
情報処理･
ソフトウエア



神大OB・OG 多数在籍
多くの神戸大学卒業生が在籍。
全国のお客様に向けて
ソリューションを提供しています。

ICTで未来を創る
『未来共創』をスローガンに、AI技術も活用し、
社会の安心・快適をICTで支えています。
鉄道インフラはもちろんのこと、
医療、インターネット関連、産業制御システムと
幅広い分野のシステムを開発しています。

充実した教育制度
入社後3カ月間の集合研修でIT知識を学び、
配属後は年齢の近いOJTリーダーのもとで、
実務を通して技術や業務の理解を深めます。

本日、神大OB・OGが
説明いたします！

マイページの登録はこちら！

会社説明会の予約受付中☆



通信関連



日本電信電話（NTT研究所）
【事業内容】
NTTグループ全体の経営戦略の
策定および基盤的研究開発の推進

【募集職種】
研究開発（R&D）職
※事務職・共通職の採用は実施しておりません

【募集学科】
全学部・全学科
※研究・開発職のみを募集しているため、
理系が中心ですが、文系からも採用しており、
全学部・全学科が採用対象です。

【応募方法】
当社採用HP（https://www.ntt.co.jp/saiyo/）
よりプレエントリーを行ってください。

https://www.ntt.co.jp/saiyo/


ＮＴＴコミュニケーションズグループ

私たちは、クラウド、ネットワーク、セキュリティといったサービスを強みとして、そ
こに独自のIoT、ビックデータ、AI、などの先進的なICT技術を組み合わせること
で、世界中のお客さまに「ICTソリューション」と「グローバルシームレスサービス」
を提供しています。
暮らしや産業、社会が求めている新しいつながりを生み出すことで、世界中のビ
ジネスを支える常識をつくるとともに、過去の常識を壊して、 「今」を生み出して
きたNTTコミュニケーションズだからこそできる挑戦があります。
世界中のビジネスを支える常識をつくるとともに、過去の常識を壊して、ICTの力
で、世界の「常識」を作りませんか？



エネルギー



大阪ガス

▼ゴーゴンLNGプロジェクト（オーストラリア）

受け継がれる「進取の気性」
大阪ガスには創業以来、脈々と受け継がれている「進取の気性」
があります。自ら変わり、境界を越え、やり遂げる意思と実力を持
つことが、仕事を通じた人間的成長、大阪ガスの発展、何よりお客
さまや社会をより元気にすることにつながると信じています。

国内エネルギー事業、エリア拡大中！
大阪ガスは単に「大阪」で「ガス」を供給する会社、ではありません。
電力・ガスシステム改革をチャンスと捉え、これまで培ってきたノウ
ハウを活用し、国内外においてエネルギー事業エリアを拡大して

います。

マルチエネルギー×グローバルビジネス、拡大中！
中でも、今後エネルギー需要が高まると予測されている海外市場
での事業拡大を目指しています。現在は6か所の海外拠点を中心
に、資源開発、LNGトレーディング、エネルギー供給等幅広い海外

エネルギー事業を手掛けています。

Beyond 大阪ガスは超えてきた
大阪ガスは超え続ける

▼ガスホルダー



ＪＸＴＧエネルギー株式会社

人々の生活を支える
総合エネルギー企業

「地球の力を、社会の力に、そして
人々の暮らしの力に。」を使命とし、
日々社会を根幹から支えるエネル
ギーを供給しているＪＸＴＧエネルギー。
総合エネルギー企業として、石油にと
どまらず、電気、石炭、天然ガス、化
学品など、多岐にわたる事業を通じて、
社会の発展と活力ある未来づくりに貢
献しています。



化学･素材



旭化成
｢昨日まで世界になかったものを｡｣

｢超多角経営｣が他社に真似できない技術融合を
生み､No.1＆Only1の高付加価値製品を継続創出

自由闊達で若手の裁量権が大きい社風

年齢や立場も関係なく｢想い｣と｢アイディア｣
をぶつけて生まれる技術の｢シナジー効果｣

研究開発･設備開発･建設･保全･解析･ICTを
自社で完結。多様な専門性の技術者集団。

周囲を巻き込み、アイディアと想いを形にする。
それが旭化成での働き方

《今回の主題》

「化学」の印象が強い弊社。実は化学以外
の部分に知られざる意外な面白さが多数
隠れている。今回は「なぜ機械系の自分
が旭化成を選んだのか」を主軸として弊社
のOnly1で不思議な魅力をお伝えできれば
と思います。

こちらから
ｴﾝﾄﾘ可能！



サンスターグループ
世界の人々の健康の増進と生活文化の向上に
寄与する製品とサービスを提供するために、
消費財事業、生産財事業を展開しています。
■消費財事業
オーラルケア製品、化粧品、健康食品など、
生活者向けの製品やサービスを扱う事業
■生産財事業
自動二輪、自動車などの金属部品、
自動車や建築物、電子部品などに使う
接着剤・シーリング材など、工業製品を扱う事業

消費財事業 生産財事業



豊かな明日を支える創造的ハイブリッド・ケミストリー

石油化学部門

ｴﾈﾙｷﾞｰ・機能材料部門

情報電子化学部門

健康・農業関連
事業部門

医薬品部門

合成樹脂（ポリエチレン、
ポリプロピレン、メタクリル
樹脂）、工業薬品 等

アルミナ、合成ゴム
ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池部材、
ｽｰﾊﾟｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 等

光学製品、半導体材料、
電子材料、
化合物半導体材料、等

農薬、家庭用殺虫剤、
飼料添加物、化学肥料、等

医療用医薬品、
放射性診断薬、等

◎募集職種
＜技術系＞
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

＜事務系＞
国内営業、海外営業、経営企画、事業企画、生産企画、
経理、財務、総務、人事、IR・広報、CSR、購買、物流など



積水化学グループ
CMでお馴染みの住宅「セキスイハイ
ム」から、インフラ整備や水環境づくり、
さらに自動車・IT関連の製品まで、幅
広い事業を展開し、世界の人々のくら
しや地球環境の向上に貢献していま
す。

“SHIFT” (経営基盤の強化と融合
（Fusion）による新たな価値の創出)と、
“3S精神” (Service・Speed・
Superiority)で新しい世界を創造し、
100年経っても存在感のある企業グ
ループを目指します。

世界にまた新しい世界を。
― A new frontier, a new lifestyle.



ＤＩＣ株式会社
【事業内容】
有機顔料、合成樹脂、各種インキ、液晶材料、機能性
コンパウンド、多層フィルム等の研究開発、製造、販売

【会社概要】

創業 １９０８年２月１５日

株式 東証１部上場

資本金 ９６６億円

連結業績

売上高：8,055億円

営業利益：484億円（２０１８年度）

従業員数（18年12月時点）

3,290人（単独） 、20,620人（連結）

平均年齢：42.4歳（男性 42.5歳、女性 41.9歳）

平均勤続年数：18.6年（男性 18.4年、女性 19.7年）



帝人㈱
◆事業内容
高機能繊維・複合材料、電子材料・
化成品、ヘルスケア、繊維製品・流通、
ITなど多岐にわたる事業をグローバルに
展開しています。

◆募集職種
・営業（マテリアル・ヘルスケア）
・スタッフ （人事・経理・購買・法務）
・研究開発（医材・素材・医薬品）
・エンジニア（医療機器・設備製品）

◆メッセージ
未来を変える。化学で変える。これまで
想像したこともなかった自分に会いに行
きませんか。テイジンと一緒に。



東洋紡株式会社
東洋紡は創立１３０年を超える、素材・
化学メーカーです。
その歴史の中で培われた技術や文化
を大切にしながら、「新」の創造に挑み
続けてきました。
培ってきた技術力をもとに、現在はフィ
ルム・機能樹脂事業、産業マテリアル
事業、ヘルスケア事業、衣料繊維事
業で、幅広く人々の暮らしに関わる製
品を生み出し社会に貢献しています。
私たちはの目指す姿は、「環境、ヘル
スケア、高機能で、社会に貢献する価
値を創りつづけるカテゴリー・トップ企
業」。当社で長年培われてきたものと
皆さんの新しい力を融合させ、東洋紡
と社会を進化させる化学反応を起こし
ましょう！



日本ペイントホールディングス株式会社

皆さんが住むこの色鮮やかな世界、
実は「塗料」によって彩られています。
私たちの塗料は、自動車や建物、家
電など、皆さんの身の回りのあらゆ
るモノを保護しながら美しく彩ってい
ます。さらに「遮熱性」などの特別な
機能をモノに付与し、省エネや環境
保全にも重要な役割を果たしていま
す。
また、塗料以外のファインケミカル分
野にも積極的に挑み、塗料及び非
塗料の幅広い事業を世界中に展開
しています。
毎日の暮らしに溶け込み社会を支
える、それが私たちの仕事です。



バンドー化学株式会社
社名に化学とつきますが、
機械・電子・電気系大募集！

ゴム・樹脂・ウレタン製品製造
自動車用部品、コンベヤベルト、複
写機内の部品、樹脂フィルム、ナノ
粒子関連製品など

募集職種
・技術職（機械系、電気・電子系）

生産技術、設備開発、製品開発
・技術職（化学系）

材料設計、研究開発
・営業職（全学部・全学科）

法人向け国内・海外営業



電子･電気



EIZO株式会社
【ポイント①】
医療現場や映像制作、航空管制など
性能・品質が求められる市場で
活躍する映像ソリューションを提供。

【ポイント②】
製品の企画～開発～生産まで
Made in Japanにこだわった品質力で
グローバルに事業を展開。

【ポイント③】
今後は従来からの強み：表示に加え、
「撮影」～「記録・配信」～「表示」までを
包括した映像ソリューションを提案。

私たちはこれからも
「生活を豊かにする映像」を

提供していきます！

命を預かる現場で

確かな色表示で
作品の質を向上！

金融の最前線でも

鉄道の安全運行
を支える



キヤノン電子管デバイス

X線管 電力管

X線ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨﾃｸﾀ

• キヤノン電子管デバイス株式会
社は、２０１５年に創業１００周年を
迎えました。１９１５年にＸ線管を日
本で初めて製品化して以来、１世
紀にわたり、最先端の性能と高い
信頼性のある電子管・電子デバイ
スを提供し続けてきました。

• 私たちは、医用診断・治療、食品
等検査、航空管制、発電所や大型
加速器の研究分野などで活躍する
システムのキーコンポーネントを創
造、提供することを通して、社会の
要請に積極果敢に応え続けていま
す。

• 自分が開発した製品が人々や社
会の役に立ち、世界を変えていくこ
とを実感できます。

• 是非ブースにおいでください。



京セラ株式会社
京セラは創業以来持ち続けている
「ものづくりに懸ける熱い思い」と
「挑戦する姿勢」で、素材から部品、
ﾃﾞﾊﾞｲｽ機器、ｼｽﾃﾑ・ｻｰﾋﾞｽまで、多
角的に事業を展開しています。

現在では、連結売上高1兆6,000億
円を超えるグローバル企業へと成
長し、世界30カ国以上に286のグ
ループ会社を有しています。

更なる成長を目指す京セラで、
あなたの夢を実現してください。



村田製作所
世界中の様々なメーカーに「最先端」を提供
するのが村田製作所の事業。

ファンクショナルセラミックスをベースに、パソ
コンやスマートフォン、クルマ等に使われる電
子デバイスの研究開発・生産・販売を行って
います。

より高性能で高機能な部品の提供により、新
たな電子機器の実現に貢献しています。

未来の「便利」や「快適」を私たちが作ってい
ると言っても過言ではありません。
私たちが作り出す小さな部品は約90%が海
外市場での売上げです。そのため海外には
約70もの生産・販売拠点があり、仕事もグ
ローバル。
B to Bということもあり、一般にはあまり知ら
れていないですが、実は世界市場において
多くの商品で圧倒的なトップシェアを誇ってい
ます。
スローガンはInnovator in Electronics!



ルネサスエレクトロニクス

私たちルネサスは、世界中の企業に
半導体ソリューションを提供する、
世界有数の半導体専業メーカーです。
日立製作所、三菱電機、NECを起源
とし、米国のIntersil社、IDT社がル
ネサスの一員に加わった事で、様々
なバックグラウンドを持ったエンジ
ニアが世界各地で働いています。
自動車、産業、インフラ、IoTを集中
領域としており、とりわけ自動車向
け半導体では世界トップレベル、中
でもマイコン（MCU）分野では自動
車はもとより 産業分野でも世界最高
峰のシェアを誇ります。
ルネサスは先進的な半導体ソリュー
ションにより、あらゆる場所にイン
テリジェンスを組み込むことで、コ
ネクテッドワールドを推し進め、安
心・安全で快適な世界を実現します。

会 社 概 要



ゴム･硝子･
セメント



住友大阪セメント(株)
創立１１０周年、

住友グループの素材メーカーです。

社会インフラや街づくりに欠かせない

セメント。

セメントメーカーが原燃料として

産業廃棄物を大量に

受け入れていることをご存知ですか？

セメントという素材は、

暮らしを支えると同時に

環境への負荷をできる限り低減する

“循環型社会”の構築にも、

大きく貢献しています。



日本板硝子株式会社
◆社長を筆頭に神戸大出身者が
会社の中で最多

◆世界100ヵ国以上で販売、約30ヵ国で
製造しているグローバルカンパニー

◆建築、自動車から、太陽光発電、ス
マートフォン、果ては化粧品にまで…
高付加価値製品を多数供給

◆「VA+Growth」をテーマとして、
新規事業を積極的に展開

◆実は住友の一員

◆とても働きやすい会社です
※『プラチナくるみん』取得企業→



神戸市に本社・研究拠点を
置く工業用ベルトメーカーです。

当社の製品は普段の生活で
目にするような物ではありま
せんが、自動車をはじめプリ
ンター・洗濯機・掃除機・自動
ドア・工作機械・医療機械など
あらゆる機械の駆動を支えて
います。

また、新規事業として金属ナ
ノペーストや塗料などの開発
にも取り組んでおり、近年採
用が広がっています。



印刷･
パッケージ



凸版印刷株式会社
【業種】 総合印刷業

【事業内容】
情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ事業（ｾｷｭｱ/ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ/ｺﾝﾃﾝﾂ）
生活・産業事業（ﾊﾟｯｹｰｼﾞ/建装材/高機能・ｴﾈﾙｷﾞｰ関連）
ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ事業（ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ関連/半導体関連）
【募集職種】
研究開発、商品開発、生産技術、設備技術、品質保
証、情報処理、ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ、生産ｼｽﾃﾑ開発など

【凸版印刷ってどんな会社？】
ﾄｯﾊﾟﾝは、印刷事業だけの会社ではありません。
・「美しさ」の再現を追及し続ける「知」と「技」が、
ﾅﾉ ｵｰﾀﾞｰの電子機器部品に活かされているのをご
存知ですか。
・食品の賞味期限を伸ばすのに、薄膜形成技術が活
かされているのをご存知ですか。
・ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞやｷｬｯｼｭｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞは、印刷会社から
直接、皆さんに届けられているのをご存知ですか。
皆さんの生活のあらゆるｼｰﾝにﾄｯﾊﾟﾝの提供する
「作品」が隠されていることを知っていただきたいと思
います。

セキュア マーケティング

コンテンツ パッケージ

建装材 エレクトロニクス



建設･住宅･
不動産



株式会社大林組
総合建設業

世界トップクラスの技術力と強固な財
務基盤を誇り、１２０年を超え建設業
界をリードしてきた、歴史ある会社で
す。

【事業内容】
国内外建設工事、地域開発・都市開
発・海洋開発・環境整備・その他建設
に関する事業、及びこれらに関するエ
ンジニアリング・マネージメント・コンサ
ルティング業務の受託、不動産事業
ほか



『建設というものづくりを通して
安心、安全で快適な社会を実現する』

この使命を果たすべく、建設事業を通して産業・
経済の発展に貢献しています。

造る建造物は一つとして同じものが無く、また世
の中に残り続けるものであり、そのためすべての仕
事が一生に一度の大仕事です。
これを支えるのは高い技術力と幅広い人材によ
る「総合力」で、常に時代を先取りする「進取の
精神」を受け継ぎ、技術で未来に挑戦し続け、
新たな時代を切り開いています。

さぁ、これからの100年を一緒につくりませんか!

社 名：鹿島建設株式会社

創 業：天保11（1840）年 創業より180年

社 長：押味 至一

従業員数：7,783名

本 社：東京都港区元赤坂1-3-1

事業内容：建設事業、開発事業、設計・エンジニアリング事業ほか

募集職種：事務系 技術系



【事業概要】
■国内外建設事業
（建築・土木・設備等建設工事の請負）
■ＰＦＩ事業、都市開発等
■建築プロセス・情報等に関する
エンジニアリング事業
■上記に関する調査・企画・研究・設計・
マネジメント及びコンサルティング等

【求める人物像】
主体的に中心となり課題を解決し，多様性を
受容しコミュニケーション良く推進する人材

当社が造るのは単なる構造物ではなく，
豊かな社会と人々の未来。ものづくりへの
情熱あふれる皆さんをお待ちしています！

清水建設



フルオーダーメイドの木造住宅から大規模木造建築物まで
「木と言えば」「木造と言えば」住友林業です！

上記写真はすべて住友林業の施工例です。



株式会社竹中工務店
竹中工務店は建設業を代表する

リーディングカンパニーとして、多くの建
築物を創造し、世に遺してきました。

代表的な建築物にあべのハルカスや東
京タワーをはじめ海外でも数多くのプロ
ジェクトに挑戦しています。

建設業の仕事には一つとして同じもの
はありません。我々は携わった建物を
「作品」と呼ぶほど、ものづくりに対して
強いこだわりを持っています。

我々と共に、「世界に一つの作品を創り
たい」という熱い想いを持った方をお待
ちしています！



日本国土開発株式会社



製造業(機械)



オークマ株式会社

航空・宇宙から生活用品産業に至る迄様々な産業発展に貢献

工作機械、数値制御装置、サーボモータ・位置検出器・ソフトウェアの開発・製造、販売

■切削型工作機械国内受注シェアNo.1※受注データ公開企業の内

■日本経済の指標となる
日経平均株価 『日経225』構成銘柄

信頼のブランド”OKUMA”

工作機械は機械をつくるための機械といわれ、ものづくりに必要不可欠

な産業基盤として世界各国の幅広い産業の発展に貢献しています。

業界屈指の研究・開発力

■特許・実用新案登録件数No.1 ~切削型工作機械専業メーカー~

精密制御に不可欠なコア技術をゼロから自社開発

工作機械は勿論、機械を制御する数値制御（CNC）装置、

モータ、サーボドライブユニット、センサなど、電気・情報

技術までを自社開発する機電一体の工作機械メーカーです。

AI搭載CNC装置「OSP-P300A」

世界で初めてAI(人工知能)診断技術を搭載。AIを使用した

主軸軸受とボールねじの診断を実施し、予防保全による機械

可動率を向上しています。

AI診断 ダウンタイム短縮

世界初

工作機械に内蔵する
ロボットシステムを開発。
機械加工中に、従来人手が必要
であった作業をロボットが代行。

〈TOPIC〉次世代ロボットシステム ARMROID

CNC装置にて
操作可能 診断結果と異常度合いの表示

主軸



株式会社クボタ
求ム、世界の開拓者！

食料・水・環境分野で世界の課題解決をすること。これが我々の使命です。
多くのOBOGが活躍しているこの会社で一緒にチャレンジしませんか？！

事業内容：

農業機械・建設機械・
産業用エンジン
水・環境システム・社会インフラ
などの分野における
製品の研究開発・製造
および販売



SCREENホールディングス(旧:大日本スクリーン製造)

【事業内容】
半導体機器事業
産業用印刷機器事業
ディスプレー製造装置および成膜装置事業
プリント基板関連機器事業
ICTソリューション事業
ライフサイエンス関連機器事業 など

SCREENグループは、半導体・ディスプ
レー製造装置や印刷関連機器など、さまざ
まな分野で世界No.1を獲得してきました。
今後も次世代を見据えた新エネルギーやラ
イフサイエンスなどの分野で「次の世界
No.1」へ挑戦を続けていきます。
次世代を担う皆さんには、「自分で道を切
り拓く力」「周囲に変化をもたらす力」を
発揮し活躍していただくことを期待してい
ます。

SCREENで「次の世界No.1」を目指して挑
戦してみませんか。

京都市上京区本社

東証一部上場（日経225指定銘柄）
（JPX400指定銘柄）

株式

3,642億円（2019年3月期）売上高

6,099名（2019年3月）従業員数



当社は、一般産業機械から
最先端の精密機器、さらに建
設機械、船舶、環境・プラント
を事業領域とした総合機械
メーカーです。

確かな技術に支えられた当社
の製品は世界の求められる市
場に広まり、家庭、病院、エレ
ベーター、エスカレーターなどの
生活シーンや自動車工場、半
導体工場、造船所などの産業
活動シーンで活躍しています。



株式会社 田邊空気機械製作所
「深海から陸と宇宙まで」をコンセプ
トに、幅広い分野で活躍するコンプ
レッサーの総合メーカーです。

特に船舶用エンジン起動用コンプ
レッサーにおける市場占有率は世
界で２０％以上、加圧式小型ＬＰＧ船
向け荷役用圧縮機においては、世
界シェアＮＯ.１！

モノづくりが好きな方、様々なことに
挑戦したい方、一度説明を聞いてみ
ませんか？



日立建機(株)

日立建機は総合建設機械メーカーの一社として、独自の先進技術で世界を
リードする海外売上比率が約８割のグローバルカンパニーです！
世界中で製造・販売・サービスを行い、お客様を総合的にサポートしています。

【業種】 製造（機械メーカー）

【事業内容】

建設機械・運搬機械及び環境関連製品等

の製造・販売・レンタル・アフターサービス

【募集職種】

（技術系）

研究・開発設計・生産技術・品質保証・

サービスエンジニア 等

（事務系）

海外営業・部品企画・資材調達・生産管理・

経理財務・法務・人事 等



フジテック株式会社

フジテックは、エレベータ・エスカレータ
の開発から改修に至るまで、業界でも
稀な自社一貫でフルラインサービスを
提供する昇降機の総合メーカーです。

私たちの製品は駅、オフィス、学校、マ
ンション、商業施設など、皆さんの身
近な場所で活躍をしています。

"当たり前のものをより安全に“

ひとつ上の品質、一歩先を行く先進技
術で、社会の発展を支える商品を目
指しています。



1912年に創業したヤンマーは、1933年、世界で初めてディーゼルエンジンの小型・実用
化に成功。「農家の方たちを楽にしてさしあげたい」という創業者・山岡孫吉の思いのもと、
農作業の負担を劇的に減らすなど、100年間、世界最先端のテクノロジーで新たな価値を
生みつづけてきました。人々のくらしを豊かにする革新。それこそがヤンマーのDNAであり、そ
の事業フィールドは、農業からマリンインダストリー、建設機械、さらにはエネルギーへと広がり、
今では世界中の国々に展開しています。

【業種】 メーカー（機械）
【事業内容】 農機、建機、空調・発電システム、エン
ジン等の研究・開発・製造・販売
【募集職種】
■技術系／研究、開発（設計・試験）、開発（エレ
クトロニクス・制御）、生産技術、品質管理、サービス
営業、情報システム、購買ほか
■事務系／企画、営業、経理・財務、生産管理、購
買、人事・総務、広報・宣伝、法務ほか
【採用対象学部】
機械、電気・電子、金属・材料、航空宇宙、化学ほか



電機･機械



ダイキン工業株式会社
ダイキンをあらわすキーワード

＊創業1924年／90年の歴史

＊人を基軸におく経営

＊空調機器と冷媒の両方を手がける
総合空調メーカー

＊グローバル生産拠点100か所以上

＊全社売上高2兆円以上

＊従業員7万5千人超

＊事業展開150カ国以上

＊海外売上高比率76％

欧州向けルームエアコン
「UX-Ⅱシリーズ」

店舗・オフィスエアコン（スカイエア）
「 FIVE STAR ZEAS 」

海上コンテナ用冷凍装置

屋外用エアコン「アウタータワー」



精密機械



株式会社リコー
リコーは世界約200の
国と地域に展開する精
密機器メーカーです。
モノづくりに興味のある
方や、文理を問わず、
グローバルに活躍した
い方、様々な業界の企
業と関わる仕事に興味
のある方、ぜひお越しく
ださい！



プラントエン
ジニアリング



日立造船 株式会社
私達は、技術と誠意で社会に役立つ価値

を創造し、豊かな未来に貢献します。

★造船業ではありません。世界
の水・エネルギー問題に挑んでい
ます。

若手が活躍できるフィールドが整って
います。詳しくはブースにて！

■多彩な事業

(環境、機械、インフラ・防災 )

■スケールの大きな

製品・プロジェクト

■日本初、世界一の

ごみ焼却発電

■人と地球のための

技術をこれからも
舞洲工場 (大阪府)



食品･
農産業



株式会社 サカタのタネ
• 世界中で食べられるブロッコリー

3つに２つはサカタのタネから
作られています

• 野菜・花の品種改良技術を用いて

世界種子シェア国内トップ、世界６位

• 世界170カ国へ販売。東証1部上場

• 人口増加、世界的な健康長寿志向
で今後も持続的にマーケット拡大

• 地球温暖化の対策にも、品種改良
技術・種苗生産技術で応えます

• 食品業界(食品工業/中食/外食)とも
関連深く種苗業は川上に位置

• 「花は心の栄養、野菜は体の栄養」

世界に栄養と笑顔を届けます

He l l o
タ ネ も 仕 掛 け も
お 話 す る よ ！



コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社

「コカ･コーラ」をはじめ、「ジョージア」、
「アクエリアス」、「綾鷹」、「い・ろ・は・す」
など、みなさんの馴染みのある清涼飲
料を製造、販売をしている企業です。日
本の約9割以上を占める巨大なマーケッ
トが私たちの事業エリアです。そんな広
域な販売エリアを持つ私達だからこそ、
地域に密着して働きたいあなたにも、グ
ルーバルに活躍したいあなたにも活動
のフィールドを用意することができます。
世界第3位の売上高を誇るアジア最大
規模のコカ･コーラボトラーから「ハッ
ピー」を提供しましょう。



一般財団法人日本食品分析センター
1957年設立以来，中立・公正な第
三者機関として，食品のみならず，
医薬品,医療機器,飼料,肥料,飲料水,
包装資材,家庭用品,化成品さらには
環境水･土壌等の多様な試験試料
について，国内外の様々なお客様
の要望にしたがい分析試験を実施
しています。
これからも私たちの分析試験結果
が社会的に重要な意味を持つことを
認識し，日本食品分析センターの試
験報告書が国内はもとより世界中
の国で，信頼の証として受け入れら
れるよう日々研鑽を積んでいきます。
皆さんも分析のスペシャリストとなり，
私たちと一緒に分析を通じて社会に
貢献してみませんか？



鉄鋼



日本製鉄株式会社

世界の当たり前をつくる。

当社は【生産量世界トップクラス、国内１位】の鉄鋼メーカーです。

自動車、家電製品からインフラまで、あらゆる産業への素材提供を通
じ、世界の人々の暮らしを豊かにすることに貢献しています。



運輸･
不動産



近鉄グループホールディングス株式会社

大阪から奈良・京都・三重・愛知を結
ぶ鉄道をはじめ、運輸、観光・レジャー、
不動産、流通、ホテル、文化・スポー
ツなど、幅広い生活関連事業を展開し、
人々の暮らしに、街に、新たな喜びと
豊かさを提供しています。

わたしたちの根底に流れるのは、『「い
つも」を支え、「いつも以上」を創りま
す。』という想い。その想いを胸に、約
150にも上る近鉄グループ各社の力を
集結し、その総合力の拡充を図ってい
ます。


