
2023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）

2021/9/21 ○ ○

2 株式会社ジャステック 東京都港区
東京都港区、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 2021/10/28 ○ ○

3 東京エレクトロン株式会社 東京都港区

東京（赤坂・府中）、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）

2021/11/8 ○ ○

4 日東電工株式会社（Nitto） 大阪市

大阪、東京、北海道、宮城、
埼玉、愛知、三重、滋賀、広
島、群馬、福岡、栃木、神奈
川、静岡

技術系職種：研究開発/生産技術など
事務系職種：営業/規格/調達/ロジスティクス/経理/法務/人事/総務など

2021/11/9 ○ ○

5 大日本印刷株式会社（DNP） 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） 2021/11/15 ○ ○

6 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　(2)インフラエンジニア

学校推薦あり 2021/11/24 ○ ○

7 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 2021/11/26 ○ ○

8 株式会社クレハ 東京都中央区
東京都中央区、いわき市、小
美玉市、丹波市、大阪市、仙
台市、名古屋市、福岡市

［研究・技術　職種］研究開発、プロセス開発、プラントエンジニアリング、生産技術、知的財産、
技術営業、デジタル化推進、新事業提案、安全性評価　等　　　　　　　　　　　　　　　　　　［企画・
営業　職種］営業、経営企画、経理・財務、広報、法務、総務、人事、情報システム　等

2021/11/26 ○ ○

9 株式会社アドヴィックス 愛知県刈谷市
刈谷市、刈谷工場、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）

2021/11/30 ○ ○

10 ブラザー工業株式会社 名古屋市 名古屋市および近郊
①機械：製品・生産設備の機械設計・機構設計、技術開発等、②情報：製品・サービス・生産設
備のソフトウェア開発、技術開発等（ファームウェア、ネットワーク、アプリケーション等）、③電
気：製品・生産設備の基板・回路、電装系、カスタムICの設計、技術開発等

学校推薦あり 2021/12/7 ○ ○

11 株式会社日立ハイテクソリューションズ 東京都港区
本社（港区）、晴海オフィ
ス、水戸事業所、関西支
店、中部支店、8営業所

設計開発（OT）、システムエンジニア（ICT）、営業・営業技術 学校推薦あり 2021/12/7 ○ ○

12 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】、【経営戦略・経営企画】

2021/12/8 ○ ○

13 日亜化学工業株式会社 徳島県阿南市 徳島
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）

学校推薦あり 2021/12/9 ○ ×

14 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 2021/12/10 ○ ○

15 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

デザインエンジニア、IT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

2021/12/13 ○ ○

16 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・管理、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（化学、精密加工分野）等

2021/12/14 ○ ○

17 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、構造設計、回路設計、組込ソフトウェア設計、金型技術、生産
技術、新機種管理、品質保証、開発営業（国内・海外）、知的財産、社内システム開発、購買調
達、人事　他

2021/12/14 ○ ○

18 JX金属株式会社 東京都港区
東京都港区、茨城、神
奈川、大分　海外

情報システム 2021/12/16 ○ ○

19 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6、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） 2021/12/16 ○ ○

20 株式会社NTTファシリティーズ 東京都港区 全都道府県
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

2021/12/17 ○ ○

21 イサハヤ電子株式会社 長崎県諫早市 長崎県諫早市
①技術系総合職（設計、生産技術、品質保証、製造技術）、②営業系総合職
（特約店営業、直販営業）、事務系総合職（人事または経理）

2021/12/22 ○ ○

22 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（ITシステム開発、ITインフラ構築　他） 2021/12/22 ○ ○

23 新明和工業株式会社 兵庫県宝塚市
事業所/栃木、神奈川、東
京、兵庫、広島、徳島、支店/
北海道、宮城、福岡　他

■航空機事業■水陸両用飛行艇の開発・製造、航空機部品の開発・製造■特
装車事業■流体関連機器、システムの開発・製造■産機システム事業■産業
機器、環境システムの開発・製造　他

2021/12/22 ○ ○

24 キオクシア株式会社 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）等

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/事務系職種

2021/12/22 ○ ○

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

●大気・水質・土壌・動植物等の環境調査、分析　●火力発電プラント等の排ガ
ス計測、性能試験　●自治体における環境施策のコンサルティング　他

2021/12/22 ○ ○

26 デンソーテクノ株式会社 愛知県大府市
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）

2021/12/22 ○ ○

27 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） 2021/12/22 ○ ○

28 日揮株式会社 横浜市
（本社）横浜市、（その他
事務所）国内10か所

国内のインフラ、エネルギー、ヘルスケア、ライフサイエンス、原子力などの各種プロジェクトに
関わるプロセス・制御・配管・機器・土木・建築・電気・システム等の設計、調達、品質管理、建
設管理、試運転、プロジェクトマネジメント、新規事業探索、またはメンテナンス

2021/12/22 ○ ○

29 リコーITソリューションズ株式会社 横浜市
鹿児島県、神奈川県他全
国各事業所 システムエンジニア（SE） 2021/12/22 ○ ○

30 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） 2022/1/4 ○ ○

31 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、名古屋、京都、大阪、
福岡

営業、SE、電気通信技術者 2022/1/11 ○ ○

32 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、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、生産技術開発、情報システム開発、製造技術、設備技術、品質/信頼性技術、データサ
イエンス、ファシリティ管理）　事務系（経営企画、生産管理、経理、人事）

学校推薦あり 2022/1/13 ○ ○

33 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（業務系システム開発）、CE（コンピュータ機器導入設置・保守） 学校推薦あり 2022/1/19 ○ ○

34 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） 2022/1/19 ○ ○

35 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、大分市、長崎市、宮崎
市、熊本市、鹿児島市、沖縄
県浦添市・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 2022/1/21 ○ ○

36 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（基本ソフトの開発・設計、アプリケーションソフトの開発・設計、SESのサ
ポート業務）、インフラエンジニア（ネットワークソリューションソフトの提案、構築、セットアップ、インストー
ル、サーバの設計・構築）、運用オペレータ（大型汎用機やサーバの設計・構築）

2022/1/21 ○ ○

37 フジテック株式会社 滋賀県彦根市

大阪、北海道、仙台、埼玉、
千葉、横浜、金沢、静岡、名
古屋、京都、神戸、広島、福
岡、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

2022/1/21 ○ ○

38 トーテックアメニティ株式会社 名古屋市
九州事業所（福岡市博多
区）、奈戸谷本社、東京本
社、大阪事業所　他

機械設計、電気電子設計、組込制御、SE、ネットワーク、検証 学校推薦あり 2022/1/24 ○ ○

39 高砂熱学工業株式会社 東京都新宿区

札幌、　仙台、東京、大宮、
横浜、名古屋、大阪、広島、
福岡、シンガポール、中国、
タイ、インド、メキシコ他

グローバル技術職/グローバル事務職
施工管理・設計・研究開発・総務・人事・営業・DX推進　など

2022/1/24 ○ ○

40 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

システムエンジニア、事務系総合職 2022/1/26 ○ ○

問合先：就職委員（　古澤　仁　）

対象学生



41 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　他 システムエンジニア、プログラマー 2022/1/26 ○ ○

42 日本精工株式会社 東京都品川区
国内59ヵ所、海外146ヵ
所　※転勤有

正社員・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）

2022/2/2 ○ ○

43 京セラコミュニケーションシステム株式会社 京都市
東京、京都、大阪、札幌、
仙台、福岡、長崎、鹿児島
など

◆システムエンジニア（アプリケーション、サーバ・ネットワーク、セキュリティ、AI、IoTなど）、◆通信エン
ジニア（通信インフラの設計・構築・施工、ネットワークインフラの建設工事など）、◆環境エンジニア（環
境エネルギーインフラの設計・構築・施工、発電設備の建設工事など）、◆研究、◆営業（ICT、通信、環
境など）、◆アメーバ経営コンサルティング関連、管理

2022/2/2 ○ ○

44 株式会社アルトナー 東京／大阪
横浜、大阪、名古屋、宇都
宮の各事業所管内の顧客
企業

【研究開発領域】【製品開発領域】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

学校推薦あり 2022/2/3 ○ ○

45 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（スタッフ（経理、総務、人
事、営業、調達、等））

2022/2/8 ○ ○

46 ローレルバンクマシン株式会社 東京都港区 東京工場、大阪工場

開発職　◆機械設計職　◆電気設計職　◆ソフトウェア設計職（設計段階での
仕様検討・詳細設計　＊完成プログラミングの評価・試験・改善修正　＊ファー
ムウェアやアプリケーションのプログラミング設計）

2022/2/8 ○ ○

47 三菱マテリアル株式会社 東京都千代田区
全国各地（茨城、埼玉、東
京、三重、岐阜、大阪、兵
庫、香川　他）　及び海外

基礎研究、分析・評価、製品開発（材料開発、設計開発等）、製造、生産技術、工程管理、プロ
セス設計、品質保、技術サポート、設備管理、プラントエンジニアリング、社内ITの企画・開発・
保守、インフラ（ネットワーク・サーバー）の運用・管理　他

2022/2/8 ○ ○

48 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

2022/2/8 ○ ○

49 ジオテクノロジーズ株式会社 東京都文京区
東京（本社、）盛岡（東北
開発センター） 総合職（開発/制作系、営業・マーケティング/企画系、管理系） 2022/2/9 ○ ○

50 凸版印刷株式会社 東京都文京区

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

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

2022/2/14 ○ ○

51 株式会社出雲村田製作所 出雲市
本社（島根県）、ほか国内
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

2022/2/14 ○ ○

52 マクセル株式会社
京都府乙訓郡、
東京都港区

東京都、神奈川、山梨、京
都、兵庫、福岡等　他海外

⑴研究開発、⑵開発設計、⑶生産技術、⑷社内SE、⑸生産管理、⑹知的財
産、⑺営業・調達・経理・人事

2022/2/14 ○ ○

53 株式会社サンテク 福岡市 福岡市、関東地区
■システムエンジニア（アプリケーション系）　■システムエンジニア（インフラ
系）　■カスタマエンジニア

2022/2/16 ○ ○

54 株式会社MJC 宮崎市
宮崎、東京都、大阪市、福
岡市 IT エンジニア職（システムエンジニア、プログラマ） 2022/2/24 ○ ○

55 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 学校推薦あり 2022/3/1 ○ ○

56 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（人事） 2022/3/1 ○ ○

57 株式会社　日立産業制御ソリューションズ 東京都台東区
東京都台東区秋葉原、茨
城県日立市、神奈川県横
浜市　ほか

＜技術系＞・システムエンジニア　・品質保証
＜事務系＞営業　・経営サポート部門

2022/3/1 ○ ○

58 株式会社トプコン 東京都板橋区
主に本社（東京都板橋
区）、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ウェア開発、SE/プログラマー（アルゴリズム、画像処理、WEBソフト、データベー
ス、数値解析）、2.組込みソフトウェア開発（制御系）、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、5.社内SE、インフラ・ネットワークエンジニア、6.品質保証（テストエンジニ
ア）、7.知的財産

2022/3/7 ○ ○

59 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

システムエンジニア/ソフトウェア設計、組込みソフトウェア設計、電気設計、機
械設計、研究開発、生産技術、生産管理、品質保証、情報システム、資材調
達、営業、経理財務、人事総務

2022/3/10 ○ ○

60 株式会社サザンクロスシステムズ 東京都荒川区
東京都荒川区、福岡市、
宮崎市 システムエンジニア、プログラマー 2022/3/10 ○ ○

61 株式会社トヨタ車体研究所 鹿児島県霧島市 愛知県、鹿児島県
技術職（自動車ボデー・部品の設計、解析、試験・評価、生産技術等、システム
開発等）、総合事務職（総務・人事・経理等）

2022/3/10 ○ ○

62 株式会社トッパンフォトマスク 東京都港区
東京都港区、事業所/工
場　埼玉、滋賀　海外拠点

研究開発、商品開発、生産技術、設備技術、品質保証、知財・特許業務、生産
システム開発、システムエンジニアリング、など

2022/3/10 ○ ○

63 住友化学株式会社 東京都中央区
東京、千葉、大阪、兵庫、
愛媛、大分、青森、茨城な
ど

技術系職種（生産管理・技術、エンジニアリング、レスポンシブルケア（品質保
証・環境安全）、実験技術、情報技術・システム）、事務系職種（営業、経理、ビ
ジネスサポート（総務・人事・購買等）、情報技術・システム）

2022/3/14 ○ ○

64 大分キヤノン株式会社 大分県国東市
大分県国東市、大分市、
日田市、国内外のグルー
プ会社

【エンジニア】■生産技術　■製品技術　■実装技術　■加工技術　■情報シス
テム　■製品評価　■品質保証　■サービス

学校推薦あり 2022/3/31 ○ ○

65 株式会社クレスソフト 東京都千代田区
東京都、埼玉県、神奈川
県、千葉県 システムエンジニア職 2022/4/22 ○ ○



物理・宇宙PG求人票 2022/5/9

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 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） 11/15 修士 学士

2 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・製造・販売・保守 推薦あり 11/15 修士 学士

3 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

11/15 修士 学士

4 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 11/15 修士 学士

5 NTTテクノクロス 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 11/15 修士 学士

6 クレハ 東京 東京，福島他 化学メーカー 11/15 修士 学士

7 新日本空調 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 11/15 修士 学士

8 大日本印刷 東京 全国各地 印刷，情報，フィルム，パッケージ 11/30 修士 学士

9 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 12/1 修士 学士

10 デンカ 東京 国内外 建材/電子材料/医薬品 12/5 修士 学士

11 国際ソフトウェア 東京 東京 システムインテグレーション 12/5 学士

12 CSS 京都 京都，名古屋　他 機械・光学，電気系などの設計開発 推薦あり 12/9 修士 学士

13 ブラザー 名古屋 名古屋 製品開発他 推薦あり 12/9 修士 学士

14 SII セイコーインスツル 千葉 千葉，仙台他 電子部品、精密部品、プリンティングデバイス等の開発・製造・販売 推薦あり 12/9 修士 学士

15 新明和工業 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・産業機器等の開発・製造 推薦あり 12/10 学士

16 アルプス技研 神奈川 国内外 ロボット他設計開発領域に特化したアウトソーシング、技術プロジェクトの受託、自社工場による製品開発
2021/12/10
2021/12/27

修士 学士

17 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 12/10 修士 学士

18 キオクシア 東京 国内各地 半導体デバイス他 12/10 修士 学士

19 京セラ 京都 京都，鹿児島他 半導体他，ソフトウェア開発 推薦あり 12/20 修士 学士

20 スタンレー電気 東京 国内各地 自動車部品の研究開発・製造・営業 12/20 修士 学士

21 三井金属鉱業 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 12/20 修士 学士

22 日亜化学 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、製造、販売 12/24 修士 ー

23 日立金属 東京 国内外 推薦あり 12/24 修士 学士

24 Dowaホールディングス 東京 東京、ほか国内外 資源リサイクル、材料、金属加工 推薦あり 12/24 修士 学士

25 WDB工学 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 12/23 修士 学士

26 イサハヤ電子 長崎 長崎・大阪 半導体製品・電子機器の開発、設計、製造、販売 12/27 修士 学士

27 日揮グローバル 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 12/27 修士 学士

28 ニフコ 東京 東京，名古屋他 プラスティック精密部品 12/27 修士 学士

29 日揮ホールディングス 神奈川 国内外 オイル＆ガス、インフラ分野の各種プロジェクト 12/27 修士 学士

30 林テレンプ 愛知 国内外 自動車内装 推薦あり 12/27 修士 学士

31 守谷商会 東京 国内外 機械系総合商社 1/5 修士 学士

問合先：就職委員（　秦　浩起　　　　　　　　）

対象学生

2023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
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問合先：就職委員（　秦　浩起　　　　　　　　）

対象学生

2023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

32 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 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 推薦あり 1/14 修士 学士

33 トーテックアメニティ株式会社 名古屋 名古屋，福岡　他 設計，IT 推薦あり 1/14 修士 学士

34 凸版印刷 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 1/17 修士 学士

35 中外テクノス 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、余寿命診断等 1/18 修士 学士

36 住友大阪セメント 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 1/19 修士 学士

37 SCSKニアショアシステムズ 東京 国内各地 ソフトウェア開発 推薦あり 1/20 修士 学士

38 フジテック 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 1/21 修士 学士

39 セントラルソフト 東京 東京 IT 1/21 修士 学士

40 高砂熱学工業（株） 東京 国内外 施工管理・設計・研究開発・総務・人事・営業・企画など 1/24 修士 学士

41 UTグループ 東京 国内各地 半導体,技術者派遣・アウトソーシン 推薦あり 1/26 修士 学士

42 三菱スペース・ソフトウェア 東京 東京，つくば他 各種システムソフトウェア開発，事務系総合職 1/26 修士 学士

43 京セラコミュニケーションズ 京都 国内各地 ICT,通信,環境，経営 2/1 修士 学士

44 NSK（日本精工） 東京 国内外各地 ベアリング 2/1 修士 学士

45 三菱マテリアル 東京 国内各地 金属 2/8 修士 学士

46 メルコ・パワー・システムズ 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 2/8 修士 学士

47 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 2/8 修士 学士

48 信越化学 東京 新潟，群馬，東京他 化学薬品，電子部品 推薦あり 2/8 修士 学士

49 マクセル（株） 京都・東京 国内外 電池関係、粘着関係、美容・健康関連、ICカード関連他 2/14 修士 学士

50 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 2/15 修士 学士

51 ユニプレス 横浜 神奈川，静岡，栃木 自動車部品、金型治工具他 2/16 修士 学士

52 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 2/16 学士

53 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 2/17 修士 学士

54 アドソル日進 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 2/28 修士 学士

55 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ション 推薦あり 3/2 修士 学士

56 図研 神奈川 国内外 ソフトウエア、コンサルティング 3/7 修士 学士

57 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、販売 推薦あり 3/7 修士 学士

58 住友化学 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、知的財産など 3/15 修士 学士

59 大分キャノン(株) 大分 大分他 カメラ、映像機器の開発・製造 推薦あり 3/23 修士 学士

60 サザンクロスシステムズ 東京 東京・宮崎・福岡 IT 4/25 修士 学士

61 フォーラムエンジニアリング 東京 国内各地 機械，電気系 4/25 修士 学士

62 （株）大気社 東京 国内外 空気調和システム、塗装プラント、制御システム、電気設備、公害防止設備の設計・施工・システム開発 推薦あり 4/15 修士 学士

63 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、及び開発技術等の周辺業務 推薦あり 4/5 修士 学士



２０２３年３月卒業/修了生対象

整理
番号

会社名 本社 概要 対象学部
会社ホーム
ページ等

推薦枠 募集資料１ 募集資料２ 更新日

1 東邦チタニウム株式会社 神奈川
新卒採用

インターンシップ
学部、修士、博士 toho-titanium.co 特になし 東邦チタニウム_2023年度募集要項タニウム_技術系インターンシップの 2021.11.26

2 日産化学株式会社 東京都
研究職限定 キャリアマッ

チングLIVE
学部、修士、博士 jp/saiyo/chemi- 特になし

ご予約および詳細について
https://www.nissanchem.co.jp/

saiyo/chemi-story/
2021.11.26

3 東京エレクトロングループ 東京都 求人申し込み 学部、修士、博士 tp://www.tel.co 特になし 会社説明と求人案内 2021.12.01

4 RAIZNEXT 神奈川 求人関係書類 学部、修士、博士 特になし 求人関係書類 2021.12.01

5 ニプロ株式会社 大阪市 求人票 学部、修士、博士 http://www.nip 推薦枠あり 求人関係書類 2021.12.01

6 株式会社アルプス技研 神奈川 採用募集と仕事体験 学部、修士、博士 https://www.alp 特になし 採用募集と仕事体験 採用募集と仕事体験（1月分） 2021.12.24

7 株式会社クレハ 東京都
募集要項（求人票）（自
由応募、推薦）

学部、修士、博士 https://www.ku
学部、修士、

博士
会社説明と募集書類 2021.12.01

8 ㈱トヨタシステムズ 愛知県 求人関係と学校推薦 学部、修士、博士 推薦枠あり 会社説明と募集書類 2021.12.01

9 株式会社ジャステック 東京都 募集要項 学部、修士、博士 特になし 会社説明と募集書類 2021.12.01

10 NTTテクノクロス株式会社 横浜市 求人票 学部、修士、博士 https://www.nt 特になし 会社説明と募集書類 2021.12.01

11 日東電工株式会社 大阪府 求人票 学部、修士、博士 https://www.nit 特になし 会社説明と募集書類 2021.12.01

12 Ｔ＆Ｄ情報システム株式会社 さいたま市
インターンシップ開催日
追加

学部、修士、博士 特になし

【予約方法】
　マイナビ2023よりエントリーく
ださい。
　

Ｔ＆Ｄ情報システム株式会社 2021.12.03

13 セイコーインスツル株式会社 千葉市 求人票 学部、修士、博士 http://www.sii.c 特になし 会社説明と募集書類 2021.12.05

14 ブラザー工業株式会社 名古屋市 求人関係と学校推薦 学部、修士、博士 https://www.br推薦枠あり 会社説明と募集書類 2021.12.24

15 株式会社アドヴィックス 愛知県 求人関係と学校推薦 学部、修士、博士 https://www.ad推薦枠あり 会社説明と募集書類 2021.12.24

16 新日本空調株式会社 東京都 求人関係と学校推薦 学部、修士、博士 https://job.axol推薦枠あり 会社説明と募集書類 2021.12.24

17 iHeart Japan株式会社 東京都 採用案内 学部、修士、博士 www.iheartjapan特になし 会社説明と募集書類 2021.12.24

18 東ソー株式会社 東京都 求人関係と学校推薦 学部、修士、博士 www.tosoh.co.jp推薦枠あり 会社説明と募集書類 2021.12.24

19 デンカ株式会社 東京都 求人票 学部、修士、博士 www.denka.co.jp特になし 会社説明と募集書類 2021.12.24

20 株式会社GSユアサ 京都市 求人関係と学校推薦 学部、修士、博士 https://www.gs推薦枠あり 会社説明と募集書類 2021.12.24

21 スタンレー電気株式会社 東京都 求人票 学部、修士、博士 http://saiyo-st特になし 会社説明と募集書類 2021.12.24

22 日鉄鉱業株式会社 東京都 求人票 学部、修士、博士 https://www.nit特になし 会社説明と募集書類 2021.12.24

23 太平洋セメント株式会社 東京都 求人関係と学校推薦 学部、修士、博士 https://www.ta推薦枠あり 会社説明と募集書類 2021.12.24

24 日油株式会社 東京都 求人票 学部、修士、博士 www.nof.co.jp/c特になし 会社説明と募集書類 2021.12.24

25 DOWAホールディングス株式会社 東京都 求人関係と学校推薦 学部、修士、博士 https://www.do特になし 会社説明と募集書類 2021.12.24

26 株式会社クラレ 岡山県、愛媛県 求人票 学部、修士、博士 https://www.ku特になし 会社説明と募集書類 2021.12.24

27 キオクシア株式会社 東京都 求人票 学部、修士、博士 https://www.kio特になし 会社説明と募集書類 2021.12.24

28 京セラ株式会社 京都市 求人関係と学校推薦 学部、修士、博士 https://www.ky推薦枠あり 会社説明と募集書類 2021.12.24

29 山本化成株式会社 大阪府 求人票 学部、修士、博士 https://www.ya特になし 会社説明と募集書類 2021.12.24

30 株式会社守谷商会 東京都
求人票とインターンシッ
プ

学部、修士、博士 https://sales.m特になし 会社説明と募集書類 2022.01.06

31 小野薬品工業株式会社 大阪府 企業案内 学部、修士、博士 https://www.on特になし 会社説明と募集書類 2022.01.06

32 三井化学株式会社 東京都 求人票 学部、修士、博士 https://jp.mitsu特になし 会社説明と募集書類 2022.01.06

33 アドバンテック株式会社 大阪府 求人票 学部、修士、博士 https://www.ad特になし 会社説明と募集書類 2022.01.06

34 日揮ホールディングス株式会社 神奈川県 求人票 学部、修士、博士 https://www.jgc特になし 会社説明と募集書類 2022.01.06

卒業生からの採用案内 https://www.wd リクナビ2023 修士博士　先行説明会案内

マイナビ2023

36 凸版印刷株式会社 東京都 求人票と学校推薦 学部、修士、博士 https://www.to推薦枠あり 求人関係書類 イベント案内 2022.01.17

会社説明 マッチングセミナー案内

求人関係書類

35 東京都

推薦枠あり

特になし

37 トーテックアメニティ 福岡市 求人票と学校推薦

学部、修士、博士

学部、修士、博士

2022.01.14

2022.01.17

推薦希望者は必ず事前に就職委員に連絡す
ること

問合先：就職委員（伊東　祐二）
TEL: 099-285-8110

E-mail: yito@sci.kagoshima-u.ac.jp

WDBエウレカ社

https://www.toho-titanium.co.jp/index.html
https://www.dropbox.com/s/jh2q7rhdoiwpdpr/%E6%9D%B1%E9%82%A6%E3%83%81%E3%82%BF%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0_2023%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4qe7qw6hwnk2bub/%E6%9D%B1%E9%82%A6%E3%83%81%E3%82%BF%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0_%E6%8A%80%E8%A1%93%E7%B3%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85.pdf?dl=0
https://www.nissanchem.co.jp/saiyo/chemi-story/pdf/pamphlet_pre.pdf
https://www.nissanchem.co.jp/saiyo/chemi-story/
https://www.nissanchem.co.jp/saiyo/chemi-story/
https://www.nissanchem.co.jp/saiyo/chemi-story/
http://www.tel.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/4k1mdcmewz7iev1/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uc2p45a4xa2yn2d/RAIZNEXT.pdf?dl=0
http://www.nipro.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/01uhnzl4jgbzfcx/%E3%83%8B%E3%83%97%E3%83%AD.pdf?dl=0
https://www.alpsgiken.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/lmmvsvdxneve782/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%97%E3%82%B9%E6%8A%80%E7%A0%94.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x2zrzjpuwrgvv5x/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%97%E3%82%B9%E6%8A%80%E7%A0%94%E3%80%801%E6%9C%88.pdf?dl=0
https://www.kureha.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/imqi0sbwj5o4tir/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%8F.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/otu4e2b1ckeaz35/%E8%B1%8A%E7%94%B0%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%BA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ubrt04k3p4oauui/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF.pdf?dl=0
https://www.ntt-tx.co.jp/ri/recruit/
https://www.dropbox.com/s/4w58ago3jk84k1k/NTT%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9.pdf?dl=0
https://www.nitto.com/
https://www.dropbox.com/s/d10lwnjxum124w2/%E6%97%A5%E6%9D%B1%E9%9B%BB%E5%B7%A5.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uk7n4dzlyoqkaei/%E3%80%90T%26D%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%80%9112%E6%9C%88%E3%83%BB%EF%BC%91%E6%9C%88%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85v2.pdf?dl=0
http://www.sii.co.jp/jinji/new/index.html
https://www.dropbox.com/s/7n4wsyq3m8djasn/%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%BC.pdf?dl=0
https://www.brother.co.jp/corporate/bil/recruit/fresh/index.aspx
https://www.dropbox.com/s/8txhcs53yoa746c/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B6%E3%83%BC.pdf?dl=0
https://www.advics-saiyou.com/
https://www.dropbox.com/s/kowpvrsu8fhz448/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%B4%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9.pdf?dl=0
https://job.axol.jp/pm/s/snk_23/entry/agreement
https://www.dropbox.com/s/yusfiy7lsa2t19f/%E6%96%B0%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%A9%BA%E8%AA%BF.pdf?dl=0
http://www.iheartjapan.jp/
https://www.dropbox.com/s/zybm708ivibbuft/iHeart.pdf?dl=0
http://www.tosoh.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/w3830m0zh6ew8z9/%E6%9D%B1%E3%82%BD%E3%83%BC%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
http://www.denka.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/qnpj6z8bbcibtsf/%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%AB%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.gs-yuasa.com/jp/saiyo/newgrad/info/application.html
https://www.dropbox.com/s/r8rbdkbq70omhgl/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEGS%E3%83%A6%E3%82%A2%E3%82%B5.pdf?dl=0
http://saiyo-stanley.com/
https://www.dropbox.com/s/kj38gxef7eoepds/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%83%BC%E9%9B%BB%E6%B0%97%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.nittetsukou.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/98dnwuihi2wuvew/%E6%97%A5%E9%89%84%E9%89%B1%E6%A5%AD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.taiheiyo-cement.co.jp/recruit/recruit/
https://www.dropbox.com/s/co6oiyhbpqt408l/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E3%82%BB%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
http://www.nof.co.jp/career/recruit/pc.html
https://www.dropbox.com/s/uor80viz26nhhet/%E6%97%A5%E6%B2%B9%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.dowa.co.jp/saiyou/
https://www.dropbox.com/s/oh9fddl4xeql1u6/DOWA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.kuraray.co.jp/recruit/
https://www.dropbox.com/s/ua75iq17f3wg6pw/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%AC.pdf?dl=0
https://www.kioxia.com/ja-jp/top.html
https://www.dropbox.com/s/254yp07wmkx6ja5/%E3%82%AD%E3%82%AA%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%82%A2%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.kyocera.co.jp/recruit/new/
https://www.dropbox.com/s/fhi1hlrxm56f024/%E4%BA%AC%E3%82%BB%E3%83%A9%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.yamamoto-chemicals.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/q5sdrzv57g2igbx/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%8C%96%E6%88%90%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://sales.moritani.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/cb82qpo0jn47afq/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%AE%88%E8%B0%B7%E5%95%86%E4%BC%9A.pdf?dl=0
https://www.ono.co.jp/company/about
https://www.dropbox.com/s/gw9y8li6m4hhqm8/%E5%B0%8F%E9%87%8E%E8%A3%BD%E8%96%AC%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://jp.mitsuichemicals.com/jp/index.htm
https://www.dropbox.com/s/cuypx9cbv6ozdi8/%E4%B8%89%E4%BA%95%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.advan-t.com/recruitment/
https://www.dropbox.com/s/m1dp2a45txtsnvt/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.jgc.com/jp/
https://www.dropbox.com/s/s0x28c9kkszh0n9/%E6%97%A5%E6%8F%AE%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/shk2c7wgiesducw/WDB%E3%82%A8%E3%82%A6%E3%83%AC%E3%82%AB%E7%A4%BE%28%E5%8D%92%E6%A5%AD%E7%94%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E6%A1%88%E5%86%85%EF%BC%89.pdf?dl=0
https://www.wdb-eu.com/recruit/
https://job.rikunabi.com/2023/company/r183110030/
https://www.wdb-eu.com/recruit/pdf/info2201.pdf
https://job.mynavi.jp/23/pc/search/corp80443/outline.html
https://www.toppan.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/x54r28le4szpreq/%E5%87%B8%E7%89%88%E5%8D%B0%E5%88%B7%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B1%82%E4%BA%BA%E6%A1%88%E5%86%85.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qqid2bvwhqy6mrl/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E5%91%8A%E7%9F%A5%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%80%80%E5%87%B8%E7%89%88%E5%8D%B0%E5%88%B7.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/93vvb1408v38lx3/%E3%80%90%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%EF%BC%8F23%E5%8D%92%EF%BC%8F%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%80%91%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B3%87%E6%96%99.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nz35otq17qp7bvy/%E3%80%90%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%80%91%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%282%E6%9C%88%E9%96%8B%E5%82%AC%EF%BC%8FWEB%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rrhl5ss1xysyirp/%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B1%82%E4%BA%BA%E6%A1%88%E5%86%85.pdf?dl=0


38 株式会社新日本科学 東京・鹿児島 インターンシップ開催 学部、修士、博士 ps://www.snbl.co特になし 1Dayインターンシップ案内メール1Dayインターンシップ案内 2022.01.17

39
SONY 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
東京都 求人票と学校推薦 学部、修士、博士 sony-semicon.co推薦枠あり 会社説明と募集要項 2022.01.19

40 住友大阪セメント株式会社 東京都 求人票と学校推薦 学部、修士、博士 ps://www.soc.co推薦枠あり 会社説明と募集書類 2022.01.19

41 中西金属工業株式会社 大阪市 求人票 学部、修士、博士 ps://www.nkc-j.c特にない 会社説明と募集要項 2022.01.19

42
SCSKニアショアシステムズ

株式会社
東京都 求人票と学校推薦 学部、修士、博士 scsk-nearshore. 推薦枠あり 会社説明と募集書類 2022.01.24

43 UTグループ株式会社 東京都 求人票と学校推薦 学部、修士、博士 s://www.ut-g.co推薦枠あり 会社説明と募集書類 2022.02.01

44 花王株式会社 東京都 求人票 学部、修士、博士 co.jp/saiyo/grad特になし 会社説明と募集書類 2022.02.01

45 株式会社タクマ 兵庫県 求人票 学部、修士、博士 ://www.takuma.c特になし 会社説明と募集書類 2022.02.02

46 三菱マテリアル株式会社 全国・海外 求人票 学部、修士、博士 mmc.co.jp/recru特になし 会社説明と募集要項 2022.02.14

47 信越化学工業株式会社 東京都 求人票 学部、修士、博士 w.shinetsu.co.jp/推薦応募可 会社説明と募集書類 2022.02.14

48 マクセル株式会社 京都府 求人票 学部、修士、博士 ll.co.jp/recruit/r特にない 会社説明と募集要項 2022.02.14

49 凸版印刷株式会社　No2 東京都 求人票と学校推薦 学部、修士、博士 ww.toppan.co.jp/推薦応募可 会社説明と募集書類 2022.02.17

50 ユニプレス株式会社 神奈川県 求人票 学部、修士、博士 ://www.unipres. 特にない 会社説明と募集書類 2022.02.17

51 株式会社サンテク 福岡県 求人票と学校推薦 学部、修士、博士 ww.santeku.co.jp特にない 会社説明と募集書類 2022.02.17

52 株式会社出雲村田製作所 島根県 求人票 学部、修士、博士 urata.com/ja-jp/特にない 会社説明と募集書類 2022.02.17

53 株式会社鯖江村田製作所 福井県 求人票 学部、修士、博士 urata.com/ja-jp/特にない 会社説明と募集書類 2022.02.17

54 株式会社ジャステック 東京都 求人票 学部、修士、博士 www.jastec.co.jp/特にない 会社説明と募集要項 2022.02.21

55 株式会社イオスコーポレーション 福岡市 求人票 学部、修士、博士 www.ios-co.co.jp特にない 会社説明と募集要項 2022．02.28

56 鈴与シンワート株式会社 東京都 求人票 学部、修士、博士 //www.shinwart 特にない 会社説明と募集要項 2022．02.28

57 新日本空調株式会社　No2 東京都 求人票 学部、修士、博士 ps://www.snk.co特にない 会社説明と募集要項 2022．02.28

58 西日本環境リサーチ株式会社 福岡県 求人票 学部、修士、博士 ://www.n-e-r.c 特にない 会社説明と募集書類 2022.03.03

59 湧永製薬株式会社 広島県 求人票と学校推薦 学部、修士、博士 23/pc/search/c推薦応募可 会社説明と募集要項 2022.03.08

60 株式会社トッパンフォトマスク 埼玉県 求人票と学校推薦 学部、修士、博士 23/pc/search/co推薦応募可 会社説明と募集書類 2022.03.08

61 株式会社アルプス技研 No2 神奈川県 求人票 学部、修士、博士 //www.alpsgiken特にない 会社説明と募集要項 2022．03.09

62 株式会社サザンクロスシステムズ 東京都 求人票 学部、修士、博士 p://www.scsys.c特にない 会社説明と募集書類 2022.03.10

63 住友化学 東京都 求人票 学部、修士、博士 sumitomo-chem 特にない 会社説明と募集書類 2022.0315

64 福岡県警察本部科学捜査研究所 福岡県 求人票 学部、修士、博士 ref.fukuoka.jp/ke特にない 会社説明と募集書類 2022.03.22

65 大分キヤノン株式会社 大分県 求人票 学部、修士、博士 /www.oita-cano 推薦応募可 会社説明と募集書類 2022.03.24

66 メディア情報システム株式会社 東京都 求人票 学部、修士、博士 //www.mediajoh特にない 会社説明と募集書類 2022.03.29

67 株式会社エデュース 東京都 求人票 学部、修士、博士 //www.e-educe特にない 会社説明と募集書類 2022.03.29

68 株式会社アルプス技研　No3 東京都 求人票 学部、修士、博士 https://www.alp特にない 会社説明と募集書類 2022.04.05

69
株式会社サザンクロスシステムズ

No2
東京都 求人票 学部、修士、博士 p://www.scsys.c特にない 会社説明と募集書類 202204.15

70 株式会社ジャステック No2 東京都 求人票 学部、修士、博士 www.jastec.co.jp/特にない 会社説明と募集書類 202204.15

71 株式会社大気社 東京都 求人票 学部、修士、博士 //www.taikisha. 特にない 会社説明と募集書類 202204.18

72 熊本県職員（化学職） 熊本県 求人票 学部、修士、博士 特にない 会社説明と募集書類 参加申し込みフォーム 202204.22

https://www.snbl.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/0almdwm20o0qcl2/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%96%B0%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%A7%91%E5%AD%A61Day%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%97%E3%80%80%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aux7nos1tz5oooa/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%96%B0%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%A7%91%E5%AD%A6%E3%80%80%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%971day.pdf?dl=0
https://www.sony-semicon.co.jp/jobs/sck/
https://www.dropbox.com/s/w97d6h4j3k2kw9a/SONY%20%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.soc.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/2ra1ert3vsx7siw/%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%82%BB%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.nkc-j.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/l97nbeyb8220u48/%E4%B8%AD%E8%A5%BF%E9%87%91%E5%B1%9E%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.scsk-nearshore.co.jp/recruit/
https://www.dropbox.com/s/v062m0xe8bythcs/SCSK%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%BA%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.ut-g.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/orm0t2ut6zmayj8/UT%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
http://www.kao.co.jp/saiyo/graduates/index.html
https://www.dropbox.com/s/b7n3ckkaoimh9uw/%E8%8A%B1%E7%8E%8B%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.takuma.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/93yddp82eczyyqc/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%9E.pdf?dl=0
http://www.mmc.co.jp/recruit/index.html
https://www.dropbox.com/s/a07uzrw5ta18qjf/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E3%83%9E%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
http://www.shinetsu.co.jp/j/recruit/
https://www.dropbox.com/s/17vcxzmpjzccqqh/%E4%BF%A1%E8%B6%8A%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.maxell.co.jp/recruit/r_newgraduate.html
https://www.dropbox.com/s/z1aweg7xp9ll217/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%AB%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
http://www.toppan.co.jp/recruit/
https://www.dropbox.com/s/986irbiu6qhutcf/%E5%87%B8%E7%89%88%E5%8D%B0%E5%88%B7%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
http://www.unipres.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/472neijoowuvoii/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.santeku.co.jp/recruit/
https://www.dropbox.com/s/ioqo1zu2932lyg5/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%AF.pdf?dl=0
https://corporate.murata.com/ja-jp/group/izumomurata
https://www.dropbox.com/s/6qqw4vqqux8nzxp/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%87%BA%E9%9B%B2%E6%9D%91%E7%94%B0%E8%A3%BD%E4%BD%9C%E6%89%80.pdf?dl=0
https://corporate.murata.com/ja-jp/group/sabaemurata
https://www.dropbox.com/s/cdufhiph95zp8hm/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E9%AF%96%E6%B1%9F%E6%9D%91%E7%94%B0%E8%A3%BD%E4%BD%9C%E6%89%80.pdf?dl=0
https://www.jastec.co.jp/recruit/
https://www.dropbox.com/s/aby5vwbfmcomqmt/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF.pdf?dl=0
http://www.ios-co.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/0a6vj99cgu0ov2y/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3.pdf?dl=0
https://www.shinwart.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/01lcwb6vjy7aa2k/%E9%88%B4%E4%B8%8E%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%88%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.snk.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/wgqf834s5zcwwke/%E6%96%B0%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%A9%BA%E8%AA%BF%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%80%80No2.pdf?dl=0
http://www.n-e-r.com/
https://www.dropbox.com/s/pfc5xwtonsgqcxj/%E8%A5%BF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://job.mynavi.jp/23/pc/search/corp64752/outline.html
https://www.dropbox.com/s/oousrjfjoats0nc/%E6%B9%A7%E6%B0%B8%E8%A3%BD%E8%96%AC%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://job.mynavi.jp/23/pc/search/corp262319/outline.html
https://www.dropbox.com/s/ncyb254cdx232e3/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF.pdf?dl=0
https://www.alpsgiken.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/9u586y2l0sst2o2/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%97%E3%82%B9%E6%8A%80%E7%A0%94%20%283%E6%9C%88%EF%BC%89.pdf?dl=0
http://www.scsys.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/i986ynpo2gg9op6/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B5%E3%82%B6%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%BA.pdf?dl=0
https://www.sumitomo-chem.co.jp/recruit/
https://www.dropbox.com/s/5zldt5tli9bd08w/%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E5%8C%96%E5%AD%A6.pdf?dl=0
https://www.police.pref.fukuoka.jp/keimu/saiyou/test.html
https://www.dropbox.com/s/dsu559mj46ageyq/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%9C%AC%E9%83%A8%E5%88%91%E4%BA%8B%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8D%9C%E6%9F%BB%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80.pdf?dl=0
http://www.oita-canon.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/wragxldyrljohed/%E5%A4%A7%E5%88%86%E3%82%AD%E3%83%A4%E3%83%8E%E3%83%B3%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.mediajoho.com/
https://www.dropbox.com/s/njvi7i8lozhvlre/%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.pdf?dl=0
http://www.e-educe.com/
https://www.dropbox.com/s/d8q6oelk7vxbvpf/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%A8%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9.pdf?dl=0
https://www.alpsgiken.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/0hjj2lsxioriiaw/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%97%E3%82%B9%E6%8A%80%E7%A0%94%E3%80%80No3.pdf?dl=0
http://www.scsys.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/pizg9ccrzvnxrre/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B5%E3%82%B6%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%BA%E3%80%80No2.pdf?dl=0
https://www.jastec.co.jp/recruit/
https://www.dropbox.com/s/55w93r5po9lk6tv/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%80No2.pdf?dl=0
https://www.taikisha.co.jp/
https://www.dropbox.com/s/qlnlz4wutbivxy2/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%A4%A7%E6%B0%97%E7%A4%BE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dbve8iaehgx39al/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C%E8%81%B7%E5%93%A1%EF%BC%88%E5%8C%96%E5%AD%A6%E8%81%B7%EF%BC%89.pdf?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflsu1zKbfWfdWTfJi-S8AqTgmrySe5jAuh4WS-8s3_rrR5SQ/viewform?usp=sf_link


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 更新日

1 株式会社アルプス技研 神奈川 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（営業職・企画業務職）

推薦あり 2021/9/21 学部 修士

2 株式会社ジャステック 東京
東京、国内各営業
所または取引先の
事業所

システムエンジニア 推薦あり 2021/10/28 学部 修士

3 東邦チタニウム株式会社 神奈川
神奈川県茅ケ崎市、
福岡県北九州市、富
山県黒部市など

技術職：研究開発（チタン、触媒、化学品、新規事
業）、生産技術、設備技術、分析検査など

2021/11/17 学部 修士・博士

4 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 2021/11/22 学部 修士・博士

5 三井金属鉱業株式会社 東京 全国、海外
資源開発、金属製錬等、自社プラントの土木・建築
に関する設計、管理、保全

推薦あり 2021/12/7 学部 修士・博士

6 ブラザー工業株式会社 愛知
愛知県名古屋市お
よび近郊

技術系総合職（製品設計開発、研究開発、生産技
術、品質管理等）

推薦あり 2021/12/7 学部 修士

7 日鉄鉱業株式会社 東京 全国
技術系（資源開発職、プラントエンジニア職、研究
開発職、技術営業職）事務系（営業、経理、総務、
人事）

推薦あり（技術系） 2021/12/13 学部 修士

8 スタンレー電気株式会社 東京
東京、横浜、宇都宮
他全国営業・生産
拠点

研究開発、ランプシステム開発、ソフトウェア設計
ほか

2021/12/13 学部 修士・博士

9 太平洋セメント株式会社 東京 全国
総合職（事務系、技術系：研究開発、生産技術、資
源開発、海外業務等）　エリア職（関東支店および
国内各工場勤務：事務系、技術系）

推薦あり（技術系） 2021/12/13 学部 修士

10 デンカ株式会社 東京 全国
事務系総合職、技術系総合職（研究開発、製造、
エンジニアリング、品質管理等）

2021/12/13 学部 修士・博士

11 東洋紡株式会社 大阪 全国
技術系総合職（素材・プロセス：研究・開発・生産技
術・品質保証ほか）　事務系（環境・サスティナビリ
ティ：データ収集・分析）、営業、システム企画開発

推薦あり（技術系） 2021/12/14 学部 修士・博士

12 DOWAホールディングス株式会社 東京 全国・海外
技術系（研究開発、製造・生産技術開発、プラント
設計・保守、生産管理、品質管理）、事務系（企画、
営業、経理、人事、労務、総務、法務）

推薦あり（技術系） 2021/12/14 学部 修士

13 日特建設株式会社 東京 全国
一般土木、基礎工事、地質コンサルタント事業の技
術部門（工事管理、設計、技術研究・開発、工務事
務）および管理部門（経理事務、総務事務等）

推薦あり 2021/12/15 学部 修士

14 キオクシア株式会社 東京
東京、横浜、川崎、
四日市等

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
ほか

2021/12/20 学部 修士・博士

15 株式会社ダイヤコンサルタント 東京 全国
総合職（技術職：地質部門、物理探査部門、砂防
部門、防災部門、土木一般、土木設計）

2021/12/20 学部 修士

16 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（複数の職種に興味がある方向けのコース）、
技術職（構造物調査、環境コンサルタントほか）、営業職（イン
フラ・環境・メンテナンス等の企画提案ほか）

2021/12/24 学部 修士

17 株式会社守谷商会 東京 東京、大阪、名古屋
総合職（営業職：産業用機械の国内取引および輸
出入取引）

2022/1/4 学部 修士

18 トーテックアメニティ株式会社
東京、
愛知

全国
エンジニア（機械設計、電気・電子設計、組込み制
御、アプリケーション、ネットワークほか）、システム
提案営業、事務系総合職

推進あり 2022/1/14 学部 修士

19 住友大阪セメント株式会社 東京 全国
技術系総合職（生産管理、品質管理、設備・総合エ
ンジニアリング、研究開発、技術営業等）、事務系
総合職（営業、総務、法務、人事、企画、物流等）

推薦あり 2022/1/18 学部 修士・博士

20 SCSKニアショアシステムズ株式会社 東京
全国（※転勤なし、
鹿児島事業所あり）

プログラマ・システムエンジニア 推薦あり 2022/1/20 学部 修士

21 高砂熱学工業株式会社 東京 全国・海外
グローバル技術職、グローバル事務職
（施工管理・設計・研究開発・総務・人事・営業・DX
推進など）

2022/1/25 学部 修士・博士

22 東亜建設工業株式会社 東京 全国・海外
土木職、建築職（施工管理）、建築職（意匠設計・
設備設計）、機械職、電気職、事務職

推薦あり（技術系） 2022/2/3 学部 修士

23 三菱マテリアル株式会社 東京 全国・海外
基礎研究、分析・評価、製品開発（材料開発、設計
開発等）、製造、生産技術、工程管理、プロセス設
計ほか

推薦あり 2022/2/7 学部 修士・博士

24 株式会社出雲村田製作所 島根
本社（島根）ほか全
国各事業所・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、情報システムなど

2022/2/14 学部 修士

問合先：就職担当教員（　冨安卓滋　）

対象学生
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25 株式会社サンテク 福岡 福岡市、関東地区
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

2022/2/16 学部 修士

26 シビックアーツコンサルタント株式会社 福岡 本社（福岡市） 技術職（土木一般設計） 学部・学科指定 2022/2/17 学部 修士

27 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：国内外の社会資本整備事業にお
いて、調査、企画、立案、計画、設計および施工管
理業務を行う。）

2022/2/28 学部 修士

28 株式会社フォーラムエイト 東京
全国・海外（上海、
青島、台湾、ベトナ
ム）・在宅

技術系（ソフトウェア開発、システムエンジニア、
CG・VRクリエイター、インストラクターほか）営業・
事務系

2022/3/9 学部 修士

29 株式会社トプコン 東京
主に本社（東京都板橋
区）、将来的に海外赴任
の可能性もあり

アプリケーションソフトウェア開発、SE／プログラ
マー、研究開発・設計、生産技術、社内SE、品質保
証（テストエンジニア）、知的財産など

推薦あり（各専攻、学
科で１名）

2022/3/10 学部 修士

30 住友化学株式会社 東京
東京、千葉、大阪、
兵庫、愛媛、大分、
青森、茨城など

技術系（生産管理・技術、エンジニアリング、レスポ
ンシブルケア、実験技術・システム）事務系（営業、
経理、総務、人事、情報技術・システムなど）

2022/3/14 学部 修士

31 株式会社リーテック 大阪
大阪本社または各
現場

技術系総合職（建築施工管理職・構造設計職・建
築積算職）

2022/4/15 学部 修士

32 株式会社クレスソフト 東京
東京、埼玉、神奈
川、千葉

システムエンジニア（ビジネス系および制御系ソフト
ウェアの設計、開発を中心としたコンピュータ関連
事業）

2022/4/22 学部 修士

対象学生
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