
《会社情報》
株式：東証一部上場
売上：1,570億8,000万円（連結）
従業員数：4,531名（連結）

《募集》
全学部・学科

※機電情歓迎 ※留学生歓迎
《信州大学卒業生在席数》
17名

《求める人物像 》
“モノづくりをもっと面白くしたい”
というクリエイティビティを持ち、
失敗を恐れず挑戦したいという
好奇心の強い方。

与えられた仕事の枠を超えても、
好奇心や探究心が刺激される
ものがあれば、自ら知識を吸収
するような行動力のある方こそ
当社が求める人材です。

クラボウ（倉敷紡績株式会社）
出展日 1月11日（土） ブース番号 ①

◆１３０年以上の歴史を誇る多角化メーカー

◆本社は大阪、舞台は世界へ!!

◆裁量が大きく、若いうちから活躍できる



 

 

 

 

オリオン機械株式会社 
【業界・業種】機械メーカー（酪農機械・産業機械） 

【本社・営業所等所在地】 

長野県須坂市大字幸高 246 / 札幌市、仙台市、東京、熊谷市、稲沢市、大阪市、福岡市など、90 ケ所            

【主力商品・事業等】冷熱・真空技術をコアとする酪農機械や、産業機械の自社ブランド完成品を手がける 

【求める人材】Communication（多様性を理解し協働する力） Positive（前進力） Awareness（気づく力） 
【ＵＲＬ】 http://www.orionkikai.co.jp/recruit/  

                            

 

★★★★２０２１卒向けインターンシップ情報★★★★ 

【１日コース】 

日にち：２０２０年①２月  ６日（木） ②２月１２日（水） 

③２月１４日（金） ④２月２０日（木） 

時 間：１０時～１６時 ※全日程同内容 

場 所：オリオン機械本社（長野県須坂市大字幸高２４６） 

内 容：「メーカーの仕事を見て、聴いて、体感する１日！」 

 

 

テーマは「省エネ・環境」。感動を呼ぶ製品をめざして。 
 

環境問題に対し、具体的に製品で示す。それがメーカーの社会的責任と、私たちは考えます。 

「省エネ・環境」をコンセプトに、ライバルメーカーと差別化できる環境対応型製品の研究開発を、

積極的に推進。産業機器分野では、水素自動車の普及に向けた、水素ステーション事業に参入。 

当社の、冷凍回路技術を応用し、水素を安定供給する機器の開発・販売に挑戦しております。 

「感動を呼ぶ製品をめざそう」これが当社の品質方針です。そのために、営業情報のフィードバッ

クから開発・製造・サービスまでのシステム化や、鋭い感性と高い挑戦意欲を持つ人材の育成に 

取り組んでいきます。 

ブース番号 

２ 

出展日 

2020年 

1月11日（土） 

QR 

かざしてね♪ 

採用 HP   リクナビ 2021 

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


失敗を恐れず果敢に挑戦できる人 

挑戦し続ける当社で、健康という最高の幸せを共に創りましょう！ 

 ブースNo. 3に是非お越しください！ 

健康食品・医薬品の総合受託メーカーとして皆様の健康を支える開発型企業です。 

BtoBのため、知る人ぞ知る存在ですが、実は健康食品業界ではトップクラス！ 

また、新しい分野のバイオ医薬品にも注力しています。 

1/11(土) 

本社 〒500-8558  岐阜市加納桜田町1-1 
TEL: 058-271-3883 
https://www.api3838.co.jp/7recruit/index.html 



 

 

本社 
東京都品川区 
管理部・営業部・技術部・資材部 

船引工場 
福島県田村市 
管理部・生産部・技術部 

・社会（人）への貢献意欲があり 

 

H/P 上の採用に関するお問い合わせは 
URL： http://www.fujikura-parachute.co.jp    
 
電話でのお問い合わせは、下記へお願いします。 
TEL： 03-3785-2111 (採用担当：岡庭) 
 
 
  
 

日本で唯一のパラシュートメーカー（創業８０年） 

・新しいことへのチャレンジ精神に溢れ 

・コミュニケーション能力が豊富な 

http://www.fujikura-parachute.co.jp/


リンテック株式会社

幅広い事業領域で皆さんの生活を支える 粘着素材分野のリーディングカンパニー

◇研究職◇（化学・材料系） ※埼玉

⇒ 粘着素材の処方設計・開発

詳細はこちら ⇒

「粘着製品・特殊紙を扱う中間素材メーカー」です。東証１部上場、海外売上比率は約50％。

粘着は非常にユニークな価値をもつ技術であり、多くの工業製品に必要不可欠な存在です。

製品は、シール・ラベル用の粘着紙・粘着フィルムをはじめ、ウインドーフィルム、自動車用粘着

製品、半導体関連テープ、液晶ディスプレー関連製品など非常に多岐にわたり、皆さんの日常生

活に多くの当社製品や技術が使われています。

またバーコードプリンタ、ラベリングマシン、半導体関連装置など、ラベル素材やテープの特性を

最大限に引き出す各種関連装置の開発・製造も行っております。

＜リンテックってどんな会社？＞

＜どんな職種がある？＞

◇社内SE◇（情報系） ※東京

⇒ 基幹システムの設計・開発・運用

◇エンジニア職◇（機械・ロボット・電気・情報系） ※埼玉、群馬、千葉、他

⇒ 半導体関連装置の設計・開発、生産設備の設計

◇生産職◇（化学・材料系、機械・ロボット系） ※埼玉、群馬、千葉、他

⇒ 生産技術、品質保証、小規模設備の設計・導入



株式会社ジーテクト【東証一部上場】
当社は、世界TOPを目指す自動車部品メーカーです。

◆ 積極的なグローバル展開

◆ 系列外への売上を拡大中

◆ 自動車の軽量化ニーズに対応

◆ 異材接合技術(CFRP・アルミニウム)の開発に注力

繊維学部OB・OGが、開発部門・技術部門・管理部門で活躍中！！

 自動車に少しでも興味のある方
 専攻を活かしたい方
 海外で働きたい方
 先輩OGの話を聞きたい方 ブースNO：６



信州大学生の皆様へ

・繊維業界の中で染色を行うメーカーです。
でも、染色って色を染めてるだけじゃないんですよ！

(技術職志望の方必見!!)
染色に興味がある方、WELCOMEです！！(学部不問)
本社は名古屋ですが、配属先は浜松です。

○浜松ってこんなところ
・事業所の周りはコストコ、イオンモールなど大型ショッ
ピングモールが徒 歩圏内にあります！ ,,, 
都会の中に工場が！

・徒歩５分以内にスーパー５件以上！
・徒歩５分以内にコンビニ７件以上！

2019年1月11日
(土)出展！
7番ブース

住みやす～い

「染めの道は、一日にしてならず。」



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）東京証券取引所、総務省統計局調べ　　　　

株式会社スクロール
■東京本店　東京都品川区東品川２－２－２４天王洲セントラルタワー２６階

■本社　　　静岡県浜松市中区佐藤２－２４－１本社ビル

■連絡先　　saiyo@mb.scroll.jp 　０３－４３２６－３２００（新卒採用担当者をお呼び出しください。）

現在では従業員８５０名越、グループ合計年商７００億を生み出し、

その「志」が、複合通販を加速させる。

世界一の「複合通販企業」を目指します。

歴史ある安定した企業だからこそ、次の時代を見据え更なる変化を遂げていき、

国内全企業の０．０５％（※）しか成しえていない東証一部上場企業となりました。

スクロール採用担当者メッセージ

1月11日（土）ブース№8 

働く環境

PHOTOS

スクロールは８０年前にミシン６台でアパレルのカタログ通販をスタートしました。
今や当たり前の通信販売。

東京本店２６階の受付です。

スクロールカラーの白と赤をイメージ。
ビルの近くです。オシャレなので、

よくドラマや雑誌の撮影があります。

２６階にあるリフレッシュスペースです。

毎月イベントを行っています。

毎月コーヒー等が無料になる日があります。

組織がわかりやすく動きやすいように作られています。

外の景色は格別です。

「入社１～２年目から自分が企画したアパレルヒット商品を生み出せる環境がココにあります

消費者の購買活動をめぐる環境はすさまじいスピードで変化しています。

次世代に向けての「安定企業」であるためには、とどまることなく、変化し、進化していかなければなりません。

当社では、社歴などに関わらず、社員たちのアイデアに耳を傾け、新たな商流開拓、新たなビジネスモデルの

創造に取り組むと同時に、海外市場の開拓、Ｍ＆Aによる新たな企業間連携も加速させています。

そして次の世代を担うのは、自らの道を切り開く、若い人財であるといえます。

当社の基盤を元にチャレンジし、マーケティングや商品企画などから、クリエイティブな仕事をする人にとっては、

当社の環境は魅力的に映るはずです。

消費者への新たな伝え方、商材、モノではなくサービスといったことから、新たなビジネスモデル、事業の創造まで、

挑戦のフィールドは無限に広がっています。若いうちから活躍できるフィールド(チャンス)がここにあります。

自らの手で、新たなスタンダードを生み出したい方をお待ちしています！

Kazuo Yagi

冬１dayインターンシップの日程、予約はこちら!!
1月16日（木）、１月29日（水）

Recruitment staff

Yusuke Nakamoto

Anna Nagamori



我々の使命は

です‼

1月11日出展 ブース№11

私達は、様々な産業構造物・大型プラント(石油
石化・発電所)・社会インフラに対し非破壊検査
(=健康診断)を行うプラントドクターです。
当社は「非破壊検査」のパイオニア・リーディ
ングカンパニーです。プラント等の建設時・定
期点検時の検査では国内の多くのプラントを手
がけています。

業界のパイオニア・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ



すべての人の「移動」と「暮らし」に
新しい喜びを。

世界中のお客様の出会いは、年間3200万人へ。

「こうなればいいのに」と願うだけでは、
決して世界は変わらない。

なりゆきに身を任せてはいないか。

どうなるかじゃない、
どうするかだ。

ブース10



<トッパンの歴史と事業分野 >

　凸版印刷株式会社

tech@toppan.co.jp

 　　　　　　　　　　　　OB・OG　在籍数　５１名
　
　　　＜勤務地　内訳＞　　　　　　　　　　　　　＜年代内訳＞
　　　　　関東　--37名　　　　　　　　　　　　　　　　20代　---　11名
　　　　　関西　--12名　　　　　　　　　　　　　　　　30代　---　13名
　　　　　中部　--　2名　　　　　　　　　　　　  　　　40代　---　13名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50代以上　--　14名

ﾀﾊﾞｺ包紙が
凸版初の製品
(1900)

紙器

「ﾐﾙｸｷｬﾗﾒﾙ」

(1914)

ｾﾛﾌｧﾝ菓子包紙

(1938)

電子ﾁﾗｼｻｲﾄ

地図情報ｻｰﾋﾞｽ
製糖用ﾒﾀﾙﾌｨﾙﾀｰ

(1959)

燃料電池部材

LCD用ｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰ

雑誌「方寸」

(1908)

店頭
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ
ﾒﾃﾞｨｱ

半導体用

ﾌｫﾄﾏｽｸ

雑誌・書

POP、ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

容器・包装材

世界トップシェアの
透明バリアフィル
ム：ＧＬフィルム

生活産業
情報コミュニケーション

エレクトロニクス

世界約２５,000
社からの信頼

印刷テクノロジーを駆使
し、ふれあい豊かなくらし
に貢献する

凸版印刷の多彩な技術の内容を、最新の動向も交えて説明いたします。
学科不問 出展日 1月11日（土） ブースNo．11

（全部 1 です。 ）

インターンシップ情報 質問は、以下のアドレスまで。



靜甲
株式会社

12ブース
静岡県の産業機械メーカーです
★液体の包装機械製作
★冷間鍛造製品製造

ぜひお立ち寄りください！

� オーダーメイドの機械製作に

興味がある方
�金型設計に興味のある方
�ものづくりが好きな方
�様々な仕事にチャレンジしたい方
�電気・機械・材料・情報専攻の方



出展日:１月１１日（土）
ブース番号:１３

 

【ＥＭＳ事業】
プリント配線基板、電子機器の開発設計から製造まで一貫体制
設⽴から培ってきた『設計⼒』、『⽣産技術⼒』、『製造ノウハウ』を活かし、
様々な市場のお客様にサービスとして提供しております。

◆森林⾥親事業
浅間山麓の森林整備の
ボランティア活動を⾏っています。

〒384-0084 ⻑野県⼩諸市⽿取965-1
⻑野沖電気株式会社
【TEL】0267-22-1881 
【FAX】0267-25-8545  
【URL】http://www.naganooki.co.jp/
【E-mail】 nok-recruit@oki.com

Electronics Manufacturing Service

★創⽴５０周年

http://www.naganooki.co.jp/
mailto:nok-recruit@oki.com


★研究開発部門★

『研究開発』に力を入れており

機能性に優れた靴下を開発しています

研究分野：
編機・編み方・糸の開発

足の生理／形態研究・評価測定

1.11 信州大学企業説明会 ブースNo.14

OB・OG 13名活躍しています！！！

★若手活躍★

若手から裁量を持って仕事を任せて

もらえるので、成長スピードが速い！！

安心して挑戦できる環境です

★アットホームな社風★

フレンドリーな社員が多く

『ヒト』が魅力の会社です！

＼ ／若手でフットサル大会を開催

毛玉が出来やすい等の欠点を克服
したウール素材を独自開発。



 

クラリアントジャパン株式会社（クラリアントグループ） 
【業          種】化学製品の製造・販売・輸出入               

【主力商品・事業・サービス】様々な産業における製品の化学原料として、あるいはその製造工程で用いら

れ、製品に特定の特性を加える商品を提供しています。 

【勤     務     地】東京、静岡、富山 

【求   め    る    人   材】コミュニケーションがとれる。自分の意見をもっている。行動力がある。 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                    
 

化学の力で、皆様の毎日の生活・身の回りで欠かすことのできない

重要な役割を、クラリアントはグローバルに担っています。 
 

クラリアントのスペシャリティケミカルは、あらゆる場所で、あらゆる製品の質を高め、皆様に『ハイ・ク

オリティ・オブ・ライフ』をご提供しています。 

 

スペシャリティケミカルとは、様々な産業における製品の原料として、あるいはその製造工程で用いられ、

製品に特定の特性を持たせる化学品のことを指します。私たちはその分野でお客様が求める機能や色彩を加

えるお手伝いをしています。プラスチック製品をはじめ、合成洗剤など工業製品から生活必需品まであらゆ

る分野で広く利用されており、私達の暮らしに欠かせない製品を生み出しています。 

    

日本でのクラリアントグループは、クラリアントジャパン株式会社、クラリアントケミカルズ株式会社、ク

ラリアント触媒株式会社の 3 社があり、界面活性剤、顔料、添加剤、マスターバッチ、触媒事業を展開して

おります。 

 

新卒採用においては、クラリアントジャパン株式会社がこれら 3 社の窓口として行っております。ご興味の

ある方は是非ブースへお越しください。 

 

      
 

【U    R    L】https://www.clariant.com/ja-JP/Corporate 

【本       社】東京都文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 9F 

【業       種】化学製品の製造・販売・輸出入 

【資  本  金 】12 億 4 千 3 百万円(日本のクラリアントグループ計） 

【従 業 員 数】280 名（日本のクラリアントグループ計） 

【売  上  高 】363 億 2 千万円（2018 年 12 月期 日本のクラリアントグループ計） 

【学科 / 専攻】化学系（有機化学、無機化学）全般 

【募 集 職 種】技術職および営業職 

  ●技術職   

   ･国内で顧客のニーズに応える製品改良を行います。化学知識と技術をいかすお仕事です。 

   ･語学力をいかし、海外のクラリアントグループの開発部門と共にご活躍いただくこともで

きます。 

  ●営業職  

   ･化学の知識をいかし、国内外のお客様に対し化学品の営業を行っていただきます。(B to B) 

 

https://www.clariant.com/ja-JP/Corporate




露光装置 
 (電⼦回路基板製造⽤) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    半導体(IC/LSI)のシリコンウエハ、液晶パネルのガラス基板、電子回路基板の表面に電子回路パターン

を焼付ける装置の総称を 露光装置と言います。 

当社の露光装置と技術は、みなさんの身近なところで役立っています。 

スマートフォン、タブレット端末、パソコンなどあらゆる電子機器に組み込まれている電子回路基板の

生産には当社製品の 産業用ランプ（紫外線ランプ） と 露光装置 は無くてはならないものです。 

 

 

 

 

 

 

 

    最先端の 『光技術』 

「光で産業を支える」を経営理念とし、光 の無限の可能性を日夜追求しています。半世紀にわたり、

お客様が必要とする 光をさまざまな製品として提供してきました。 

    販売先は 世界の トップ企業 

当社の産業用ランプ（紫外線ランプ）と露光装置の技術は半導体・液晶・電子回路基板業界の 

世界トップ企業に採用されています。 

     新分野への 展開 

光の領域は次々と広がっており、今後は 医療・環境・農業など最先端かつ将来性豊かな新分野へも 

事業展開します。 

 

  

  

 

 

 

● 当社の製品と技術でできること 

産業⽤ランプ 
(紫外線ランプ) 

露光装置 
(半導体製造⽤) オゾン脱臭除菌機 

● 当社の魅⼒はここ！ 

諏訪⼯場・⻑野県茅野市⽟川 4896（信州⼤学卒業⽣も活躍中） 

競技⽤⾞いす除菌消臭装置 

光で産業を⽀える  1 ⽉ 11 ⽇（⼟） ブース：17 



出展日：2020年1月11日（土）

長い歴史と優れた技術で様々な産業を支えています！

各種工場・化学プラントなど、ものづくりの現場や、自動車・
鉄道車両などの輸送機器、空調設備や医療分野に至るまで、
色んな場面を「はかる」技術で支えています。
技術開発職の勤務地は上田市。地元に貢献したい、
自然豊かな環境で仕事もプライベートも充実した毎日を送りたい、
そんなあなたにピッタリの会社です！
私たちと一緒にフレッシュなアイデアで製品開発してみませんか？

圧力計測の専業メー
カーとして、世界最大
規模の生産力・販売
力を誇っています！

会社設立以来81年にわたり、自動車用電装品・空気圧機器製品・
電子制御製品の開発・製造・販売を自社で行っています。
勤務地は開発拠点の大阪本社で、梅田や難波へのアクセスも便利！
残業もほとんど無く、定時後に趣味や習い事など自分のやりたいことを
積極的にチャレンジする社員がたくさんいます。（年間休日125日以上）
近年では、IoTやビッグデータを活用した製品開発にも着手。
あなたのユニークな発想を、次世代の製品開発に活かして下さい。

ブース18 でお待ちしています！！

自動車産業やFA（自動化生産ライン）を支えるパイオニア

社員旅行@平等院

取引先は世界120ヵ国以上！！



株式会社ナイガイ 出展日：1/11(土) ブース No.19 

 

ナイガイは、靴下をはじめとするレッグウェアの企画・製造・販売を行う会社です。 

1920年創業で、2020年の東京オリンピックの年に 100周年を迎えます。 

ナイガイが目指す、世界中の人を「素足以上に足取り軽く」する事業活動の一翼を今後担う人材を

募集致します。 

明るく、根気強く、前向きな方、大歓迎です！！ 

 

募集部署：企画開発部 技術課 

基礎研究 『ナイガイラボ』という社内の研究施設にて、足の悩みや靴下の機能性について研究 

商品開発 商品部門や工場と連携し、新たな商品の開発や既存の商品をより良いものへと改良 

品質管理 販売前の製品の堅牢度や強度を試験 

 

ナイガイロングセラー商品 

「ハマグリパイルソックス」キャラクター 

はまぐりちゃん 

 



< 連絡先 >   

〒424-8764 静岡県静岡市清水区北脇500番地 

(株)小糸製作所 人事部企画課           TEL:054-345-2258    FAX:054-346-9174         

             新卒採用担当         E-mail：saiyo@koito.co.jp  

< 創    業 >   1915年(大正4年)   
< 設    立 >   1936年(昭和11年) 
< 本     社 >   東京都港区高輪四丁目8番3号 
<技術センター>  静岡県静岡市清水区北脇500番地 
<  従 業 員 数  >  4,378名(単独)、24,608名(連結) 
< 売 上 高  >    3,641億400万円(単独)、8,262億5,700万円(連結) 
< 主要納入先>    国内：国内全4輪、2輪メーカー 他 

          海外：GM､Ford､Daimler､RENAULT､ 
                                  Groupe PSA 他 

<   採 用 職 種   >    研究、開発、設計、生産技術、製造技術 他 
<  勤  務  地 >         東京、静岡、愛知、大阪、広島 
                        その他全国各地 
                          海外(米国、欧州、アジア 他) 

自動車用ランプにおいて、常に最先端の技術革新を 
実現してきたKOITO。 
LEDヘッドランプの世界初量産化や、高精度な配光制御を 
可能にしたブレードスキャンADB(ハイビーム可変ヘッドランプ) 
の開発等、新たな自動車用照明の可能性を拓いています。 
また、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、先端技術開発にも力を入れています。 

安全を光に託して 
KOITOは、自動車の照明機器事業を通じ、 
安全で快適な社会を目指し、 
光で世界を照らしつづけます。 

〈小糸製作所HP〉 

小糸製作所 とは・・・ 

   リーディングカンパニー 
     ・グローバルシェアＮｏ１ 
      ・先進技術開発(世界初、日本初) 

   グローバルサプライヤー 
      ・世界の開発5極体制構築 

   トータルサプライヤー 
      ・一貫した自社開発／生産 
        光源～照明ｼｽﾃﾑ～ﾗﾝﾌﾟ(完成品)まで 

(株)小糸製作所 

2020年1月11日(土) 
ﾌﾞｰｽNo.20 にてお待ちしています! 



１月１１日(土)
ブース：２１

信州大出身の社員が、

化学業界の生の声をお届けし、
皆様からのご質問にお答えします。

世界の産業と人々の生活の基盤を支える
リーディングカンパニー

★クイズ★
右のイラストのうち三菱ケミカ
ルの技術が使われているもの
はどれでしょう？

正解は説明会で…！



1月11日（土）22番ブース

超音波で命をつなぐ

通信で心をつなぐ

医療×無線で未来をつなぐ

① 超音波診断装置や血液分析装置、防災無線
や船舶レーダーなど、社会を支える製品群

② 開発～製造の一貫生産体制
③ 医療と無線のコラボ！医療は次世代へ

① 年間休日125日以上、有給休暇も取りやすい
② 長く働いていける環境！お昼は社員食堂で。
③ 地元で活躍できる！9割が上田市内で勤務

こんな会社

こんないいところ

当日は製品もお持ちします。
医療、無線に興味のある方お待ちしております！



フジテックが動くと、人が、街が、動き出す

1月11日(土) ブースNo.

Love Your Lide.

 

街を見渡すと、そこにフジテックがいます

キミの手で移動をデザインしよう

23

 

研究開発

製品の開発だけでなく、 
感性工学を用いたユーザー

インターフェースの研究や

振動解析など、商品開発を

行う上でベースとなる基礎

研究なども行っています。 

OBOG活躍中

現在、男性9名、女性3名
の信州大卒業生が在籍。

そのうち、感性工学出身が

3名、機械ロボット学出身
が1名います。　

フジテックはエレベータ・エスカレータのトップメーカー。

私達の製品は、駅やマンション、学校、オフィスなど、

いつも皆さんのすぐそばで人々の生活を支えています。　　

世界最長エレベータ ダブルデッキ(2階建て)
エレベータ



企業にとって“インフラ”として認識されている

社会を支える大切なサービスです。

What’s“リネンサプライ”
リネン（繊維製品）の

■レンタル

■クリーニング

■デリバリー

■在庫管理

を一貫してサービスしています。

繊維学部の皆さんには、
《当社の研究職》として活躍してほしいと考えています！

繰り返し使うリネンを長持ちさせるには
素材にあった洗剤の調合とは
どうしても落とせない汚れを落とすには

その他の技術職には

工場の設計・機械の開発や管理・改善業務
があり、理系出身者が多く活躍しています！

《勤務地》

東京・大阪・名古屋・横浜・京都等
入社後、人事とのヒアリングを通して決定！

OB・OGも当日参加しますので
ぜひブースへお越しください！



Marui Group Co., Ltd.

●完璧主義になるよりもまずはやってみる
ことを⼤切にしています。現場作業の改善
を思いついたらその日のうちに上司の承認
を得て取り掛かることができるスピード感が、
この会社ならではの強みだと思います。

●海外の展⽰会視察でパリに⾏ったとき、
たまたま入った店頭で自分が開発した生
地を使⽤した⾐服を⾒つけたときは感動
しました。自分の商品が海外にも受け入
れられていると実感できました。

●入社時から「新しいことに挑戦したい、
チャンスがあれば何でもやってみたい」と言い
続け、とある新規事業に取り組んでいます。
会社にノウハウがない事業なので、自ら考え
て形にする、試⾏錯誤の毎日です。

当日は繊維学部OBと
お待ちしております！

生産技術

テキスタイル開発

新規事業

「丸井グループにかかわる全ての人びとが、
仕事を通して人間成⻑をはかり、
豊かで健やかな人生を創りあげるところにある。」

経営理念に“人間成⻑”を掲げる会社です。

右のQRコードからインターンシップ情報、先輩社員情報をご覧いただけます（リクナビサイトに飛びます）→
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新卒3年後定着率

％

丸井織物の先輩社員たち 一部
抜粋

先輩の出身地

世の中に拡散する私たちの生地

／URBAN RESEARCH＼
×丸井織物
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ロボット事業を核に更なる企業成長 

を目指す、総合機械メーカーです！ 
 

♦ 不二越とは・・・ 
 
当社は自動車や産業機械、エネルギー・インフラ分野

等に多様な商品・技術を提供している総合機械メーカー
です。自動車分野ではベアリングや部品加工に用いる精
密工具と工作機械、インフラ分野では建設機械用油圧
モーターといった商品を製造し、そのシェアは世界トップク
ラスです。また、ますますニーズが高まる生産現場の省人
化、自動化に対応し、ロボット事業を核とした商材の拡
充、システム提案を行っています。 

 
◆世界トップシェア商品◆ 
・カーエアコン用ベアリング 
・等速ジョイント用ローラーベアリング 
・ヘリカルブローチ 
・クリスマスツリー型ブローチ 
・小型ショベル用走行モータ、旋廻モータ 

 

♦ メッセージ from NACHI 

☆ロボット、AI、Iotで生産現場の FA化に貢献します！ 

☆世界シェアトップ商品多数、技術力には自信あり！ 

☆海外語学研修ほか、研修制度が充実。将来は海外で 

活躍できます！ 

                           

 

 

東京本社 富山事業所 正門 

カーエアコン軸受工場 

スポット溶接用ロボット  
アクアドリル EXフラットシリーズ 

   クリスマスツリー型 
ブローチ 

小型ショベル用走行モータ・旋廻モータ 等速ジョイント用ローラーベアリング 

 

夢をかなえる 

ものづくり 
～ものづくりの世界の発展に貢献する～ 

株式会社不二越 

♦お問い合わせはこちら    

東京本社  

住所 ： 〒105-0021  東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 17階 

TEL ： 03-5568-5263   E-mail ： ml-saiyou@nachi.com 

担当 ： 本社人事部 津布久、山崎、岩﨑  

 
出展日：1月 11日（土） 
ブース番号：２６ 
 
お待ちしています！ 

ホームページはこちら 

      ↓ 

  



ALUMINIUM DIE CASTING
自動車産業を支えてきた アルミダイカスト技術
ダイカストとは溶融金属を精密な金型に高圧で圧入する鋳造方式であり、
これにより製造したアルミニウム部品は「寸法精度の高さ」「高い強度」
「アルミニウムならではの軽さ」「高いリサイクル性」といったさまざまな強みを備えています。
世界的に環境意識が高まる中、アルミダイカストが可能にする「軽量化」が注目を集めています。

No.27
東証1部上場企業
ダイカスト業界トップクラス・信州大繊維学部OB活躍中！

株式会社アーレスティ

問合せ先：03－6369－8662 （ahresty_hr0@ahresty.com）
東京本社 ヒューマンリソース部 人事労務課 採用チーム

フォロー追加
QRコード・またはIDから♪

▲豊橋駅・二川駅にて合計4箇所掲載 ▲豊橋祇園祭(手筒花火） ▲豊橋といえばブラックサンダー

アーレスティの本社（研究所・主力工場）は愛知県豊橋市！

mailto:ahresty_hr0@ahresty.com


車って 

オイルフィルターないと 

壊れるから。 

 

自動車国内販売数 約 567万台＊ 

恐るべし、モータリゼーション 

 

支えているのは 

たぶん、 ニチロです。 
 

 

 

1月 11日 （土） 【No.28】 

日本濾過器㈱ （通称：ニチロ） 
＊自動車統計月報 2019.10月号より 2019年 1月～9月の国内販売台数（軽自動車・バス・トラック含む） 

http://www.nichiro-inc.co.jp/


ギアモータ・歯車の総合メーカー （ブラザーグループ）

製品の採用事例（減速機・歯車）

会
社
概
要

本社所在地（工場） 愛知県安城市

事業内容 ギアモータ・歯車の製造販売

売上高 １９３億円(連結) 2019年3月末

従業員数 ８９３名 2019年 3月末

設
計

開
発

1974年にギアモータを発売以来、機能・性能がUPしても取付部寸法は変
わっておらず、40年前の機械にも安心して最新のギアモータを取り付けること
ができます。

2015年から始まった高効率規制対応のモータでも、一般的にはギアモータ
の寸法が大きくなるところを、高い技術力と他社とは違った発想力で、取付寸
法を変更せず対応しました。高効率規制対応のモータにすべて置き換われば
日本の消費電力の約1.5％(155 億kWh/ 年間)電力が削減可能と言われて
います。今後も環境に優しい高効率モータの開発を目指します。

品
質
保
証

生
産
技
術

1/11(土) ブースNO ２９
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川重岐阜エンジニアリング㈱

とにかく31番ブースへお越しください。 

1/11（土） No.31 

当社は航空宇宙技術専門の川崎重工グループの会社です。 

川崎重工業(株)航空宇宙システム部門が製造する、防衛航空機、民間航空機、誘導機器、宇宙機器等 

の設計・解析・試験、生産技術、情報システムといった技術分野をサポートしています。 

航空宇宙エンジニアとして働きたい 

モノづくりに携わりたい 

岐阜で働きたい 

休みがたくさんあるといいな 

安定した会社がいいな 

福利厚生は重視したい 

重工系って堅すぎるイメージ… 

子会社って結局お手伝いでしょ？ 

飛行機造るってカッコイイじゃん！！ 

てか、社名長くない？ 





Ｚ 

リスのプラスチックグループ 総務部 人材開発チーム 担当：古田・伊藤・竹中     
岐阜県岐阜市神田町9-27 大岐阜ビル12階  

TEL： 0120－223－0332 E-mail ： jinji@risu.co.jp  

GIFU 

応募はこちら 

リスのプラスチック マイナビ インターン 検索 

マイナビ２０２１でエントリー 
又は、下記お問い合わせ先へ 
直接ご連絡ください。 

 

１月１１月（土）   ブース番号３３ 

 繊維学部 合同企業説明会 

インターンシップ実施中（12月～2月）  

（                ） 

プラスチックの総合メーカーとして幅広い分野のプラスチック製品の製造販売を行っています。 
例えば身の回りにある、食品包装容器・物流産業資材・工業部品・家庭用品・建築資材・医療関連
品・実はあのブランドも・・・ 

技術系（開発） 
勤務地 
岐阜・愛知 

企業データ 

本社：岐阜県神田町9-27大岐阜ビル 
創業：1953年 4月16日 
資本金：22億1,100万円 
従業員数：2,199名 
売上高：971億（2018実績） 

業界シェア率Ｎｏ１の製品多数 

世界初・日本初の技術力 日本一のバイオ容器メーカー 

PLASTIC 
INDUSTRY 



（参照元：トヨタ自動車株式会社ホームページ）

・製品シェア ： 業界ﾄｯﾌﾟｸﾗｽ！
・技術部長 ： 信州大出身！
・有休取得平均：19.7日/年

「走れば、走るほど空気が
キレイになる」最新トレンド！

化学の力を活かし
ゼロ・エミッション
マイナス・エミッション

に挑戦

・環境に配慮したモノづくりにチャレンジしたい方
・ワークライフバランスを充実させたい方

⇒当社ブースにてお待ちしております

≪ＰＲポイント≫

ＯＢ・ＯＧ 多数活躍中

大気浄化塗料が
コンセプトカーの「ＬＱ」 に採用

アイシン化工株式会社 ブースＮＯ ３４1月11日（土）

マイナス・エミッション⁉



株式会社レナウンとは…
   事業所を東京・大阪・福岡、自社工場を国内に4か所持つアパレルメーカー
   募集職種は総合職（営業・企画・品質管理・海外事業・ECなど）と販売職

ビジネスからカジュアル、インナー、パジャマなど幅広くブランド展開しています。
ダーバン・アクアスキュータム・アーノルドパーマータイムレス・ミロワールをはじめ、

年間約21,000種の素材を試験し、業界最高水準の品質を保っています。

【取り扱いブランド】

◎ 1月11日土曜日／ブースNo,35 ◎

創業117年の総合アパレルメーカー

株式会社レナウン

レナウンでは、国からの認定を受けた自社の品質試験機関を持つことで、

OBOG
9名在籍中

繊維業界に興味のある方
アパレルに携わってみたい方

お待ちしております！

特徴①
業界で

最高水準品質

特徴③
幅広く展開する
総合アパレル

特徴②
国内工場で

技術を受け継ぐ
ものづくり



ブースNo.36



信州大学繊維学部

合同企業説明会開催
株式会社 ノリタケ

< 製造業 > ニット生地の製造　　

原料の買い付けから、

国内外約 200 社のアパレルメーカー向けに

服地の企画開発、 製造、 販売を行います。

‶インターンシップ″5days 開催予定！

OB/OG も在籍　



電線メーカー

モーター・コイルの材料

真田町勤務

生産ライン改善したい

電機業界に幅広く携わりたい

試作・実験とか好き！
化学の知識を活かしたい

上田で働きたい！
電子素材の力で自動化社会に貢献したい！

帰り道に温泉寄りたい

機械イジりたい
仕事後にスキーに行きたい

ブース38 信越電線

強い人と将棋打ちたい

国内シェアNo.1

ゴルフ仲間欲しい！



ブースNO.３９

１月１１日（土）

行事

食品包装用プラスチックフィルム

国内シェアNO.１！

過去１０年間に入社した

大卒新入社員の定着率は約９割！
OBOG１2名活躍中！

※内定者含む

不況に強い安定企業

QRコードから
エントリーしてね！！

働きやすく
アットホームな
雰囲気

社内行事の様子

セロハン

世界シェアNO.１！
※アメリカ,イギリスの関連会社含む

環境浄化や医療分野等で
大活躍の活性炭

年間休日120日

マイナビ2021



「大きなモノを創りたい！」そんなあなたに

日立建機株式会社

豊かな大地、豊かな街を未来へ･･･快適な生活空間づくりに貢献するグローバル企業

2019年1月11日(土) ブース:40

こんな皆さんの疑問に信州大ＯＢが“ざっくばらん”にお答えします。
当社のことをご存知の方も、よく知らない方もお気軽にご参加ください。

どんな会社ですか？ どんな仕事ができるの？

技術水準は？ どんな人たちが働いているの？

職場の雰囲気は？ 先輩はなぜ日立建機を選んだか？

日立建機の特徴
１．業界シェアトップクラス
２．海外売上高比率約80%

日立建機の技術
１．One Hitachiのイノベーション
２．ICT、IoTソリューションの推進



ブースにあるってさ㊶

#東リ #インテリア #メーカー #創業百年 #繊維 #よろこびを敷きつめる



Copyright © 2019 IHI Corporation All Rights Reserved.

出展日：2020年1月11日
ブース ：No.42

スピードと品質で
社会インフラを
築き上げる

新興国の経済成長
を支えるエネルギー
を創り出す

空、そして宇宙へ
世界のパートナーと
共に切り拓く



ニチアスは、創立123周年。産業界で抜群の知名度を誇り、高い
技術力と安定した業績が強みの、東証一部上場BtoBメーカーです

1/11（土）ブースNo.43

ロケットから、スマホまで
暮らしを支えるニチアス製品



独自技術をもつ針造り企業 

2020年は創業100周年 

 

  

当社詳細情報・インターンシップ

エントリーはこちらから！ 

 

主力製品のミシン針は、世界トップクラスの 

シェアを獲得し、世界中のお客様に愛される 

「オルガンブランド」は当社の誇りです。 

「一本の針に心を込めて、世界の顧客に手渡 

そう」という社是の下、長年培ってきた独自 

技術を強みに、品質を第一としたもの造りに

取り組んでいます。 

製品はもちろん機械設備も自社で研究開発し

ています。 

 

２０１６年入社 Ｉ．Ｍさん （製品開発） 

大学では生物学を専攻していましたが、もの造りがしたい 

という想いから、この会社に入社しました。 

最初はゼロからのスタートでしたが、諸先輩方の指導の 

もと、部品や製品の設計、機械部品の加工、製品の評価 

試験など、様々な業務に携わっています。 

何事にも挑戦させてもらえる環境に恵まれ、業務の中 

でも様々な知識を高めることができ、非常に充実感の 

ある仕事だと感じています。 

技術部門で活躍している 

皆さんの先輩社員からのメッセージです 

信州大学繊維学部様 合同企業説明会 

出展日：２０２０年１月１１日（土） 

ブース番号：４４ 
世界にはばたく技術を共に… 当社ブースでお待ちしています。 

会社名 オルガン針株式会社 

所在地 〒386-1436 長野県上田市前山1番地 

電話  TEL 0268-38-3120 FAX 0268-39-0052 

E-mail: saiyo@organ-ndl.co.jp 

URL: www.organ-needles.com 

担当者 総務本部総務部人事課 太田 

 

オルガン針 インターンシップ マイナビ 
 検索 



-- 

2020年 1月 11日（月）出展 ４５．株式会社槌屋 

 

「メーカー×商社×研究開発」ものづくりができる商社 

化成品関連のメーカー兼商社 「さがす・うむ・つくる」３つをつなぐ多面的創造企業 

（愛知県で働きたい方お待ちしております！） 

 

槌屋は商社でありながらメーカー機能と研究開

発機能を兼ね備えています！お客様から求められ

るものを世界中から探し（商社機能）、世の中に無

いものは槌屋グループ内でゼロから創ることがで

きる（メーカー機能）そんな魅力的な会社です。 

 槌屋の理念である「創造と挑戦」に基づき、

私たちはあらゆる業界のものづくり企業と手を結

び、製品と向き合い、これまでに無かった新たな

製品を生み出していくことで、より豊かな暮らし

の創造や高度で多様なニーズに貢献しています。 

    ↑ 愛知県知立市に槌屋グループの中核として技術・機能が集結しています。 

 

＜最先端研究・技術開発・製品開発例の紹介＞ 

・産学共同で布状センサによる新事業創生（福祉介護医療関係やスポーツ関連分野への展開） 

コア技術である「織物」技術に導電性繊維を織り込んだ 

開発製品で、着圧部分がモニターにて確認できます。 

床ずれ防止や落下防止に役立ち介護・福祉分野、 

スポーツ関連分野にて期待されている技術です。 

 

・光学測定技術の開発と食品検査への応用（食品分野への展開） 

食品衛生検査において培養時間に１日以上必要だったものが、 

弊社は光学測定技術を使い 3～4時間の培養時間へと短縮する 

ことが可能になります。 

 

見学を随時受付けております。ご興味のある方は是非ご連絡ください。 



電子部品の
設計・製造・販売

抵抗器世界トップクラス

何をつくっているの？
創業79年！
長野県にある
東証一部上場の
電子部品メーカー

KOAってどんな会社？
材料の研究・開発
若手社員大活躍
信大OB57名

信大繊維大歓迎！

どんな風に働けるの？
会社の概要

就職活動のこと
何でもご質問ください

OBも参加します！

どんな話が聞けるの？

電子部品メーカーで働く魅力をお伝えします！ブースNo,46でお待ちしてます！



イチカワ株式会社

No.1

信州大学のOBは

6名

出展日：2020年1月11日

Ichikawa

世界に4社

抄紙プレスパートの全要具を
製造できる会社は

一人当たり平均残業時間

2.9h/月
フレックス制度を利用して、
メリハリのある働き方を！

紙づくりに不可欠な

繊維製品を扱って、

国内・海外における

製品あり！

一体どんな製品なのかはブースにて！

どんなライフイベントを経ても、
安心して長く働ける職場です。

70周年。

14.9日/年

一人当たり有給取得日数

夏休みは5営業日連続で！
休暇で何をしよう？

育児・介護休職からの
復職率

今年で

社員寮は

9,000円/月

結婚後は社宅に15,000円で住める！

100％

開発研究、海外技術サービスなど
多方面で活躍中！





TSUZUKIの挑戦！都筑製作所はこんな会社です

①大量生産と多品種少量の相異なる
生産オーダーに対応
②500名規模ならではの業務経験に
よるスキル向上
③横のつながりを大切にし、部署間を
またいだプロジェクトが可能

開発提案型企業を目指す！

2017年
航空・宇宙機産業

参入!

目指せ！
自社製品開発

※信大Fii棟で開発中

試作第1号

開発提案型企業となるべく２つの目標を掲げています！
■「TSUZUKIブランドの確立」■「ナックル世界一」

→信大Fii棟でも開発をしています！

皆さんのご来場を、心よりお待ちしております！





Copyright 2019 NISSAN MOTOR CO.,LTD.

こんな領域の人も

採用しました

幅広い専門領域から
採用しています
FY19新卒採用の内、

化学、材料系で20%以上

日産自動車では幅広いバックグラウンドを持った
エンジニア達が活躍しています！

2020年1月11日（土）ブース51



                                    

 

 

一緒に次世代の「世界初」に挑戦しましょう！イビデンブースでお待ちしています！！ 

 ★☆ 1月11日（土） ブースNo.52  ☆★ 

メッセージ 

問合せ: イビデン株式会社 人事部 採用担当   Mail: recruit@ibiden.com    TEL:0584-81-7972 

イビデンの魅力はココ！ 
 

★創立100年以上を誇る、技術開発型企業 
 歴史の中で培った高い技術力で、次世代製品の 
 開発に果敢に挑戦。 
 
 

★電子・セラミックともに、世界トップシェア 
 パソコンやスマートフォン、自動車など身近なとこで 
 イビデンの製品が活躍中。 
 
 

★世界17ヶ国39拠点に展開 
 活躍するフィールドは日本だけではなく、海外にも！ 
 多くの社員がグローバルに活躍中。 

インターンシップ開催中！ 
 

工場見学や、先輩社員との座談会を開催！ 
ドキドキ・ワクワクするような新しい気付きをたくさ
ん感じてください！ 
 

①ＱＲコードからマイページに登録 
②マイページから希望日程の予約 
 
※マイページ登録者限定 
コンテンツも多数！今すぐ登録→ 



勤務
地 長野・埼玉・岩手・その他営業拠点

キャリタス・マイナビ・リクナビよりエントリーをお願いします！
マイページのご登録もお待ちしています！

事業

No.53 シチズンマシナリー株式会社

マイページ
登録QRコード

スピード×スマート×コンパクト！

工作機械（CNC旋盤）の開発・製造・販売

小中型CNC旋盤のトップメーカー！世界中のモノづくりに貢献しています

文化 先手先手のモノづくり

個性を活かす人材活用

みんなで背負う戦略的団体戦



ッ

で

輝

く 笑 顔 で 100 年

1月11日(土) 54番ブース

紙作りを支える最高のパートナー

http://www.felt.co.jp/
http://www.felt.co.jp/


ボーナスは

年３回！
社員に利益を還元しています。

★借上げ社宅制度★

８５ ％

を会社が負担します。

年間休日

１２５日以上！
ライフワークバランスを
確立できます。

人々の健康と福祉を支えて

８０周年
これからも飽くなき挑戦を

続けていきます。

製品数

６,０００以上！
続々と新製品を
投入しています。

市場シェア

Ｎｏ．１多数！
確かな信頼と実績が

あります。

家賃の

安全・安全な医療を実現する最高品質なものづくりを

株式会社トップ
〒120-0035 東京都足立区千住中居町19-10
TEL：03-3882-3102   FAX：03-3882-3301
新卒採用担当：小林・木元

【ブース番号：５５】
※学部・学科不問

医療の知識は不要です。
どなたでもお気軽にお越しください。



お問い合わせ先:グローバル人材開発部 採用担当
愛知県刈谷市豊田町1丁目1番地
Tel 0566-26-0302 E-Mail  saiyo@toyota-boshoku.com
https://www.toyota-boshoku.com/jp/

１/
2020年

土

説明会の概要
人事担当者から、トヨタ紡織の事業内容や働き方についてご説明いたします。
また、質疑応答の時間も設けますので、皆さんが疑問に思っていること、働く環境や人事制度面等で不安
に思っていることなどがありましたら、遠慮なくご質問ください。

ブース
番号

自動車用内装部品メーカー

国内シェア第1位!世界シェア第3位!
航空機・鉄道などの新規領域へも挑戦しています

エントリーはこちら



共同カイテック 検索

ぺーパーナイフ
参加者全員にプレゼント！

竹村 駿

僕が
来てま

す！
入社

7年！

TAKEMURA SHUN

創業 70周年BtoB企業
電力幹線をオーダーメイドで
作るニッチな優良企業です。

宿泊費無料！交通費全額支給！

2月 17・18日（月・火）／2月20・21日（木・金）
2月26・27日（水・木）

インターン申し込み受付中！（事前予約制）

定員になり次第募集終了

こんにちは！
共同カイテックです！

70%越えの
メーカーの魅力
お伝えします！

業界
シェア

当社の良い所は・・・　

本社が恵比寿
トップシェアメーカーで
安定している
独創性のある会社で働ける！

他にも魅力がいっぱい！
是非ブースでお伝えさせて下さい！



様々な変革を遂げてゆく中で、㈱ＨＯＷＡは、

常に必要とされる自動車内装部品を提供し続けます。
主要製品：自動車天井・ドアトリム・サンシェード

・ラゲージトリム・防音/防振部品 他

出展日： 1月11日(土)

ブース： Ｎｏ.５８



製品づくりは『科学技術』です

日本の食卓を支え、新たな価値を創造する

生産技術職 エンジニアリング職

パンは『生物』であり
ﾌﾞｰｽ№59

新製品、機械の開発しませんか？

営業職も歓迎です
活躍期待職種



エプソンのPaperLabを知っていますか？
オフィスで使った紙をこのPaperLabに通すだ
けで、新たな紙が出来上がる夢の機械。
こんな世の中を変えるかもしれない驚きの製
品も、ソフトウェア無しには成り立ちません。
リアルなハードウェアを生み出すエプソンだ
からこそ、ソフトウェアで実現できる世界は
深くて広い。
ソフトウェアで、世界に驚きと感動を。

ソフトウェアで世界にまだない驚きと感動を

1/11(土)ブースNo.60でお待ちしています。

PaperLabで再生した製品をぜひ見に来てください。
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