




①予約について
Moodleのイベント特設ページ
（https://moodle.mie-u.ac.jp/moodle35/course/view.php?id=14878）
から事前に予約をしてください。

②服装について
イベント当日は男女ともに服装自由です。

③当日の流れ
ZOOMに入場後は名前を「学籍番号　名前」に変更してください。
全体会に参加して企業のPRを聞いてください。
全体会終了後、ブレイクアウトルームの各企業ブースへ訪問してください。

タイムスケジュール（11月２日（水）、11月16日（水））
１４：４０ ～ １５：１０　 全体会　企業PRタイム

　１５：１５ ～ １５：４０ 企業ブース訪問　第１ターム
　１５：４５ ～ １６：１０ 企業ブース訪問　第２ターム
　１６：２０ ～ １６：４５ 企業ブース訪問　第３ターム
　１６：５０ ～ １７：１５ 企業ブース訪問　第４ターム

タイムスケジュール（11月18日（金）、11月22日（火））
　１４：４０ ～ １５：１０　 全体会　ガイダンス業界研究セミナー回り方講座
　１５：１０ ～ １５：４０ 全体会　企業PRタイム
　１５：４５ ～ １６：１０ 企業ブース訪問　第１ターム
　１６：２０ ～ １６：４５ 企業ブース訪問　第２ターム
　１６：５０ ～ １７：１５ 企業ブース訪問　第３ターム
　１７：２０ ～ １７：４５ 企業ブース訪問　第４ターム
　１７：４５ ～ １８：１０ 全体会　ガイダンス　志望動機へのつなぎ方

④企業ブース訪問
企業ブース訪問はターム制（１ターム25分）となっています。
ターム中の移動は原則禁止です。25分間しっかりと企業の説明を聞いてください。
ブレイクアウトルームに入室後は、可能な限りカメラをオンにしてください。

⑤その他
参加企業は変更することがあります。
最新の情報はMoodleのイベント特設ページからご確認ください。
不明な点があればキャリアセンターまでお問い合わせください。

参加する前に必ずご一読ください。



開催日順 参加企業インデックス

企業名 大業種 中業種 頁

1 百五銀行 金融 銀行 1

2 大垣共立銀行 金融 銀行 1

3 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 金融 証券・投信・投資顧問 1

4 岡三証券 金融 証券・投信・投資顧問 2

5 東京海上日動火災保険 金融 保険 2

6 JA愛知信連 金融 その他金融 2

7 山崎製パン メーカー 水産・食品 3

8 井村屋グループ メーカー 水産・食品 3

9 メディカル一光 流通 専門店（ドラッグストア・調剤薬局） 3

10 名南コンサルティングネットワーク サービス 調査・コンサルタント 4

11 オービック IT・情報処理 情報処理・ソフトウエア 4

12 トヨタシステムズ IT・情報処理 情報処理・ソフトウエア 4

13 ビーイング IT・情報処理 情報処理・ソフトウエア 5

14 NTTデータ東海 IT・情報処理 情報処理・ソフトウエア 5

15 NTT西日本 情報（通信・マスコミ） 通信関連 5

企業名 大業種 中業種 頁

1 三十三銀行 金融 銀行 6

2 損害保険ジャパン 金融 保険 6

3 日本政策金融公庫 金融 その他金融 6

4 JAバンク三重信連 金融 その他金融 7

5 JA全農三重 官公庁・団体 官公庁・団体 7

6 JR東海 運輸・倉庫 運輸 7

7 三重交通 運輸・倉庫 運輸 8

8 三交不動産 メーカー 建設・住宅・不動産 8

9 バッファロー メーカー 電子・電機 8

10 住友電装 メーカー 自動車・輸送用機器 9

11 トヨタモビリティパーツ 商社 商社（自動車・輸送用機器） 9

12 ミエデンシステムソリューション IT・情報処理 情報処理・ソフトウエア 9

13 三重電子計算センター IT・情報処理 情報処理・ソフトウエア 10

14 松阪電子計算センター IT・情報処理 情報処理・ソフトウエア 10

15 豊田自動織機ＩＴソリューションズ IT・情報処理 情報処理・ソフトウエア 10

2022年11月2日（水）

2022年11月16日（水）



開催日順 参加企業インデックス

企業名 大業種 中業種 頁

1 アピ メーカー 水産・食品 11

2 味の素ＡＧＦ メーカー 水産・食品 11

3 天野エンザイム メーカー 素材・化学 11

4 東洋紡 メーカー 素材・化学 12

5 アイシン メーカー 自動車・輸送用機器 12

6 小島プレス工業 メーカー 自動車・輸送用機器 12

7 安永 メーカー 自動車・輸送用機器 13

8 浜松ホトニクス メーカー 電子・電機 13

9 イビデン メーカー 電子・電機 13

10 パイロットインキ メーカー OA機器・家具・スポーツ・玩具・その他 14

11 住友電工情報システム IT・情報処理 情報処理・ソフトウエア 14

12 大林組 メーカー 建設・住宅・不動産 14

13 食品分析開発センターＳＵＮＡＴＥＣ 専門・技術サービス業 専門・技術サービス業 15

14 ＪＡＰＡＮ　ＴＥＳＴＩＮＧ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＩＥＳ 専門・技術サービス業 専門・技術サービス業 15

企業名 大業種 中業種 頁

1 KIOXIA（キオクシア） メーカー 電子・電機 16

2 シンフォニアテクノロジー メーカー 電子・電機 16

3 ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン メーカー 精密機器・医療用機器 16

4 スズキ メーカー 自動車・輸送用機器 17

5 豊田合成 メーカー 自動車・輸送用機器 17

6 トヨタ車体 メーカー 自動車・輸送用機器 17

7 美和ロック メーカー 鉄鋼・非鉄・金属製品 18

8 デンソーウェーブ メーカー 機械・プラントエンジニアリング 18

9 ホシザキ メーカー 機械・プラントエンジニアリング 18

10 ＦＵＪＩ メーカー 機械・プラントエンジニアリング 19

11 凸版印刷 メーカー 印刷・パッケージ 19

12 日本特殊陶業 メーカー ゴム・ガラス・セメント・セラミックス 19

13 ノリタケカンパニーリミテド メーカー ゴム・ガラス・セメント・セラミックス 20

14 マスヤグループ本社 メーカー 水産・食品 20

15 太陽化学 メーカー 水産・食品 20

16 竹中工務店 メーカー 建設・住宅・不動産 21

2022年11月18日（金）

2022年11月22日（火）



五十音順　参加企業インデックス

企業名 頁 企業名 頁

ア アイシン 12 ト 東京海上日動火災保険 2
味の素AGF 11 東海東京フィナンシャルホールディングス 1
アピ 11 東洋紡 12
天野エンザイム 11 凸版印刷 19

イ イビデン 13 豊田合成 17
井村屋グループ 3 トヨタシステムズ 4

エ NTTデータ東海 5 豊田自動織機ＩＴソリューションズ 10
NTT西日本 5 トヨタ車体 17

オ 大垣共立銀行 1 トヨタモビリティパーツ 9
大林組 14 ニ 日本政策金融公庫 6
オービック 3 日本特殊陶業グループ 19
岡三証券 2 ノ ノリタケカンパニーリミテド 20

キ KIOXIA 16 ハ パイロットインキ 14
コ 小島プレス工業 12 バッファロー 8
サ 三交不動産 8 浜松ホトニクス 13

三十三銀行 6 ヒ ビーイング 5
シ JR東海 7 百五銀行 1

JA愛知信連 2 フ ＦＵＪＩ 19
ＪＡ全農みえ 7 ホ ホシザキ 18
ＪAバンク三重信連 7 マ マスヤグループ 20
JAPAN TESTING LABORATORIES 15 松阪電子計算センター 10
食品分析開発センターSUNATEC 15 ミ 三重交通 8
シンフォニアテクノロジー 16 三重電子計算センター 10

ス スズキ 17 ミエデンシステムソリューション 9
住友電工情報システム 14 美和ロック 18
住友電装 9 メ 名南コンサルティングネットワーク 4

ソ 損害保険ジャパン 6 メディカル一光グループ 3
タ 太陽化学 20 ヤ 安永 13

竹中工務店 21 山崎製パン 3
テ デンソーウェーブ 18 ユ ユナイテッド･セミコンダクター･ジャパン 16



 １１月２日（水）

1 ページ

売上

従業員数

売上

従業員数

売上

従業員数

三重県津市岩田21番27号

資本金 200億円 5兆6,495億円

設立 1878年12月 2,329名

事業内容

普通銀行業務及びその付随業務

自社PR
三重県内シェアNo1の地方銀行です。地域のリーディングバンクとして堅実経営を行うとともに、最先端でより質の高
い総合金融サービスをお客さまに提供し、地域の皆さまに必要とされる銀行を目指します。

企業・団体HP https://www.tokaitokyo-fh.jp/recruit/saiyo/index.html

本社所在地

自社PR
当社は中部地区に基盤がある総合金融グループです。他社にはない独自の戦略を行い、お客さまに選ばれる企業
グループをめざし、革新的なビジネスモデルの確立を通じてさらなる成長を追求しています。

No.1
業種

企業・団体HP

東京都中央区日本橋2-5-1

資本金 360億円 809億7,500万円

設立 1929年6月 2,847名

事業内容

金融商品の売買及び売買等の委託の媒介や企業の資金調達のサポート等、金融融商品取引業に関連又は付随す
る業務を個人や法人、マーケットなどさまざまなお客さまと市場に向け、最先端の金融サービスを提供しています

本社所在地

株式会社百五銀行 ヒャクゴギンコウ

金融/銀行

https://www.hyakugo.co.jp/recruit/student.html

事業内容

≪普通銀行業≫銀行は、お金を「預かる」「貸し出す」「送る」「決済する」という機能を通じて、お金が円滑かつ活発
に流れ動くように努め、経済社会に活力を与える大切な役割を担っています。中でも地方銀行には、営業エリアにお
ける豊富な情報やネットワークを活かし、地域経済のかけ橋となることが期待されています。

自社PR
ＯＫＢが掲げるテーマは“脱・銀行”。銀行の常識にとらわれることなく、お客さま目線のサービスを追求し続ける地方
銀行です。お客さまの利便性を徹底追求することで、数々の全国初のサービスを生み出しています。

No.3
業種

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 トウカイトウキョウフィナンシャルホールディングス

金融/証券・投信・投資顧問

No.2 株式会社大垣共立銀行 オオガキキョウリツギンコウ

業種 金融/銀行

企業・団体HP https://www.okb.co.jp/jinji/

本社所在地 岐阜県大垣市郭町三丁目９８番地

資本金 467億円 5兆6,898億円

設立 1896年3月 2,557名

https://www.tokaitokyo-fh.jp/recruit/saiyo/index.html
https://www.hyakugo.co.jp/recruit/student.html
https://www.okb.co.jp/jinji/


 １１月２日（水）

2 ページ

売上

従業員数

売上

従業員数

売上

従業員数

事業内容

損害保険業。国内・海外営業（損害保険の引受など）、損害サービス（損害の調査・保険金の支払）、商品開発、営
業支援、資産運用、情報システム、一般管理、海外事業など。

自社PR
世界中に拡がるビジネスフィールドで、私たちと一緒なら、一人ひとりの挑戦者と、誰かのために働くあなたと、世界を
変えていける。そう信じて、私たちは新しい時代を一緒に創ることが出来る仲間を求めています。

資本金

No.6

事業内容

有価証券の委託売買、自己売買、引受、募集および売出の取扱い、その他これに付随する業務。

自社PR
証券営業は、ただ「モノ」を販売するのではなく、お客さまとの信頼関係の上に成り立つ仕事です。ですから社員の知
識はもちろん、一人ひとりの「人間力」をも高める研修を用意し、皆さんを全力でサポートいたします。

資本金

No.5 東京海上日動火災保険株式会社 トウキョウカイジョウニチドウカサイホケン

業種 金融/保険

企業・団体HP http://www.saiyou.tokiomarine-nichido.co.jp/

本社所在地 東京都千代田区丸の内１－２－１

1019億円 2兆2,613億円

1879年8月 17,176名設立

業種

自社PR
JA愛知信連の貯金残高は、2022年3月末時点で7兆9939億円となりました。愛知県内に本店を置く金融機関では
最も大きな貯金量を有し、自己資本比率も高く、健全で安定した金融業務を営んでいます。

No.4 岡三証券株式会社 オカサンショウケン

業種 金融/証券・投信・投資顧問

アイチケンシンヨウノウギョウキョウドウクミアイレ
ンゴウカイ

金融/その他金融

愛知県名古屋市中区錦３－３－８

設立 1948年8月 313名

事業内容

ＪＡ愛知信連は、信用事業(金融業)を行うＪＡバンクの都道府県段階の連合会組織で、県下ＪＡと一体となり愛知県
域を営業エリアとする地域金融機関として、組合員をはじめとする地域の皆様のお役に立つ金融サービスを提供して
います。農業専門金融機関、地域金融機関として県下ＪＡと一体となって、県下農業の振興や地域社会の発展に向
け取り組んでいます。

2,424億円 7兆9939億円

企業・団体HP

本社所在地

JA愛知信連(愛知県信用農業協同組合連合会)

https://www.jabank.aichishinren.or.jp/shinren/

http://www.okasan.co.jp/recruit/

50億円 737億7800万円

1944年8月 2,510名

企業・団体HP

本社所在地 東京都中央区日本橋室町2-2-1　室町東三井ビルディング

資本金

設立

http://www.saiyou.tokiomarine-nichido.co.jp/
https://www.jabank.aichishinren.or.jp/shinren/
http://www.okasan.co.jp/recruit/


 １１月２日（水）

3 ページ

売上

従業員数

売上

従業員数

売上

従業員数

事業内容

メディカル一光グループは、「フラワー薬局」をはじめとする薬局チェーンの運営を主軸に事業を展開しています。介
護付有料老人ホームの他、さまざまな介護施設を運営するヘルスケア事業、ジェネリック医薬品の卸売販売を行う
医薬品卸事業と併せて、医療・介護分野をサポートする企業グループとして市場ニーズに多角的に応える事業を推
進しています。

自社PR
医療・介護サービスの分野に興味のある方、営業職や事務職を希望されている方はぜひ話を聞きにいらしてくださ
い。OB・OGに人文学部、教育学部、生物資源学部、工学部の社員が在籍しています。

企業・団体HP https://www.imuraya-group.com/

本社所在地 三重県津市高茶屋七丁目1-1

資本金 25億7,653万円 421億5,700万円

設立 1947年11月 964名

事業内容

パン、和菓子、洋菓子、調理パン、米飯の製造・販売およびコンビニエンス、ベーカリーを展開する製パン業界のリー
ディングカンパニー。海外１０ヶ国でもベーカリー、ホールセールを展開。コロナ禍における多様なニーズの変化にも対
応し、また緊急食料支援体制の整備等、エッセンシャル企業として主食から嗜好品まで日本の食卓を幅広く支える。

自社PR
エッセンシャル企業として、安定性と社会貢献性の高い会社です。パン、和菓子、洋菓子業界のリーディングカンパ
ニーとしてお客様のご要望や市場動向に即応した、高品質で安全な製品作りとサービスを実践しています。

No.7 山崎製パン株式会社

業種

企業・団体HP https://www.yamazakipan.co.jp/recruit/universities/index.html

110億1,414万3千円 1兆529億円

ヤマザキセイパン

メーカー/水産・食品

東京都千代田区岩本町3丁目10-1

設立 1948年6月 19,985名

本社所在地

資本金

No.8 井村屋グループ株式会社 イムラヤグループカブシキガイシャ

業種 メーカー/水産・食品

No.9 株式会社メディカル一光グループ メディカルイッコウグループ

業種 流通/専門店（ドラッグストア・調剤薬局）

企業・団体HP https://www.m-ikkou.co.jp/general_st/

本社所在地 三重県津市西丸之内36番25号

資本金 9億1,700万円

事業内容

あずきバーやようかんなど小豆を使った商品を強みとしながら、カステラや肉まん、豆腐、フードサービス事業、業務
用調味料など幅広いカテゴリーで商品展開しています。

自社PR
井村屋グループは、あずきの加工技術と、事業の多様性を強みに、幅広いカテゴリーで事業展開を行っている会社
です。創業以来「あずきバー」など独創的な商品を多数生み出し、現在は海外展開にも力を入れています。

335億95百万円

設立 1985年4月 1,334名

https://www.imuraya-group.com/
https://www.yamazakipan.co.jp/recruit/universities/index.html
https://www.m-ikkou.co.jp/general_st/


 １１月２日（水）

4 ページ

売上

従業員数

売上

従業員数

売上

従業員数

業種

No.10 名南コンサルティングネットワーク メイナンコンサルティングネットワーク

サービス/調査・コンサルタント

東京都中央区京橋2-4-15　オービックビル

資本金 191億78百万円 894億76百万円

設立 1968年4月 2,054名

企業・団体HP https://www.meinan-saiyo.net/

本社所在地 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1-1ＪＰタワー名古屋33F・34F

資本金

設立

3億円 79億円

1966年10月 650名

自社PR

事業内容

No.11 株式会社オービック オービック

業種 IT・情報処理/情報処理・ソフトウエア

中堅・中小企業を中心とした企業経営を総合的にサポートするコンサルティングファームです。税務をはじめ経営戦
略・人事労務・法律・資産運用など、企業経営における多様な課題の解決を力強くサポートしています。また、全国の
税理士・社労士など専門士業向けに「経営課題解決支援クラウドシステム」を提供し、企業活性化支援も行っていま
す。

中堅・中小企業の経営を多角的にサポートするスペシャリスト集団。使命は、企業経営の支援を行い、日本経済を活
性化させること。お客様に寄り添い考えることはＡＩにはできません。今、人の力が求められています。

企業・団体HP https://www.obic.co.jp/recruit/newgraduate/

本社所在地

株式会社トヨタシステムズ

https://www.toyotasystems.com/recruit/

事業内容

自社PR
風通しがよく、若手も自分の意見を言いやすい雰囲気です。トヨタグループのIT中核企業として、トヨタシステムズが担
う役割・フィールドは広がっています。会社と一緒に成長できるような方をお待ちしています。

2019年1月

1,547億円

3,119名

54.5億円

業種

トヨタシステムズ

設立

設計・生産・物流・販売・金融・ネットワークなどの各分野において、トヨタグループの中心的役割を担うITソリューション
企業です。自動車業界が直面する「100年に一度」の変革期に対応するためトヨタ系IT企業3社とトヨタ自動車のIT機
能を統合し、2019年1月に誕生しました。お客様と共に方針・計画を立案し、圧倒的生産性・ダントツの技術力を駆
使して最適なトータルITソリューションを提供していきます。

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1　JPタワー名古屋　32F

IT・情報処理/情報処理・ソフトウエア

事業内容

オービックは企業経営の課題を解決し、新たな利益を創造する価値あるＩＴソリューションの導入コンサルティングには
じまり、企画提案から開発、導入、サポートまで全てを自社で行う「ワンストップ・ソリューション・サービス」を提供してい
ます。その内容は「システムインテグレーション事業」と「システムサポート事業」とに大別されます。

自社PR
文理不問です。幅広い経験を積みたいとお考えの方は是非お立ち寄りください。様々な業界の経営層とお会いする
機会があり、早くから成長できる環境に身を置くことができます。

No.12

資本金

本社所在地

企業・団体HP

https://www.meinan-saiyo.net/
https://www.obic.co.jp/recruit/newgraduate/
https://www.toyotasystems.com/recruit/
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No.13 株式会社ビーイング ビーイング

業種 IT・情報処理/情報処理・ソフトウエア

業種

企業・団体HP

株式会社NTTデータ東海 エヌティティデータトウカイ

IT・情報処理/情報処理・ソフトウエア

http://www.nttdata-tokai.co.jp/fresh/

本社所在地

資本金

No.14

愛知県名古屋市中区錦２－１７－２１　NTTDATA伏見ビル

1億円 183億円

設立 1990年3月 446名

事業内容

各種情報システム、それに係るソフトウェアの開発、保守の受託、販売並びに賃貸・情報システムに係る建設工事、
その他の建築工事及び設備工事の施工・インターネット、ケーブルテレビ、通信衛星等のネットワークを利用した情報
処理、情報提供業務・マルチメディア関連の音声、映像、データ等のコンテンツの制作及び販売・上記に付随する調
査、研究、研修、コンサルティング　他

自社PR
ＮＴＴデータグループとして、お客様のニーズに対応した最適な情報システムを提案しています。システムインテグ
レーションビジネスとして、公共、金融、法人等、ビジネスに必要不可欠なシステムを提供しています。

No15 NTT西日本(西日本電信電話株式会社) ニシニホンデンシンデンワ

様々な社会課題に対し、ICTの力で解決をしていく「ソーシャルICTパイオニア」を目指し、地域を元気にしていく「ビタミ
ン」のような役割を担っていきます。

自社PR
西日本地域における電話やインターネットだけでなく、AIやIoTなどの情報通信技術で、教育や観光、農業などあらゆ
る産業・業界のスマート化を推進を図り、情報通信インフラを支えているのがNTT西日本です。

事業内容

業種 IT・情報処理/情報・インターネットサービス

企業・団体HP https://www.ntt-west-recruiting.jp/gradu/

本社所在地 大阪府大阪市都島区東野田町４丁目１５－８２

資本金 3,120億円 1兆5,059億円

設立 1999年7月 1600名

事業内容

30年以上シェアNo.1、国産初、業界初と呼ばれる多様なシステムを開発・販売・カスタマーサポートまで自社一貫で
おこなう。国内外の大企業～中小企業まで1万社以上のお客様に導入。子会社5社（東京2社・大阪・長崎・ミャン
マー）、海外・グループ展開も。

本社所在地

資本金

設立

自社PR
「人」を大事にし、１人ひとりの『個性』を見つけ・活かし合う。新卒入社後は、半年間の研修期間を通して社会人の土
台づくり。その先に、個性を活かして大きくチャレンジできる環境があります。

企業・団体HP https://www.beingcorp.co.jp/recruit/

三重県津市桜橋一丁目312番地

1億円 46億8,706万円

1984年9月 310名

http://www.nttdata-tokai.co.jp/fresh/
https://www.ntt-west-recruiting.jp/gradu/
https://www.beingcorp.co.jp/recruit/
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資本金 11兆6,127億円 29兆1,515億円

設立 2008年10月 7,436名

No.3 株式会社日本政策金融公庫 ニッポンセイサクキンユウコウコ

業種 金融/その他金融

企業・団体HP https://www.jfc.go.jp/n/recruit/index.html

本社所在地 東京都千代田区大手町１－９－４大手町フィナンシャルシティノースタワー

No.2 損害保険ジャパン株式会社 ソンガイホケンジャパン

業種 金融/保険

企業・団体HP https://www.sompo-japan-saiyo.com/

本社所在地 東京都新宿区西新宿1-26-1

事業内容

損害保険事業１．損害保険の引受　２．損害調査および保険金の支払い　３．新商品の企画・開発　４．資産運用
５．国際関連事業　　６．その他各種事業従来ので保険が果たしてきた「マイナスをゼロにする」だけでなく、お客さま
の暮らしにいつも寄り添、、人生を豊かにすて、「ゼロをプラスに変える」存在として、新たな顧客体験価値（CX）を提供
し、安心・安全・健康の領域で価値ある商品やサービスを創造しています。

自社PR
私たち損保ジャパンのミッションは、社員の幸せや働きがいをベースとして保険事業とその先の安心・安全・健康の領
域で、お客さまにとって価値ある商品・サービスを創造し、社会に貢献していくことです。

資本金 700億円 2兆1,587億円

設立 1888年10月 22,537名

事業内容

個人事業者、中小企業者及び農林水産業者などに対する事業資金融資を行っています。

自社PR
日頃から様々な業種の経営者と接する機会が多いため、経営者の方の知識や苦労、考え方にも触れることができ、
自己の成長につながります。

No.1 株式会社三十三銀行 サンジュウサンギンコウ

設立 2021年5月 2,465名

事業内容

地域のお客さまの課題解決に向けて、東海から近畿に亘るネットワークを駆使し最適な金融サービスを提供していま
す。

自社PR
2021年5月、新たに三十三銀行が誕生しました！私たちと一緒に新しい銀行を作っていきませんか？銀行に興味が
ある方もない方も一度話を聞きに来てください。銀行のイメージが変わりますよ！

業種 金融/銀行

企業・団体HP https://www.33bank.co.jp/recruit/index.html

本社所在地 三重県四日市市西新地7番8号

資本金 374億円 3兆7,959億円

https://www.jfc.go.jp/n/recruit/index.html
https://www.sompo-japan-saiyo.com/
https://www.33bank.co.jp/recruit/index.html
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1948年8月 196名

事業内容

県内ＪAの信用事業を統括する金融機関として、農業をはじめ地域産業の発展を応援しています。

自社PR
・金融機関の本部業務を若いうちから経験できる・転勤がなく安心して働き続けることができる
・職員間のコミュニケーションを大切にしているため、自由にアイディアを出し合い前向きで活発な意見交換ができる

業種

No.4 ＪAバンク三重信連(三重県信用農業協同組合連合会) ジェイエイバンクミエシンレン

金融/その他金融

企業・団体HP https://www.jamie.or.jp/shinren/

本社所在地 三重県津市栄町１丁目９６０番地

資本金 687億5,200万円 1兆9,794億円

設立

No.5 ＪＡ全農みえ(全国農業協同組合連合会三重県本部) ジェイエイゼンノウミエ

業種 官公庁・団体

企業・団体HP https://www.zennoh.or.jp/me/recruit/

本社所在地 三重県津市栄町一丁目９６０（ＪＡ三重ビル内）

事業内容

農家組合員が生産した農畜産物をＪＡを通じて集荷・販売する販売事業と、その生産に必要な生産資材や生活に
必要な商品をＪＡを通じて供給する購買事業、農業生産技術や品質向上のための営農指導事業を展開していま
す。生産者の営農活動と暮らしを支援するとともに、地域と地域農業の活性化に貢献し、消費者のみなさまに安全で
新鮮な三重県農畜物を安定的にお届けしていくことを私たちの重要な任務と考え、日々業務に励んでいます。

自社PR
本会では様々な研修制度をご用意しておりますので、農業に詳しくない方も大歓迎です！また、文系・理系も問いま
せんので、三重県の農業や食に興味のある方、お待ちしております！

資本金 1,152億5,200万円 4兆4,724億円

設立 1972年3月 7,813名

No.6 JR東海(東海旅客鉄道株式会社) ジェイアールトウカイ

業種 運輸・倉庫/運輸

企業・団体HP https://saiyo.jr-central.co.jp

本社所在地 東京都港区港南2-1-85　ＪＲ東海品川ビルＡ棟

事業内容

JR東海は「日本経済の大動脈である東京～大阪間の旅客輸送を維持発展させること」を最大の使命とし、自らの誇
りとしています。東京～名古屋～大阪の新幹線輸送、名古屋・静岡を中心とした在来線輸送を担うとともに、鉄道事
業との相乗効果が期待できる分野を中心に関連事業を展開しています。また、超電導リニアによる中央新幹線計
画、高速鉄道システムの海外展開など、次の日本を創るプロジェクトにも取り組んでいます。

自社PR
日本の大動脈輸送を担う東海道新幹線を軸に、関連事業や.超電導リニアによる中央新幹線計画など、常に挑戦し
続けながら世の中に貢献しています。日本を支え、未来を創造する仕事に興味のある方、お待ちしています！

資本金 1,120億円 9,351億円

設立 1987年4月 18,499名

https://www.jamie.or.jp/shinren/
https://www.zennoh.or.jp/me/recruit/
https://saiyo.jr-central.co.jp/
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No.9 株式会社バッファロー バッファロー

設立 1944年2月 1,218名

事業内容

乗合バス事業、観光バス事業、管理受託事業、旅行業、自動車整備業、自家用自動車管理業、土地建物賃貸
業、保険業、広告業、観光コンサルティング業

自社PR
1944年の設立以来、バス事業を基幹事業とし、旅行、整備、不動産、広告等現在では10の事業を営む、グループ
全25社から構成される、東証プライム市場上場の三重交通グループにおける中核企業

業種 運輸・倉庫/運輸

企業・団体HP https://www.sanco.co.jp/

1978年8月 650名

事業内容

「BUFFALO」ブランドでおなじみの周辺機器国内トップメーカーです。メルコグループでは国内トップシェアを13部門で
保有しており(BCNアワード2021)、最近注目されているテレワークでも製品需要が高まっています。弊社は「つなぐ技
術で、あなたに喜びを」という標語を掲げています。すべてのモノとモノがネットワークでつながるIoT時代を技術で支
え、お客様に喜びを与えていきます。

自社PR
バッファローは少数精鋭の経営体制であるので、若いうちから目に見える形で様々な仕事をすることができます。大き
な製品の中の一部などではなく一つの完成品を自社製品として提案できることが魅力の1つです！

業種 メーカー/電子・電機

企業・団体HP https://job.axol.jp/jn/s/buffalo_24/mypage/login

本社所在地 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号　赤門通ビル

資本金 3億2,000万円 647億600万円

No.7 三重交通株式会社 ミエコウツウカブシキガイシャ

設立

本社所在地 三重県津市中央１番１号

資本金 40億1,701万円 177億円

No.8 三交不動産株式会社 サンコウフドウサン

自社PR
三重交通グループHDのなかで、不動産・建設部門を担う総合不動産会社として、三重・愛知を中心に「住まい・街・
暮らし」づくりを行っています。

資本金 38億円 302億3000万円

設立 1955年7月 380名

業種 メーカー/建設・住宅・不動産

企業・団体HP https://re.sanco.co.jp/recruit/

本社所在地 三重県津市丸之内9番18号

事業内容

■注文住宅事業　■分譲住宅事業　■分譲マンション事業　■不動産仲介事業　■リフォーム事業　■賃貸事業
（商業施設・オフィスビル）　■環境エネルギー事業　■高齢者向け住宅事業　■アグリ事業　■その他

https://www.sanco.co.jp/
https://job.axol.jp/jn/s/buffalo_24/mypage/login
https://re.sanco.co.jp/recruit/
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ミエデンシステムソリューション

No.10 住友電装株式会社 スミトモデンソウ

設立 2006年3月 271名

事業内容

＜情報サービス業＞■販売管理や生産管理システムなどのシステム開発　■電子カルテ・医事会計、介護支援シ
ステムなどの導入適用作業　■自社ＤＣを活用した基盤インフラ構築サービスの提供

本社所在地 三重県四日市市浜田町5-28

資本金 200億4,200万円 5,877億円(単体)

自社PR
三重大生が多数活躍中／三重本社を中心に名古屋、東京、大阪で事業を展開／医療・介護福祉領域に強みあり
／全社でテレワーク活用中／未経験歓迎！エンジニアとしてICTで社会を支えましょう！

業種 IT・情報処理/情報処理・ソフトウエア

企業・団体HP https://www.msysol.co.jp/

本社所在地 三重県津市桜橋二丁目177番地3

資本金 3000万円 29億円

No.12 株式会社ミエデンシステムソリューション

設立 1917年12月 7,042名

事業内容

自動車用・その他ワイヤーハーネス、各種カーエレクトロニクス製品の研究開発及び製造・販売

自社PR
32ヵ国23万人のグローバル企業。主力製品のワイヤーハーネスは世界トップクラスのシェア。世界で走る自動車の約
4台に1台は当社製品を搭載。その他エレクトロニクス等も手掛け、多方面から自動車業界に貢献。

業種 メーカー/自動車・輸送用機器

企業・団体HP https://www.sws-recruit.com/

事業内容

・自動車パーツ(部品・用品)の販売事業(卸売)
・カー用品店『ジェームス』のフランチャイズ事業(リテール)
 ・商品事業（卸売、リテールで展開する商品の調達、供給、販売促進、品質管理の企画）
 ・物流(部品・用品を効率的かつタイムリーに配送する仕組みを構築)

自社PR
【OBOG参加予定】自動車業界は電動化やAI化など100年に1度の大変革に直面しており、加速する世の中の変化に
対応が必要です。弊社はそんな中、若手から”企画”で年齢・性別の区別なく活躍出来る会社です！

資本金 150億円 5,940億円

設立 2020年4月 7,700名

No.11 トヨタモビリティパーツ株式会社 トヨタモビリティパーツ

業種 商社/商社（自動車・輸送用機器）

企業・団体HP https://toyota-mp.co.jp/

本社所在地 愛知県名古屋市熱田区六野1-2-9

https://www.msysol.co.jp/
https://www.sws-recruit.com/
https://toyota-mp.co.jp/
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事業内容

(A) 豊田自動織機のSIer事業(B) ITインフラ構築事業(C) 製品組込み開発事業(D) ソリューション開発事業

自社PR
親会社である株式会社豊田自動織機の100％子会社であり、情報システム部門としての機能を果たしています。トヨ
タ生産方式を現場で支えてきた当社の技術は、市場において非常に高い価値を持っています。

資本金 1億円　 104億円

設立 1991年2月 437名

No.15 株式会社豊田自動織機ＩＴソリューションズ トヨタジドウショッキアイティーソリューションズ

業種 IT・情報処理/情報処理・ソフトウエア

企業・団体HP https://www.tiis.global/recruit

本社所在地 愛知県刈谷市南桜町1-72-1 アルバックスタワー刈谷駅前アカリヤ4階

資本金 5,000万円 50.2億円

設立 1967年3月 302名

No.13 株式会社三重電子計算センター ミエデンシケイサンセンター

業種 IT・情報処理/情報処理・ソフトウエア

企業・団体HP https://www.mieden.co.jp/

本社所在地 三重県津市桜橋二丁目177番地3

事業内容

【1】官公庁、地方自治体に向けた各種システムの提案、導入、運用、保守【2】データセンターを用いた『クラウドサー
ビス』、コロナウイルスに係る『ワクチン接種券の作成』や各種帳票・郵送物作成等、お客様を幅広く支えるソリューショ
ンを展開■私たちは、誰もが利用する公共サービスがより便利に、そして安全で安心な形で皆さんの元に提供される
よう、県庁や市役所へ様々なITサービスを導入しています！

自社PR
【IT×地域貢献】出生、結婚、福祉、納税など、人々の生活に“必ず”必要となる行政手続きやサービスをICTの力で
支えませんか？三重大OBOGも30名以上活躍中！学部問わず是非お話を聞きに来てくださいね！

No.14 株式会社　松阪電子計算センター マツサカデンシケイサンセンター

設立 1967年5月 320名

事業内容

主な事業内容は、市役所などの官公庁向けのソフトウェア開発やITサービスのご提供です。特に、システムをゼロから
作り上げるスクラッチ開発 と 設計から施工までをトータルでこなせるインフラエンジニアリングが自慢です。高い技術
力で自治体DX、Gov-Tech、スマートシティの実現を支えていきます。

自社PR
文理、ＩＴ経験の有無に関わらず、一流のエンジニアになりたい！　顧客がワクワクする企画を提案をしたい！そんな
「なりたい」「したい」を持つ、先輩エンジニアや先輩営業が多く働いている会社です。

業種 IT・情報処理/情報処理・ソフトウエア

企業・団体HP https://www.matsusaka.co.jp/recruit/

本社所在地 三重県松阪市石津町353-1

資本金 3,500万円 36億円

https://www.tiis.global/recruit
https://www.mieden.co.jp/
https://www.matsusaka.co.jp/recruit/
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No.2 味の素AGF株式会社 アジノモトエージーエフ

業種 メーカー/水産・食品

企業・団体HP https://www.agf.co.jp/recruit/

本社所在地 東京都渋谷区初台1-46-3シモモトビル

事業内容

飲食料品の製造、販売

自社PR
「ココロ」と「カラダ」の健康に貢献し、「従業員もお客様も幸せになれる会社」創りをTEAM AGF全員で目指していま
す。

資本金 38億6270万円 853億円

設立 1973年8月 1,287名

No.1 アピ株式会社 アピ

設立 1972年10月 1,488名

事業内容

●蜂蜜・ローヤルゼリーなどの蜂産品の販売、養蜂指導と蜂・養蜂器具の販売●健康補助食品の商品提案から製
造までの総合受託製造●医薬品の受託製造

自社PR
「人々の健康に貢献したい」という思いのもと、蜂産品から健康食品、医薬品へ事業を拡大。OEM・CMOのため社名
は表に出ませんが、大手メーカーをはじめとした各社の健康食品や医薬品を多数手がけています。

業種 メーカー/水産・食品

企業・団体HP http://www.api3838.co.jp/7recruit/index.html

本社所在地 岐阜県岐阜市加納桜田町1-1

資本金 4800万円 367億7000万円

No.3 天野エンザイム株式会社 アマノエンザイム

業種 メーカー/素材・化学

企業・団体HP https://www.amano-enzyme.co.jp/

本社所在地 愛知県名古屋市中区錦一丁目2番7号

事業内容

医薬用、食品・工業用、診断薬用酵素剤の製造・販売

自社PR
当社の社名にある「エンザイム」とは酵素の意味。社名の通り、酵素剤の製造及び販売を行っています。その酵素は
医薬品、診断薬、食品、環境等幅広い分野で使われ、私達の生活を見えないところで支えています。

資本金 3億9,000万円 194億2,000万円

設立 1948年8月 470名

https://www.agf.co.jp/recruit/
http://www.api3838.co.jp/7recruit/index.html
https://www.amano-enzyme.co.jp/
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1882年5月 3,831名

事業内容

フイルム・機能マテリアル、モビリティ、生活・環境、ライフサイエンス分野における各種製品等の製造、加工、販売。
プラント・機器の設計、制作、販売。各種技術・情報の販売。

自社PR
当社は創立１４０年の化学メーカーです。これまで培ってきた高い技術力をもとに、今後も人々の未来を支える新しい
技術を生み出していきます。

業種 メーカー/素材・化学

企業・団体HP https://www.toyobo.co.jp/

No.4 東洋紡株式会社 トウヨウボウ

本社所在地 大阪府大阪市北区梅田一丁目１３番１号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス

資本金 517億3,000万円 3,757億2,000万円

No.6 小島プレス工業株式会社 コジマプレスコウギョウ

業種 メーカー/自動車・輸送用機器

企業・団体HP https://www.kojima-tns.co.jp/

本社所在地 愛知県豊田市下市場町３－３０

事業内容

トヨタ自動車の1次サプライヤーとして樹脂・電気電子・鉄といった幅広い技術を有し自動車内外装部品の研究・開
発・設計・生産を行っています。また、インテリア領域・ゼロエミッション領域の２つの領域軸で、お客様に対し提案を行
い受注につなげています。

自社PR
創業当時から変わらない「社員は家族」という考えのもと、昼食無料制度や誕生日・記念日のお祝いなど福利厚生の
充実を図り、社員だけでなく社員の家族にも心の豊かさや安心感を感じていただける制度を整えています。

資本金 4億5000万円 1790億円

設立 1950年1月 1,650名

事業内容

自動車部品、エネルギー・住生活関連製品の製造販売

自社PR
アイシングループは、世界200社以上、従業員11万人を超える連結会社からなる総合自動車部品メーカーです。グ
ループで手がける製品群は多岐にわたり自動車を構成する幅広い領域の部品設計・製造を行っています。

資本金 450億円 3兆9174億円

設立 1965年8月 36,489名

No.5 株式会社アイシン アイシン

業種 メーカー/自動車・輸送用機器

企業・団体HP https://www.aisin.com/jp/recruit/

本社所在地 愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

設立

https://www.toyobo.co.jp/
https://www.kojima-tns.co.jp/
https://www.aisin.com/jp/recruit/
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No.7 株式会社安永 ヤスナガ

1949年9月 632名

事業内容

コア技術をつなぎ、顧客まで流れる「ものづくり」を行っています！エンジン部品事業部、機械装置事業部、環境機器
事業部

自社PR
皆様こんにちは！株式会社安永安永は三重県伊賀市に本社を置く、東証プライム市場上場企業でございます。国
内全ての自動車メーカーと取引がある他、海外にも複数拠点を持ち、グローバルに活躍中です！

業種 メーカー/自動車・輸送用機器

企業・団体HP https://www.recruit.fine-yasunaga.co.jp/graduates/

本社所在地 三重県伊賀市緑ケ丘中町3860

資本金 21億4,225万円 21億4,225万円

設立

No.9 イビデン株式会社 イビデン

業種 メーカー/電子・電機

企業・団体HP https://ibiden-recruit.jp/

本社所在地 岐阜県大垣市神田町2-1

事業内容

◆電子事業…パソコンのMPUに使用されるICパッケージやスマートフォン、タブレットPC等に使用されるプリント配線板
など、最先端の製品を創り出しています。◆セラミック事業…ディーゼル車から排出されるススを除去し、環境負荷軽
減に役立つDPFや触媒担体保持・シール材や半導体・太陽電池等の製造過程で使用される特殊炭素製品等を開
発・供給しています。

自社PR
電子/セラミック両分野で世界トップシェア製品をもち、世界の半導体・電機・自動車メーカーの戦略的パートナーとし
て、次世代製品の開発に挑み続けている会社です。

資本金 641億5,200万円 4,011億3,800万円

設立 1912年11月 3,549名(単体)

No.8 浜松ホトニクス株式会社 ハママツホトニクス

設立 1953年9月 5,279名 

事業内容

光センサ・光源および応用機器、画像処理装置等の研究開発、製造販売。最先端医療診断装置PET、小惑星イト
カワを観測した人工衛星「はやぶさ」や、2013年ノーベル賞受賞のCERN（欧州原子核研究機構）でのヒッグス粒子の
研究等、最先端分野で当社製品が使用されています。また、ニュートリノ観測施設スーパーカミオカンデにて弊社光
電子増倍管が使用され、2015年梶田先生のノーベル賞受賞で大きな注目を集めました。

自社PR
当社は“光のパイオニア”として、光技術により人類、社会の発展に寄与していきたいと考えております。ぜひ私たちと
一緒に、未知未踏の分野へ挑戦してみませんか！

業種 メーカー/電子・電機

企業・団体HP http://www.hamamatsu.com/

本社所在地 静岡県浜松市中区砂山町325番地の6　日本生命浜松駅前ビル

資本金 349億6,400万円 1,690億2,600万円

https://www.recruit.fine-yasunaga.co.jp/graduates/
https://ibiden-recruit.jp/
http://www.hamamatsu.com/
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メーカー/OA機器・家具・スポーツ・玩具・その他

企業・団体HP https://www.pilotink.co.jp/

本社所在地 愛知県名古屋市昭和区緑町3-17

事業内容

住友電装を含む住友電工グループ向けシステム開発・保守住友電工グループ以外の一般企業向けパッケージソフ
トウェア開発・販売

自社PR
連結売上高３兆円規模の住友電工グループのIT中核企業。堅実な経営基盤と６年連続シェアNo.1のパッケージソフ
トウェアを生み出す技術力を兼ね備え、安心して成長できる環境があります。

No.12 株式会社大林組 オオバヤシグミ

本社所在地 大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30 ニッセイ新大阪ビル5階

資本金 4億8,000万円 207億2,300万円

No.11 住友電工情報システム株式会社 スミトモデンコウジョウホウシステム

設立 1998年10月 570名

業種 IT・情報処理/情報処理・ソフトウエア

企業・団体HP https://www.sei-info.co.jp/

No.10 パイロットインキ株式会社 パイロットインキ

業種

資本金 2億2,000万円 265億円(単独)

設立 1950年4月 497名(単独)

事業内容

文具および、その他製品の製造販売筆記具の書記用インキ各種および、その他製品の特殊インキ開発はもちろん、
3DCADを用いた筆記具の外装設計。設計された筆記具を生産するための自動組み立て機械も当社で製作しており
ます。

自社PR
消えるペン「フリクション」などの筆記具を開発・生産・販売している筆記具製造メーカーです。筆記具は、世界１８０ヶ
国以上の人々に愛用されています。三重大生の先輩（化学・機電系専攻）も多数在籍し、活躍中！

1936年12月 15,470名

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

自社PR
創業から１３０年超。長きにわたり建設業界をリードしてきた、歴史ある会社です。世界トップクラスの技術力で、国内
外で数々のビッグプロジェクトを実現してきました。

業種 メーカー/建設・住宅・不動産

企業・団体HP https://www.obayashi.co.jp/recruit/graduate/

本社所在地 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟

資本金 577億5,200万円 1兆9,228億84百万円

設立

https://www.pilotink.co.jp/
https://www.sei-info.co.jp/
https://www.obayashi.co.jp/recruit/graduate/
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事業内容

当社は、日本・世界のあらゆるメーカー（自動車、航空機、半導体、材料、食品、化粧品、医薬品など）の開発品の
「評価実験・解析」を行うことで、世界の最先端の開発や次世代のものづくりに貢献しています。関わる製品は、5年
先・10年先に世に出るような開発品が多く、自分の知識や技術を深めたい人、日々成長したい人にはピッタリの会社
です！ぜひ一度、お話を聞いてみませんか？

自社PR
評価領域は国内最大規模を誇り、「評価実験・解析」領域で蓄積されたノウハウを持つ強い会社です。だからこそ、
様々なメーカーとパートナーとして開発に取り組むことができ、業界成長率No.1を実現しています。

資本金 5000万円 43億円

設立 1999年6月 180名

No.14 JAPAN TESTING LABORATORIES株式会社 ジャパンテスティングラボラトリーズ

業種 専門・技術サービス業

企業・団体HP https://jtl-recruit.com/

本社所在地 岐阜県大垣市内原1-56

事業内容

食品表示に関わる成分分析、食品の安全に関わる残留農薬等の微量有害物質の分析、微生物検査、輸入食品検
査（食品衛生法の登録検査機関）、特定保健用食品等成分分析（健康増進法に基づく登録試験機関）、食品事業
者への衛生調査・コンサルティング業務、食品衛生に関するセミナーの開催、学会発表、専門誌への投稿　等

自社PR
第三者機関として中立・公正な立場で、食の「安全」「安心」「健康」「おいしさ」にかかわる様々なサービスを提供して
います。また、すべての職員がやりがいを持っていきいきと働き続けられる職場を目指しています。

資本金 31億円 14億円

設立 1979年8月 145名

No.13 一般財団法人食品分析開発センターSUNATEC ショクヒンブンセキカイハツセンターサナテック

業種 専門・技術サービス業

企業・団体HP http://www.mac.or.jp/

本社所在地 三重県四日市市赤堀新町9番5号

https://jtl-recruit.com/
http://www.mac.or.jp/
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No.2 シンフォニアテクノロジー株式会社 シンフォニアテクノロジーカブシキカイシャ

業種 メーカー/電子・電機

企業・団体HP https://www.sinfo-t.jp/

本社所在地 東京都港区芝大門1-1-30 芝NBFタワー

宇宙ロケット用電装品、航空機用電源システム、空港用地上支援車両、自動車・複写機・ＦＡ用クラッチ、産業ロボッ
ト・エレベータ用保持ブレーキ、鉄道車両用制御ブレーキシステム、アミューズメント用プリンタ、半導体搬送装置、自
動車用試験装置、上下水道用電気設備、真空溶解炉、振動搬送プロセス装置、細胞培養搬送装置、小規模ス
マートグリッドシステム、植物工場システム 等の製造・販売。

自社PR
事業が多彩です。現在、12種類のモーションコントロール＆パワーエレクトロニクス事業を展開しており、航空宇宙・半
導体といった最先端分野から、身近な生活に関わるインフラ事業まで幅広く手掛けています。

資本金 101億5,696万円 945億円

設立 1949年8月 1,930名(単独)

No.1 キオクシア株式会社(KIOXIA) キオクシア

業種 メーカー/電子・電機

企業・団体HP https://graduates-jp.kioxia.com/

本社所在地 東京都港区芝浦3-1-21 田町ステーションタワーS

事業内容

メモリおよび関連製品・サービスの研究開発・製造・販売事業及びその関連事業

自社PR
世界シェア第2位のフラッシュメモリは1987年に当社が発明。このメモリの開発により大容量の情報を自由に持ち運
べ、ライフスタイルが大きく変わりました。「記憶」の技術をコアに新たな未来を提供していきます。

資本金 100億円 15,265億円

設立 2017年4月 10,100名(単独)

資本金 100億円 68,998,456千円

事業内容

No.3 USJC(ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社) ユーエスジェイシー

設立 2019年10月 1,057名

事業内容

私たちユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社（USJC）は、半導体受託製造会社＝ファウンドリーとして、世
界に向けて高品質の半導体を提供しています。世界有数のファウンドリーであり、世界をリードするスペシャルティ・
ファウンドリーを目指すUMCと協働し、日本の半導体製造拠点として、世の中の便利を“つくる”ことで、社会に貢献し
ていきます。

自社PR
ファウンドリー企業における世界第2位のUMCグループとなり、今までに培ってきた技術に加えUMCが持つお客様の
ネットワークと技術力のシナジー効果を活かし、お客様に愛されるファウンドリー企業を目指します。

業種 メーカー/電子・電機

企業・団体HP https://recruit.usjpc.com/

本社所在地 神奈川県横浜市神奈川区金港町３－１　コンカード横浜１３F

https://www.sinfo-t.jp/
https://graduates-jp.kioxia.com/
https://recruit.usjpc.com/
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メーカー/自動車・輸送用機器

企業・団体HP https://www.suzuki.co.jp/

本社所在地 静岡県浜松市南区高塚町300

資本金 1,383億1,800万円 3兆5,683億8,000万円

設立 1920年3月 16,267名

自社PR
豊田合成は、世界17ヶ国に事業を展開するグローバルサプライヤーです。また、2050年までにCO2排出量ゼロを目
標に掲げ、原材料の段階から廃棄に至るまで、弊社の技術力を結集し環境の保全を推進しています。

1945年8月 18,507名

事業内容

四輪車・二輪車・船外機・電動車いす等の開発・製造・販売

自社PR
スズキはクルマやバイク、船外機等の製品を通じて、世界中の人々の海から山までの生活を支えています。今後は
CASEやMaaS等の最新技術を取り入れ、国や経済、そして人々の生活の更なる発展に貢献します。

No.4 スズキ株式会社 スズキ

業種

No.5 豊田合成株式会社 トヨダゴウセイ

設立 1949年6月 39,511名

事業内容

【自動車部品の開発・製造・販売】ゴム・樹脂を軸に、命を守るエアバッグ、車の 走る・曲がる・止まる を支える機能
部品、車内外を彩る内外装部品、快適な車内空間を守るウェザストリップが主力事業です。【自動車以外の開発・製
造・販売】医療分野で活躍が期待される 次世代ゴムの”e-Rubber”の開発、高分子・LEDの知見を応用したGaNパ
ワー半導体製品の開発など、イノベーションへの挑戦を続けています

業種 メーカー/自動車・輸送用機器

企業・団体HP https://www.toyoda-gosei.co.jp/recruit/rec_graduate/

本社所在地 愛知県清須市春日長畑1番地

資本金 280億円 8,302億円

No.6 トヨタ車体株式会社 トヨタシャタイ

業種 メーカー/自動車・輸送用機器

企業・団体HP https://www.toyota-body.co.jp/

本社所在地 愛知県刈谷市一里山町金山100番地

事業内容

自動車および輸送用機器、福祉車両・福祉機器の開発・生産。超小型EV、環境・福祉関連製品の開発・製造・販
売。

自社PR
当社はトヨタ車の人気車種を企画・開発から生産まで自社で担う完成車両メーカーです。国内トップクラスのシェアを
誇る福祉車両事業、企業向けに車両を架装する特装事業も手掛けています。

資本金 103.7億円 15,662億円

設立

https://www.suzuki.co.jp/
https://www.toyoda-gosei.co.jp/recruit/rec_graduate/
https://www.toyota-body.co.jp/


 １１月２２日（火）

18 ページ

売上

従業員数

売上

従業員数

売上

従業員数

No.9 ホシザキ株式会社 ホシザキカブシキガイシャ

設立 1945年5月 1,430名

事業内容

セキュリティシステム、建築用錠前・工業用錠前、建築金具・サッシ金具、サイン等の開発・製造・販売に関する事業

自社PR
ドアロックの生産販売で,国内トップシェアを誇るトータルセキュリティメーカーです。メカトロニクスの技術をベースに、最
新の通信やＩoＴの技術を駆使したオンリーワン製品を次々と生み出しています。

業種 メーカー/鉄鋼・非鉄・金属製品

企業・団体HP http://www.miwa-lock.co.jp/

設立 1947年2月 12,923名

事業内容

製氷機、冷蔵庫、食器洗浄機などをはじめとする各種フードサービス機器の研究開発及び製造・販売を行っていま
す。国内では様々な製品でトップシェアを獲得しており、製氷機では世界シェアNo.1です！

自社PR
オリジナル製品を持たない企業に飛躍はない」をモットーに、国内外問わず、幅広い製品領域で「食」のシーンをサ
ポートしています。製品を生活の身近な場所で目にすることができるのも魅力 です。

業種 メーカー/機械・プラントエンジニアリング

企業・団体HP https://www.hoshizaki.co.jp/saiyou/

本社所在地 愛知県豊明市栄町南館3-16

資本金 80億5200万円 2744億1900万円

本社所在地 東京都港区芝3丁目1番12号

資本金 6億1000万円

No.7 美和ロック株式会社 ミワロック

439億円

No.8 株式会社デンソーウェーブ デンソーウェーブ

業種 メーカー/精密機器・医療用機器

企業・団体HP https://www.denso-wave.com/ja/recruit/new/

本社所在地 愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池1番

QRコードやRFIDなどの自動認識分野、センサから得た情報に応答することで自動化を叶えるコントローラの開発を担う
制御機器分野、工場内で活躍する産業用ロボットやIoT製品で世界中のモノづくりを支えるFA・ロボット分野。そして、
自社製品を組み合わせてお困りごとを解決していくソリューション分野。多岐の分野にわたって、機器やシステムの設
計、開発から製造、販売までを独自に行っています。

自社PR
～つくりたいのは、ワクワクする未来～弊社は、誰もが１度は使ったことがあるQRコードを始め、世界トップクラスのシェ
アを誇る様々な技術や製品で次の当たり前を作っていきます！★ぜひ説明会へお越し下さい！

資本金 4億9,500万円 437億円

設立 1976年6月 1,277名

事業内容

http://www.miwa-lock.co.jp/
https://www.hoshizaki.co.jp/saiyou/
https://www.denso-wave.com/ja/recruit/new/
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No.11 凸版印刷株式会社 トッパンインサツ

No.10 株式会社ＦＵＪＩ フジ

業種 メーカー/機械・プラントエンジニアリング

企業・団体HP https://recruit.fuji.co.jp/new/index.html

本社所在地 愛知県知立市山町茶碓山１９

事業内容

世界トップクラスのシェアを誇り、最先端のスマートフォンなどのIT機器の生産に不可欠な『電子部品実装ロボット』と、
世界中の自動車の生産を縁の下で支える『工作機械』の開発・製造・販売が当社の主力事業です。また、これまでに
ない要素技術の開発やこれまで培ってきたロボット技術を応用し、新たな事業分野への挑戦として、『垂直小型多関
節ロボット』や『介護用アシストロボット』なども手掛けています。

自社PR

設立 1900年6月 54,336名(連結)

事業内容

トッパンは、「印刷テクノロジー」をベースに「情報コミュニケーション事業分野」、「生活・産業事業分野」および「エレク
トロニクス事業分野」の3分野にわたり幅広い事業活動を展開しております。

自社PR
トッパンは皆さんがイメージする印刷だけの会社ではありません挑戦を続けながら幅広い事業を展開し、課題解決に
繋がるトータルソリューションを提供していますどんな専攻の方でも活躍できる環境があります。

業種 メーカー/印刷・パッケージ

企業・団体HP https://www.toppan.co.jp/

本社所在地 東京都台東区台東１－５－１

資本金 104,986 百万円 1兆5475億3300万円

業界屈指の技術力！！電子部品実装ロボットで世界トップクラスのシェアを誇る産業用ロボットメーカーです！！

No.12 日本特殊陶業グループ ニッポントクシュトウギョウ

設立 1936年10月 16,145名

事業内容

１．スパークプラグおよび内燃機関用関連品の製造、販売２．ニューセラミックおよびその応用商品の製造、販売、そ
の他

自社PR
日本特殊陶業はセラミックの持つ様々な特性を活かしたモノづくりで、自動車、情報通信、医療など多くの分野でコア
部品を提供しています。今は様々な事業分野で培った技術を融合させ、新たな事業分野に挑戦中です。

業種 メーカー/ゴム・ガラス・セメント・セラミックス

企業・団体HP https://www.ngkntk.co.jp/employ/

本社所在地 愛知県名古屋市東区東桜一丁目1番1号アーバンネット名古屋ネクスタビル

資本金 478億6,900万円 4917億3300万円

資本金 58億7,800万円 1,155億9,500万円(単独)

設立 1959年4月 1,710名(単独)

https://recruit.fuji.co.jp/new/index.html
https://www.toppan.co.jp/
https://www.ngkntk.co.jp/employ/


 １１月２２日（火）

20 ページ

売上

従業員数

売上

従業員数

売上

従業員数

No.13 株式会社ノリタケカンパニーリミテド ノリタケカンパニーリミテド

業種 メーカー/ゴム・ガラス・セメント・セラミックス

企業・団体HP https://www.noritake.co.jp/recruit/

本社所在地 愛知県名古屋市西区則武新町三丁目1番36号

事業内容

食器、研削・研磨工具、セラミックス材料、エンジニアリング装置等の製造・販売

自社PR
洋食器から先へ―食卓を彩ってきた技が、研削砥石、電子材料、機械装置の技術へと進化。洋食器”Noritake”
は、現在、エコカー、スマホ、最先端電池など時代の先をゆく分野の革新に大きく貢献しています。

資本金 156億3,200万円 1,276億4,100万円

設立 1904年1月 1,945名

No.15 太陽化学株式会社 タイヨウカガク

業種 メーカー/水産・食品

企業・団体HP https://www.taiyokagaku.com/

本社所在地 三重県四日市市山田町800番

事業内容

当社は天然素材から、乳化剤を中心とし、最先端技術を応用した新規素材まで様々な食品・化粧品用素材を取り
扱うと共に、無限の可能性を秘めた機能性食品素材の創造に取り組む食品素材メーカーです。皆さんの生活に密接
にかかわる、素材の研究開発・製造・販売を行っています。また、世界の人々の健康に貢献するため、グローバルに
も展開を行っている会社です。

自社PR
食品・化粧品素材のBtoB企業で、食品業界を中心に幅広く関わることができます。また、アットホームな雰囲気であり
ながら、若手のうちからチャレンジできる社風も魅力です。

No.14 マスヤグループ マスヤグループ

資本金 77億3062万円 399億63百万円

設立 1948年1月 939名

設立 2009年1月 265名

事業内容

「おにぎりせんべい」をはじめとする製菓事業を中心に、ホテルやブライダル、高齢者支援、酒造などを展開。

自社PR
マスヤグループは、経営理念「一番大切な人に届けたい“本物”をつくる」を合言葉に、伊勢志摩を拠点として、本物
のものづくり・本物のサービスに取り組んでいます。

業種 メーカー/水産・食品

企業・団体HP https://www.masumasu.co.jp/

本社所在地 三重県伊勢市小俣町相合1306

資本金 6000万円 70億円

https://www.noritake.co.jp/recruit/
https://www.taiyokagaku.com/
https://www.masumasu.co.jp/
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No.16 株式会社竹中工務店 タケナカコウムテン

設立 1899年2月 7,741名

事業内容

総合建設業

自社PR
総合建設業の中でも建築専業及び設計施工一貫にこだわっています。『作品主義』を掲げ、東京タワーやミッドランド
スクエアなど、ランドマークとなる多くの建築作品を手掛けています。

業種 メーカー/建設・住宅・不動産

企業・団体HP https://www.takenaka.co.jp/recruit/

本社所在地 大阪府中央区本町4丁目1-13

資本金 500億円 1兆2,377億円

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