2021/2/1 ○ ○

39 東京エレクトロングループ 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、熊本など

装置開発/設計/要素研究（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、AIエンジニア）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）

2021/2/1 ○ ○

40 新コスモス電機株式会社 大阪市
本社、東日本支社、西日本支
社、中部支社、札幌営業所、
仙台営業所　他

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）、総
務人事

2021/2/1 ○ ○

41 日星電気株式会社 静岡県浜松市
静岡県浜松市・磐田市、東
京都町田、名古屋、大阪 理工系：開発設計-生産技術-組込制御-社内SE-理工系営業 2021/2/1 ○ ○

42 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、
横浜、名古屋、長崎 システムエンジニア、プログラマー 学校推薦あり 2021/2/1 ○ ○

43 株式会社アルトナー 神奈川県横浜市
横浜、大阪、名古屋、宇都
宮の各営業所管内の顧客
企業

【研究開発領域】研究開発、構想設計等、高度な技術スキル・設計レベルを要求
されるハイレベル業務（機械設計開発技術職、電気・電子設計開発技術職、ソフ
トウェア開発技術職）

学校推薦あり 2021/2/4 ○ ○

44 住友大阪セメント株式会社 東京都千代田区
東京、札幌、名古屋、大
阪、福岡等 技術系総合職（物理・数学系→高機能品事業部門） 2021/2/4 ○ ○

45 矢崎総業株式会社 静岡県裾野市
静岡県を中心とした国内外
事業所 研究・開発・設計・生産技術・品質管理・情報システム　他 2021/2/4 ○ ○

46 株式会社メトロ 東京都港区
東京都港区（本社）または
静岡県沼津市（ソフト開発
センター）

プログラマ、システムエンジニア 2021/2/4 ○ ○

47 インクリメントＰ株式会社 東京都文京区
東京（本社）、盛岡（東北開
発センター）

総合職（技術系…ソフトウエア開発、サーバ及びネットワーク構築・管理運用、地
図DBの構築・管理、制作系…地図データベース制作、等）

学校推薦あり 2021/2/4 ○ ○

48 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 東京、神奈川、愛知、大阪 技術系総合職（SE） 学校推薦あり 2021/2/4 ○ ○

49 ローレルバンクマシン株式会社 東京都港区 東京、大阪 開発職（機械設計職、電気設計職、ソフトウェア設計職） 2021/2/8 ○ ○

50 NSSLCサービス株式会社 東京都中央区
東京本社及び首都圏、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

2021/2/8 ○ ○

51 株式会社出雲村田製作所 島根県出雲市
島根県、他国内外各事業
所、・関係会社

商品開発、製造技術、品質管理、生産技術、生産システム設計（IE）、商品技
術、情報システム、製造管理監督、環境管理など

学校推薦のみ 2021/2/22 ○ ○

52 株式会社サンテク 福岡市 福岡市、東京 システムエンジニア（アプリケーション系、インフラ系）、カスタマエンジニア 2021/2/22 ○ ○

53 WDB工学 東京都千代田区

全国各地　※エリア限定職あ
り（北海道、東北、関東、東
海、北陸、関西、中四国、九
州）

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） 2021/3/2 ○ ○

54 株式会社アルファシステムズ 神奈川県川崎市
首都圏（神奈川県、東京
都） 情報処理サービス業（ソフトウェアの研究・開発・販売） 2021/3/2 ○ ○

55 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 2021/3/2 ○ ○



56 ソニーLSIデザイン株式会社 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

2021/3/2 ○ ○

57 株式会社トプコン 東京都板橋区
主に本社、将来的に海外
赴任のチャンス有

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）　4．生産技術・生産管理　5．社内
SE  6．セールスエンジニア、テクニカルサポート、営業

2021/3/4 ○ ○

58 株式会社　図研 神奈川県横浜市 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（社内SE） 2021/3/4 ○ ○

59 株式会社日立産業制御ソリューションズ 東京都台東区
台東区、茨城県日立市、神
奈川県横浜市　他

＜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

2021/3/10 ○ ○

60 株式会社　日立国際電気 東京都港区
東京都港区・小平市、札幌
市、仙台市、名古屋市、大阪
市、広島市、高知市、福岡市

設計(ソフトウェア［SE含む］・ハードウェア（電気・機械））、研究開発、品質保証、
営業、生産技術、生産管理、情報システム、法務、資材調達、経理財務、人事総
務

2021/3/10 ○ ○

61 SCSKニアショアシステムズ株式会社 東京都江東区
秋田市、盛岡市、福井市、金
沢市、宮崎市、熊本市、鹿児
島市、沖縄県那覇市・島尻郡

プログラマ・システムエンジニア（ソフトウェアの設計、製造を行います） 学校推薦あり 2021/3/12 ○ ○

62 デンソーテクノ株式会社 愛知県大府氏
東海勤務：愛知県刈谷市、
安城市他東海圏　　　福岡
勤務：福岡市

技術系総合職（ポテンシャルコース、情報処理系コース、電気・電子系コース、機
械系コース）

2021/4/1 ○ ○

63 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
東京都新宿区、神奈川県
川崎市、愛知県名古屋市、
大阪府大阪市、

システムエンジニア 2021/4/1 ○ ○

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74



令和４年３月卒業/修了生対象
推薦希望者は必ず事前に就職

担当教員に連絡すること

整理
番号

会社名 本社 勤務予定地 募集職種等 特記事項

1 日東電工株式会社
大阪・
東京

全国各地
高分子合成技術を用
いた総合部材製造

推薦あり

2 （株）ジャステック 東京
宮城・静岡・名
古屋・大阪・福

岡

情報通信業（ソフト
ウェア開発）

学校（教授）推薦あり

3 （株）ミツトヨ 神奈川 国内外 精密機器

4 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

5 日立建機日本株式会社 埼玉 国内各地
建設機械/運搬機械/
農業用機械のレンタ

ル、販売、修理

推薦あり

6 株式会社ジェイテクト 愛知 国内外 自動車部品製造 推薦あり

7 三井金属鉱業（株） 東京 国内外
機能材料/化学工業
品/自動車用機能部
品/非鉄金属製造業

推薦あり

8 新日本空調（株） 東京 国内外
建築設備（空調・給排
水衛生・電気）の設

計、施工管理

9 NTTテクノクロス（株） 東京
東京・横浜・名

古屋・大阪

情報通信ネットワー
ク、ソフトウェア設計・

開発・運用

10 （株）日立ハイテクソリューションズ 東京 国内各地
製造業/情報サービス
/専門商社/OT・ICTソ

リューション
推薦あり

11 シーシーエス（株） 京都
京都・名古屋・

東京・仙台
製品開発設計/研究

開発/営業
推薦あり

12 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

13 デンカ（株） 東京 国内外
建材/電子材料/医薬

品

14 アドソル日進（株） 東京 国内外
社会インフラ事業/先
進インダストリー事業
（システムエンジニア）

推薦あり

15 日揮グローバル（株） 神奈川 国内外
海外のオイル＆ガ

ス、インフラ分野の各
種プロジェクト

16 日揮（株） 神奈川 国内１０カ所
国内のインフラ、エネ
ルギー、原子力など
の各種プロジェクト

17 キオクシア（株） 東京 国内各地 技術系

18 新菱冷熱工業（株） 東京 国内外
空調設備・給排水衛
生設備・都市設備・電
気設備等の設計・施

19 日亜化学（株） 徳島 国内各地
LED, LD, 電池材料,
蛍光体、遷移金属触
媒等の研究開発、製

20 新明和工業（株） 兵庫 国内外
航空機・水陸両用飛
行艇・特装車・機械式
駐車設備・産業機器

推薦あり

21
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

半導体の設計・開発・
生産・カスタマーサー

ビス

22 （株）トヨタシステムズ 愛知
国内外（主に愛

知県）

車両開発・生産管理・
部品調達・ファイナン

ス系

23 メルコ・パワー・システムズ（株） 兵庫 国内各地
情報制御システム・ソ
フトウエア設計製作試

験
推薦あり

24 フジテック（株）
滋賀・
東京

国内外
エレベータ・エスカ

レータなどの研究開
発製造設計販売

推薦あり

25 京セラドキュメントソリューションズ（株） 大阪 国内外
複合機・プリンター・ア
プリケーションの開発

製造販売
推薦あり

26 日本精工（株） 東京 国内外
自動車関連製品、メカ

トロ製品の開発・製
造・販売

問合先：就職担当教員（　野澤和生　）



27 日立金属（株） 東京 国内外 推薦あり

28 （株）アドヴィックス 愛知 国内外
自動車用ブレーキシ
ステム等の開発・生

産・販売
推薦あり

29 （株）アルトナー 神奈川
横浜、大阪、名
古屋、宇都宮

機会・電気電子・ソフ
トウエアの基礎研究、
設計開発、及び開発

推薦あり

30 積水化学工業（株）
大阪・
東京

国内外 住社会インフラ等

31 セイコーインスツル（株） 千葉 国内外
電子部品、精密部

品、プリンティングデ
バイス等の開発・製

推薦あり

32
エスアイアイ・クリスタルテクノロジー

（株）
栃木

栃木・千葉・シン
ガポール

水晶関連製品の開
発、製造

推薦あり

33 東京エレクトロングループ 東京 国内外
半導体製造装置、フ
ラットディスプレイ製

造装置の研究・開発・
推薦あり

34 新コスモス電機（株） 大阪 国内外
家庭用ガス警報器、
火災警報器等の研

究・製造・販売
推薦あり

35 矢崎総業（株） 静岡 国内外
自動車部品および生
活環境機器の研究・
開発・設計・製造・販

推薦あり

36 住友大阪セメント（株） 東京 国内外
セメントの研究・製造・
販売、発電、環境、建

材等の製造・販売
推薦あり

37
三菱電機インフォメーションシステムズ

（株）
東京 国内各地

情報システムの企画
設計・開発・製作なら
びに販売、ソリュー

推薦あり

38 （株）NSSLCサービス 東京
東京・首都圏・

福岡
ITインフラの構築・運

用・保守

39 中外テクノス（株） 広島 国内各地
大気汚染、水質汚濁
等の環境調査分析、
建造物の劣化調査、

40 ローレルバンクマシン（株） 東京 国内各地
各種通貨処理機・シ
ステム、金融オンライ
ン端末機の開発、製

推薦あり

41 富士通（株） 神奈川 国内外
ソリューション＆サー
ビスエンジニア、開

発、研究、施工管理、

42 （株）出雲村田製作所 島根 国内外
セラミックコンデンサ

の開発・生産
推薦あり

43 （株）サンテク 福岡 福岡・東京
システム提案及び各
種情報処理関連の販
売、OAサプライ販売

推薦あり

44 住友化学（株） 東京 国内各地
研究開発、技術管

理、生産管理、データ
サイエンス、知的財産

45 林テレンプ（株） 愛知 国内外 自動車内装 推薦あり

46 三菱マイコン機器ソフトウエア（株） 兵庫 国内各地
有線・無線・衛星通

信、宇宙、レーダー、
映像・画像等に関す

47 ソニーLSIデザイン（株） 神奈川 神奈川、福岡
半導体の設計・開発・

応用技術

48 （株）アルプス技研 神奈川 国内外
設計開発領域に特化

したアウトソーシン
グ、技術プロジェクト

49 （株）アルファシステムズ 神奈川 神奈川・東京 ソフトウエア受託開発 推薦あり

50 原電エンジニアリング（株） 東京
東京、茨城、福

井、新潟

原子力開発関連の付
帯設備運転、化学分
析、放射線管理、技

推薦あり

51 イサハヤ電子（株） 長崎 長崎・大阪
半導体製品・電子機
器の開発、設計、製

造、販売
推薦あり

52 （株）アドバンテスト 東京 国内外
半導体・部品テストシ
ステム事業、メカトロ

ニクス関連事業
推薦あり

53 （株）トプコン 東京 主に東京
アイケア・ポジショニン
グ・スマートインフラの
研究開発、製造、販

推薦あり

54 凸版印刷（株） 東京 国内外
情報コミュニケーショ
ン・生活産業・エレクト
ロニクス・DXデザイン

推薦あり



55 WDB工学（株） 東京 国内各地
機械系・電気電子系・
情報系・組み込み/制

御系・化学系

56 （株）日立産業制御ソリューションズ 東京
東京・茨城・神

奈川

産業・社会インフラ・エ
ンベデッドなど各分野
の情報制御ソリュー

推薦あり

57 （株）日立国際電気 東京 国内外
設計、研究開発、品
質保証、営業、生産

技術など

58 SCSKニアショアシステムズ（株） 東京 国内各地 ソフトウェア開発

59 （株）図研 神奈川 国内外
ソフトウエア、コンサ

ルティング

60 （株）システムサービス 東京
首都圏・中部・

関西

システム開発・運用・
保守・エンジニアリン

グ

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75
76
77



２０２２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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 大口電子 鹿児島 鹿児島 研究開発・生産技術 学部・修士

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

問合先：就職委員（伊東　祐二）



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

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

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

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

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

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

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

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

30 関西熱化学 兵庫 兵庫 製造技術・研究開発 学部、修士、博士

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

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

33 サンテク 福岡 福岡、佐賀 システムエンジニア職 学部

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

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

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

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

38 西日本環境リサーチ 福岡 福岡 技術系総合職 学部・修士



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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）

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)

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

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

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

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）



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

57 株式会社VSN 東京 全国 ITエンジニア 学部・修士

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

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

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

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

62 スタンレー電気 東京 横浜、宇都宮 研究開発、生産技術 学部・修士 2022年

63 栗本鉄工所 大阪
大阪、滋賀、福
岡、茨城など

設計、生産技術 学部・修士 2022年

64 NTTテクノクロス 東京
横浜・東京・名
古屋

ソフトウエアの設計・
開発

学部・修士 2022年

65 新日本空調 東京 全国 施工管理・設計等 学部・修士 2022年

66 スタンレー電気 東京
東京・横浜・宇
都宮

ランプシステム開発等 学部・修士 2022年

67 Dowaホールディングス 東京
大阪、愛知、静
岡、福岡

非鉄金属・環境リサイ
クル・電子材料

学部・修士 2022年

68 デンカ株式会社 東京
新潟、福岡、千
葉、群馬、神奈
川

樹脂材料・電子先端
プロダクツ

学部・修士・博士

69 日立ハイテクソリューションズ 東京 東京、茨城
計測制御ソリューショ
ン、ICT

学部・修士

70 日油株式会社 東京 全国
油化、化成、食品事
業等

学部・修士・博士

71 日鉄鉱業 東京 全国 資源開発 学部・修士

72 キオクシア（旧東芝メモリ） 東京 横浜、四日市等 技術系総合職 学部・修士・博士



73 GSユアサ 京都
京都、滋賀、群
馬、神奈川など

総合職（化学系） 学部・修士（学科推薦枠あり）

74 JNC 東京
千葉、神奈川、
滋賀、熊本

製造、研究開発、生
産技術開発

学部・修士・博士

75 日揮グローバル 神奈川 横浜、全国
インフラ、エネルギー
等システム設計、管
理

学部・修士

76 太平洋セメント（総合職） 東京 全国 総合職 学部・修士

77 太平洋セメント（エリア職） 東京
北海道、岩手、
埼玉、大分

生産技術、設備技
術、技術営業

学部・修士



令和４年３月卒業/修了生対象
推薦希望者は必ず事前に就職

担当教員に連絡すること

整理
番号

会社名 本社 勤務予定地 募集職種等 特記事項

1 スタンレー電気株式会社
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

2 株式会社　ジャステック 東京 全国 システムエンジニア 推薦あり

3 デンカ株式会社 東京
本社、支店、、工
場、研究所、海外

総合職

4 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)
技術系総合職 推薦あり

5 日鉄鉱業株式会社 東京 全国・海外 総合職
推薦あり　　応募資格：全国転

勤可能な方

6 太平洋セメント株式会社 東京 全国・海外 総合職・エリア職 推薦あり

7 日特建設株式会社 東京 本社・支店・作業所 技術職・事務職 推薦あり

8 株式会社トヨタシステムズ 愛知
主に愛知県（業務内容に
より国内拠点および海外

拠点）

システム開発エンジニア、
インフラエンジニア 推薦あり

9 株式会社アルプス技研 神奈川
全国各拠点およ

び周辺都市
技術職・総合職 推薦あり

10 関西熱化学株式会社 兵庫
兵庫県内（本社・研究
所・各事業所・工場）

技術系総合職、事務
系総合職

推薦あり

11 サンヨーコンサルタント株式会社 山口 本社
測量技術者、土木設計
技術者、地質技術者

12 株式会社守谷商会 東京
本社・大阪支

店・名古屋支店
総合職（営業職）

13 住友大阪セメント株式会社 東京 全国・海外
技術系総合職、事務

系総合職
推薦あり

14 中外テクノス株式会社 広島 全国
総合プログラム、
技術職、営業職

15 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

16 株式会社出雲村田製作所 島根
本社または

各支社
商品開発、製造技術

ほか
推薦あり　　求人内容：修士また

は学士いずれか１名

17 株式会社サンテク 福岡 福岡・東京
システムエンジニア、
カスタマエンジニア

推薦あり

18 東亜建設工業株式会社 東京 全国
土木職・建築職・事務

職ほか
推薦あり

19 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

20 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
推薦あり

21 株式会社　アルプス技研 神奈川 全国
技術職（機械系・電気電子

系・情報系・化学系）、総合職 推薦あり

22 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)

23 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

24 SCSKニアショアシステムズ株式会社 東京 全国
プログラマ・システム

エンジニア
転勤なし

25 不二鉱材株式会社 大阪 本社　他
営業、セールスエンジ

ニア
推薦あり

26

問合先：就職担当教員（　　宮町　　　）
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