
1/12(日)参加
ブースにてお待ちしています！
信州大学出身の先輩社員に、色々と質問してみて
ください。

Your Dreams, Our Challenge
私たちはAGCグループの一員として特殊ガラスの開発・製造を行っています

ブースNo.

AGCグループは世界市場でも高いシェアをもつ、ガラス業界のリーディング
カンパニー。ガラスといっても建築資材だけではなく、皆さんの身の回りの
あらゆるところに活用されています。スマホに代表される電子部品・化学製
品の分野でも高いシェアを持っています。

ガラス業界って？実際の仕事はどのようなもの？よろしければ足を運んでみて
くださいね。

本社：静岡県榛原郡吉田町川尻3583-5

事業内容：特殊ガラスの開発・製造 リクナビにてインターン情報公開中！（2月開催）
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弊社HPはこちら👉 www.momentive.com 
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世界三大基幹工場

★アメリカ ★ドイツ ★日本（群馬県太田事業所！）

レバークーゼン、ドイツ

「安全」を最優先に、世界中の至るところで使われて
いるシリコーン製品を製造しています。
そして...夜の姿も抜群なのです！

1月19日（日）朝8:00～8:25
NHK総合TVで放送

是非綺麗な夜景をご覧ください！

チームワーク抜群のモメンティブ。ぜひ皆さんもチーム
の一員として一緒に楽しみましょう！
化学の知識を存分に発揮できる職場で、思いっきり活
躍してみませんか？

太田



 
 
 
 
 
 
 
 

      

                                                                          

                                                                     

2020 年 1 月 12 日(日)  

ブース No.4 

(株)青木固研究所 

プラスチック容器を作る機械と金型の 

開発・製造・販売を行う機械メーカー！ 
・機械操作が好き！金型やボトルのデザインをしてみたい！ 
・海外で仕事をしたい！ 
・プラスチック業界に興味津々！etc 
当社では向上心を持ってチームワークを大切にする学生さん大募集中です！！！ AOKI の機械と金型から作られた

15,000 種類以上の仲間たちが世

界 90 ヶ国以上の人々の生活を支

えています☆ 

【お問い合わせ先】 

(株)青木固研究所 総務部人事グループ 

長野県埴科郡坂城町南条 4963-3 

電話：0268-82-3015 

メール：saiyo@aokitech.co.jp 

ホームページ：http://www.aokitech.co.jp/ 

2019年10月にドイツの

デュセルドルフで行われた

展示会の様子です✨ 

mailto:saiyo@aokitech.co.jp
http://www.aokitech.co.jp/
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最先端の技術でお客様の想いを具現化︕

・次世代⾃動⾞の設備開発等、最先端の技術に携われます︕
・精鋭の技術者集団を育てる教育環境があります︕
全学科対応。１から学んでいただけます。
・年間休⽇１２４⽇以上、借上げ社宅、豊通グループ健保、
退職⾦制度等、充実した福利厚⽣があります︕

お問い
合わせ先

株式会社豊通テック
愛知県豊⽥市堤町東住吉50番地
URL︓https://www.toyotsu-tec.net/
コーポレート部 採⽤担当
TEL︓0565-53-3676
Email︓recruit@toyotsu-tec.jp

ブースでお待ちしています︕

豊通テックってどんな会社︖

豊通テックの強みとは︖

⾃動⾞業界を中⼼に、航空機・製鉄・電気電⼦・医療・⾷品業界と幅広い分野へ、
⽣産設備の設計/製作や試作部品等のサービス提供を⾏っているモノづくり会社です。

インターンシップ受付中︕

応募はこちらから︕
マイナビ2021より
エントリーください。
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自動車部品の 

グローバルサプライヤー 
世界に33拠点 

信州大学OB39名 

東証1部上場 

トヨタ自動車関連会社 

 

フタバ産業株式会社 
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チャンスは挑戦する人にだけ訪れる

信大OB多数在籍！各方面で活躍中！！



日時 ： ２０２０年１月１２日(日) 10：00～16：00

場所 ： 信州大学繊維学部 体育館 ブース９番

鹿島
2021年度採用 企業説明会開催

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸ系 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業本部 堀江 裕子 03-5544-0347 ed-2021saiyou@ml.kajima.com

機電系 機械部 渡邉 聡 03-5544-0861 meed-saiyou@ml.kajima.com

エンジニアリング系

生産・物流設備の計画、設計、施工、運用のすべて
を担当し、顧客のビジネス価値を最大化する。

機電系

建設工事に不可欠な大型特殊機械、電気設備や自
動化システムを計画、導入、運用し、難工事に臨む。

All rights reserved, Copyright (C) 2019 KAJIMA CORPORATION

 募集職種

 信州大学繊維学部 合同企業説明会

 問合せ先（不明点やＯＢ・ＯＧ訪問など、気軽にご連絡ください）

この他にも1ｄａｙインターンシップや説明会等のイベント開催予定しています！

ご興味有る方は鹿島建設ＨＰの「採用情報」をご覧ください。

https://www.kajima.co.jp/welcome-j.html



この冬、一番熱いブースは
TOYOTAかもしれません。
一度、体感してみてください。

ココ
(10番)

出展日：1/12



「浜松」×「カスタムメイド」

日星電気のオススメポイント！

若手開発エンジニア大活躍中！！

ブース番号⑪

日星電気株式会社（本社）
静岡県浜松市西区大久保町1509番地
TEL：053-485-4705
e-mail：shinsotsu@nissei-el.co.jp
採用担当：横山

MEETING

日星電気は製品設計から立ち上げ量産ま
で、若手でも任せてもらえる環境であると実
感してきています。
私はまだ先輩に教えてもらいながら仕事を
することがほとんどですが、一日でも早く先
輩のように頼られる存在になりたいです！
皆さんと働ける日を楽しみにしています！

入社2年目 開発設計エンジニア Yさん

全学科対象



株式会社竹内製作所1月12日
No.12 世界初から世界の へ



出展日：２０２０年１月１２日  ブース番号：１３ 

 
 

私たちは人と地球の未来のために、快適環境作りに貢献します 
 

【業種】製造業（ガラス繊維製品など） 

【勤務地】東京（本社）、神奈川（製造・研究開発拠点）、愛知・福岡（製造拠点）、その他全国の営業拠点 

【募集職種】技術系総合職（技術開発、生産管理エンジニア、設備管理エンジニア）、文系総合職（営業、管理系） 

【学科・専攻】技術系総合職：理系全学科対象、文系総合職：全学部学科対象 

【求める人物像】主体的に行動し、自己研鑽や新しい価値の創造などに対して積極的に挑戦できる方 

 

【企業 PR】 

当社は省エネルギーや環境保全に貢献する断熱材業界で国内トップクラスのシェアを誇ります。1956 年に日本初のガ

ラス繊維専門メーカーとして創業して以来、住宅やビル、自動車、電機など様々な分野で快適環境作りに貢献してい

ます。また採用は、少数精鋭主義で人材育成に力を入れており、充実した研修制度、教育体系、福利厚生制度などを

構築し、働きやすい職場環境作りを実現しています。 

 

【製品紹介】住宅用断熱材製品 

          

 

グラスウール断熱材で家全体を包み込むことにより、夏涼しく冬暖かい快適環境が実現します。また、当社は日本で

初めてシックハウス症候群の 1 つと言われるホルムアルデヒドを原料に含まないグラスウール断熱材「アクリア」を

開発しました。当社の断熱材は省エネルギーに貢献するだけでなく、健康にも優しい製品なのです。 

 

【世界初の製品を開発する技術力】 

2014 年に発売した世界初（※1）の極細繊維によるグラスウール断熱材「アクリア α」シリーズが、一般財団法人省

エネルギーセンターが主催する平成 26 年度「省エネ大賞」の製品・ビジネスモデル部門において「資源エネルギー庁

長官賞［製品（業務）分野］」を受賞するなど、高い技術力で業界をリードしています。 

また、日経 BP社が発行する家づくりの実務情報雑誌日経ホームビルダーの「採用したい建材・設備メーカーランキン

グ 2019」の断熱材部門で 1位に選ばれるなど、業界内でも高い評価を頂いています。 
※1：住宅用グラスウール断熱材（成形品）として。当社調べ。2014年 7月 1日発売時 

   

↓エントリーはこちらから 

↓旭ファイバーグラス HP 

 



 

創    業 文政１０年（１８２７年） 

資 本 金 １億円 

売 上 高 ４１億円（２０１９年３月期） 

代 表 者 代表取締役社長／佐藤 元英 

従業員数 ３１０名 

事業内容 水産練り製品の製造・販売 

 

採用担当連絡先 

総務部／早川 尚宏 

E-mail  saiyou@chikuwa.co.jp 

創業１８２７年。地域に密着して、地元の名産品である、こだわりの「ちくわ」を製造直販しています 

 

ヤマサちくわ株式会社 
〒440-0086 

愛知県豊橋市下地町橋口 30-1 

TEL 0532-52-7139 

https://yamasa.chikuwa.co.jp/ 



会社名 株式会社 近藤紡績所 

【業種】 紡績事業、アパレル事業、不動産事業 

【主力商品・事業・サービス】紡績定番糸･機能系特殊糸／T ｼｬﾂを中心とするｶｼﾞｭｱﾙﾌﾞﾗﾝﾄ「゙ﾗﾝﾄﾞﾘｰ(LAUNDRY)」 

／商業施設賃貸 大手企業が出店(ｲｵﾝﾓｰﾙ･ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ･ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ 他) 

【勤務地】紡績工場(長野県大町市)、本社(名古屋市)、ｱﾊﾟﾚﾙ事業部(大阪･東京)、自社縫製工場（徳島県）、 

 研究開発ﾆｯﾄﾃｷｽﾀｲﾙ部 R＆D センター（栃木県足利市）、海外工場(中国･ﾍﾞﾄﾅﾑ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) 

【求める人材】主体的に考え行動できる人。繊維について探究心のある人。 

【URL】 http://www.kondobo.co.jp/ 

【住所】 愛知県名古屋市中区丸の内２－１８－２５ 丸の内ＫＳビル８階 

【資本金】１億円 

【従業員数】５４０人(国内在籍のみ) 

【売上高】１１０億円（2019 年１月期） 

【募集職種】技術総合職（研究開発、生産・設備管理 他） 

【学科・専攻】理系学部全般(繊維学部ＯＢ多数在籍)  

【特色】 

100 年の歴史を有する繊維業界屈指の老舗であり、健全な事業（自社所有の遊休地を利用した不動産事業）

と資産内容が武器で不況に極めて強い体力のある会社です。 

紡績部門においては、定番綿糸製造の他、近年は特殊糸の開発に注力しております。 

アパレル部門においては、自社ブランド（ランドリー LAUNDRY）を保有。 

また、徳島県に自社縫製部門を配し、素材（糸・生地）から最終製品に至るまで、純国産「Made in Japan」

のモノ作りを自社内で行う体制の下、「総合繊維業」としての業務拡大を進めて参ります。 

信州大学繊維学部出身者が多数在籍、活躍中です。 

【事業内容】 

＜紡績事業＞ 紡績定番糸製造、特殊糸の研究開発・製造 

＜アパレル＞ 自社ﾕﾆｾｯｸｽﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、ランドリー（LAUNDRY）保有。全国約 20 店舗展開 

OEM 生産…ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ子供服、ｽﾎﾟｰﾂﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、ﾚﾃﾞｨｰｽ（ﾐｷﾊｳｽ/株式 10%取得･BEBE･ﾌｧﾐﾘｱ・ 

ﾃﾞｻﾝﾄ・七彩・ﾜｺｰﾙ 他） 

自社縫製工場（徳島） 

＜不動産事業＞ 全国に自社ﾋﾞﾙ・ﾏﾝｼｮﾝ 計１６棟（名古屋、東京、大阪、金沢、佐世保、仙台、広島 他） 

商業施設５箇所、大手企業が出店（ｲｵﾝﾓｰﾙ・ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ・ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ 他） 

        米国ﾜｼﾝﾄﾝ D.C に自社ﾋﾞﾙ２棟所有（司法省・造幣局） 

その他、ゴルフ練習場経営 

                                                       

           
                                      

  自社ブランド（ランドリー）   大町工場（長野県大町市）    自社ﾋﾞﾙ本社(丸の内 KS ビル) 

 

                                    

                                                  

                                                  

 

 

 

イオンモール浜松市野（浜松市）                    米国造幣局ビル（ﾜｼﾝﾄﾝ） 



“カガクとデザインで面白いこと”

各種接着剤をはじめ、建築材料であるメラミン化粧板・車・電子材料・化粧品
日用品向けなどの樹脂素材を製造・販売する化学メーカーです。
皆さんも毎日、アイカ工業の商品に触れていると言っても過言ではありません!!

接着剤 有機微粒子UV硬化型樹脂

建築材料「メラミン化粧板」

メラミン化粧板

国内
シェアNo.1

創立
8４年目

OBOG社員
14名在籍

ブース番号

16

■企業概要
●事業内容 ：化成品・建装材・住器建材・機能材料の製造および販売
●本社所在地：名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋
●売上高 ：1,913億63百万円（2019年3月期、連結）
●経常利益 ：212億49百万円（2019年3月期、連結）



松山株式会社 －Niplo－

農業用作業機の完成品メーカー。自社ブランドを持ち、製品の設計開発・生産・販売
を行っています。

・知名度はないけど国内シェア・売上No.1
・創業117年の老舗メーカー
・信州大学卒業生が多数在籍
・製品の設計から製造、販売を全ておこなう
「完成品メーカー」

どんな会社？

・「食」「環境」に興味がある
・イチから機械を開発したい
・ルート営業に興味がある
・ものづくりが好き
・福利厚生を重視したい etc…

「今どき農業用作業機の会社って地味だし流行らない？」
農作業は辛くて大変です。でも誰かがやらなければいけないのが農業。大変な農作業を少しでも楽に、
安全に、効率よく。私たち松山(株)は農家さんに寄り添って1世紀以上、日本農業の機械化・近代化を
支えてきました。
私たちの地味な仕事が、みなさんの毎日を支えています。

ここがポイント！ こんな人にオススメ！

休暇はどれくらい取れる？お給料は？ボーナス
は？残業は？安定している？育休は男性でも
取れる？社風は？先輩は怖い？将来性は？勤
務地は？転勤は？求める人材は？就活のコツ
は？先輩の話が聞きたい。福利厚生は？どん

な仕事があるの？
↓

（企業秘密以外）全てお答えします！

当日はOG（人文学部卒）
も出席します！

リクナビ マイナビ



 

マイナビ掲載中 

 

ビール工場に設置されている液面計 

★タンクの貯蔵量管理をします 

 

 

半導体製造装置用 超音波流量計 

★クリーンで高精度な流量制御を 

実現します 

 
 

ビル空調用の流量計 

★流量と温度でカロリー管理を 

実現します 

 
 

タンカーも当社のフィールドです 

★舶用担当エンジニアは世界中のドッ

クへ出かけていきます 

 

石油精製プラントで活躍する流量計 

★配管の流量計測をします 

 

 

石油備蓄基地で活躍する 

タンク貯蔵量管理システム 

★管理ソフトまでを手掛けます 

 
 

 

 

女子歓迎！！ 



数字で見る三洋グラビア
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シキボウ株式会社
2020年1月12日（日）

信州大学繊維学部の卒業生も多数活躍中！
№20日時 ブース

参加者にはオリジナルグッズプレゼント！

本　　社　大阪市中央区備後町三丁目2番6号
創立年月日　1892年（明治25年）8月5日
資 本 金　113億3600万円
上場区分　東証一部
事業内容　繊維事業、産業資材事業
　　　　　機能材料事業、研究開発
　　　　　不動産・サービス事業

PW1100G-JMエンジン
（一財）日本航空機エンジン協会（JAEC） 提供

Shikibo technology



日本で初めて、

国産技術によるアンモニア製造と

アルミニウムの商業生産を成し遂げた昭和電工。

当社グループは、

無機化学・有機化学・金属材料技術を深化、 させ、

優れた 製品を生み出すことを通じて

豊かさと持続性が調和した社会の創造に貢献しています。

技術融合を推進力に昭和電工ならではの製品・技術で世界一を目指しています。

「個性派企業」実現のために強い「個性」をもって活躍できる人を求めています。

融合

個性派

1/12（日） ブース21

BUSINESS SEGMENTS

昭和電工株式会社
＜化学／素材＞

石
油
化
学

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

無

機

化

学

品

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス

マイページ登録は

こちらから！

昭和電工の No.1 / Only 1



⼟⽇休み（年間休⽇120⽇）
フレックスタイム制勤務でプライベートも充実！
県外出身者多数在籍！
信州大学卒業生在籍！

三生医薬株式会社 当社オリジナル原料キャラクター
ホヤッチ

2020/1/12（⽇）
２２番ブースで待ってるよ！

健康食品
サプリメント
医薬品

研究開発
品質管理・保証
などなど･･･

ソフトカプセルの生産量
国内第１位



ブースNo.23

㈱ハーモニック・ドライブ・システムズ

是非、当社ブースにお越しください！

▼ﾋｭｰﾏﾉｲﾄﾞﾛﾎﾞｯﾄ「ASIMO」
本田技研工業株式会社様提供

▼小惑星探査機「はやぶさ2」
宇宙航空研究開発機構様提供

▼大型光学赤外線望遠鏡
「すばる」
大学共同利用機関法人自然科学研究機構
国立天文台様提供

▼NASA火星探査車

Rover image created by Dan Maas, copyrighted to Cornell 
and provided courtesy NASA/ JPL - Caltech

－極限の精密駆動を世界中のロボットへ－
当社のハーモニックドライブ🄬はさまざまな科学技術の最前線で活躍しています

(C)JAXA



繊維学部の学生
全てが採用対象です！

ＯＢ・ＯＧ活躍中！

新商品の立ち上げに
携われる！



　　　開催時期　1月30日(木)、2月12日(水)、17日(月)、26日(水)　13：30～16：30

                                                       　 マイナビ2021　IS情報はこちら ➡

高機能繊維を材料として、製織から複合材製造までをワンストップで提供しています

◆・◆・◆繊維・複合素材（FRP）の力で無限の未来をつくる！ものづくりインターンシップ◆・◆・◆

各種高機能繊維織物 CFRP製医療用カセッテ CFRP製ホイール CFRP製ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾞｯ

ブース番号：２５

＜産業用繊維資材に特化、業界トップレベルの技術を駆使し、世界へ！＞
航空宇宙や医療分野等、高い技術力が要求される先端産業に力を入れています。



～その技術は、人のために～
１月１２日（日）
【ブース番号：２６】
お待ちしています！！

ニプロは、
医療 × ものづくり
で医療現場の課題を解決する

スペシャリスト集団です！！
医療やものづくりに興味のある方、
是非ブースまで！！

※写真の製品はニプロ全製品のごく一部です



２７ブースでお待ちしています。

私たちは“高周波通信モジュール”の開発・設計・製造をしています。

私たちの製品を知っている人はほとんどいないのではないでしょうか？
しかし、多くの人が毎日利用している物なのです。

スマートフォンやウェアラブル端末のデータ通信に利用される部品で、多くの部
品（ちなみに一番小さな部品で0.25mm×0.125ｍｍ）が集まって一つの電子部
品となります。

新世代通信規格「5G」やモノとモノが情報共有する「IOT」。
このような市場で私たちの製品・技術が高く評価され、世界中で利用されていま
す。

携わるのは間違いなく世界最先端の技術です。
初めの一歩となる最先端の現場では、失敗もたくさんあります。日々、困難と格
闘しなければなりません。しかし、やり遂げたとき、その成果を世界中の多くの
人と共有できる。そのようなしごとです。

あなたが想像する豊かな未来を創り出す小さな部品たち。
私たちと一緒に創り出しましょう。豊かな未来を。



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  高砂工業株式会社 

営業 
企画・開発 

試作・試験 
設計 製造 

据付・調整試運転 

メンテナンス 

当社設備：ローラハースキルン 

熱処理が必要なもの 

・リチウムイオン二次電池（電気自動車、ＰＣ、スマホ等） 

・ギヤ、シャフト等の金属部品（自動車、建設機械等） 

・電子部品（スマホ、ＰＣ、制御機器等） 

・ＣＦＲＰリサイクル（航空機、車等） 

・瓦、タイル、外壁材（家屋等） 

・洋食器（生活等）             …etc 

当社設備：TVC 真空浸炭装置 

期待をカタチに変えていく。 

ＨＰ :  http://www.takasago-inc.co.jp/ 

当社が誇る設備ラインナップ！ 
 

・トンネルキルン   
・シャトルキルン 
・ローラハースキルン 
・ユニハブキルン  
・メッシュベルトキルン 
 
・真空浸炭装置 
・真空ガス焼入れ装置        …etc 

熱処理とは・・ 
材料に加熱・冷却の操作をして、 

目的とする特性に改善すること 

ブース№28 参加：1/12 

『ものづくり』の全てを行う熱処理設備製造メーカ 





【会社概要】

問い合わせ：管理部 人材開発・安全衛生グループ TEL：0564-31-2715 E-MAIL：jkikaku@mae.co.jp

会社の
魅力

仕事紹介

【開発支援業務】

開発関連の情報収集、

CADに関する技術支援

など、多方面から開発を

支援しています。
他社車両分解調査 CAD技術支援

【開発設計業務】

クルマに求められる機能・

性能を満足する、部品や

システムについて検討し、

具現化しています。

【開発実験業務】

試験、評価、解析を行い、

見えないものをデータ化

することで、お客様に

「安心・安全」「快適」な

クルマを提供しています。

内装設計 電子電装品設計

シャシ設計 用品設計

ボデー設計

走行試験 衝突試験 各種機能試験

●資本金：3億5,000万円（三菱自動車工業 全額出資）

●従業員数：1,101名（2019年4月1日現在）

●事業内容：自動車の開発、設計及び実験

計測器管理

※一例です。

01 02 03

自動車開発エンジニア
として活躍できる!

教育制度が充実!!
風通しが
良い社風!!!

●社 名：三菱自動車エンジニアリング株式会社

●本 社：愛知県岡崎市橋目町字中新切1番地

●代表取締役：野谷 一博

●設 立：1977年8月19日



三井化学株式会社 

【業界・業種】化学メーカー 

【本社・営業所等所在地】 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター 

【主力商品・事業等】モビリティ事業、ヘルスケア事業、フード＆パッケージング事業、基盤素材事業における研究開

発・製造・販売 

【求める人材】三井化学では多様な個性をもった社員が活躍しており、その仕事に向けたスタイルも様々です。だからこ

そ、色々なタイプの学生さんに集まっていただきたいと思います。その中で、三井化学で働く社員の共通項を分析すると

「自ら考え、行動する人材」と表現することができるでしょう。 

当社の社員は職種を問わず、若い時から裁量と仕事への責任を持ち、その中で課題を発掘・発見して解決に導く、という

スタイルで仕事をしています。正しい解の無い中でも、積極的に自身の考えを提案し、周囲を巻き込み、解決に導くこと

ができる、そんな方が当社で活躍できる人材であると考えています。 

 

【採用 HP】http://jp.mitsuichem.com/career/index.htm 

【資本金】1,251億 2,560万円 

【売上高】1兆 4,829億円（2019年 3月／連結） 

【設立年月日】1997年 10月 1日 

【上場区分】東証一部上場 

【従業員数】17,743名(2019 年 3 月／連結） 

【休日休暇】・完全週休 2 日制（土・日）・祝日・年末年始・年次有給休暇（20 日）・単身赴任帰宅休暇・結

婚休暇（連続 8 日）・リフレッシュ休暇（連続 2 日）・介護休暇・看護休暇・社会活動休暇 

【待遇・福利厚生】◆寮・社宅完備◆各種運動施設・契約レクリエーション施設・保養所・社員クラブ・財

形・住宅融資制度・共済会 等 

 

 

           
       

 
 

 





セラミック電子材料では世界シェアNo.1を誇るMARUWA（東証一部上場）。
高い材料技術を活かしコンデンサや高周波デバイス等の電子部品やＬＥＤ照明を手掛けています。
主に特注品やカスタム品を扱い、差別化された高付加価値製品を生み出しています。
技術開発力や生産技術力が高く、経営基盤も非常に安定しています。一般的には10％を超えれば
安定経営と言われる営業利益率は23%、また無借金経営のため経営にゆとりがあります。

会社概要

社名

事業内容

本社所在地

設立

株式会社ＭＡＲＵＷＡ

エレクトロニクス用・産業用セラミックス及び

電子部品、LED照明機器の開発・製造・販売

愛知県尾張旭市南本地ヶ原町三丁目83番地

1973年4月5日

株式会社MARUWA 人事労務室 採用担当 川人（かわひと）、松原

〒488-0044 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町3-83

TEL： 0561-51-0874（直通） E-mail： saiyo@maruwa-g.com

URL： http://www.maruwa-g.com/recruit/newgraduate/

リクナビにも情報を掲載しております。まずは、電話またはEメールでお問合せください。

担当者連絡先
（本社）

資本金

従業員数

上場

売上高

営業利益

86億4,672万円

1,867名 (連結）

東証一部、名証一部、ロンドン、シンガポール

411億円／2019年3月期（連結）

95億円／2019年3月期（連結）

「材料を創る」 「部品を創る」 「完成品を創る」
全て実現できるセラミックメーカーです。

一人が一製品を担当し、モノづくりの0～10まで
幅広く携わることができることが特徴です。

○各部門と仕事内容

セラミック材料部門（アルミナ、窒化アルミニウム等）
→材料技術、生産技術、セールスエンジニア

電子部品部門（コンデンサ、アンテナデバイス等）
→製品開発、回路・アンテナ設計、生産技術

最終製品部門（LED照明機器）
→LED照明機器設計（回路・機構設計等）、生産技術

採用HP

mailto:saiyo@maruwa-g.com
http://www.maruwa-g.com/recruit/newgraduate/


国内・世界で活躍している
当社のことを知ってみませんか？

出展日

ブース

対象学生

２０２０年１月１２日（金）

３４ブース

医療に関わりたい方大歓迎！

詳細・エントリーはマイナビ2021からお願いします

問い合わせ先

０２６-２７２-８５１１TEL

URL https://www.sakurajp.com/

MAIL person1@sakurajp.com

多種多様な職種があります！

［社 名］：サクラ精機株式会社

［住 所］：〒387-0015 長野県千曲市大字鋳物師屋75-5

［ＴＥＬ］：026-272-2381 ［FAX］：026-272-4812

［MAIL]：person1@sakurajp.com

［担 当］：人事総務部 宮尾

元気・やる気のある方大歓迎！

ものづくりが好きな方大歓迎！

福利厚生も充実

休日は１２２～１２５日！

全学部全学科

マイナビ２０２１QRコード



の求める人材像

アツギはレッグウエアを中心とする繊維の専業メーカー。
メーカーは常に新しいものを開発し、挑戦し続けなければなりません。

だからこそアツギの求める人材像は

「考えつづけられる人」

あなたのその力、アツギで試してみませんか？

「挑戦しつづける人」

信大出身の「考える人」４人入社しています。

1/12（日）
ブース
No.３５



これからのクルマを、考えよう。

100年に1度の“自動車産業の変革期”。
今、自動車は誰も見たことのない進化を遂げようとしています。

私たちの責務は、1917年の創業以来受け継いできた
“チャレンジスピリット”と“つなぐ技術”を武器に、その未来に挑戦すること。

自動車用部品であるワイヤーハーネスのグローバルシェアNo.1。※自社推定

住友電装で、一緒にこれからのクルマを考えてみませんか？

出展：1月12日（土） ブースNo.36



繊維・化学メーカー

お問い合わせ先

グンゼ株式会社 人事総務部 人財開発室 新卒採用担当

TEL.06-6348-1322 MAIL: saiyo.info@gunze.co.jp

グンゼ株式会社

詳しくはこちら
⇒⇒⇒⇒⇒⇒

1月12日(日)
NO. 37

メンズインナーウエアやストッキングなど
繊維分野で国内トップシェアを持つ当社は、
創業123年を迎え、
長年培ってきた繊維技術を活かし、
「こんなところにグンゼの製品が？！」
といわれる程、ペットボトルや食品などの
包装プラスチックフィルム分野、
生体吸収性を特徴とする医療機器分野などの
非繊維分野にも進出し、多岐に渡る事業を展開してきました。

それぞれの商品やサービスを通じて
「着心地」「使い心地」「居心地」といったここちよさを
提供し続ける当社の新たなる『挑戦』をぜひ聞きに来てください！

メンズインナーを始め多数のトップシェアあり！
多岐に渡る事業と高い技術力が魅力の会社！

住所:大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKAオフィスタワー

内定者に聞いた！就職活動前と後のグンゼのイメージ

BEFORE AFTER

✔ BODYWILDを作っている会社
✔ 知りませんでした…
✔ 長い歴史がある

✔ 繊維だけでなく幅広い分野に貢献！
✔ 様々な仕事に携わることができそう
✔ 温かみがあり、風通しが良い印象



ルビコンの魅力はここ！

ルビコンってどんな会社？

どんなことでも、お気軽にどうぞ♪ ブースでもお待ちしています！！

住所：〒399-4593 長野県伊那市西箕輪1938-1
TEL： 0265-72-7111 FAX： 0265-73-2914
MAIL： saiyou-jinji@rubycon.co.jp 採用担当： 総務部 小林・唐木

ルビコン株式会社

「ものづくりの楽しさ」「新しいものへの挑戦」「未来の自分」 ―

それぞれの【好奇心-わくわく-】をここから世界へ。

★世界の取引先総数5,000社、年間生産規模80億個

私達の生活の中で必要不可欠な電子部品 「コンデンサ」 。皆さんはその存在をご存じでしょうか？
生活家電を始め、パソコン、スマホ、自動車など…身のまわりの様々な電子機器に使われています。
普段なかなか目にする物ではないけれど、“皆さんの暮らしを陰で支えるモノづくり”を行うのが我々ルビコンです！
コンデンサを通じて、豊かな暮らしや社会の発展に貢献していきます。

多彩な職種フィールド

（電気電子、化学、物理系）■研究開発/製品設計

（電気電子、機械系）

（電気電子系）

創業から70年近く積み重ねた高い技術力で、多くのお客様に
信頼頂けるコンデンサメーカーへと成長してきました。 各種コンデンサの開発、設計、新素材開発

■生産技術/機械設計

コンデンサ製造設備の開発、既存設備の改良、保全

■回路設計
カスタム電源の回路設計

■営業（国内・海外） ■工場管理・品質管理

■システム開発 ■総務・経理 （※各文理不問）

★ブースでは各職種の詳しいご案内もさせて頂きます♪

★身近な暮らしから“宇宙”まで！夢は広がります
ルビコンのコンデンサの中には、アメリカ航空宇宙局「NASA」
に起用され、宇宙で活躍している製品もあります！
ブースにて本物をぜひご覧ください♪

★世界11ヶ国25拠点に展開
長野県から世界に向けて！入社後、早い段階から世界を
相手に活躍できるフィールドが当社にはあります。

★信州大学卒業生が多数在籍！
信大OBは70名在籍！ 社内でも1番多い割合です。

mailto:saiyou-jinji@rubycon.co.jp


 
山下ゴム株式会社 ★ものづくりに関わりたい方、大歓迎★ 

 
 

■当社は… 

自動車が EV・自動運転に変化した後も欠かせない防振製品のメーカーです。 

長年蓄積した技術力がお客様から信頼をいただいているテクノロジー集団です。 

 

■募集職種… 

『設計開発ポジション』・『材料開発ポジション』・『評価解析ポジション』 

 

■学生のみなさまへメッセージ… 

充実した福利厚生・やりがいをもって仕事ができる環境を整えています。 

◎充実した研修制度。年に一度の成果を見せる技術発表会もあります。 

◎社員食堂を 200円で利用可能です。 

◎フレックス制度活用してオンとオフのメリハリができます。 



「エンジニアリングとものづくり」を基本コンセプトに最先端の 

技術で “これまで世の中になかったもの”を創り出す喜びを！ 

工場や生産設備をつくるエンジニアリング業は最もスケールの大きなものづくりです！ 
スマフォ、パソコン、テレビ、食品、医薬品･･･こうした暮らしを支えるさまざまなモノを作り出す
ためには「工場」と「生産設備」「装置」が不可欠です。 
エンジニアリング業は、この「工場」と「生産設備」「装置」を作る、ものづくりの面白さを凝縮し
たダイナミックな仕事です。 
 東レエンジニアリングは、ユーザー系エンジニアリングのノウハウが武器のプラントエンジニアリ
ングと、最先端の技術を生かした製造装置で、世界を変える製品も生み出してきました！ 
みなさんもぜひ「これまで世の中になかったもの」 
を創り出す喜びを東レエンジニアリングの技術と 
共に味わってみませんか？ 
まずは本日、当社ブース(№４０）でお会いしましょう！ 

 
 
 

連

絡

先

〒520-0842 滋賀県大津市園山1-1-1

連絡先：総務部人事課　若松すみ子

ＴＥＬ：０７７－５３３－７２０１

http://www.toray-eng.co.jp/

e-mail: recruit.desk@toray-eng.co.jp

企 

業 

デ 

ー
 

タ 

■社 名 東レエンジニアリング株式会社 

■本 社 東京都中央区八重洲1-3-22 

■資本金 15億円 

■売上高 1,151億円 

■設 立 1960年10月 

■従業員数 グループ全体 2,424人 

募 

集 

職 

種 

下記業種の開発、設計、製作、工事管理、ソフト開発、営業職など 

 １．各種工業プラント（化学、電子、機械、食品ほか各種産業向け生産設備） 

 ２．一般産業機器（フィルム関連製造装置・加工装置、二次電池関連製造装置ほか) 

 ３．半導体実装装置、液晶パネル製造装置ほかエレクトロニクス関連の製造・検査装置 

 ４．ＦＡシステム（自動搬送システム、生産システムほか） 

 ５．各種計測機器をはじめとする電子機器 

 ６．ソフトウエア開発 





日野自動車 1.12. 42ブース

こんな方のご応募をお待ちしています！
★自動運転やビッグデータ活用に興味のある方
★新しいことにチャレンジしたい方
★社会に貢献できる仕事がしたい方
★グローバルに活躍したい方
★電気・情報・機械・材料・化学専攻の方
★オーナーシップをもって取り組める方
★足の速い方 …など
当日はOBが参加します。
お気軽にご質問ください！

国内大・中型トラックシェア46年連続No.1！

#日野自動車 #CASE #MaaS #PROFIA
#ものづくりに興味がある方と繋がりたい
#トントントントンヒノノニトン #もっと知りたい方はこちら⇒⇒⇒⇒⇒



2020 年 1月 12 日　ブースNo.43

株式会社 ムサシノキカイ
溶融紡糸装置、フィルム製膜機等の製造メーカーです。設計・製造・据付調整まで一貫して行っているので、

モノづくりの面白さを体験する事が出来ます。

先進繊維・感性工学科　及び　機械・ロボット学科の方で

モノづくりの好きな方、是非当社ブースにお越しください！



マリンシステム 通信機器

車載レーダ

ソリューション
防災無線・気象レーダ・ダムシステムなど

国や地方自治体を守る

大規模インフラシステム
船の自律航行や海の安全・安心を守る

マリンエレクトロニクス
車の自動運転や最先端の無線通信機器

で豊かな社会を創る

交通安全支援システム

創立100年を超える通信技術のリーディングカンパニー

〒164-8570
東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト

日本無線株式会社 ＜お問い合わせ先＞ 人事部 人財育成グループ 真田・高橋・金

TEL：0120-451-219
MAIL：jrc-jinzai@jrc.co.jp
URL：https://www.jrc.co.jp



この数字は…？ 
シミックグループは 

日本の新薬誕生の約80％に貢献しています。 
 

医薬品の研究～開発～製造～販売まで 
製薬企業のバリューチエーンを 

総合的に支援しています。 
 

信州大学OGの現役社員と人事担当が 
当社の強みや特徴をお話します。 

 

医薬品開発に興味のある方は 
是非ブースにお越し下さい。 

ブース番号:45 



お客様の満足のために、全員参加の経営を推進し、
「現場力」と「実現力」高める

京セラの強み 事業力

財務力
強固な財務基盤

経営力
独自の経営哲学と経営管理システム

医療事業 電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ事業 環境ｴﾈﾙｷﾞ事業

KYOCERA Corporation

事業分野

求める人材像 夢に向かって 果敢にチャレンジし続けられる人

素直な心､ひたむきさを持っている人

グローバルな視点を持っている人

材料から電子部品・情報通信・エネルギ・医療まで事業を多角化

活躍するOB・OG

研究開発分野：ｴﾈﾙｷﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ・ｼｽﾃﾑ開発/ｿﾌﾄｳｪｱ開発/ＡＩ研究
ｾﾗﾐｯｸ高機能部品開発/ﾒﾃﾞｨｶﾙﾏﾃﾘｱﾙ開発

事業分野 ：車載ｶﾒﾗ開発/水晶ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発/圧電ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発 ｅｔｃ

「一つの素材、変革の種」をキーワードに、成長が期待される「情報通信市場」
「環境・エネルギー市場」「自動車関連市場」「医療・ヘルスケア市場」で、価値
ある製品・システム・サービスを提供します。

コア技術を幅広い事業に展開



日精エー・エス・ビー機械株式会社

ASBの機械で世界の常識を変えてみませんか

私たちは、ペットボトルをつくる機械をつくる会社です。

ASBの機械を通じて、世の中にないペットボトルをつくりだし

世界の常識を変えてみませんか！

【業種】機械・製造業（東証一部上場）
【勤務地】長野県小諸市
【主力商品・事業・サービス】
ペットボトルをはじめとした、プラスチックボトルをつくる産業用機械「ストレッチブロー成形機」
および付属金型の研究開発・設計・生産・販売・アフターサービス

【求める人材】
機械いじりが好きな人・海外に興味がある人・世界の常識を変えてみたい人

【URL】 http://www.nisseiasb.co.jp/ja/
【住所】長野県小諸市甲4586番地３
【資本金】38億6,090万円
【従業員数】1,938名（連結：2019年9月30日現在）
【売上高】261億29百万円（連結：2019年9月期）
【募集職種】技術系…機械・制御・金型・容器の企画開発・設計、サービスエンジニア

◆ASBのお客様
食品・飲料や化粧品メーカーなど様々なメーカー。
お客様は世界120カ国以上！

◆ASBの誇る技術
ストレッチブロー成形機のパイオニア企業として、ペットボトルに高付加価値（機能・
デザイン）をつけ、難易度の高いペットボトルを生み出します。

◆ASBの強み
他社に先駆け、インドへ進出しました。それ以来インド工場で機械・金型の一貫生産を
行い、コスト・品質面で他社よりも高い競争力を誇っております。

◆ASBが今後試みること
ガラス瓶や紙容器などをペットボトルに切り替え、“新しい暮らしのカタチ”をご提案し
ます。



シチズンファインデバイス株式会社

クオーツ時計の心臓部 水晶振動子。
シチズンファインデバイスの
『限りなく純度の高い1秒』
を作る“技術力”の結晶です。
ごくわずかな温度や重力の変化すら克服し、
年差1秒以内という高精度を実現しました。

見えないところから
日々の安全、快適、そして、特別な1秒の
価値を高めるデバイスを。
挑戦する仲間を募集しています。

1月12日（日） ブース番号 48



 

日本製鉄株式会社（旧 新日鐵住金株式会社） 
 
 
【業種】 
鉄鋼業 
【本社・営業所等所在地】 
国内 本社：東京 支社支店：10 ヶ所 製鉄所：13 ヶ所 研究所：3 ヶ所 
海外 事務所・現地法人：18 ヶ所 生産・販売拠点：46 ヶ所 
【事業等】 
鉄鋼製品の製造および販売 

【求める人材】 

文理問わず多くの関係者を巻き込みながら仕事を進める主体性のある人 

チームを引っ張るリーダーシップ力のある人 

 

 

【URL】 http://www.nssmc.com/ 

【設立】2012 年 10 月 
【本社所在地】東京都千代田区丸の内 2-6-1 

【資本金】4,195 億円 

【売上高】6 兆 1,779 億円（2018 年度連結） 

【従業員数】26,570 名 

【募集職種】技術系・事務系 

 

 

「世界の当たり前をつくる－」 

当社は『生産量世界トップクラス、国内１位』の鉄鋼メーカーです。 

自動車からインフラまで、あらゆる産業への素材提供を通して世界中の人々の暮らしを豊かにすることに貢献しています。 

世界経済の発展と共に鉄の需要は伸び続けており、当社は高品質な商品・ソリューションを武器に、 

『総合力世界 NO.1』を確固たるものとすべく挑戦を続けています。 

鉄鋼業と聞いて事業内容や仕事内容がイメージできる人は多くないと思います。 

先輩社員もそうでしたが、今は【世界的な影響力が大きい、責任あるダイナミックな仕事ができる】面白さを感じています。 

ぜひ一度話を聞き、仕事の奥深さ・社員の雰囲気を感じてください。 

 

 

 

 

 

http://www.nssmc.com/


・ファッションが好きな方 

・新しいことに挑戦したい方 

・モノづくり、運営、販売など 

様々なアパレル業界の仕事に携わりたい方 

 

ブースでお待ちしております！！ 

私たちは、進化する 

 クリエイティブ・リテイ

 

本社は名古屋 

社員寮が近くにあります 

モノづくり、店舗開発、店舗運営など 

幅広いフィールドでの活躍ができま

す！ 

 



変革を起こすパートナーとして

紡ぎだされた発想に息吹を与え、

世界中の人びとの希望と快適をカタチに。

ASPINAは、一世紀の時を超えて

熱意と共に挑みつづけます。

出展日：1月12日 ブース番号：51 シナノケンシ株式会社



日本を支える 
プラントエンジニアリングのパイオニア 

こんな人が向いています！ 

・リーダーシップを発揮し、チームで協力して作業ができる方。 
・「まずは挑戦してみよう」とチャレンジ精神をもって挑戦できる方。 
・人として、技術者として成長したい意欲のある方。 
・仲間と大きな仕事を成し遂げていきたい方。 

1月12日（日） ブースNo.５２ 

当社の特徴 

発電所をはじめとする、大型プラントの建設・メンテナンス・運転・解体まで、 
インフラ設備を幅広く手掛ける独立系の工事会社です。 

【連絡先】 太平電業 インターンシップ担当 

TEL:050-5213-3098  

mail:taihei-dengyo@saiyo.to-entry.jp 

★充実した福利厚生 
従業員持株会（買付時10％会社補助）・社内預金（利率年１％保証）・確定拠出年金制度 

会員制福利厚生プログラム「えらべる倶楽部」  独身寮・社宅完備 他  
尚、独身寮については、月額1,000円程度（課税負担）のみで入居することが出来ます。 

 

★サポート万全の教育体制 
新入社員教育研修（入社時４月～３月の約１年） 

OJT教育（半期毎に計画、評価を行います） 
技術系の方は12個の資格が取得できます！ 

 

★人々の生活を支える仕事 
日本の安定した電力供給を確かな技術力を持って支えています！！ 

OBが1名 
活躍中！ 



採用情報掲載中!

日鉄テクノロジー株式会社
信州大学 企業説明会

対 象 2021年3月卒業、修了予定の方

開催日時 2020年1月12日(日) 10:30～16:30

開催場所 体育館 ５３ブース

日本製鉄(49ブース)にご興味のある方もご参加ください。

●若手スタッフによる業務紹介もあります。
●就職活動における疑問などにもお答えします。

是非お立ち寄り下さい!

材料・解析事業
最新鋭の最先端の技術であらゆる
材料の各種分析、評価に応える

製鉄支援事業
原料から製造・製品出荷に至るまで
の品質保証に関わる試験・分析

検査・エンジニアリング事業
非破壊検査技術と

総合エンジニアリング技術の融合

環境ソリューション事業
大気、水質、騒音、振動、室内環
境、土壌汚染等の調査･分析･評価



ブースNo. 54
「繊維」×「機械」

世界のモノづくりを支える
合成繊維機械メーカー

「機械設計の知識ゼロ、
それでもやりたかった技術職の仕事」

繊維学部OB社員
インタビュー掲載中



 

保土谷化学工業株式会社 

【業界・業種】 化学品の製造・販売（東証一部上場） 

【本社所在地】 東京都中央区八重洲二丁目 4 番 1 号 ユニゾ八重洲ビル 

【主力商品・事業等】 イメージング材料、色素材料、有機ＥＬ材料、樹脂材料、建築材料、特殊化学品、基礎化学品、 

農薬等の製造・販売 他 

【求める人材】 「新しい技術に挑戦しつづける人」、「自分の頭で考え、主張し、行動する人」他 

 

 

【URL】 https://www.hodogaya.co.jp 

【資本金】 111億96百万円 

【従業員数】 731名（連結）、438名（個別）（2019年3月31日現在） 

【売上高】 375億48百万円（連結）、231億62百万円（個別）（2019年3月31日現在） 

【募集職種】 技術職（研究開発、技術開発、製造エンジニア、プラントエンジニア）、営業職、企画管理職 

【学科・専攻】 全学部・全学科 

【勤務地】 東京都中央区、大阪府大阪市、福島県郡山市、神奈川県横浜市、山口県周南市、 

茨城県つくば市、海外 

 

当社は 1916 年、日本で初めて電解法苛性ソーダを製造する企業として誕生しました。 

その後、ポリウレタンなど機能性樹脂材料の原料となるホスゲンの生産にも着手し、くらしと社会を支える 

化学企業としての礎を築きました。現在に至るまで、染料から農薬、医薬中間体、ウレタン樹脂材料、 

イメージング材料、有機ＥＬディスプレイ材料など、時代のニーズに応えるさまざまな製品を生み出し続けています。 

現在は、「グローバル・ニッチ分野で、オンリーワン・ナンバーワンのスペシャリティ製品を創出し続ける企業」を 

めざしています。 

 

■機能性色素部門 

・イメージング材料事業／複写機・プリンターのトナー用電荷制御剤・有機光導電体材料 

・有機 EL 材料事業／各種ディスプレイや照明など有機 EL 製品向けの正孔輸送材、電子輸送材、発光材 

・色素材料事業／文具インキ・アルミ着色用スピロン染料、繊維用カチロン染料、化粧品用色素（カラートリートメント） 

・食品添加物事業／食用色素（天然・合成）など 

 

■機能性樹脂部門 

・樹脂材料事業／ポリウレタン材料、剥離剤など 

・建築材料事業／ウレタン系およびセメント系防水材など 

・特殊化学品事業／医薬品、農業、樹脂、電子などの中間体材料 

 

■基礎化学品部門 

・工業薬品事業／過酸化水素、酸素系漂白剤、エッジング剤、金属表面処理剤、除菌剤、食品添加剤、動物薬など 

 

■アグロサイエンス部門 

・農薬事業／家庭園芸用除草剤、殺虫剤など 

 

■その他 

・研究受託 

・総合物流／危険物倉庫など 

 

 

 
 

 

化学で夢のお手伝い 
YOUR DREAM IS OUR BUSINESS 



帝国繊維株式会社 

【業種】総合防災業 

【主力商品・事業・サービス】各種消防ホース、防災車輌、資機材、防火衣特殊被服、CBRNEテロ対策資機材 

【勤務地】本社：東京都中央区日本橋 ／ 鹿沼工場：栃木県鹿沼市  

【求める人材】機械や車が好きな方、物事を前向きに考え積極的に行動できる方、責任感をもって仕事に取

り組む方、新しいことを貪欲に学ぶ意欲のある方 

 

【URL】 http://www.teisen.co.jp 

【創立】明治 40年 7月 26日（設立：昭和 25 年 7月 1 日） 

【資本金】1,444百万円 

【従業員数】313名（連結）（平成 31年 3月 29日現在） 

【売上高】29,656百万円（2018年 12月期） 

 

【募集職種】技術営業 

【学科・専攻】理工学系 

 

●帝国繊維（テイセン）は 1907 年の創立以来、「社会の安全、生活文化の向上」を社是として社会に貢献し

てきた歴史ある東証一部上場企業です。2019年で創立 112周年を迎えます。  

日本で唯一の総合防災企業として、消防ホース、防火衣や救助工作車の製造に加え、海外から最新鋭の防

災資機材や空港用化学消防車などの特殊車輌を輸入し、社会の防災・減災の装備充実に大きく貢献してい

ます。 当社の製品は一般の消費者の方々にはあまり知られていませんが、あらゆる火災・事故・災害現場

で活躍しています。 

「防災の時代」と言われる今日、巨大地震などの大規模自然災害、異常気象により多発化・激甚化する風

水害、更にはテロなど特殊災害等への対応に向けて、当社の担うべき役割はますます高まっており、その

事業領域は格段の拡がりをみせています。 

 

●防災用の特殊車輌や機材などの企画・開発・販売に係る「技術営業」が主な仕事となります。当社のお客

様は、災害対策に取り組んでいる全国の消防や自衛隊などの公的組織、高度な防災対策が求められる原子

力発電所、巨大地震への対策が急がれるコンビナートなどです。消防や災害対策の現場で起こっているこ

とをお聞きし、そのニーズに合った商品を自社で企画・開発する、もしくは海外から発掘・調達して、技

術的なサポートを行いながら販売し、メンテナンス・アフターサービスすることが主な仕事となります。

扱っている機材を実際に動かしてデモ等の PR を行うこともあり、創造性を発揮でき、社会貢献度の非常に

高い仕事です。 

 

●当社は、東証一部上場企業ながら、従業員は 140 名強と決して大きくありません。組織がコンパクトで経

営との距離も近く、組織の中に埋没することなく、自身の思いや考えを伝え、実行に移しやすい職場環境

にあります。業務領域とする防災マーケットは拡大の余地も大きく、当社では新たな発想を持ってチャレ

ンジすることを尊重する風土にあります。当社社員の中には、消防や自衛隊の活動に関心がある人や、消

防車や特殊な車輌に興味がある人が多くいます。関心や興味を、自分の仕事にすることができ、更に社会

貢献につなげることができる会社です。当社の業務に興味を持たれた方であれば、使命感・やりがいを持

って仕事に取り組むことができるのではないでしょうか。 

 

    
【空港用化学消防車】 

 



 
 

 

 
 

 

ファナックは1956年に日本で民間初のNC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。 
ファナックの基本技術であるNCとサーボから成るFA事業と、その基本技術を応用
したロボット事業およびロボマシン事業の三本柱に、IoTを担うオープンプラット
フォーム「FIELD system」を加えた事業を基本として、お客様における製造の自
動化と効率化を推進することで、国内外の製造業の発展に貢献してまいります。 

社員数 7,866人（2019年3月期連結） 

売上高 6,356億円（2019年3月期連結） 

・CNC（数値制御装置）、産業用ロボットの世界シェア1位 
 
・世界260ヶ所以上のサービス拠点で、商品の生涯サポート 
 
・従業員の約3分の1が研究員で占められる､研究開発を重視 
 した経営体制 

・ロボットによる自社工場の徹底的な自動化､ 
 メイドインジャパンへのこだわり 
 
・安定した財務体質と高い経常利益率28.9％ 
（2019年3月期連結） 

熱意、気配り、信念を持ち、チームワークを
発揮し、全世界で活躍できるような皆さまの

お越しをお待ちしております。 

世界の製造現場の自動化 

ファナック株式会社 

会社概要 

会社HP 
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長野県東御市（上田市のとなり）



求められるエネルギーは、変わる。
私たちは、その声に全力で応えていきます。

1月12日（日）59番ブース
人々の生活を支え、地球の未来を考える仕事に興味のある方、ぜひお越しください。



ニチコン大野 第三工場

技術センター

ニチコン大野

本工場・第二工場

ユタカ電機製作所

家もクルマも。

これが暮らしのトータル蓄電
システム！！
太陽光発電を利用して、家もクル
マも、暮らしの電気をまるごと活
用するトライブリッド蓄電システム。

これからの太陽光発電は、売電
≫≫≫自家消費で、より地球環
境にやさしい暮らしを実現してい
きます。

CEATEC AWARD で「準グランプリ」を受賞

国内開発・製造拠点

長野・京都

東京・福井

滋賀・岩手

など１５拠点

開発センター

１月１２日（日） ブース番号「６０」

CEATEC2019 ニチコンブース
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日本リニアックス
ニチコン草津

酉島電機製作所

電源センター

ニチコン亀岡

ニチコンワカサ

ニチコン製箔

大町工場

ニチコン製箔

富田工場

ニチコン岩手
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