
伊藤忠製糖株式会社

2月7日（金）

ブースＮｏ．１

・伊藤忠グループ

・国内トップクラスの精糖メーカー

・少数精鋭

・勤務地 愛知県（原則、転勤なし）

【積極募集】

応用生物科学科

化学・材料学科

機械・ロボット学科



出展日：2020年2月7日（金）

ブース番号：2

医療分野へ
＼進出／

医療機器として
のレッグウェア
開発や販売にも
注力しています‼

自社工場の
＼強み／

国内で希少な機械
として知られる、
超ハイゲージ機種
512本の編機を保有。
快適さと美しさを
追求しています‼

＼ラボ設置／
検査関連設備・編機
を備えているため、
アイディアから
スピーディーに

サンプルを作製でき、
機能性の保証までを
一貫して行うことが

できます‼

福利厚生が
＼ 充実 ／
従業員が長く
安心して働ける
よう福利厚生が
充実しています‼

＼先輩活躍／
信州大学で学んだ
知識を生かして先
輩が活躍してます‼

原料～最終製品
こだわりの

＼ものづくり ／
自社で一貫して

行っているからこそ
モノづくりには
圧倒的な自信が
あります‼



～ 求める人物像～
・どんな仕事も熱意を持って、前向きにチャレンジできる人

・現状に甘んじることなく学び続け、自ら成長しようとする人

・自分自身の目標や目的を成し遂げる為の努力が出来る人

伊那祭りへの参加 SUNDay～社内勉強会～

最先端の測定機器、整った開発環境



株式会社システムズ

《独立系IT企業 50年の歴史 特許も取得 お客様への貢献を追求します！》

ブース
４番



２月７日（金）

株式会社トーア紡コーポレーション
【東証一部上場】

５

信州大学卒業生多数活躍中
（2019年採用実績あり）

暮らしと社会の明日を紡ぐ
まもなく創業100周年を迎える

素材メーカーです

企業情報掲載中



JNC株式会社

ものづくり、素材を通して社会を支えたい、貢献したいと考えている方は
是非6番ブースへお越しください︕

お問合わせ先

ＪＮＣ株式会社 人事部採用担当
東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル9階

TEL︓03-3243-6380 MAIL︓saiyo@jnc-corp.co.jp

■優れた技術で社会の進歩に貢献する先端化学企業

応募方法︓リクナビ2021でJNCにエントリーをお願いします。
エントリーをされた方に詳細の案内をいたします。

2月7日

化学品

石油化学製品に加えて
特色ある製品群を展開

機能材料
高度情報化社会に

先端材料を供給

加工品

暮らしや産業に

高機能素材で貢献

エネルギー・
環境

環境に配慮した
事業活動

ライフケミカル

豊かな生活をささえ
る

化学系だけでなく、物理・数学・機電・土建・生物など、多様な専門性を持った社員が活躍しています。

■強みはなんと言っても「社風」！

創業から110年以上の歴史を持つ会社とは思えないほど風通しが良く、若手社員にも責任ある仕
事を任せるＪＮＣでは、やりがいを感じながら仕事ができると思います。



創業：1909（明治42）年4月8日

株式：東京証券取引所市場1部 ［化学］

有沢製作所は創業１１０年。

電子材料、電絶複合材料、光学材料の開発・製造・販売会社です。

人の力こそ、有沢製作所の技術力であり、企業力。

一緒に Dreams to Reality できる人材を探しています。

２０２０年２月７日（金）Ｎｏ.７ブース

繊維学部出身社員(43)が参加予定

繊維学部で学んだことは当社の活躍をきっと助けます

ア リ サ ワ セ イ サ ク シ ョ

＃FPC ＃3Dデｨスプレイ ＃配合技術 ＃上越市

＃CFRP ＃バテンレース ＃加工技術 ＃本社が新潟県

＃水処理用FW管 ＃ガラス繊維 ＃R&D人員募集

＃航空機材料 ＃貼り合わせ ＃全ての産業を支える会社



モーターに関する高い技術力を持つ、
世界各国に拠点展開するグローバル企業。
世界１８ヶ国５３拠点(国内関係会社含む)株式会社ミツバ

世界トップシェアを誇る 独立系自動車部品メーカー

２月７日(金)

No.８

機械･電気･化学 etc..
様々な知識を活かせます！



岐阜県瑞穂市

連絡先 総務人事課 土屋 迄

shingo_tsuchiya@gisen.co.jp
TEL:058-326-8123

岐セン株式会社 〒501-0234 岐阜県瑞穂市牛牧758

信州大学繊維学部のみなさんへ

2020年2月7日(金）ブース№

岐セン株式会社

先ずはこちらから

瑞穂市

合繊大手メーカー「東レ株式会社」の関連会社です。
染色会社というと、単一素材を扱う企業が多いもの。

当社はポリエステルと綿や麻との複合織物の染色を得意としており、官公庁の制服から
婦人服、ユニフォーム、中東民族衣装と幅広く採用されています。
感性（シワ・光沢など）付与や機能（撥水・制菌加工など）付与を手掛けることにより
付加価値の高い商品を作っています。
その他、既存技術を活かし天然木材の染色を手がけ高級車のインパネに使われいます。

当社の特徴
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消防服でお馴染みのメタ系アラミド繊維も染めています

ベンジルアルコールを用いた特殊技術にて
強度低下・防炎性能を落とすことなく非晶域に
染料を含浸させることに成功（特許5671277）

メタ系アラミド繊維
• 剛直な分子鎖と高い結晶性
• 分子構造中に染料と結合する官能基が無い

染色できない
繊維を染める

木材も染めています

天然木材を薄く（厚さ 0.2mm程度)
スライスした「ツキ板」を加工しています

加工前 → 漂白後

一度漂白することで、
いろいろな色に
染めることができます

Design : Daisuke Kitagawa
Photo : Kenta Hasegawa

Design : Kazuya Koike
Photo : Kenta Hasegawa

Smartphone case small bag 
Out :Wood /in: leather

Wooden chair

合同企業説明会初参加します。



新光電気工業株式会社

当社は、国内大手半導体パッケージメーカーです。
長野県を生産拠点として、世界の半導体メーカー様に当社の製品を供給
しており、グローバルに活動しております。（売上：8割が海外 海外拠点：21か所）

半導体に興味がある方、グローバルに活躍したい方は是非説明を聞いて
ください。よろしくお願いします。



株式会社ニフコ
会社株式会社ニフコ

採用ホームページで
職種毎の働き方や企業文化を
公開中！ぜひご覧ください。

QRコード→

2月7日（金）

ブースNo.11

自動車 住生活 高級ベット

工業用ファスナー でトップシェアを持つ樹脂製品のメーカーです。
その他にも機能や人の感性を活かしたモノづくりをしており、
ニフコの製品は、くらしの様々なシーンに溶け込んでいます。

信州大学 繊維学部
吉田 宏昭先生と共同研究！

「むすばない・ゆるまない靴紐、SPLC」

ニフコの
キーワード

特許件数

3600件

海外拠点

16か国
44工場

営業利益率

10％

国内業界

トップシェア
メーカー

信州大学卒業生

12名活躍中！
※2020卒・内定者1名

ー繊維学部より2020卒内定者1名輩出！ー



株式会社シマノ 

【業種】輸送用機器【事業内容】自転車部品、釣具、ロウイング関連用品等の開発・製造・販売 

【勤務地】本社（大阪府堺市）、下関工場（山口県下関市）、適性などにより海外を含む勤務地の変更有 

【求める人材】1.新しいことや未知なことを楽しみながら吸収できる方、2.一つのことを着実に積み重ね、

知見を広めることができる方、3.人の意見や情報を論理的に捉え、人に分かりやすく伝えることができる方 

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

 シマノの４つの事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本発の開発型製造業として 
1921年の創業以来、「こころ躍る製品」をお客様にお届けすることを目指し、技術と感性を融合させた製品づ
くりに挑戦し続けています。日本からモノづくりを発信していく日本発の開発型製造業としての誇りを持って
「こころ躍る製品」を提案し、自転車文化・釣り文化の高揚を目指しています。 
 
シマノには、多彩な仕事のフィールドが広がっています。いろいろな役割の社員が同じ目標に向かって、もの
づくりを行っています。シマノのものづくりの特徴として、製品の一工程だけを担当するのではなく、他部署
とクロスファンクションで連携しながら、企画・開発設計・試作・量産化されて市場に出るまで、ものづくり
の全工程に携われることが挙げられます。そのため担当製品への想いが強くなり、市場に出た際の喜びや感動
はひとしおです。 
 
豊かなアウトドアライフをトータルに提案 
アウトドアで行うサイクリング、そして釣りは、季節や天候によってそのフィールドの状況は大きく変化しま
す。しかし高機能なウェアがあれば、快適性は向上し、便利なグッズがあれば、楽しさも格段にアップします。
シマノでは、周辺ギアとしてのウェアやシューズ、バッグなどの関連商品を包括的に企画／開発しています。 
そしてそこから無限に広がるアクティブなアウトドア・ライフスタイルをトータルに提案します。 
 
募集職種  

開発/生産技術/製造/品質管理/研究/繊維系企画・購買  

会社概要 

本社住所 大阪府堺市堺区老松町 3丁 77番地 

創業 1921年 2月（大正 10年） 

上場取引所 東証一部 

売上高 3,480億円（連結） 

従業員数 11,600人（連結）  
 



世界基準のものづくり ポスト京へ 

スーパーコンピューター 「富岳」 

1 富士通インターコネクトテクノロジーズ株式会社 

長野本社（富士通長野工場） 

◆事業内容： 
  プリント基板の開発・設計・製造 

◆会社の特徴： 
  ダントツのテクノロジー 
  尖った技術で世界初・世界№１の 
  ものづくりに貢献します。 

  長野から世界に 
  長野を拠点に、活躍の場はグローバル 
  に拡がります。 

  アットホームな社風 
  先輩後輩の垣根なく自由に意見を 
  交わせる社風。若手が活躍しています。 

◆求める人材像： 
  専攻・専門に関わらず、ヤル気！ 
  粘り強い方 



ネオ製薬工業株式会社

当社は歯科医院で使用される歯科治療用の

薬品および材料を製造販売しています。

独自の技術力を活かした製品群は国内外から

高い評価を得ています。

設立 1954年6月

事業内容 歯科用医薬品・医療機器・医薬部
外品の開発・製造・販売

本社 東京都渋谷区広尾3-1-3
勤務地 長野県松本市和田4010-17

勤務時間 9:00～17:30 (休憩：1時間)

採用職種 製造・開発・品質管理

休日休暇 完全週休2日制(土・日)、祝日
GW、夏季、年末年始
年間休日127日 (2018年 実績)

繊維学部 ・ 農学部 ・ 理学部
信州大学 OB・OG 活躍中

出展日：2月7日(金) ブース番号⑭

数少ない歯科専門のケミカルカンパニー

「歯を守ることは身体の健康を守ること」 私たちはこう認識し事業を展開しおります。

大きな責任を感じるとともに、人々の健康に関与していることを実感できる企業です。



© DENSO CORPORATION All RightsReserved.

株式会社デンソー

あらゆるカーメーカーを通じ、世の中の人々の暮らしを前
進させる世界トップレベルの自動車部品メーカーデンソー。

もっと環境にやさしく、安全なクルマ社会を実現するため
多くの社員が総智総力で実現に向け挑戦しています。

実際の働き方などを含めてお話させていただく予定です。
是非聞きにお越しください！

出 展 日：2/7（金）
ブース番号：15



CHEMI-CON IS EVERYWHEREー

海外売上高比率
約80％

アルミ電解コンデンサ
世界シェアNo.1

約25％

社風
風通しが良く、
意見を主張できる

新卒社員の定着率
92.36％

※2016年度～2018年度入社者

主要材料
アルミニウム電極箔
生産量世界シェア

No.1

＊創業88年の電子部品メーカー＊
【素材の研究開発】から【生産設備の開発設計】まで一貫して自社で行う、総合的な高い技術力が強みです！

皆さんのOBOGが
7名活躍しており
ます！

家庭の中のコンデンサ
800個以上



トップクラスのシェアを持つ商品！

様々な制度で社員をサポート！

若手社員、活躍中！

低温貯蔵庫

もちつき機

灯油配送ローリー

門型洗車機 工事用LED表示機

仕事と家庭を両立できるよう、様々な制度を整備しています。
育児休暇や短時間勤務制度など、社員一人ひとりが自分らしく働くための様々なサポートを行っています。

新入社員研修をはじめとする様々な研修により、一人ひとりが成長していける環境を整えています。
すでにたくさんの若手社員が、第一線で活躍しています。

プラチナくるみんマーク えるぼし3段階目 認定

商品の企画から設計・開発・製造・販売・アフターサービスまで一貫して自社で行うことで、
数多くのトップクラスのシェアを実現しています。

エムケー精工について
2/7 17（金）ブースNo.



ＡＩなど習得スキルは多岐に渡ります！
入社後、当社の研修プログラムやOJTにより指導いたします。
データハンドリングや、マーケティング、先端ITに興味があり、
論⽂、書籍から必要な知識を調査し、それを実装できる方で、
論理的な思考⼒をお持ちの方を求めています。
AI（人工知能）など最先端の技術に触れ、それを応用した

サービスを創造し、私たちと共に「データ活用」における新た
な価値を生み出し、社会に貢献していこうというモチベーショ
ンのある方をお待ちしております

当日のスケジュール
1ターン３０分を右記で進めます

東証一部上場企業インテージグループ

株式会社インテージテクノスフィア

１．会社概要
２．ＯＢ・ＯＧによる仕事紹介
３．２月ＡＩインターンシップのご案内
４．質疑応答

速報 信大生大歓迎！10130

１７年卒：２名

１８年卒：２名

１９年卒：２名

2020.2.7FRI（10:30~16:30）

信州大学繊維学部体育館 番ブース

キューモニター公式キャラクター「キューモット」

昼食休憩：１３：００～１３：３０



ＮＴＮ株式会社

NTNは機械の回転部分に使用するベアリングをはじめ、ドライブシャフトなど
自動車に不可欠な製品群、精密機器等の開発・製造・販売をしています。

欧州、アメリカ、アジアなど世界33カ国に220を超える拠点を持ち、自動車・家電・鉄道
航空・宇宙・自然エネルギー等 幅広い産業を支え、グローバルに展開しています。

★BtoBメーカー・部品メーカー等に興味のある方必見！！★

ベアリングって何だろう？
ドライブシャフトって何だろうと思われた方、ぜひブースにいらしてください！

２月 ７日（金） ブースNo.１９

繊維学部出身のOBOGも活躍しています！
世界に挑戦できる舞台で、皆さんをお待ちしています♪

★イン ター ン シ ッ プ詳細 ・応募は こ ち らか ら -ＮＴＮマイページ★
h t t p s : / / m y p a g e . 1 0 5 0 . i - w e b . j p n . c o m / n t n 2 0 2 1 /

連絡先：ＮＴＮ株式会社 グ ロ ー バ ル 人材育成部 採用 グ ル ー プ
T E L： 0 6 - 6 4 4 9 - 3 5 4 8 E - m a i l： k _ s a i y o @ n t n . c o . j p

↓会社詳細・ご応募はマイページよりお願いします↓

ベアリング 世界シェア第４位！

ドライブシャフト（CVJ） 世界シェア２位！

ハブベアリング 世界シェア１位！



スポーツから、もっと健やかで楽しい明日へ。
ゴールドウインは、スポーツ・ファーストを貫いていきます。

スポーツを一番に考えること。それは、スポーツを愛すること。理解すること。
実践すること。信じること。挑戦すること。
それを、生活の豊かさへと、つなげること。私たちゴールドウインは、人々の
健やかで楽しい暮らしのために、
「SPORTS FIRST：スポーツ・ファースト」の想いを、ひとつひとつの製品を通し
て提案していきます。
そして、クオリティ、センス、デザイン、バリューの総合力を発揮して、新しい
ライフスタイルとマーケットを創造していきます。

2020年2月7日（金）ブースNO．２０



大日本印刷株式会社
印刷（Printing）と情報（Information）の強みを組み合わせた
イノベーションにより、身近な製品・サービスを生み出すだけでなく

新たな価値を創出していく総合印刷会社

２０２０年
２月７日（金）

Ｎｏ．２１

「印刷会社って何をやっているんだろう？」
「印刷って紙の本をつくるんでしょ？」 と思った方！

『印刷＝紙』ではありません！
研究テーマ例のように、皆さんの想像する印刷とは異なる
様々な取り組みを行っていますので
ぜひブースにお越しください！

ＤＮＰの研究テーマ例



『ヒトが財産』のキッセイコムテック

繊維学部生採用実績
2015年度2名 2017年度1名

募集職種
システムエンジニア システム営業 レンタル営業 インフラエンジニア

プログラミングだけでなく、【打合せ】【実験】を繰り返して、お客様に喜んでいただける製品を創り
出しています！
「物事を掘り下げて考える、分析する」などといった思考を大切にしている中で、
繊維学部の学生の皆さんの≪新しく面白い技術を追求する≫スタンスを、ぜひ当社で発揮してください！
お客様やチームと一緒に、独創的でユニークな製品を創り出す当社の“やりがい”や“働き方”をお伝えし
ます！ぜひお越しください！

2月7日
ブース

番号 22
ぜひお越しください！

2019年度1名 等卒業生多数在籍 !

働きやすい環境で自身の能力・知識を
最大限に発揮しましょう！

企業・医療・イベントをITで支える当社は、長野県・首都圏を

基盤に事業を展開している“システムインテグレーター”です。

そんなキッセイコムテックでは、独自のノウハウでユニークな

製品づくりをしています。例えば、最新技術を使ったサービスや

生体信号(脳波、筋電、心電等)を読み取り、解析する製品等･･･

学生時代に培った事を仕事に活かすとともに、自らの能力を
高めていきたいという『想い』をチームワークで実現していく
環境です。



出展日 ：２０２０年２月７日 
ブース番号：２３ 



長野発の
ニッチトップ企業！

出展日 2月7日
ﾌﾞｰｽ番号 24

国内シェア：98％ 国内シェア：30％農機 国内シェア：80％
建機 国内シェア：60％

業界No.1省エネ性能

車輌用空調機器 住設・業務用空調機器
バス用エアコン 農・建機用エアコン トラック用冷凍機 全館空調 他

採用担当 人事総務部人事総務室 宮沢 01.jinji@denso-aircool.co.jp
〒399-8386 長野県安曇野市穂高北穂高2027-9  TEL:0263-81-1100

信大OB 57名（うち繊維15名） 活躍中！
社長も信大繊維のOBです！

ものづくり
が好き

長野で
働きたい

社会貢献
したい

しっかり
休んで…

メリハリつけて

働きたい

転勤は
嫌かな…

福利厚生
重視

人々の役に
立つものを
つくりたい

風通しの

良い環境
がいい

それ、デンソーエアクールで叶います！

健康経営優良法人ホワイト500認証
（国内770社 県内4社）

事業内容：
空調製品の設計・開発・製造

空気調和で皆の暮らしを快適に！



ＮＯＫ株式会社 
◆オイルシール世界シェア No.1 の独立系総合部品メーカー◆ 

オイルシールやＯリングをはじめとする、自動車になくてはならないパーツ、工業用ゴム製品。 

当社はそのリーディングカンパニーとして、機能部品の開発・製造に携わっています。 

そして、現在では、固有技術に根差した経営の多角化を積極的に推進し、 

電子部品事業、一般産業部品事業など幅広い分野で活躍しています。 

      

当社製品は決して目立つものではありませんが、私たちの生活には必要不可欠なモノを 

縁の下の力持ち的存在として高い技術力で支えています。 

 

また、分野が多岐に渡っていることもあり、化学から材料、機械、電気など、 

さまざまな専攻の方が活躍できるフィールドがＮＯＫにはあります。 

目立たない会社ですが、業界では知る人ぞ知る会社。 

 

説明会には信州大の卒業生が参加いたします。是非、当社会場にお越しください。 

※信州大出身の先輩社員が多数在籍し、幅広い職種で活躍しています！ 

（信州大 OB・OG 26名在籍） 

２月７日参加 

２５ 



東洋紡株式会社 

【業界・業種】製造、化学 

【本社・営業所等所在地】大阪府大阪市（本社）、東京都中央区（東京支社）、愛知県名古屋市（名古屋支社） 

【主力商品・事業等】フイルム・機能樹脂、産業マテリアル、ヘルスケア、衣料繊維などの製造。プラントの製作。 

【求める人材】「変化を恐れず、変化を楽しみ、変化をつくる」当社の価値観に共感いただける方 

 

 

【URL】  http://www.toyobo.co.jp/ 

【資本金】５１７億３０００万円 

【従業員数】３，１８９名 

【売上高】３，３６６億９８００万円 

【募集職種】 素材・プロセス（研究・開発職、生産技術職） 

バイオ（研究・開発職） 

医薬（生産技術職） 

設備（プラントエンジニア職） 

営業・スタッフ職、システム企画・開発職 

 

【ＰＲ文】 

当社は創立以来１３０年以上にわたって、皆様の身の回りにある様々な素材を生み出してきまし

た。天然繊維の事業からスタートし、時代の変化に応じて、液晶用 PET フイルム、自動車部品用機

能樹脂、神経再生誘導チューブ、海水淡水化逆浸透膜など多くの素材を扱う幅広い事業を展開して

きました。現在、私たちは「Ideas & Chemistry」という企業スローガンを掲げ、高機能を生み出

す“ひらめき”と新素材を創りだす“化学”で人々の暮らしに貢献しています。これまで培ってき

た高い技術力をもとに、今後も時代の変化に合わせながら、より一層グローバルに事業を成長させ

ていきます。 

 

 
〈当社で働く魅力〉 

ひとりひとりの裁量権が大きいところです。若いうちから仕事を任され、さまざまな経験を積みながらキャ

リアアップすることができます。人事制度や人材育成体系が整っており、「働きがい」と「働きやすさ」を両

立させながら成長するチャンスがあります。好奇心を持ち、挑戦することができる人にとって、大きく活躍

できる可能性が広がります。 

 

 

〈目指す姿〉 

「環境、ヘルスケア、高機能で、社会に貢献する価値を創りつづけるカテゴリー・リーダー」。これが、わた

したちがめざす姿です。社会にニーズがあり、かつ自社が強みとしている分野で事業を展開し、新しい価値

を創出しつづけることで、世の中の役に立ちながら大きく成長することが見込めます。海外展開の加速と、

新製品の拡大・新事業の創出によって、めざす姿を実現します。 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

企業内保育園もあります      様々な製品を世の中に  若手でもスケールの大きい仕事 

 

http://www.toyobo.co.jp/


信州大学繊維学部 繊維学部の皆様へ！ 

 

             
 

ボーケン品質評価機構 繊維学部合同説明会のお知らせ 

  
弊社は、衣料品や繊維製品を中心とした日本を代表する第三者試験検査機関です。繊維

製品以外にも靴・鞄などの服飾雑貨、机・倚子などの家具、化粧品などの品質試験も行い。 
それ以外にも大手企業の品質管理業務のコンサルティングなどにも取り組んでおりあらゆ

る消費財の品質向上のための事業を行っております。 
 弊社では、ボーケンで働く方を「人財」と位置づけ人財の成長に力を入れております。 
昨年創立 70 周年を迎えた会社ですが、お客様、社会のニーズに応えるため事業内容も変化 
おり新しいことにチャレンジできる環境です！ 

 
この度、弊社に OB・OG が数多くいる信州大学繊維学部にて少しでも BOKEN のことを

知っていただくため下記の日程で繊維学部合同説明会を行いますので、是非ご参加下さ

い！！ 
 

○日 程 
 

日 時；２０２０年２月７日（金） ブース番号 27 番 
 

 

少しでも興味のある方は、是

非ブースまでお立ち寄りく

ださい！ 



2/7（FRI）ブースNO.28

‣長野で働きたい

‣福利厚生は重視したい

‣モノづくりがやりたい

‣半導体業界で働きたい
‣社員同士の仲がいい

繊維学部2020卒内定者１名参加予定!!

それが叶うのは･･･
ふじこしきかいこうぎょう

‣オフに付き合える仲間と出会える★
‣運が良ければ･･･結婚相手にも出会える（かも）( ´∀｀ )

所在地：長野市松代町清野1650番地 TEL：026-261-2000 メール：jinji@fmc-fujikoshi.co.jp

半導体加工装置の世界的メーカー



株式会社 Ｆ Ｂ Ｓ 

合同企業説明会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象職種】 システムエンジニア（ＳＥ） 

【日程内容】 2 月 7 日（金）10:30～16:30 

【会  場】 信州大学繊維学部 体育館           

【申込締切】 自由参加 （ご気楽に参加下さい）        

【対象学部学科】学部学科問わず、2020 年度卒業、修了予定者 

                       

＊＊FBS企業理念 お客様と社員を大切にする会社＊＊ 
 
 金融系の大規模システム開発、先端技術への取組み 

★★金融業務システム開発★★ 

1.銀行システム系システム開発 

2.クレジット系システム開発 

3.生命保険、損害保険システム開発 

4.公共システム、ヘルスケアシステム開発 

★★デジタル分野、先端技術分野への取組★★ 

1.AI ホスピタル医療系システム開発 

2.ビッグデータ分析事業 

     3.ブロックチェーン共同研究事業開始、貿易プラット

ホームの商品化対応 

 



住友理工株式会社 

グローバル本社 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号JPタワー名古屋 

小牧本社 愛知県小牧市東三丁目１番地 

OB・OG数 48名 

2020年卒内定者  6名（繊維学専攻5名、工学専攻1名） 

グローバル本社 

小牧本社 

当社はグループで全世界23ヶ国106拠点を構えるグローバルサプライヤーです！ 

自動車（モビリティ）、インフラ・住環境、エレクトロニクス、ヘルスケアなど事業領域が幅広く、様々な分野の専門性を融合 

させた研究・技術開発が出来ること、また、挑戦する風土があり、若いうちから大きな仕事が出来る社風が魅力です。 

今後も、グループコア技術をベースに既存事業強化と新製品の開発・上市を進めると共に、更にグローバル展開を 

加速させ、世界中に新たな価値を提供していきます。 

当日はどうぞお気軽にお声掛け下さい。 

募集要項 
事務系：営業、人事、経理、生産管理、購買 等 
技術系：研究開発、製品設計、生産技術、設備開発 等 

募集学科 全学部・全学科 

勤務地 国内・海外における全拠点 

人事部 人事課 採用グループ 
〒450-6316 
愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号JPタワー名古屋 
E-mail : graduate@jp.sumitomoriko.com 
TEL : 052-571-0237 
URL : https://www.sumitomoriko.co.jp/ 

＜募集要件＞ 

＜連絡先＞ 

出展日：2月7日（金）  

ブース：No.30 

＜求める人物像＞ 

◆ 好奇心を持って主体的に行動できる 

◆ 向上心を持ち、新しいことにも意欲的に取り組むことができる 

◆ コミュニケーションを取りながら周囲を巻き込むことができる 

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


2020年2月7日 ブースNO.３１

（担当） 東京支社 採用グループ TEL：03-4231-8876
Mail:dk_saiyou@dk.Daihatsu.co.jp

〇先進技術をみんなのものに
〇ものづくり・人づくり・夢づくり

繊維学部出身の社員が参加します！
ダイハツ工業で働く魅力をお伝えします！

OB参加!

キーワード!



信英蓄電器箔株式会社

興味のある方、２／７（金）
３２番ブースへお越し下さい！

直接目に触れる事はありませんが、アルミ電解コンデンサは各ご家庭で1,000～2,000個も使われていて、

身近な存在です。また、ＡＩ、ＩｏＴ、５Ｇ、自動車（ＥＶ自動車や車載関係）等、今注目されている最新技術には

コンデンサが不可欠で、注目すべき業界です！ 是非この機会に 信英蓄電器箔 を知って頂けたら

うれしいです。

【連絡先】

信英蓄電器箔株式会社 人事担当：小平、小椋

長野県上伊那郡南箕輪村3930

TEL 0265-78-2193 FAX 0265-78-6481 E-mail：jinji@scf-nagano.co.jp

しんえいちくでんきはく

アルミ電解コンデンサ用電極箔
世界シェア20％！

勤務地：長野県上伊那郡

化学
電気 機械

モノづくり



アルプス薬品工業株式会社 

医薬品の有効成分である「原薬」の専門メーカー 

2月7日（金）ブース番号：33 

コーポレートサイト https://www.alps-pharm.co.jp/ 
リクルートサイト https://www.alps-pharm.co.jp/recruit/ 
マイナビ2021 https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp84736/outline.html 

【アルプス薬品工業の特長】 
天然物素材も合成薬も製造可能。（国内では当社だけです） 
薬だけじゃなく、食品や化粧品にも当社の成分が使用されています。 
天然物の研究開発、合成薬の研究開発のどちらもできます。 
 
【アルプス薬品工業の従業員】 
医薬品メーカーですが、技術系の従業員は、化学、農学、生物学など
様々な分野の出身者が所属しています。（繊維学部OBは1名在籍） 
研究員は県外出身者も多く、研究開発部は20代～30代の皆さんと年齢
の近い先輩後輩が中心の職場です。 
 
まずは、当社ブースにお越しください！ 
 
 
冬季インターンシップ情報はマイナビ2021よりご確認ください。 

https://www.alps-pharm.co.jp/
https://www.alps-pharm.co.jp/recruit/
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp84736/outline.html


農業機械を開発から販売まで一貫して手掛ける専門メーカー

株式会社

私たちは“有機農業を応援します”
創業以来、食料の増産と省力化に貢献する農業機械・産業機械を世に送り出してまいりました。

これからもデリカは、お客さまの声に耳を傾けて、安全と安心の食料生産に
役立つ製品を提供できる企業を目指します。

有機農業と、未来へ。

農業用
作業機械
（インプル）

■ 自走式マニュアスプレッダ

農業機械では、安全な食料生産の基本となる土作りの為の堆肥散布機のシリーズ化を中心に、ユーザー
ニーズにあった魅力ある製品づくりに努めてまいります。

リフトロッド（L） トップリンク リフトロッド（R）

トラクタ
部品

トラクタと作業機の連結機構である3点リンクは農機メーカーのあらゆる要求に応え、新たな独自製品開発・グローバルな資材調達・ラインに直結したデイリー
納入など時代の要請にいち早く対応し顧客の世界シェアーのアップに貢献します。

チェックチェーン・スタビライザ ロワーリンク

トラクタ連結装置（３点リンク）のシェア80％以上
堆肥散布機（マニュアスプレッダ）の

シェア40％以上 自走式では60％以上

本社・工場／長野県松本市大字和田5511番11
営業所・出張所／秋田・宮城・栃木・岡山・熊本

設立／昭和28年４月28日

http://www.delica-kk.co.jp  
TEL／（0263）48－1184

小型～大型製品の加工・溶接・塗装・組立までを一貫生産により、優れた品質と技術で社会に貢献しております

出展日2020年
2月7日（金）
ブース№34



プラスチック樹脂を溶融し厚さ0.1ミリに満たないフィルム状に加工、更に様々な機能を付与して製品化しています。
食品包装から先端電子部品まで、当社の製品があるからこそサプライチェーンが成立する、品質が維持できる、製造
できるといったモノは数えきれない程。
食品包装用途では国内大手。産業用途では世界シェアNo.1の製品を保有しています。 三井化学グループ各社との相
互連携による総合力を活かし、原料樹脂からフィルム・シートの加工まで一貫した体制を構築しています。

～こんな想いの方、大募集！！～
①生活基盤やインフラを作り上げる仕事がしたい
②チームで仕事がしたい
③基礎研究から生産工程、さらには顧客とのやり取り等、様々な経験を積みたい

募集職種／新製品研究開発、製造技術開発、生産技術

ブースNO:３５



磨けないものを磨く 弾性研磨材のパイオニア

2月7日（金）ブース番号：36 へ
ぜひお越しください！

●京都で働きたい（社宅制度あり）
●研究職・技術職で働きたい
●産業を支えるBtoBメーカーに興味がある
●PVAを使った繊維や砥石について知りたい

対 ●化学・材料学科／分野
象 ●機械・ロボット学科／分野
学 ●応用生物科学科／分野
科 他化学の基礎知識がある方

日本特殊研砥株式会社 http://www.nittokuken.co.jp/
【本社】京都府京都市南区吉祥院御池町18

【園部工場】京都府南丹市園部町小山東町

【東京オフィス】東京都中野区弥生町5丁目8番25号

工業用砥石って？
当社の弾性研磨材は、自動車部品や時計、鋼帯等の
製造過程で使用されています。工数の削減や機能
性・見映えの向上に役立っています。

新入社員研修
砥石の基礎知識は入社後研修で学んでいただきます。
業務に必要なPCスキルもMOS Word/Excel資格
取得という目標のもと身につけていただけます。

技術職採用
理系ご出身の方は本人の希望がない限り研究職・
技術職での採用になります。中小企業だからこそ
開発改良業務に一貫して携わることができます。

若手社員と話せる
合同企業説明会では、4年目の技術部社員が仕事を
紹介。仕事内容や会社の雰囲気、京都での生活等
なんでもお気軽にご質問ください。



安積濾紙株式会社

創業100年目の
２社しかない濾紙専業メーカー

面倒見の良い
技術開発職、技術営業職求む

http://www.azumi-filter.co.jp/index.php
応募方法：下記ＷＥＢサイトよりエントリー

ニッチトップを目指せ!!

新製品の
「ゆりかごから墓場まで」



 



を
変
え
る

世界規模の合成樹脂事業

萩原工業は岡山県を拠点に、世界をマーケットにした

ビジネスを展開中。信州大学OBも活躍しています。

あなたが培った繊維工学・機械工学・デザイン工学の

知識で岡山から世界へ挑戦してみませんか？

の力で



"食を通じ、みなさまに笑顔をお届けしたい"

私たち東洋水産グループは、その想いをマルちゃんマークに込め、

品質とおいしさにこだわった食品づくりに取り組んでまいりました。        

自然に笑顔がこぼれるようなおいしさを、食卓へ。いつまでも変わらず、安心な製品を、世の中へ。

"すべては、笑顔のために。"　私たちはこれからも取り組んでまいります。

東洋水産株式会社 

2月7日（金） 
ブースNo.40にて 
お待ちしています! 



モノづくりって、
オモシロイ

https://www.shinpoly.co.jp/
https://www.shinpoly.co.jp/recruit/
https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp112245/obog.html

コーポレイトサイト →
リクルートサイト →
マイナビ2021掲載中→

製 品 開 発 生 産 技 術 営 業 管 理 例えば、スーパーで

例えば、インフラで例えば、自動車で

例えば、病院で

例えば、スマホで

例えば、住宅で

信越ポリマー株式会社
出展日：2020年2月7日(金) ブースNo.41

信州大学OB・OG「23名」在籍！



 

コガネイは、【空気】の力を使って、工場など生産の自動化・省力化に貢献するメーカーです！ 

※イラストはイメージです。 
実際の工場ではコンプレッサーが空気を圧縮します。 

■ OBOG 10 名（うち繊維学部卒 3 名） 

詳しくはこちらでも！👉 

こんな方におすすめ企業です 

ものづくりが好きだ 

⾧野県に貢献したい 

新しい製品を自分の手で生み出したい 

休みはしっかりほしいなぁ 

盤石な経営基盤の企業で働きたい 

東京で働いてみたい 

新しい技術に触れていたい 

このブースで待っています。 



半導体が創る

自動運転の世界？

※繊維学部全学科の方が対象です！
半導体に関わったことのない方もぜひ！

初めて半導体に関わる新入社員も多くいます。
ルネサスで一緒に学んでいきましょう！！

半導体業界はあらゆる電子製品を支える重要
な業界です。新しい分野に挑戦したい方、ぜひ
聞きに来てください！

勤務地：営業系⇒東京都豊洲、小平市
エンジニア⇒ほぼ東京都小平市
一部⇒茨城県ひたちなか市、群馬県高崎市

信大OB連絡先：shinshu@renesas.com(採用用とは別です。気になったこと何でも聞いてください。)
新卒採用HP：http://career.renesas.com/new_graduates/index.html

国内最大の半導体メーカー！

ルネサスエレクトロニクス株式会社

東京→未来の製品が創造されます！
都内で技術職ができるのも魅力です。

群馬→上田からも都内からも1時間以内の好立地♪
茨城→全自動で製品を作っています(~O~)

家から徒歩で夏フェス行けます！

1年目社員に聞いたルネサスの印象
・最先端の技術を身につけながら、自由でのびのびと働ける

環境だと思っています。
・先輩社員は常にサポートをしてくれ、やりたいことに常に

挑戦させてくれます！
・新人の意見でも尊重してくれるので、自分の気持ち次第

ですぐ活躍できます！

自動運転、EV、5G等、未来を創る技術
の中枢を担う半導体技術/製品を武器に
世界のトップメーカーと競います！

mailto:shinshu@renesas.com
http://career.renesas.com/new_graduates/index.html
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“ベストツールで服作りの匠をサポートする”

東レACSの仕事

裁断・縫製デザイン 完成型紙作成 サンプル作成

《所在地》
東京本店：東京都港区虎ノ門
大阪支店：大阪府大阪市中央区久太郎町

《主な事業内容》
服作りを支えるシステムを企画からサポートまで一貫
・アパレルCADシステムの企画・開発・販売・サポート
・生産管理システムの企画・開発・販売・サポート
・企画設計・管理システムのコンサルタント

1976年 業界初のコンピュータによる型紙設計支援システムを製品化。
一貫してアパレルＣＡＤ分野をリード！
信州大学の先輩も大活躍中！

東レACSとは？

2020年2月7日(金)

ブースNo.44 

が大活躍！



ロゴマークの秘
密

Life Style
Innovator

国会議事堂の赤絨毯

TOYOTA PRIUSの内装材
「北陸新幹線」の内装材

“JAL SKY NEXT”クラス

普通席カーペット

浴室用オレフィン床材

JRクルーズトレイン
「ななつ星 in 九州」の内装材

消臭技術「トリプルフレッシュ」

新幹線Ｎ700Ａのシート材

創業136年

水平循環型リサイクルカーペット

鉄道車両内装トップシェア

確かな技術で
未来に挑め。

本社は大阪ど真ん中

出展日2/7（金)
ブースＮｏ，４５
リクナビ2021↓

「スマートテキスタイル」の開発

信大OB･OGは19名在職！

（+内定者２名）

自動車内装材のトータルサプライヤー

ロゴマークの秘密

ＫＫＲ+Ａ

迎賓館「朝日の間」の緞通NISSAN X-TRAILの内装材

海外７か国14拠点



  自動車用弁ばね銅  
   世界シェア 

   約50%  

アルミボトル缶 
    国内シェア 

      約70% 

じつは電気も作ってます 
神戸市のピーク時消費電力の70～80％
に相当する発電規模です。 

  

の強み 
 

神戸製鋼グループは、 
世界に類をみない 
独自の事業領域を有した 
「複合経営」企業です。 
 
鉄鋼、溶接、アルミ、銅などの「素材系事業」、 
産業、エンジニアリングなどの「機械系事業」、 
更には「電力事業」を事業の3本柱とした 
複合経営を営んでいます。 

 
 
 
 

 
  



日高精機株式会社日高精機株式会社日高精機株式会社日高精機株式会社    【【【【２２２２月月月月７７７７日日日日((((金金金金))))    ﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞ----ｽｽｽｽ No.No.No.No.４７４７４７４７】】】】    

    

                        【【【【事業内容事業内容事業内容事業内容】】】】    熱交換器製造熱交換器製造熱交換器製造熱交換器製造システムシステムシステムシステムの開発・設計・製造の開発・設計・製造の開発・設計・製造の開発・設計・製造    

                        【【【【本社工場】本社工場】本社工場】本社工場】    長野県長野県長野県長野県上田市下之郷８１２－１１上田市下之郷８１２－１１上田市下之郷８１２－１１上田市下之郷８１２－１１        

                                【【【【URLURLURLURL】】】】        http://www.hidakahttp://www.hidakahttp://www.hidakahttp://www.hidaka----eng.co.jpeng.co.jpeng.co.jpeng.co.jp    

                                                                                                        

    世界が認める熱交換器製造世界が認める熱交換器製造世界が認める熱交換器製造世界が認める熱交換器製造システムシステムシステムシステムの専門メーカーですの専門メーカーですの専門メーカーですの専門メーカーです    

  当社は、ルームエアコン当社は、ルームエアコン当社は、ルームエアコン当社は、ルームエアコンや業務用エアコンや業務用エアコンや業務用エアコンや業務用エアコンなどなどなどなどの心臓部であるの心臓部であるの心臓部であるの心臓部である熱交換器熱交換器熱交換器熱交換器製造製造製造製造システムのシステムのシステムのシステムの設計・製造を行って設計・製造を行って設計・製造を行って設計・製造を行って    

    います。熱交換器製造機器というニッチな市場ではありますが、専門メーカーとして長年にわたり国内外の大います。熱交換器製造機器というニッチな市場ではありますが、専門メーカーとして長年にわたり国内外の大います。熱交換器製造機器というニッチな市場ではありますが、専門メーカーとして長年にわたり国内外の大います。熱交換器製造機器というニッチな市場ではありますが、専門メーカーとして長年にわたり国内外の大    

    手エアコンメーカーを顧客として圧倒的に高いシェアを実現してきました。手エアコンメーカーを顧客として圧倒的に高いシェアを実現してきました。手エアコンメーカーを顧客として圧倒的に高いシェアを実現してきました。手エアコンメーカーを顧客として圧倒的に高いシェアを実現してきました。    

        顧客の満足感を充足させ、高い技術力と製品の信頼性で世界顧客の満足感を充足させ、高い技術力と製品の信頼性で世界顧客の満足感を充足させ、高い技術力と製品の信頼性で世界顧客の満足感を充足させ、高い技術力と製品の信頼性で世界 No1No1No1No1 企業を目指す、グロ企業を目指す、グロ企業を目指す、グロ企業を目指す、グローバーバーバーバルなルなルなルな ENGINEERING ENGINEERING ENGINEERING ENGINEERING     

    COMPANYCOMPANYCOMPANYCOMPANY でででです。す。す。す。皆さんのご家庭にあるエアコンの熱交換器は、皆さんのご家庭にあるエアコンの熱交換器は、皆さんのご家庭にあるエアコンの熱交換器は、皆さんのご家庭にあるエアコンの熱交換器は、HIDAKAHIDAKAHIDAKAHIDAKA の設備によって作り出されているといっの設備によって作り出されているといっの設備によって作り出されているといっの設備によって作り出されているといっ    

    ても過言ではありません。ても過言ではありません。ても過言ではありません。ても過言ではありません。    

    

                    当社の強み当社の強み当社の強み当社の強み!!!!!!!!                                働き方改革への取組み働き方改革への取組み働き方改革への取組み働き方改革への取組み!!!!!!!!                                求める人材求める人材求める人材求める人材!!!!!!!!    

    

            高性能エアコンを実現高性能エアコンを実現高性能エアコンを実現高性能エアコンを実現でででで                    計画年休５日計画年休５日計画年休５日計画年休５日のののの完全取得、完全取得、完全取得、完全取得、                    自分の可能性を大切にする自分の可能性を大切にする自分の可能性を大切にする自分の可能性を大切にする    

            きる高難度フィン製造きる高難度フィン製造きる高難度フィン製造きる高難度フィン製造のののの                    年次有給休暇の取得促進、年次有給休暇の取得促進、年次有給休暇の取得促進、年次有給休暇の取得促進、                    人材人材人材人材。蓄えた能力を発揮し。蓄えた能力を発揮し。蓄えた能力を発揮し。蓄えた能力を発揮し    

            為の技術力為の技術力為の技術力為の技術力((((独創技術独創技術独創技術独創技術))))とととと                    高齢者の就労促進、育児高齢者の就労促進、育児高齢者の就労促進、育児高齢者の就労促進、育児                        て高性能エアコンの全世界て高性能エアコンの全世界て高性能エアコンの全世界て高性能エアコンの全世界    

            信頼性信頼性信頼性信頼性                                                    休暇の制度化等休暇の制度化等休暇の制度化等休暇の制度化等                                        普及を通し地球温暖化抑制普及を通し地球温暖化抑制普及を通し地球温暖化抑制普及を通し地球温暖化抑制    

                                                                                                                                                に貢献しに貢献しに貢献しに貢献しましょうましょうましょうましょう     
熱交換器ってなに？ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

HIDAKA の技術は 
あなたの身近にあります  

エアコン・冷蔵庫などの熱効率を左右する 
熱交換器部品『フィン』･･･ 
ミクロン単位の超精密加工技術を必要と 
します 

フィンフィンフィンフィン 熱交換器熱交換器熱交換器熱交換器 

                
 





日本軽金属グループは若手のうちから大きな裁量を持って働くことが出来る環境
があります。



2月7日(金)
ブースNo.50

㈱アイセロ採用HP

強みは独自の技術力。企業テーマは【originality】
企画、開発から商品化まで幅広い経験が出来ます!!

リクナビHP



事業内容 

募集職種 
 

研究開発職 （奈良研究所） 
 

営業職 （大阪本社、東京支社、名古屋営業所、福岡営業所） 
 

生産技術職 （奈良工場） 

【お問合せ先】 採用担当 ： 総務部人事課（藤森、三重野、濱本） 

T  E  L ： 06-6251-9371   M  A  I  L ： somu@kyoeisha.co.jp 

                  Ｈ Ｐ : http://www.kyoeisha.co.jp 

離職率２％ 

ＯＢ活躍中！ 

 

  共栄社化学株式会社 
ブース№ 

５１ 

創業 115年 

研究・開発を中心とする 

ＢｔｏＢ 化学メーカー 

インターンシップのお申し込みはこちらから 

「キャリタス就活 2021 共栄社化学」で検索 

奈良研究所ショールーム 

機能性モノマー・オリゴマー（メタクリル酸誘導体、アクリル酸誘導体等）、金属工業

用化学品（伸線潤滑剤、防錆剤等）、塗料添加剤（タレ止剤、分散剤等）、機能性高分

子材料（樹脂添加剤、界面活性剤、乳化剤等）、クリーニング業務用品の開発・製造・

販売 

大阪本社（19階・20階） 

※奈良に独身寮あり 

mailto:somu@kyoeisha.co.jp
http://www.kyoeisha.co.jp/


Commitment to technology 

for better global values
こだわりの技術を世界価値

に

小諸市にある製造業「ユウワ」です。

あなたがお持ちのスマホや自動車部品、

２０２０．２．７（金）



出展日：2 月 7 日（金） ブース：No.53 
～ 当日は、OB も在席しています！ ～ 

 

家電から宇宙まで設計で社会を支える、未来をつくる。 

三菱電機エンジニアリング株式会社は、約 5,600 名の社員の９割がエンジニアという日本有数の規模を

誇る設計開発会社となります。事業分野は、家電から宇宙までと幅広く、設計分野もハードウ

エアからソフトウエアまでと開発・設計のプロ集団として成長してきました。技術力を磨き、ものづく

りのスペシャリストとして社会の発展に貢献したい方、是非、お話を聞きに来てください。 

 
【勤務地】東京、神奈川（鎌倉）、静岡、愛知（名古屋、春日井、稲沢）、岐阜（中津川）、京都、和歌山、大

阪、兵庫（尼崎、神戸、姫路、三田）、広島（福山）、香川（丸亀）、長崎、福岡 等 32 拠点 

【事業分野】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設計分野】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊冬季インターンシップ情報＊ 
設計の仕事を体験していただき、企業や仕事に対する理解を深めていただくため、インターンシップを実施

しています。参加を希望される方は、当社ホームページからエントリーしてお申し込みください。 

 

ホームページは「MEE」で検索できます！＜当社ＨＰ＞ http://www.mee.co.jp/ 

問合せ先：〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-13-5(ヒューリック九段ビル) 

三菱電機エンジニアリング株式会社 本社人事部 採用担当 

TEL：03-3288-1550   e-mail: recruit@www.mee.co.jp 

募
集
対
象
は
全
学
科
で
す
！ 

当社キャラクター 
® 



■ NittoはATPファイナルズのタイトルスポンサーです

Nittoは男子プロテニスシーズンのクライマックスを飾るイベント
である「Nitto ATPファイナルズ」のタイトルスポンサーを
2017年より務めています。

■ 採用連絡先

日東電工株式会社
人財統括部 リクルーティング部 採用担当
T E L：072-621-0203 メール：recruitstaff@nitto.com

No.54 日東電工株式会社
2月7日（金）

当社は1918年に設立した、総合部材メーカーです。
スマートフォンやテレビなど、液晶画面に使われるフィルムをはじめ、
工業用テープ、自動車用部材、医療製品など、幅広い業界に製品を提供しています。
Nittoは、研究開発・営業・生産技術・管理…様々な部署がチームで働いています。

■ 社風

「自分で主体的に考え、チームの力を借りながら、世界を相手に、
新たな何かを生み出したい。」
そんな想いを実現する環境を作るため、Nittoは様々な取り組みを
行っています。

【「さん」呼び文化】
上司のことを役職で呼ばず、「～さん」と呼んでいます。
1970年代からこの文化があり､
役職や年齢の垣根なく自由に意見が言える環境があります。

【職場先輩制度】
新入社員に対して先輩社員がメンターがつきます。
業務指導だけではなく、仕事における不安や悩みの解消に努めます。
必要なスキルや技術を身につけながら、会社に馴染むために1対1で
サポートを行います。

Nittoに垣根はない。

人が、技術が、

つながり

混ざり合い

とことんやりきる。

それはそんな日々が社会を変えると信じているから。

さぁ、世界に、次の驚きと感動を。

Nitto社員が出席し、
ホームページなどでは伝えられない情報を中心にお話しいたします。
是非お越しください！お待ちしております。

本 社 大阪市

事業所 （研究拠点）大阪・北海道

（製造・開発拠点）
宮城・埼玉・愛知・三重・滋賀・広島

支店 東京・仙台・高崎・名古屋・豊田・大阪・広島・福岡

営業所 神奈川・宇都宮・静岡

■ 国内拠点

Nitto研究施設【inovas】

■ 人事からのコメント

＠Wonderhatch.co.uk



       

不織布で、世界を変える。

日本バイリーンは、『不織布』のリーディングカンパニーとして、高い技術開発力と、

ドイツ Freudenberg、東レとの連携を生かし、幅広い分野で、グローバルに事業を展開しています。

当社マイナビページ

QR コード→

採用情報（技術・生産系職種）

【募集職種】 技術開発・生産・エンジニアリング

【主な勤務地】 東京工場・研究所（茨城県古河市）

      滋賀工場（滋賀県守山市）

信州大学 OB・OG は技術・生産系職種で活躍をしています！

不織布から         へ

従来の不織布の枠にとどまらず、新しい価値を生み出す。私たちの挑戦はつづきます。

日本バイリーンは、世界を舞台に、周囲と協力しながら、ともに成長していける人を求めています。

【連絡先】日本バイリーン株式会社 人事部人事担当  

TEL： 03-4546-1110 Email: saiyo@vilene.co.jp

信州大学繊維学部合同企業説明会 2020 年 2 月 7 日（金）ブース No.55
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以下(過去5年)

化学・機械・材料・電気
電子・情報・生物ほか

在籍(内定者1名含む)

職種例

他にもあります!

兵庫県神戸市長田区浜添通4-1-21 TEL:078-685-5732



 

株式会社信濃公害研究所 
【業種】環境計量証明事業 

【主力商品・事業・サービス】水質分析、土壌・廃棄物分析、作業環境測定、ばい煙測定、騒音・

振動測定、臭気測定、室内環境測定、アスベスト分析、ダイオキシン類分析、環境調査（動植物

調査、水生生物調査）、食品分析、保菌検査 等 

【勤務地】長野県北佐久郡立科町大字芦田 1835-1 

【求める人材】協調性があり、与えられた課題に前向きに取り組める人。 

 

【URL】 http://www.eco-skk.com 

【住所】長野県北佐久郡立科町大字芦田 1835-1 

【資本金】１，３００万円 

【従業員数】２６名 

【売上高】約２４，５６６万円（２０１８年度） 

 

【募集人員】技術（環境に関わる測定及び分析）、営業 

【学科・専攻】化学材料学科、応用生物学科 

 

【事業内容と特色】 
株式会社信濃公害研究所は、長野県立科町に本社をおき、水質検査、大気測定、食品検査、環境

調査等を行う企業です。おかげさまで、２０１６年に創業４５周年を迎えることができました。今

後のビジョンとして、これまでの事業とともに、特に食の安全や企業に関する環境全般を大きく捉

えた事業展開を考えております。 

 従業員３０名程度の小さな企業ではありますが、これまでの分析、調査の経験を活かし、お客様

並びに社会に貢献できるよう、誠意をもって活動していく所存です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eco-skk.com/
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メーカ×商社（プラスティックフィルム）

創業８７年

化学・機械・電気・電子

開発職・生産技術職・営業職

国内８拠点・海外９拠点
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