
NO 日程
参加形式

時間
カテゴリー 企業名　（採用HPURL） キャッチフレーズ

1 2/27 対面 化学 JNC㈱ 優れた技術で社会の進歩に貢献する先端科学企業

2 2/27 対面 化学 DIC㈱ Color & Comfort

3 2/27 対面 化学 東レ㈱ 素材には　社会を変える力がある

4 2/27 対面 化学 扶桑化学工業㈱ Create New Value

5 2/27 対面 電子・電気 EIZO㈱ 品質や信頼性が求められる市場で高シェアの映像関連機器メーカー

6 2/27 対面 電子・電気 キヤノン電子管デバイス㈱ 先端技術を世界に届けます

7 2/27 対面 電子・電気 ㈱大真空 IoT、自動運転、スマートフォンに不可欠なキーデバイス

8 2/27 対面 電子・電気 ㈱村田製作所 世界を、とめるな

9 2/27 対面 電子・電気 ルネサスエレクトロニクス㈱ To Make Our Lives Easier

10 2/27 対面 印刷･パッケージ 凸版印刷㈱ 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 2/27 対面 情報処理・ソフトウエア ㈱NTTデータ グローバルを舞台に情報技術を使って新しい「価値」を創造し、より豊かな社会を実現する会社です。

12 2/27 対面 情報処理・ソフトウエア 神戸アドテック㈱ 神戸から次世代自動車CASEに貢献、誰もが主人公になる企業

13 2/27 対面 情報処理・ソフトウエア リコーITソリューションズ㈱ IT for Innovation

14 2/27 対面 自動車・輸送用機械関連 日産自動車㈱ 人々の生活を豊かに。イノベーションをドライブし続ける。

15 2/27 対面 建設・住宅・不動産 ㈱大林組 世界トップクラスの技術力で、国内外数々のプロジェクトを実現。

16 2/27 対面 建設・住宅・不動産 五洋建設㈱ 『臨海部ナンバーワン企業』として国内外で業務を行っています！

17 2/27 対面 製造業(機械) ㈱小松製作所 世界２位　建機業界にIoTで革命を起こし続けるグローバル企業

18 2/27 対面 製造業(機械) ナブテスコ㈱ 「うごかす」「とめる」モーションコントロール技術No.1！

19 2/27 対面 製造業(機械) ファナック㈱ 世界の製造業を支えるFAの総合的なサプライヤ

20 2/27 対面 製造業(機械) フードテクノエンジニアリング㈱ 冷やす技術でおいしいを生む。スパイラルフリーザーは業界大手！

21 2/27 対面 電機・機械 ダイキン工業㈱ 世界空調市場シェアＮｏ．１、グローバル総合空調メーカー！

22 2/27 対面 電機・機械 DXアンテナ㈱(エレコムグループ) 放送・通信・セキュリティで、世界のお客様に喜びを届けよう！

23 2/27 対面 電機・機械 ㈱日立製作所 日立は社会が直面する課題をイノベーションで解決します。

24 2/27 対面 プラントエンジニアリング ㈱神鋼環境ソリューション 「技術を問い、そして挑む。」×「未来を問い、ともに挑む。」

25 2/27 対面 食品 エム・シーシー食品㈱ 「味の感動を伝えるー。」神戸の調理食品専業メーカーです。

26 2/27 対面 食品 ヒガシマル食品㈱ 400年の伝統と最新IT技術でこれからも一途においしさを追求

27 2/27 対面 医療・精密機械 ニプロ㈱ 医療機器・医薬品から再生医療まで手掛ける総合医療メーカー

28 2/27 対面 鉄鋼・非鉄･金属製品 ㈱栗本鐵工所 モノづくりで未来を創るクリモト

29 2/27 対面 運輸・不動産・輸送業 日本通運㈱ 「日本通運に運べないモノはない」が当社の強みです。

30 2/27 対面 その他サービス業 NHK(日本放送協会） ①あなた×ＮＨＫ＝∞　②求む！公共メディア プロ人財　　③選べる3つの働き方

31 2/27 対面 官公庁 大阪市 「いっしょに！わらおーさか。」みんなが笑顔でいられる大阪市をつくろう！

32 2/27 対面 官公庁 神戸市 約152万人の市民が快適に暮らせる様々な行政サービスの展開

33 2/27 対面 コンサルティング・IT ㈱オースビー 日本を強くする　ー全産業の企業の組織エンジニアリングー

34 2/27 ALL 自動車・輸送用機械関連 三菱自動車工業㈱ 未来のクルマづくりで世界に貢献、挑戦し続ける自動車メーカー！

35 2/27 AM 化学 AGC㈱ “Your Dreams, Our Challenge”

36 2/27 AM 情報処理・ソフトウエア エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱ ソフトウェア技術の力で、未来をデザインする。

37 2/27 AM 製造業(機械) ㈱OKAMURA 社会のインフラを支える『グローバルニッチカンパニー』です。

38 2/27 AM 製造業(機械) ニチコン㈱ 各種コンデンサや蓄電システムでトップクラス！

39 2/27 AM 設備・設計 新菱冷熱工業㈱ 地域冷暖房シェア、海外実績業界Ｎｏ.１。全寮制で新入社員育成に注力。

40 2/27 AM 運輸 日鉄物流㈱ 鉄鋼や新幹線等の産業インフラを運ぶ社会貢献度の大きな仕事

41 2/27 PM 化学 東京応化工業㈱ 豊かな未来、社会の期待に化学で応える

42 2/27 PM 化学 日本板硝子㈱ 社長はじめ多くの神大出身者が活躍する世界最大級のメーカーです

43 2/27 PM 食品 ㈱サカタのタネ 「花は心の栄養、野菜は体の栄養」

44 2/27 PM 建設・住宅・不動産 ㈱竹中工務店 想いをかたちに　未来へつなぐ

45 2/27 PM 製造業(機械) ㈱指月電機製作所 電気の未来を、ソウゾウしよう。電気あるところにシヅキあり。

46 2/27 PM その他サービス業 西尾レントオール㈱ 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か！
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http://www.jnc-corp.co.jp/
https://www.dic-global.com/ja/recruit/
https://www.toray.co.jp/saiyou/fresh/
http://www.eizo.co.jp/recruit/
https://etd.canon/
https://job.mynavi.jp/23/pc/search/corp57915/outline.html
https://recruit.murata.com/ja-jp/
https://career.renesas.com/new_graduates/
https://nttdata-recruit.com/
https://www.kobe-addtech.co.jp/
https://www.jrits.co.jp/recruit/landing/
https://www.nissanmotor.jobs/japan/NE/
https://www.obayashi.co.jp/recruit/graduate/
https://www.penta-ocean.co.jp/recruit/fresh/index.html
https://home.komatsu/jp/recruit/newgrads/
https://www.nabtesco.com/recruit/index.html
https://www.fanuc.co.jp/
https://foodtechno-eng.co.jp/recruiting/
https://www.daikin.co.jp/recruit/
https://www.dxantenna.co.jp/recruit/
http://www.hitachi.co.jp/recruit/
https://www.kobelco-eco.co.jp/recruit/top.html
https://recruit.mccfoods.jp/
https://www.higashimaru.co.jp/about/recruit.html
https://www.nipro.co.jp/employ/recruit/
https://www.kurimoto.co.jp/
https://www.nittsu.co.jp/jinji/senko/
https://nhk.jp/saiyo/
https://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu250/shokuinsaiyou/index.html
https://www.city.kobe.lg.jp/information/shokuinsaiyou/saiyou/index.html
https://www.aus-be.jp/recruit/
https://www.mitsubishi-motors.com/jp/recruit/?intcid2=recruit
https://www.agc.com/recruiting/index.html
https://www.nttcom.co.jp/employ/recruit/
https://www.okamura-industry.co.jp/
https://www.nichicon.co.jp/
https://www.shinryo.com/saiyo/index.html
https://www.log.nipponsteel.com/recruit/staff/
https://www.job.tok.co.jp/index.html
http://www.nsg.co.jp/
https://www.sakataseed-recruit.jp/
https://www.takenaka.co.jp/recruit/
http://www.shizuki.co.jp/recruit/
https://www.nishio-rent.co.jp/employmentinfo/

