2022 9/14(水) リターンマッチセミナー参加企業一覧 ４９社
参加時間

時間別
50音順
No.

企業名

求人票

業種

キャッチフレーズ

募集職種

募集URL

対象学科・専攻

問い合わせMail

※リンクあり

問い合わせTEL

問合せ担当者

1部 13:00～15:15
1部
13:00～15:15

1

アイテック阪急阪神㈱

○

ICT・情報通信・ソフトウェ
想像力で未来社会を共に創造する
ア

■システムエンジニア・ネットワークエンジニア・
ハードウェアエンジニア
■ソリューション営業／コンサルティング・ソ
リューション企画／サービス企画

https://itec.hankyu全学部全学科

EIZO㈱

○

メーカー（液晶モニター・映 品質や信頼性が求められる市場でシェアNo.1の、グローバルに活躍する映像関
技術系総合職・SE系総合職
連機器メーカー
像関連機器）

理系学生のみ

3

㈱エクサ

○

情報通信業

「あったかいIT」 ～お客様の"やりたいこと"をITで実現～

学部学科不問

4

㈱NTTファシリティーズ

○

複合サービス業

当社は通信用建物の保守などを通じて日本の通信インフラを守り続けてきた一
方で、そこで培った技術を活かし、持続可能で災害に強い「Smart & Safety」 技術系職種（設備設計・ 監理、 保守・ 維
電気・電子工学科、機械工学科 他
な社会の実現に貢献しています。
持管理、営業）
皆さまのご参加をお待ちしております！！

5

㈱オービック

○

IT（システムインテグレー
タ）

「IT×経営」の力で企業の経営課題を解決する、企業のビジネスパートナー
求める人物像は「ふまじめ人間」 あなたの柔軟な発想を活かし、日本中の企業 総合職(営業職・システム職・事務管理職)
の成長に貢献してみませんか？

全学部対象

6

㈱奥村組

○

総合建設業

安定した財務基盤を誇る、全国に展開するゼネコン「奥村組」
土木施工・設計/機械・電気設備（土木
シールド工事や免震技術に強みを持つ、大阪に本社のある会社です。ぜひ一度
系）/建築施工/設備施工/設備設計
お話ししてみませんか？

土木系・建築系・機械系・電気系・自然環境系・室
内環境系

7

京セラ㈱

○

研究／製品開発・設計／材料開発／生産
半導体・電子・電気機器、 京セラは創業以来、素材から部品、完成品に至るまで、多角的に事業を展開。
技術／製造技術／プロセス開発／シミュレー 機械系／電気系／情報・通信系／化学・材料系／
コンピュータ・通信機器、精 現在では、連結売上高約1兆8,000億円のグローバル企業へと成長し、世界
ション技術構築／品質管理・品質保証／設 物理系
密機器、ガラス・セラミックス 30カ国以上に299のグループ会社を有しています。
備管理／安全防災・防災管理
・工学研究科：機械工学専攻
・海事科学研究科：海事科学専攻
開発・研究職 機械・電気設計職 生産 ・システム情報学研究科
管理・品質管理職 製造・生産関連職
・理学研究科：物理学専攻
建築・土木設計職
・工学研究科：電気電子工学専攻、建築学専攻
・科学技術イノベーション研究科
工学研究科

8

㈱神戸製鋼所

○

鉄鋼、非鉄、機械、電力

鉄だけじゃない、神戸製鋼！暮らしの中に、社会の中に、世界中に。

9

㈱コベルコ科研

○

研究開発支援業

半導体の製造に欠かせない、検査装置の設計開発製造を手掛ける【高度専門
技術集団】
技術職
試験・分析・解析などの技術を用いて、様々なメーカーの研究開発支援も行う
「総合試験研究会社」

建築設備業界

三機工業ってどんな会社？
三井グループに属する総合エンジニアリング企業として、空調・給排水・電気・情
報通信等の建築設備から水・廃棄物処理、搬送システムまで多岐に渡る事業
で皆さんの暮らしや社会インフラを支えています。
あなたも弊社の充実した研修制度と幅広い事業フィールドで一流のエンジニアを
目指しませんか？

建築設備（空調・給排水・電気・情報通信
等）の設計、施工管理
機械システム（ＦＡ・物流システム等）の設 理系：建築・土木系、機械系、電気・電子系、情
計、製造、施工管理
報・通信系、化学系、その他
環境システム（上・下水処理施設・ごみ焼却
施設等）の設計、施工管理

鉄鋼

鉄鋼業界に少しでも興味のある方は是非ご参加ください！

研究開発、製造技術開発、設備技術開発
など

機械、金属・材料、電気・電子、制御、化学、物理、
土木・建築など

研究開発、製造技術、品質保証
商品開発、商品設計、品質管理

工学部、理学部、農学部

工学部・理学部・海事科学部
（電気電子系・物理系・機械系）

10

三機工業㈱

11

JFEスチール㈱

12

㈱指月電機製作所

○

電気機械器具製造業

コンデンサを通じて電気をマネジメントし、世の中を一緒に世の中を支えていきま
しょう！

13

住友大阪セメント㈱

○

窯業・土石製品製造業

社会を支え廃棄物のリサイクルで貢献するセメント！大型プラントのエンジニアリン 技術系総合職（設備・総合エンジニアリン
グに携われます！
グ）

14

住友ゴム工業㈱

○

タイヤ・ゴム製品

ダンロップやゼクシオなど世界で有名なブランドを神戸の地から発信している住友
ゴムに応募してみませんか。

15

住友理工㈱

○

製造業（工業用ゴム製
品）

主力製品である自動車用防振ゴムは世界シェアNo.1！世界中の安心・安全・
総合職（技術系）
快適に貢献しています。

機械・電気電子・情報工学・数学・情報科学・物理

16

ダイキン工業㈱

○

メーカー（機械／化学）

国境は無い。マニュアルも無い。
だから、ダイキンの仕事は面白い。

技術職コース

不問

○

別途
連絡

06-6456-5205

登日 真里奈

recruit@eizo.com

076-274-2910

和泉 / 越沢

saiyo2023@exa-corp.co.jp

0120-314-195

前田 琴

kansai_shinsotsusaiyou@ntt-f.co.jp

06-6446-7677

毛戸・音丸

jinji_o@obic.co.jp

06-6201-3233

脇澤 沙紀

shodai.mizutani@okumuragumi.jp

06-6625-3615

水谷 将大

kcsaiyou@kyocera.jp

075-604-3510

田辺 勇太

saiyo@kobelco.com

03-5739-6032

中森

recruit-hr@kki.kobelco.com

078-272-5915

佐藤 千香子

te/

2

システムエンジニア職

hanshin.co.jp/recruit/newgradua HRM@itec.hankyu-hanshin.co.jp

機械系、電気系

技術系総合職(タイヤ設計・生産技術・設備
建築・市民工学・電気電子
技術・センシングデバイス開発・産業品事業
機械工学・応用化学・情報知能工学
製品開発ほか）

https://www.eizo.co.jp/recruit/in
dex.html

https://www.exacorp.co.jp/recruit/

https://www.nttf.co.jp/recruit/newgr/

https://www.obic.co.jp/recruit/n
ewgraduate/

https://job.axol.jp/pm/s/okumur
agumi_23/entry/agreement

https://job.axol.jp/pm/s/kyocera
_23/entry/agreement

http://www.kobelco-gr.jp

https://www.kobelcokaken.co.jp
/recruit/

https://www.sanki.co.jp/recruit/ mitsue_tanayama@eng.sanki.co.jp 06-6350-8103

https://www.jfesteel.co.jp/saiyou/index.html

https://job.mynavi.jp/23/pc/sear
ch/corp57914/outline.html

https://www.soc.co.jp/saiyou/in
dex.php

https://mypage.3050.iwebs.jp/dunlop2023/

https://www.sumitomoriko.co.jp
/recruit/shinsotsu/

https://www.daikin.co.jp/recruit/
info/gradu

関西支社管理部
総務課
棚山 光恵

s-uesaka@jfe-steel.co.jp

070-1305-4665

上坂 繁

saiyou@shizuki.co.jp

0798-74-5821

瀬戸丸 永吉

saiyo@soc.co.jp

03-5211-4561

人事部
人事グループ
塩田 誠人
中嶋 夏穂

fsaiyo.az@srigroup.co.jp

078-265-3164

鶴野 篤優

graduate@jp.sumitomoriko.com

052-571-0237

岡本

entry_q@daikin.co.jp

06-6373-4312

人事本部
採用グループ
西川 徹

jinji01@kds.info

079-426-3211

人事教育部
森川

2部 15:15～17:30
2部
15:15～17:30

1

㈱大真空

○

電子機器

～ The New Wave Bigins Here ～
地球環境にも配慮した「水晶デバイス」で、進化する IT・エレクトロニクス社会を
より便利に、快適に。

理系総合職(研究開発・設計・生産技術)
文系総合職(営業・管理本部・生産管理)

全学部全学科

2

DMG森精機㈱

○

製造業

世界の製造業を支える工作機械のリーディングカンパニー

総合職

全学部全学科

3

ナブテスコ㈱

○

製造業/機械メーカー

「うごく」と「とめる」で世界はできている。 さぁ、キミの野心を動かそう！

・技術職(設計・開発など）・社内SE職

機械・電気電子・情報系

4

西尾レントオール㈱

○

総合レンタル業（物品賃
貸業）

技術職
【2022年4月 1名入社！】
NISHIOの可能性は無限大！進化を続けるシェアリングビジネスを体感しません （その他、選考時のマッチングにより他職種紹 不問
か！
介の予定の可能性あり）

5

日亜化学工業㈱

メーカー

【LED、半導体レーザー(LD)、電池材料(正極材料)で世界をリード】自ら手を
動かして自由に実験や研究を積み重ねていく風土があります。

開発・技術職、製造職

全学科対象

プラントエンジニアリング業

「踏み出せ、その一歩！」
わたしたちと一流のエンジニアの道を歩み始めませんか？

技術系総合職
（機械、電気、システム、土木、建築）

職種に関連する学科・専攻といたします

理工学系全般

理系全般

○
HPに

https://job.mynavi.jp/23/pc/sear
ch/corp57915/outline.html

https://mypage.3050.iwebs.jp/dmgmori2023/

https://www.nabtesco.com/recr

saiyou@dmgmori.co.jp

ー

新卒採用担当

Recruit@nabtesco.com

03-5213-1139

坂口民子

jinji@nishio-rent.co.jp

06-6251-0070

総務人事部
林

https://recruit.nichia.co.jp/

shinsotsu@nichia.co.jp

0884-23-7702

人事部人事課
西浦 悠

https://www.tex.nipponsteel.co

aihara.masayoshi.ky@tex.nipponste

m/recruit

el.com

uit/index.html

https://www.e2r.jp/ja/nishio202
3/

あり

6

日鉄テックスエンジ㈱

○

7

日本技術サービス㈱

○

建設コンサルタント

私たちは全国の官公庁の技術パートナーとして活躍する建設コンサルタントです。
上下水道に特化することにより【関西売上トップクラス】を誇ります。
特にこのような方に向いています。
総合技術職
☆インフラ業界に興味のある方
☆土木、建築、機械、電気専攻の方
☆転勤なく安定した生活基盤を望む方

8

日本通運㈱
重機建設事業部

○

建設業

建設業を行う総合物流企業です。「運べないものは、ない」をキャッチフレーズに、
一般的な車両では運べない超大型品、超重量品、精密機器を運び、設置・組 施工管理、設計計画、
立・据付、メンテナンスまでを一貫して手掛けるのが重機建設部門です。道が無 技術営業、プロジェクトマネジメント
ければ道を造り、車両がなければ車両を造り、プロジェクトを完遂します。

9

日本電産㈱

○

製造業

世界Ｎｏ．１の総合モーターメーカーで、一緒に世界を動かしませんか？

10

日本特殊陶業㈱

○

メーカー（セラミックス）

セラミックスを使ったモノづくりをはじめとする自社の強みで「これまでの延長線上に 技術系総合職
ない変化」を生み出すべく、新規事業に積極的に挑戦中の会社です！
ITエンジニア職

全学部全学科

11

㈱長谷工コーポレーション

○

建設業

住まいのリーディングカンパニーとして業界を牽引しております。
是非、私たちと一緒にこれからの住まいを作っていきましょう！

施工管理、電気設計

施工管理：建築学科、専攻
電気設計：電気電子学科、専攻

12

日立建機㈱

○

製造業

先進技術で人と社会に貢献する、海外売上高比率約80％のグローバルカンパ
ニーです！

製品開発、サービスエンジニア

全学科

13

フジテック㈱

○

機械

フジテックは、エレベータ・エスカレータを世界中に届けるリーディング・カンパニーで
す

設計(営業技術)、品質管理、施工管理

工学部

14

マツダ㈱

×

輸送機器製造（自動
車）

それぞれの道を、それぞれの人生を、応援したい。
すべての人に、Be a driver.を。

技術系：先行研究、商品企画、車両開
発、パワートレイン開発、統合制御システム開
全学科・全専攻
発、等
IT/SE系：統合制御システム開発、IT等

15

矢崎総業㈱

○

輸送用機械器具製造業

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 総合職（研究、開発、設計、生産技術、品
学部学科不問
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。
質管理、営業、企画、管理等）

16

裕幸計装㈱

○

建設業

ビルに”命”を吹き込む仕事。『東京都庁』、『JR東京駅』、『バスタ新宿』、『東京
総合職（技術営業、施工管理、メンテナン
国際フォーラム』、『六本木ヒルズ』など公共性の高い大型都市施設や、数多くの
ス、システム調整）
超高層ビルにおいて、空調自動制御システムの設計・施工を手がけています。

技術系総合職（研究、設計、生産技術・生
理工系の全学科・全専攻
産管理、品質保証等）

全学部全学科

https://www.nessolution.co.jp/recruit/

https://www.nittsu.co.jp/jinji/se
nko/

https://www.nidec.com/jp/recrui
t/

https://www.ngkntk.co.jp/emplo
y/

別途当日お伝えします。

https://www.hitachicm.com/glob
al/jp/recruit/newgraduate/

https://www.fujitec.co.jp/recruiti
ng

https://www.mazda.com/ja/care
ers/newgraduate/

ch/corp67451/outline.html

合原 政義

info@nes-solution.co.jp

078-841-4585

村尾

nittsu-juki-recruit@nipponexpress.com

03-5801-1163

野田正弘

saiyo.shin@nidec.com

075-935-6600

橋本 千明

saiyo@mg.ngkntk.co.jp

052-218-6312

鈴木・沼倉

06-6203-1502

古布 昌裕

hitachi-kenki.saiyou@hitachi-kenki.com

03-5826-8180

採用担当

saiyou@jp.fujitec.com

072-622-8307

豊永

recruit@mazda.co.jp

082-565-2115

採用担当

055-965-3004

三宅 すばる

03-5720-3231

笹谷（ささや）

ー

http://recruit.yazaki-group.com/ smb_personnel@jp.yazaki.com

https://job.mynavi.jp/23/pc/sear

090-9149-5848

recruit@yukokeiso.com

3部 17:30～19:50
3部
17:30～19:40

1

㈱アイ・ピー・エス

○

IT/コンサルティング

若手のうちから戦力！DX支援において、新しい事業に一緒に挑戦してみません 総合職（工場やオフィスのスマート化支援事
か？
業）

理系学部全学科

2

㈱イシダ

○

精密機器

～はかり知れない技術を世界へ～
１２９年以上にわたり常にグローバルな変化に鋭敏に反応し、近年では既存技
技術系職種：開発設計、社内SE、知財等
術とＡＩや画像認識、ＩｏＴなど
事務系職種：海外営業、国内営業
最先端技術を組み合わせた新技術や製品を生み出している業界トップメーカー
です！

全学部学科

3

木村化工機㈱

当社は化学プラントや蒸発・蒸留装置などの省エネ化推進・ＣＯ２排出削減
や、原子力発電の安全な運営への貢献等を通じて、
「持続可能な社会づくり」に挑戦する会社です。

設計、生産管理、施工管理

理系学科すべて

繊維・化成品・エレクトロニ
スと様々な業界にチャレンジしている企業です！創立135年を迎えるクラボウの
クス

【技術系総合職】
・化成品（品質管理）
・エレクトロニクス（設計・開発）
・技術研究所（情報工学・光電工学）

理系全学部・全専攻

建築技術系（建築施工）、土木系（土木
建築学科、市民工学科
施工）

募集
URL先 プラントエンジニアリング
参照

4

倉敷紡績㈱（クラボウ）

「面白いことやってやろう！」をキーワードに、繊維事業から化成品、エレクトロニク

○

更なる歴史を一緒に作りましょう！

5

清水建設㈱

○

総合建設業

子どもたちに誇れるしごとを。

6

住友化学㈱

○

化学メーカー

住友化学は、異なる技術の融合により新たな価値を生み出す「創造的ハイブリッ
ド・ケミストリー」をスローガンに、国際社会が抱える諸課題の解決に向け、積極 技術系職種
果敢にチャレンジし続ける、化学産業のリーディングカンパニーです。

理学部・工学部・農学部・海事科学部

7

住友重機械工業㈱

○

機械

【一流を、世界へ。】幅広い製品と高度な要求に応えられる技術力が当社には
あります

求人票ご参照ください

全学部全学科

8

大日本印刷㈱

○

製造業

未来のあたりまえをつくる。

技術系総合職

不問

9

DXアンテナ㈱

○

放送・通信・セキュリティ機
器メーカー

放送・通信（IoT,5G）・セキュリティに関する最新の開発設計でお客様のライフ
スタイルをより快適に！
開発設計職
充実した設備と環境を兼ね備え、上流から下流まで全ての工程に携わり技術力
を高めることが出来る！

10

凸版印刷㈱

○

総合印刷業

原点がある。限界はない。「印刷テクノロジーが世界を変える」

11

日本工営㈱

○

建設コンサルタント

日本工営はあらゆる専門分野を結集した総合力を強みに、誠意をもって社会貢 技術系総合職（電力機器装置製造部門、
全学科対象
献に携わっています。160ヵ国で実績を持つ業界No.1の企業です。
電力･ｴﾈﾙｷﾞｰ設備工事）

12

㈱日立ハイテク

○

製造（半導体・電子・電
気機器・医療機器）

『ハイテクプロセスをシンプルに』私たちは、最先端分野でお客様の飛躍と成長を
お手伝いします。

電気電子工学科
機械工学科
情報知能工学科

研究、開発、生産技術、品質管理、情報処
理工系全般（建築除く）
理他

https://ips-recruit.com/

https://www2.ishida.co.jp/recrui
t/

https://kcpc-recruit.jp/

https://www.kurabo.co.jp/recruit
/

https://www.shimz.co.jp/saiyou/
new/

https://www.saiyosc.com/index.html

https://job.axol.jp/pm/s/shi_23/
mypage/login

電気・機械・化学・物理

03-5501-3380

稲葉陽子

ishida@s.axol.jp

075-693-7107

吉川 菫子

kiguchiya@kcpc.co.jp

070-2308-2013

saiyo_grp@kurabo-grp.com

06-6266-5093

椿 寛平

shimz.saiyo@shimz.co.jp

03-3561-1195

福元 聡一郎

jinjisitu@sc.sumitomo-chem.co.jp

03-5201-0321

採用担当

Shi_Saiyou@shi.co.jp

https://www.dnp.co.jp/recruit/n 採用HPのお問い合わせフォームからお問い合わせく
ださい
ewgraduates/

https://www.dxantenna.co.jp/rec
ruit/

https://www.toppan.co.jp/recruit
/

hitec_24/entry_5921220618/agre

木口屋 幸子

ー

新卒採用担当

非公開

加藤 隼平

saiyo@dxantenna.co.jp

06-6229-2719

大西 宏史

kuniaki_1.sanda@toppan.co.jp

06-6454-3011

三田 邦晶

0248-61-8516

田村 由美

https://www.n-koei-freshers.jp/ nkf-adm@ex.n-koei.co.jp

https://job.axol.jp/jn/s/hitachi設計開発・品質保証・生産技術

recruit@ips.ne.jp

saiyou.engineer.ak@hitachihightech.com

070-4922-6070

jinji@foodtechno-eng.co.jp

06-6474-3910

山口 夏香

saiyou@mayekawa.co.jp

03-3642-8085

我妻 賢大

070-4070-3083

中定 昌彦

saiyo@yodoko.co.jp

06-6245-1111

総務部
人事グループ
長谷川

whr@rohm.co.jp

0120-606-314

山内 翔太

椋本・小方・飛田

ement

13

フードテクノエンジニアリング㈱

○

建設業（食品工場に特
化したエンジニアリング）

14

㈱前川製作所

○

機械・プラントエンジニアリン す。業務内容も幅広く、皆様がやりたい仕事が見つかります。
2024年に100周年を迎えますので、100周年を担う人材として一緒に働きま
グ

神戸大学OB４名（うち２名は２０２１年入社）が活躍中！
「冷熱」で日本の「食」を支える、変える、技術の会社です。

総合職（技術）、総合職（営業）

農学・工学・理学部、各研究科

研究開発・機器設計・製造
エンジニアリング・施工・サービス

全学科・全専攻

開発（設計、実験、研究）
生産（生産、生産技術）
その他総合技術職

機械、電気電子、情報、その他

https://foodtechnoeng.co.jp/recruiting/

前川製作所は産業用冷凍機及び食肉自動加工機の分野で活躍しておりま

http://recruit.mayekawa.co.jp/

しょう。

学推
15

三菱自動車工業㈱

学科専攻 製造業（自動車）

「未来のクルマづくり」で世界に貢献、挑戦し続ける唯一無二の自動車メーカー
です！

長にあり

16

㈱淀川製鋼所

○

鉄鋼メーカー(表面処理鋼
１９３５年設立のプライム 上場の多事業鉄鋼メーカーです。
板及び鋼板製建材、ロー
当社の鉄鋼素材は家電製品から空港サッカー場等の大規模な建築物や身近
ル、グレーチングの製造・販
な外装材まで幅広く使用されています！
売)

17

ローム㈱

○

製造業(半導体・電子部
品)

セミナー未参加 採用継続中企業

未参加

㈱三ッ星

○

アドソル日進㈱

○

高砂熱学㈱

○

https://www.mitsubishiecruit

研究開発、生産技術、設備管理、情報シス
機械系、建築系、材料系、化学系、情報系専攻
テム管理

「Electronics for the Future」
エレクトロニクスの力で、未来をより良くするロームの一員として、共に社会の発展 総合職（技術職種、営業・管理職種）
に貢献しませんか。

motors.com/jp/recruit/?intcid2=r jinji.kyujin@mitsubishi-motors.com

特に指定なし

https://job.rikunabi.com/2023/c
ompany/r471700016/

https://job.axol.jp/pm/s/rohm_2
3/entry_0326120718/

