
情報処理･
ソフトウエア



（株）NTTデータ
NTTデータは、日本最大の専業システム
インテグレータとして、電子マネーのシステム、
自治体の防災システム、企業の情報シス
テムなど、社会を根幹から支える多くの「し
くみ」を提供し続けています。しかし、いまや
当社は単なるシステムインテグレータにはと
どまらず、多くのお客様から、「IT」を用いて
お客様とともに変革を構想し、実現する
「パートナー」として期待されています。社
会やビジネスに新しい価値を創造し、お客
様の期待に応えていくことを通じて新しい
「未来」を創り出していくことが私たちの役
割です。

私たちは、お客様の信頼されるパートナーとして、ともに未来を描き、
その未来を実現することで、より良い「今」を創りつづけていく。

IT業界
10年連続No.1

2020年卒



京セラコミュニケーションシステム株式会社
（略してＫＣＣＳ）は京セラとKDDIのグループ
会社として以下の４つの事業を展開しています。

「ICT」、「通信エンジニアリング」
「環境エネルギーエンジニアリング」
「経営コンサルティング」

それぞれを高いレベルで提供するとともに、
各事業のシナジーにより、IoTに関するサービス
や環境とICTを組み合わせたサービス等、
新たな事業領域を創出している会社です。

当社は、

期待より早く。期待より深く。期待より新しく。
という思いとともに、国内外を問わずお客様企業
の飛躍と社会の発展に寄与しています！

皆さんと
お会いできるのを楽しみにしています！！



通信関連



ＫＤＤＩ株式会社
○業種

電気通信事業

○事業内容

通信サービスを軸
に、”通信とライフデ
ザインの融合”による
新しい価値提案を進
めるため、 幅広い事
業を展開しています。

○募集職種

総合職

○学生の皆さんへ

私たちと、新しい未
来を創造しましょう！



エネルギー



岩谷産業
岩谷産業ではLPガス、カセットこんろ
を中心としたエネルギー事業と、水素
などの創業以来の産業ガス事業を基幹
として、それらから派生した機械、溶材、
電子機器、マテリアル、食品など幅広い
分野で事業展開を図っています。

それに加えて日本に初めて導入した
「LPガス」や次世代エネルギーとしての
「水素」に続く、“未来に必要となるも
の”を常に追い求める、情熱と挑戦心
をもった社員が働いています！

エネルギー、インフラ、商社のキーワー
ドに興味のある方今はまだない方も是
非一緒にエネルギー業界のパイオニア
として働きましょう！



人々の生活や経済活動を根底から支える
エネルギーというサービスを提供する誇りと、

技術を磨き続け、
新たなサービス、高品質なサービスを
お客さまに提供したいという挑戦心。

それが関西電力の武器です。

それぞれの役割を担った社員一人ひとりが、
チームワークによって、社会へエネルギーを届けています。

エネルギー事業は、

くらしや産業活動を支える、

非常にやり甲斐のある事業です。

自己変革し続け、

エネルギー新時代を一緒に切り開いていきましょう！



化学･素材



花王株式会社
◆科学と技術の融合による、革新的な
商品の創出

花王の事業の原点である油脂科学・界面科学を
はじめとした広範な科学研究に生産技術を統合
し、そこに情緒的価値を加え、かつ品質や安全
性・環境適合性評価研究を組み合わせることに
より、“よきモノづくり”を追求しています。
価値ある商品は、決して単独の科学・技術だけ
では生まれません。既存の学問の枠組みを越えた
多様な業際・学際的な取り組みの中で、次代を
開く新しい研究開発の切り口を追求しています。

SDGsを念頭に置いたESG活動*の強化

など、新しいチャレンジを通して「自ら変
わり」を実践してまいります



株式会社カネカ
【業種】 化学
【事業内容】
Material/Quality of Life/Health Care/Nutrition の
4つの領域で価値あるソリューションを提供する。
【募集職種】
（技術系）研究、生産技術研究、エンジニア、

製造技術、技術営業、事業開発 等
（事務系）営業、管理、業務、企画、経理・財務、

法務、人事 等
【カネカってどんな会社？】
～カガクでネガイをカナエル会社～

カガクで世界の人々の人生と環境の進化に貢献
し、価値あるソリューションをグローバルに提供
します。
【問合せ先】
株式会社カネカ
人事部採用教育グループ採用チーム
saiyo@kaneka.co.jp
TEL06-6226-5027



■主力商品はLED、半導体レーザー（LD）、リチウムイオン電池（LiB）材料
■装置メーカーでは作れない独自装置を開発
■年間休日125日、有給取得率平均86％(2018年実績)、

10日以上の長期休暇で仕事とプライベートも充実！

光半導体で世界をリードするNICHIA。
一人ひとりの能力を最大限に引き出す自由で風通しの良い社風、そこから生まれるアイデアを大切にし、今後も
光とエネルギー分野で新たな価値を創造します。

Ever Researching for a Brighter World

～より明るい世界のために限りなき研究を～

日亜化学工業株式会社



株式会社ネオス
当社の技術職は【化学の力を使って
新しい〇〇を生み出す技術開発職】
です。

600種類もの切削油剤や剥離剤、離
型剤などの工業用化学薬品を生み出
し、モノづくりに貢献しています。

歴史ある会社ですが、若手に大きな
裁量を任せ、実験の進め方は研究者
個々人が考え・実践しています。

自律した個人としてチームで協力し合
い、技術体系の確立や、新製品の上
市に日々取り組んでおります



ゴム･硝子･
セメント



株式会社ブリヂストン

当社はタイヤ業界において世界No.1のシェア
を堅守する日本屈指のグローバル企業です。
タイヤは車両と地面が唯一接するキーパーツ
で、様々な材料を複雑に組み合わせてできる
「複合材料の圧力容器」です。また、各種自
動車部品やシートパッドなどの多角化も手掛
け、最近ではIT/センシング技術を組み合わ
せたソリューション事業も展開しています。世
界一を志す場所で、ともに「更に上」を目指し
て日々挑戦していける方、お待ちしています。

世界シェアNO.1 グローバル企業

化学・金属・材料系

機械系

物理系

電気・電子・情報系
募集専攻



ゲーム
メーカー



コナミグループ
KONAMIは1969年の創業以来、

挑戦を積み重ねることで、

コンテンツやビジネスにおいて

革新的創造を生み出してきました。

今後も世界中に広がる

無限の可能性に挑戦します。

「何かを創造したい！挑戦したい！」

という熱い想いをお持ちの方、

新しいエンタメの世界を創りましょう！



商社



伊藤忠商事㈱
• 1858年に麻布の行商で創業した
ことに始まり、現在は世界63ヶ国
に約120の拠点を持つ大手総合商
社として、各分野において国内の
輸出入及び三国間取引を行うほか、
国内外における事業投資など、幅
広いビジネスを展開しています。

• 現在、次々と起こる技術革新や
人々の価値観と生活環境の変化
に伴い、従来のビジネスを拡大・進
化させると同時に、新規の次世代
ビジネスを積極的に開拓すること
をテーマとしています。「第4次産業
革命」に機敏に対応し、「次世代
“商い”」を実現するとともに、「次
世代“働き方”」を目指す働き方改
革・健康経営の先進企業として総
合商社の新たな形へと進化・変貌
を遂げてまいります。



建設



土木建築系、機械電
気系の方、ブースにて
お待ちしています！

↑羽田空港Ｄ滑走路(東京)

↑SEP型多目的型起重機船
CP-8001

↑Mazda Zoom-Zoom 
↑スタジアム広島（広島県）

五洋建設は、土木・建築・海外の３
つの部門それぞれが活躍するゼネコ
ンです。特に、港や空港、海底トン
ネル等の海上土木、フェリーターミ
ナルや流通施設等の臨海部の施設建
設に強みを持っています。海外でも
シンガポールをはじめとする東南ア
ジアを中心に、大規模インフラ、大
型商業施設や病院の建設などで大き
な注目を集めています。確かな品質
を支える高い技術力を培う環境が整
っており、海外勤務のチャンスも大
きい企業です！

↑IONオーチャード・ザ オーチ
ャードレジデンス（シンガポー
ル）



自動車･
輸送用機械関連



自動車用ランプの
リーディングカンパニー

<募集職種>
研究、開発、設計、生産技術、製造技術、
システム開発 他

<小糸ってどんな会社？>
自動車用ランプシェア国内50％、世界20％を占める
グローバルNo.1サプライヤーであり、
企業メッセージ「安全を光に託して」のもと、
夜間の走行安全に関する技術開発に積極的に
取組んでいます。

また、将来の自動運転車実用化に向け、
米国シリコンバレーにラボを設置する等、
先端技術開発にも積極的に取り組んでいます。

日本の安全技術を、世界に発信していきませんか？
当社ブースでお待ちしております！

人事部 採用担当

URL：https://www.koito.co.jp

(株)小糸製作所

安全を光に託して

Lighting For Your Safety



1921年の創業以来、「こころ躍る製品」をお客様にお届けするこ

とを目指し、技術と感性を融合させた製品づくりに挑戦し続けてい

ます。日本からモノづくりを発信していく日本発の開発型製造業と

しての誇りを持って「こころ躍る製品」を提案し、自転車文化・釣

り文化の高揚を目指しています。

日本発の開発型製造業として

シマノには、多彩な仕事のフィールドが広がっています。いろいろ

な役割の社員が同じ目標に向かってものづくりを行っています。シ

マノのものづくりは、製品の一工程だけを担当するのではありませ

ん。他部署とクロスファンクションで連携しながら、企画・開発設

計・試作・量産化されて市場に出るまで、ものづくりの全工程に携

われることができます。担当製品への想いは強く、市場に出た際の

喜びや感動はひとしおです。

会社概要

本社住所 大阪府堺市堺区老松町3丁77番地

創業 1921年2月（大正10年）

資本金 356億円

上場取引所 東証一部

売上高 3,480億円（連結）

従業員数 11,600人（連結）

主な事業 自転車部品、釣具、ロウイング関連用品等の開発・製造・販売

連結子会社 49社

募集職種

開発、生産技術、製造、品質管理、研究

Manufacturing Technology Center / Sakai Intelligent Plant
世界中の工場のレベルを高めていくための製造技術を蓄積し、その発信を行う

製造の中枢機能。また、シマノのリーディングファクトリーとして、
最先端の技術で世界の工場をリードしています。

「 SHIMANO STEPS E8080シリーズ」
アシスト自転車をスポーツへと昇華させたE-スポーツバイクコンポーネンツ、

「SHIMANO STEPS」。メカと電子デバイスとの融合が新しい価値を創造します。



型破りの発想で

世界の隅々に

ワクワクする毎日を

届けるのは

君の役目だ。

スズキ



ダイハツブランドだけでなく、トヨタグループの
軽・小型車領域を主体的に牽引。

■資本金 ： 284億円
■従業員数：単独13,114 名
■募集職種： 研究開発、設計、電子技術、

生産技術、 情報システム、
品質管理、海外企画 等

■勤務地 ： 大阪、兵庫、滋賀、京都、福岡、
東京、海外 等

■休 日 ： 完全週休２日制（土曜日・日曜日）
年間１２１日
冬季・夏季・GW 大型連休有り

☚ ☚ 新卒採用ホームページ

https://www.daihatsu.co.jp/recruit/gradu/index.html 



株式会社デンソー
• 株式会社デンソーは、

愛知県刈谷市に本社を置く
自動車部品メーカーです。

• 自動車関連分野を中心に、
生活・産業関連機器など、
自動車技術を応用したさまざまな
事業を展開しています。

• 新たなモビリティ社会の実現に
向け、「自ら学び、自ら考え、
新たな価値の実現に向け
挑戦し続けていく」方を
お待ちしています。



創業当初の技術者の産業報国の志―。

個の志を受け継いだ技術者たちは、環境問
題や多様化するお客様のニーズ、ITの急速な
普及といった変化の中でも、「もっといい
クルマ」づくりに責任と覚悟を持って挑み、
この国と地球の未来を前進させてきました。

現在は、次世代環境技術の開発と普及や新
興国のモータリゼーションへの対応に加え、
クルマとヒトとコミュニテイをつなぐス
マートモビリティ社会の実現に向けた新た
なチャレンジをしています。

100年後も200年後も子どもたちが笑顔でい
られる社会を目指し、これからも挑戦し続
けます。

「ただの自動車を作るのではない。日本人
の頭と腕で、日本に自動車工業をつくる」

トヨタ自動車株式会社

■事業内容：自動車の開発・生産・販売・アフターサービス



日産自動車株式会社
私達は、「人々の生活を豊かに」とい
うビジョンの下、電気自動車を中心
とした「電動化」、そして、自動運転
に代表される「知能化」技術で、2つ
の「ゼロ」(「Zero Emission」・「Zero 
Fatality」)による安全かつ持続可能
なモビリティ社会の発展に貢献して
いくことを目指しています。
プロフェッショナルを目指して経験を
積み重ねたい方、グローバルで世
界にチャレンジしてみたい方、新し
い環境で自分の能力を存分に発揮
したい方、そうした方々の熱い想い
に、日産自動車はお応えします。



マツダ株式会社
【業種】 輸送用機械器具製造業

【事業内容】 乗用車・トラックの製造、販売など

【募集職種】
（技術系）
先行研究、商品企画、車両・パワートレイン開発、
生産技術、生産、品質保証、IT等
（事務系）
経営企画/財務・経理、海外及び国内販売・マーケ
ティングセールス、購買、人事、広報、生産管理/物
流、法務、IT 等

【コーポレートビジョン】

私たちはクルマをこよなく愛しています。

人々と共に、クルマを通じて豊かな人生を過ごして
いきたい。

未来においても地球や社会とクルマが共存している
姿を思い描き、

どんな困難にも独創的な発想で挑戦し続けていま
す。



矢崎総業(株)（矢崎ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

・ワイヤーハーネス（自動車用組電線）世界シェアトップクラス！
・クルマの中で、住まいの中で、街の中で、YAZAKIの製品は安全と快適を支えています。
・世界45カ国に事業展開する企業です。

◆住設機器◆電線 ◆環境システム機器

電線および光ファイバー製品

◆新規事業◆ガス機器

介護事業

環境・
リサイクル事業

農業事業

（火災・ガス漏れ複合型）

EV・PHEV用充電コネクタ

ワイヤーハーネス

自動車機器関連事業 生活環境機器関連事業／新規事業



ヤマハ発動機（株）
『感動創造企業』

「世界の人々に新たな感動と豊かな生
活を提供する」ことを目的に、

人々の夢を知恵と情熱で実現し、
つねに「次の感動」を期待される企業

をめざします。



製造業(機械)



株式会社イシダ

はかる

業界最速
シェア５０％

世界初GA
人工知能搭載

つつむ

検査する

詰める

圧倒的使いやすさ

シェア８０％

計量、包装、検査、表示、情報、搬送などの分野で、１００か国以上で事業
展開するＢtoＢのトップメーカーです。 機械、メカトロ、電気、ソフト、
情報、ＩｏＴ、ＡＩ、画像認識など、多岐にわたる技術力を結集して、顧客
の期待や想像を超える価値を創造し提供し続けています。



ＮＥＣ（日本電気）
ＩＴとネットワークの技術を
活用し「人と地球にやさしい
情報社会」を目指しています。

☆世界トップクラスの
生体認証技術

☆最先端AI技術群
「NEC the WISE」

☆デジタルシフトを支える
NECのサイバーセキュリティ

☆5G時代のICT技術を活用した
情報通信基盤の構築/提供

☆グループ10万人が
更なる働き方改革を実践



株式会社京都製作所
企業のPhoto又は製品紹介、ロゴマークな

ど
代表者： 代表取締役会長兼 CEO 橋本進

代表取締役社長兼 COO 木下喜平

創 業： 昭和２３年３月

資本金： １８億９１９０万円

年 商： ３７７億円(2018年度連結）

本社工場:京都府京都市伏見区淀美豆町３７７－１

推奨学部：機電情報系

医薬品、食品、サニタリー品など日常で私たちが
手にするものの多くは工場で生産されています。そ
れらは製品の保護やPRのため、工場の最終工程で
「包装」がほどこされます。私たちはこの部分を担う
企業として長年社会に貢献しており、今では業界
トップクラスにまで成長しました。その秘密は完全
オーダーメイド。それぞれ様々な工夫がされている
ため包装機械もおのずと個別に設計することになる
のです。

この積み重ねにより独自の機械技術・制御技術が
育ち、今では車載用Liイオン電池など幅広く新分野
でも活かされています。時代の先端で自分の力を磨
きたい方、本物のエンジニアを目指されている方は
是非当社のブースにお越し下さい！



株式会社指月電機製作所

私たちシヅキは、
高度なコンデンサ技術で

電気エネルギーをマネジメント しています。

コンデンサは、
電気を使ううえで欠く ことができないもの。

電気への関心が
世界的にますます高まっている今、

シヅキの時代を一緒につくっていきませんか。

シヅキのコンデンサは、

新幹線、電車、エレベータ、自動車、

家電、工場、商業施設、変電所、ビル、

病院、太陽光発電、航空機、農業機械

など、日常生活からあまり馴染みのない

ところまで、暮らしのまわりの、あらゆる場面

で活躍しています。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

◆本社は兵庫県西宮市！

◆電気だけでなく、機械、化学、材料、

物理などの知識も活かせます！

◆神大OB・OG10名が活躍中！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

是非ブースにお越しください！！



TOA株式会社
TOAは神戸に本社を置く1934年創業の音と
映像の専門メーカーです。

「機器ではなく音を買っていただく」という企業哲
学のもと、防災用のスピーカーや非常用放送設
備等様々な製品を製造販売しており、創業以
来培ってきた「音の報せる力」であらゆる災害か
ら人々を守り、被害を最小限に抑える「減災・防
災」に真摯に取り組んでおります。

また国内だけではなく世界120か国以上で販売
活動を展開しており、著名な物件の納入事例も
多数ございます。

TOAは「Smiles for the Public」という企業
価値を達成するため、85年間で培ってきた「音
の報せる力」で社会の安心、信頼、感動を実現

します。

ホーンアレイスピーカーとは、

角型ホーンスピーカーを連結した

新しい形のスピーカーです。

ラインアレイ技術を駆使し、

従来型のスピーカーと比べて

2～3倍の距離まで明瞭な音を

届けることができます。

全国220以上の地方自治体の

防災力を強化しています。

ホーンアレイスピーカー
（東京都江東区）

製品事例



TOTO株式会社
【事業内容】

レストルーム、浴室、キッチン、洗面など水まわり

空間における住宅設備機器事業のほか、ファインセラ

ミックス事業、環境建材事業などにおける研究、

開発、設計、製造、販売

【募集職種】

◆総合職のみの募集です◆
◇技術職：

研究、商品開発、生産技術、技術営業(SE)、
品質保証、知的財産、工務、物流、購買、
安全衛生・環境、情報 他

◇営業・企画職：
国内営業、事業企画、経理、人事、購買、法務、
総務、国際 他

【理系出身者にとってＴＯＴＯの魅力とは】

・TOTOの技術は単一ではなく、複数の技術領域を

掛け合わせたオンリーワン技術。ご自身の専門性を

活かして新しい技術を生み出すことができます。

・自らのテーマを持ち、企画段階から量産に至るまで

開発サイクル全体を推進担当することが可能です。

・TOTOの製品はまいにち、だれもが使うもの。

圧倒的な影響力と常にパイオニアとして未来の文化を

創造するチャレンジ精神で技術者ひとりひとりの

成長を支えます。

技術職として第一線で活躍する
神戸大学OB社員がお待ちしております。

お気軽にお越しください。



ファナック株式会社
＜事業内容＞
• FA（ファクトリーオートメーション）、
ロボット、ロボマシン商品の研究開
発、製造、販売、保守・サービス。

＜ＰＲ＞
• ファナックは、日本で民間初のNC
（数値制御装置）とサーボ機構の
開発に成功して以来、一貫して工
場の自動化を追求してきました。

• ファナックは創業以来、製造業の
自動化・ロボット化に特化した企業
活動を進めてまいりました。この分
野で世界のトップ企業であり、メイ
ドインジャパンにこだわっています。



企業名

古河電気工業株式会社

■本社
東京都千代田区丸の内 2-2-3

■設立
1896年

■従業員数
52,215名（連結）
3,816名（単体）

■売上高
991,590百万円（連結）

■事業内容
情報通信・エネルギーインフラ、機能製品、電
装エレクトロニクスの製造など

基幹エネルギーを無駄なく「運ぶ」

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://gazone.morrie.biz/syasin/keizai/kkt/kyuusyuu_denryoku/sin_kokura_hatudensyo1_050319.JPG&imgrefurl=http://gazone.morrie.biz/keizai/kkt/sin_kokura_hatudensyo.html&usg=__XhmJeIeaRmIjs1ETJc63DZJGFo0=&h=600&w=800&sz=121&hl=ja&start=3&um=1&tbnid=w-lLGhtupx81gM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images?q%3D%E7%99%BA%E9%9B%BB%E6%89%80%26hl%3Dja%26lr%3D%26rls%3Dig%26sa%3DN%26um%3D1


電機･機械



ウシオ電機
【キーワード】

• 世界シェアNO.1製品多数

• 海外売上比率78%

• 若手社員が活躍できる

• 年間休日125日以上

• 子育て両立支援

【概要】

ランプやLEDなどの光源から、それ
らを組み込んだ装置までを自社で開
発・販売している企業は世界でも稀
です。“未来は光でおもしろくなる”を
キーワードに、数多くの高シェア製
品を生み出しています。



株式会社日立製作所
日立は「優れた自主技術・製品を通じ
て社会に貢献する」という企業理念を
礎に長年培った信頼性の高いインフラ
技術と革新的なITを融合させた「社会
イノベーション事業」をグローバルに展
開しています。最大の強みは、モノを
動かす「制御・運用技術（OT）」とデー
タを処理する「情報技術（IT）」、そして
モノづくりを担う「プロダクト・システム」
の全てを1社で保有していることです。
こうした強みを持つ会社はグローバル
に目を向けても稀有な存在です。私た
ち日立は今後も世界中で日立製品・シ
ステムが人々の生活を支え、より安全
で快適な社会になることをめざし、優
れたチームワークとグローバル市場で
の豊富な経験を活かし、エネルギー・
水・交通・ヘルスケア・通信等幅広い
分野で世界中の課題を解決します。



富士電機株式会社
エネルギー・環境事業で「世界の富士電機」へ

富士電機は、１９２３年に古河電工と独・シーメンス
社との合弁で出来た会社です。エネルギー・環境技術を
コアに「パワエレシステム エネルギー」、「パワエレ
システム インダストリー」、「発電プラント」、「電
子デバイス」、「食品流通」の５事業で企業活動を展開
しています。旺盛なエネルギー・環境需要を背景に海外
展開を推し進め、２０１８年度は過去最高の営業利益を
更新しました。また、創立１００周年を迎える２０２３
年に売上高１兆円を達成すべく、事業活動を展開してい
ます。
当社の経営ミッションは「安全・安心で持続可能な社

会の実現」に貢献すること。変化し続ける地球環境へ富
士電機の一員としてアプローチしませんか。

【事業内容】
電気機械器具の開発・製造・販売

【設立】1923年8月29日
【資本金】476億
【売上高】9,149億（連結・19年3月期）
【従業員】27,416名（連結・19年3月31日現在）

*連絡先*
富士電機（株）人事・総務室 採用センター
東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー
TEL：0120-004-633 E-mail：saiyo@fujielectric.com

▲大容量整流設備

▲燃料電池 ▲車載 IGBT ▲電磁開閉器

▲エネルギーマネジメントシステム

▲ハイブリッドヒートポンプ
缶・PET自動販売機



医療･
精密機械



アークレイ株式会社

人生に挑戦を!!
■創業＝1960年6月
■本社＝京都市上京区
■業績＝562億円（2019.10月期）
■国内＝京都、東京、他17拠点
■海外＝13カ国24拠点
■事業＝臨床検査システム（医療用
分析装置及び対外診断用医薬品）
の研究・開発・製造・販売・保守他

■業界＝医療機器・分析機器
■糖尿病検査システムのパイオニア
■従業員＝2,730名
■研究開発拠点＝京都市上京区
■オンリーワン企業を目指します

※世界初の商品ラインアップ!!



オムロン株式会社
【業種】 電気機器製造業

【事業内容】
制御機器・FAシステム、電子部品などの研究開発・
製造・販売

【募集職種】
研究開発、商品・生産技術開発、生産管理、フィールド
アプリケーションエンジニア、システムエンジニア、国内
／海外提案営業、法務、経理・財務など

【メッセージ】
オムロンは刻々と移り変わる社会の変化を敏感に察知
しながら、世に先駆けて潜在的なニーズに応える『ソー
シャルニーズの創造』を追及し続けてきました。
社員ひとりひとりが、あらゆる分野の課題に対し果敢に
チャレンジを繰り返しています。
皆さんもオムロンで未来の社会や人々を豊かにする仕
事に挑戦してみませんか？

オムロン リクルーティングセンター

〒600-8530
京都市下京区塩小路通堀川東入
オムロン株式会社 リクルーティングセンター

エントリーは採用HPから！！
採用HP⇒http://www.omron.co.jp/recruit/



シスメックス株式会社

シスメックスは、検体検査（血液や尿、細胞等を体の中から取り出して調べる検査）の領域に欠かすことのできな
い、機器や診断薬、検査情報システム等を世界１９０カ国 以上に提供する総合メーカーです。検体検査分野
の中でも、血球計数検査、血液凝固検査、尿沈渣検査ではグローバルシェアNO.1を獲得。これからも一人ひと
りに最適な医療を提供するため、今までにない価値の高い検査・診断技術の創出に向けた研究・事業展開に取
り組んでいきます。

～神戸から世界へ。70億人の健康を支える会社～

Global100
世界で最も持続可能な100社選出

ダウ・ジョーンズ・サスティナビリティ・
ワールド・インデックス4年連続選定

Forbes
世界で最もイノベーティブな企業

日本部門 TOP３

営業利益率

20.9％以上

事業展開

１９０カ国以上

海外売上

85.0%

活躍の舞台はグローバル。

販路は世界の国々の約98％。本社は神戸。個別化医療実現に向けた研究開発。
患者さん一人ひとりに最適な治療法の選択を実現するために

機械・電気・ソフト・生物・化学・医学、
様々な技術者が研究開発に取り組んでいます。



プラントエン
ジニアリング



㈱神鋼環境ソリューション

神戸大学ＯＢ・ＯＧ ５6名在籍中！ • 皆さんの生活に欠かせない、
水処理・廃棄物処理プラントや
化学工業向け機械といった
事業を通じて社会に貢献

• 「バイオ天然ガス化設備」等、
当社独自技術を多数保持

規模の大きなモノづくり、
社会貢献度の高い仕事に
ご興味のある方は、
是非ブースにお立ち寄りください！



メタウォーター株式会社
－水環境をリードするプラントエンジニアリング会社－

メタウォーターは、上下水道分野で国内トップクラスのシェアを持つ総合水エンジニアリング
企業です。

2008年に日本ガイシ(機械)と富士電機(電気)の水環境部門が統合して、国内初の機電一体型
の会社となりました。
国内や海外の水環境の問題に、機械、電気、情報通信、化学、生物の技術を駆使して解決して

います。

【業種】プラントエンジニアリング

【事業内容】
上下水・再生水処理、海水淡水化等水環境分野の
各種装置類、施設用電気設備等の製造販売、
各種プラントの設計・施工・請負

【資本金】119億4600万円

【従業員数】2,977人（関連会社含む）

【募集職種】
■機械設計職 ■電気設計職
■開発職 ■営業職 ■施工管理職
■フィールドエンジニア職（電気システム試運転調整 ）
■カスタマーエンジニア職（機械・電気設備の保守・
点検・修理)

【主要事業所】
本社（東京）、日野、名古屋(その他営業所約40ヶ所）

【開発拠点】3拠点（東京都、千葉県、愛知県）

メタウォーター株式会社 人材開発部新卒採用担当



食品



株式会社明治
【あらゆる世代のお客さまの

生活充実に貢献！】

◆事業内容

牛乳・乳製品、菓子、食品等の製造、販売等

◆皆さんへのメッセージ

明治グループは、「まだ若いから」ではなく「若

いからこそ」責任のある仕事を任せてもらえる

社風があります。新しいことにチャレンジして

みたい！人びとの生活に貢献したい！そんな

方にお会いできることを楽しみにしています。



鉄鋼



㈱神戸製鋼所
【鉄だけじゃない、神戸製鋼！】

神戸製鋼(KOBELCO)といえば「鉄」のイ
メージをお持ちかもしれません。

しかし当社は鉄だけでなく、「鉄鋼」 「溶接
」「アルミ・銅」「機械」「エンジニアリング」「電
力」など、広範で多彩な事業をグローバルに
展開しています。

KOBELCOには皆さんの夢や能力、個性
を思いきり発揮していただく大きなフィールド
があり、やりたい仕事もきっと見つかるはずで
す。

ぜひ話を聞きに来て下さい！



運輸



日本航空株式会社
お客様に安心・満足いただける安全で
高品質な航空機を提供することが第
一の使命の職場です。

航空機整備の技術管理、品質保証、
部品管理、部品調達、生産計画など
の様々な部門で広範囲に活躍してい
ます。

また、航空会社の持つ経験を航空機
製造に活かし航空機材の安全性そし
て品質の向上ため、海外製造メーカー
であるボーイング社やエアバス社など
での業務や、新型シートや機内エン
ターテイメントシステムの企画・選定・
開発・導入などのエンジニアリング業
務も行っています

jal_short_4m_HalfHD.mp4


その他
サービス



阪神高速道路株式会社
• 阪神高速道路は、関西の大動脈と
しての使命を果すために、高速道
路の老朽化・長寿命化対策及び
ミッシングリンクの解消に向けた
ネットワーク整備を、常に新しい技
術を開発し取り入れながら推進し
ていきます。いつまでも「安全・安
心・快適」を追求し、皆さまに「愛さ
れ信頼される阪神高速」を目指し
て。


