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東芝グループは、 エネルギー・社会インフラ・電子デバイス・デジタルソリューション の
4つの事業領域で、様々な製品・サービスをグローバルに提供しています。

技術力だけでない東芝の魅力
①１００名以上の信州大学出身OB・OGが活躍しています！
当日も信州大学出身社員が説明を行ないますので、お気軽にお立ち寄り・お声掛けください。
②勤務地は国内外を問わない、本社、支社、工場、研究所！
主要事業所は東京・神奈川に集中しており、都心とのアクセスが良好です。
③とにかく働きやすい！
休暇制度や福利厚生が充実しており、年代・性別を問わず働きやすい会社です。

信州大学繊維学部の皆様との出会いを心待ちにしております！

株式会社東芝 ２月８日（土）ブース番号１



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪信州大学繊維学部の皆様へ≫ 

日本で初めてソフトクリームを発売！ 

原料のミックス、コーン、フリーザーを提供可能な 

唯一の総合ソフトクリームメーカーです！ 

ご興味がある方はお気軽に参加して下さい！ 

 

弊社は 2009 年より中国でのソフトクリームビジネスを

始めました。ここまで苦労してきましたが、開花しつつ

あります。これからはさらにこれを推し進め、中国をは

じめとした東南アジアでも展開を進めていきます。これ

から入社される方はグローバルな環境でも立ち向かって

いくチャレンジ精神を期待したいと思います。 

 

…自立・自律、自主性、考動力、明朗快活、貪欲、素直 

 

ソフト･コミュニケーションで世界を結ぶ日世 
人と人を結ぶのは、こころとこころのふれあい。日世は、多彩な食材の提供を通じて、世界の人々に愛される 

おいしい笑顔のコミュニケーションづくりをめざします。誰もが歓びをわかちあえる潤いある食文化の創造のために― 

 

合同企業説明会開催！ 

 

 

 

 
 

 

＜企業理念＞ 

 日時：2月8日（土）10：30～16：30 

 会場：体育館 ブース NO.2 
  

 



多 摩 川 精 機 
Tamagawa-Seiki Co.,Ltd. 

航空・宇宙・次世代自動車 
 海底10,000メートルから火星まで 

信 州 大 学 繊 維 学 部 O B の 技 術 者 が、 
ド イ ツ か ら 帰 国 し 、 説 明 に 参 り ま す 

２月８日（土） ブースNo.３ 

（予定） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tt-paper.co.jp/ 

身近なものから特殊なものまで 

人と生活に深く関わる『紙』 

あなたも一度は当社の『紙』に 

触れたことがあるはず！ 

社会を支えるモノづくりに 

携わってみませんか？ 

 

お待ちしています！ 

２月８日 ４番ブース 



http://www.nbc-jp.com/

当社の技術で作られた

メッシュクロスとは...？

ミクロン単位の特殊素材で織られた
メッシュ状の高密度・高精密な織物

（超精密繊維）

繊維学部で学んだ知識や経験を存分
に活かせる場が当社にはあります！

信州大学・大学院卒業生

９名活躍中！

※２０１９年度新入社員１名

NBCメッシュテック

詳しくは、
採用サイトへ！

（日清製粉グループ）

出展日：２月８日（土）ブース番号：５
世界に誇るメッシュテクノロジーによって、私たちの身の回りのあらゆる

産業界に貢献している国内トップの繊維素材メーカーです。国内はもとよ

り世界約50ケ国と取引実績のある、国際色豊かな事業活動を展開しています。

自動車太陽光パネル スマートフォン

当社事業の一例... （人の驚くテクノロジーで、人知れず、人の暮らしを支えます）

（他にも私たちの身の回りでは、多く使われています！）



化 粧 品 か ら 宇 宙 ま で

様 々 な 分 野 で 社 会 に 貢 献 す る
総 合 化 学 メ ー カ ー

出展日：2020年2月8日（土） ブース番号：6

東証一部上場

独自の技術 シェアNo.1獲得創業100年以上

お問い合わせ
カーリットホールディングス 人事部
TEL: 03-6893-7071
E-mail: saiyo@carlit.co.jp

カーリット採用HP

ヘルスケア材料

二次電池関連事業

新規機能材料

宇宙開発事業
ロケット推進薬の
研究開発で宇宙開発を
リードする

ユニークな機能性素材で
IT社会を支える

次世代電池の研究開発で
エネルギー問題に貢献する

バイオリファイナリー製品に
よる健康で快適な
生活を作る

高エネルギー
研究所

環境エネルギー
研究所

ライフサイエンス
研究所

新材料技術
研究所

開発
企画室

マーケティング・プランニング

関連市場のマーケティングを強化し、
各研究テーマのフォローや新規研究開
発テーマの立ち上げ等を行う

特許知財グループ

契約、知財管理・特許出願

半導体材料



私たちは、水に関わるあらゆる装置や機械、

施設などを設計・施工・管理し、

地球環境と生活に関与し、

豊かな未来を創っていきます。



地域に根ざした青果市場を目指して！

おいしい長野を全国に！

消費者と生産者の架け橋に！

Ｒ＆Ｃグループの
生産、輸送、加工事業
との相乗効果で

食卓をもっと笑顔に！

生産者の方々との
コミュニケーションを
大切にしています。

あまり馴染みがない青果物卸売市場…

農業大国長野の
新鮮な農産物を
全国に広めたい！

千葉県Ｎｏ.1を拠点に
首都圏販路拡大！



あなたに豊かな 光 を

世界に認められた 技術力
そして

ディスプレイ業界に新たな 革新 を

チャレンジング にあなたらしく

人として 成長 できる場所

それがサンリッツです

偏光板の「パイオニア企業」として

当社は液晶ディスプレイ用プラスチック偏光板 その他
各種偏光板の研究・開発および製造・販売を行っています。
当社の車載用偏光板は世界市場シェア 30％を超え、
今後は車載用偏光板の世界市場シェア 40％を目標に
「Global No.1」を目指して走り続けます。

2020年2月8日ブース番号：9

なんだか難しいこといってるけど、まずは
話を聞いてみないとわからないことばかり
百聞は一見にしかず！
ぜひ、ブースにお越しください
先輩社員の荒木さんはこんなこと言ってるよ

就職活動中に、粘着剤に携わる仕事を
やってみたいと考えていました。

そんな中でサンリッツでは粘着剤に

携わる仕事があると知り、

｢ぜひサンリッツで働いてみたい！｣

と思い、入社を決めました。

荒木 辰徳（14年4月入社）

工学部 機能高分子工学科卒

職場の雰囲気はとても良く、若手でも
意見や提案を話をしやすい会社です。

また入社年数が浅くても、新製品の開発
に「材料の選定・調達から生産品化」ま
での業務を一貫して携わることができま
す。若いうちから多くを経験できる
ことは自分にとっては大変貴重な経験で
した。

その経験がこれからも続く社会人人生
の礎として繋がっていくものと感じ
ました。

●入社して実感した会社の魅力●この会社を選んだ理由（志望動機）

募集職種および募集人数

技術職：2名程度 総合職：1名程度



信州大学とアレルギー対策製品を

開発した会社はどこでしょう？

ダイワボウグループ（繊維事業）

当社の製品は、皆さんの生活の様々な場所で活躍しています。

衣料製品 産業・工業資材
（写真はろ過フィルター）

えーっ！！
そんなとこにも！？

生活資材
(湿布や除菌シート等

の合成繊維・不織布)

気になった貴方は、

ブースＮｏ『１０』へ是非！

Q１～３の答えもブースにて発表します！！

このスポーツ
部品は何？

繊維によって
強くなる建材
といえば何？

しかもOB・OG
２３名！？

2月8日
（土）

Q1

Q2 Q3



Copyright © 2019 Yamaha Motor Co., Ltd. All Rights Reserved.

・ 煮しめ
(1) こんにゃくは厚さ7mm程度の短冊切りにして、中央に1～2cmの切り目をいれ、端を穴に通して綱状にしてから下茹でしておく。
(2) 海老芋（磐田市名物）は皮を剥いて一口大に切り、さっと洗って茹で、ザルに上げて洗う。
(3) 人参、れんこんは皮を剥き、乱切りにして水にさらす。ごぼうはよく洗って酢水にさらす。

竹の子も乱切りにする。準備が整ったらザルに上げて水を切る。
(4) 鶏肉を一口大に切る。鍋にごま油を入れて、表面の色が変わる程度炒めて取り出す。
(5) 下準備しておいたこんにゃくと野菜を鍋に入れ、ひたひたに浸かる程度のかつお出汁を入れて煮る。
(6) みりん、醤油で味付けし、野菜に火を通す。
(7) 鶏を鍋に戻して火が通るまで煮て冷まして、自ら考える。

・ 焼きシイタケ
(1) しいたけをフライパンであぶる。
(2) 出汁と醤油を加え、強火でさっと煮て取り出して、自ら提案する。

・ 野菜のみそ漬け
(1) 保存容器に白味噌を敷いて、ガーゼを乗せて味噌床を作る。
(2) カットした野菜を並べて、ガーゼをかぶせた後にさらに味噌を乗せる。
(3) 冷蔵庫で3日ほど保存した後、取り出して、自ら行動する。

ヤマハ発動機株式会社
『 モーターサイクル弁当レシピ 』



 

ブース番号：１２ 

 

2019 年 7月、新興プランテック株式会社と JX エンジニアリング株式会社が合併し、RAIZNEXT は誕生しました。 

当社は、暮らしに必要な製品や素材、エネルギーなど生活の根幹をなすプラントを総合的に支えるプロフェッショナル集団です。 

石油、化学、金属、食品、医薬品など、様々な産業プラントを支え、発展させる「次世代の総合プラントエンジニアリング会社」 

として、人びとの「あたりまえの日常」を支えるために、共に挑戦し続けてくれる方をお待ちしています。 

 
ブースにご来場いただいた方には、インターンシップ情報をお伝えいたします。 

プラントについて、既にご存知の方はもちろん、知らない方でも大歓迎です！ 

少しでも興味のある方は、１２番ブースへ是非お越しください。 

 

マイナビ 2021,リクナビ 2021 からエントリーをお待ちしております！ 

          

 

                

           

 

 

or 

【お問い合わせ】 人事部 人事グループ 採用担当 田中・佐藤 

      〒235-0017 神奈川県横浜市磯子区新磯子町 27-5 

      TEL：045-758-1955  MAIL：jinji-saiyou@raiznext.co.jp 

 



＊ １Day インターンシップのご案内（ 理系対象 ） ＊

＊先輩社員インタビュー＊

＊津田工業の特徴＊

＊津田工業 自慢の開発製品＊

■ 仕事内容紹介

得意先や社内関係部署との調整を図
りながら、新規部品の受注や現生産部
品の商権維持、その他社内外からの依
頼事項対応を行っています。現在は、
トヨタ自動車を担当しています。

津田工業では、自社で開発した世界初の樹脂化シフトレバーの他、アクセルペダル、駆動・
足回り系部品など、常時3,000点以上の自動車部品を開発・設計・製造しています。ブレーキ
部品の中にはトヨタシェア100％の製品があり、お客様から信頼を頂いている会社です！

＊有給休暇平均取得日数： 14.5日
＊通勤アクセス◎
・刈谷本社： JR/名鉄刈谷駅徒歩8分
・もちろん駐車場も完備！
＊アットホームな雰囲気！
・社内のほとんどの人の顔がわかります

トヨタプリウストヨタプリウス・アクア・アクア

HVHV部品部品

■教育制度が充実 ■海外４拠点へ展開■働きやすい職場環境

新入社員教育の様子 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ工場の従業員と家族

トヨタトヨタ

アクアアクア

スズキスズキ

スイフトスイフト
トヨタトヨタ

ヴィッツヴィッツ

開発部門の先輩社員と一緒に、実際の
製品を用いて、開発業務を体験しながら

理解していただくプログラムを実施！

≪ 昨年度 参加者の声 ≫
＊少人数で社員の方と話しやすかった
＊製品に直接触れながら、
問題解決する時間があり、よかった

★エントリー ・予約は
こちらから↓↓

■自動車部品の開発業務 １Dayインターンシップ開催！ 【詳細はマイナビ2021よりご覧下さい！ 】

■ 津田工業を選んだ理由

＊ トヨタ系１次メーカーの安心感
＊ HV部品やシフトレバー等、身近
な部品を製造していること

＊ 採用活動を通して、自分が働い
ているイメージが湧いたこと

【 営業部 / 2016年入社 】

■ 仕事内容紹介

社内で設計したシフトレバーの樹脂部
品図面をもとに、金型製作・樹脂成形
等のものづくりを担当しています。現在
は、新型車のシフトレバー量産開始に
向けて生産準備を行っています。

■ 津田工業を選んだ理由

＊ 内装部品のシフトレバーを開発・
設計から一貫生産できる技術

＊会社説明会で生き生きとした
社員に魅力を感じたこと

【 シフトレバー技術部 / 2011年入社 】

■ 出展日 ２月８日（土） ■ ブース番号 №13



1950年の創業以来、材料製造から最終加工までの一貫体制の中で、ラベル・ステッカーの
分野であらゆるニーズに対応する、3,000種を超える製品群を作り上げてきました。
顧客の細かくニッチな要求に柔軟に対応する、そんなメーカーの土台を支える技術・研究職
を募集します。（学部卒、院卒は問いません）

■自由な研究、開発の構想から量産化までに携われる面白さ
弊社の技術部は、顧客からの様々なニーズに対して細やかに対応することで新しい製品を
開発していく仕事を行うグループと同時に、研究グループと呼ばれる、当社から自発的に
提案を行うための技術開発に取り組んでいるグループが存在します。このチームの中では、
全く新しい技術について、上司／部下の関係なくアイディアを出し合いながら、ものづくり
に取り組むなど、自由な研究環境があります。
また、開発の構想段階から量産まで、一人の研究者の意志が明瞭に反映されるのも特徴です。
研究室での粘着材のレシピと少量の試作が、その後工場の大きなラインの中で量産化され、
最後に印刷・加工を行って顧客に納品される。その全てに関わることで、タイプの異なる
様々な要求に対応する、技術者としての引き出しを増やしていくことができる職場です。

https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp13736/outline.html

「小回りのきく」粘着材料・ラベルメーカーです

http://www.7tak.co.jp/弊社サイト

マイナビ2021

2月8日(土)

ブースNO.14

■働きやすい職場への取り組み
弊社は平均年齢が44.1歳、平均勤続年数が22.2年となっておりますが、これは弊社の働きや
すい職場作りの取り組みと、企業風土によるものだと自負しております。
休日は完全週休2日（土・日）・祝日・夏季・年末年始・設立記念日等で、年間休日数は
125日前後となっております。加えて会社として有給休暇取得の推進を行っておりますので
有給の取りやすい環境です。育児休業・時短出勤などの制度も完備しておりますので、そち
らでも働きやすい環境を整えています。
また勤務地について、研究所は埼玉県川越市ですが、技術職で転勤・異動する場合、
転勤先はほぼ埼玉県内の弊社3工場のみですので、大きな転居を伴う転勤となりません。

https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp13736/outline.html
http://www.7tak.co.jp/


連絡先
インターン・工場見学・採用についての詳細は
信大担当リクルーター：吉田 武雄
E-mail：ysdt@jatco.co.jp まで

2月8日(土)
ブースNo.15

 ジヤトコ って何をしてる会社なの？
 自動車用オートマチックトランスミッションを開発・生産している会社です。
特にCVTにおいては先駆者的な役割を果たしていて、世界シェアNo.1の
企業です。またEV化に向けた様々な技術開発も推進しています。

信大のOB/OGってどのくらいいるの？
 現在の在席者数は27名。機械系、化学系、電気電子系、情報系と
様々な分野の方が入社し活躍しています。

 どんな人を求めているの？ また、ジャトコで働くメリットは？
 書ききれないので合同企業説明会にて説明させてください。

なぜ ジヤトコ の”ヤ“は大きい字体なの？
 合同企業説明会のブースで質問してみてください。

http://www.jatco.co.jp



＜アパレル服飾資材の専門商社＞＜アパレル服飾資材の専門商社＞＜アパレル服飾資材の専門商社＞＜アパレル服飾資材の専門商社＞

　　　　吉 岡 株式会社吉 岡 株式会社吉 岡 株式会社吉 岡 株式会社

２月８日（土）

ブース番号：１６
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【【【【事業内容事業内容事業内容事業内容】】】】

アパレルメーカー向け服飾繊維資材アパレルメーカー向け服飾繊維資材アパレルメーカー向け服飾繊維資材アパレルメーカー向け服飾繊維資材

（裏地・芯地・肩パット（裏地・芯地・肩パット（裏地・芯地・肩パット（裏地・芯地・肩パット等等等等）の製造と販売）の製造と販売）の製造と販売）の製造と販売
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の

力

に

《マイナビ2021》



2月8日（土）
NO.17

光に勝つ

スタンレー電気（株）

エントリーはリクナビから

本社：東京都目黒区中目黒2-9-13

TEL :  0120-522-840

自動車照明、半導体、LED照明などで

画期的な製品を開発し、

世界中に新しい「光の価値」を届けます。





2月8日
ブースNo.19

私たちは人と技術を大切にします

お問合せ先 ：管理本部 東日本採用チーム
TEL：03-5777-6622 MAIL： ITS_saiyou@uchida-it.co.jp 

松本・東海・北陸他
オフィス有

卒業生が語る‼

社風 ：体育会系ではなくアットホーム

経営 ：ベンチャーではなく安定

分類 ：ユーザー系ではなく独立系

勤務地：希望考慮 Ｕターン勤務可

職種 ：希望考慮 営業 or エンジニア

仕事場：客先常駐型派遣ではなく社内開発

仕事 ：トータルソリューション

商品 ：シェアNo.1 商品有

研修 ：充実 質と量に自信

寮 ：新人寮 社宅制度有

◆ＩＴ業界を志望した理由

◆この会社を選んだ理由

◆現在の仕事

◆入社後のギャップ

◆就活のアドバイス

ＩＴで働き方改革
IT業界でやりたい仕事を見つけよう！

研修 トレーニングセンター

社内風景 自社で開発

求める人材像
・明るく前向きに捉える人
・失敗を恐れずチャレンジ精神旺盛な人
・自身の意見をハッキリ言える人

(システム工程の全てに携われる)



私たちは、日本銀行券（お札）、旅券（パス
ポート）、官報などの国民生活に欠かせない
製品を製造している組織です。

世界に誇る偽造防止等の技術と信頼を保持し、
国家公務員として社会へ貢献しています。

 日本で唯一のものづくりに携わりたい！
 世界に誇る偽造防止技術の研究に携わり

たい！
 安定した職場で長く働きたい！
 アットホームな雰囲気が好き！
 仕事もプライベートも充実させたい！

1つでもピンと来た方は、
２０番ブースへお越しください！

キャラクターの詳細は印刷局ＨＰで！

2/8（土）ブース No.20



アスザックグループは、ファインセラミックス製品からフリーズドライ食品まで
5つの幅広い事業を展開し、異業種多角化による安定した経営基盤を築いています。
開発から製造・販売までを自社で行う一貫体制で、世界NO.1製品を開発しています！

2/8（土）ブースNO.21

アスザックグループ： https://asuzacgroup.jp/
【本社】 長野県（高山村、須坂市）
【工場】 長野県（高山村、須坂市、東御市、飯田市）ベトナム、中国
【営業所】長野県（高山村、須坂市、東御市、塩尻市、飯田市）東京、大阪、福岡

信州大学OB・OG「 37名 」在籍！（繊維学部OB 12名）
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半導体シリコンウエハーの
信州発

トップランナー
長野電子工業株式会社

お問い合わせ
本社／TEL.026-261-3100

FAX.026-261-3131
www.nagano-denshi.com

半導体シリコンウエハーの
信州発

トップランナー

Te c h n o l o g y  F o r  I n n o v a t i o n  F o r e v e r

半導体シリコンウエハー

本社工場外観 千曲工場外観

出展日：
ブース：

2月8日（土）
No.23

募集職種

長野電子工業株式会社

OB・OGも多数在籍

さあ、わたしたちと
★新たな発想で次世代の開発を
　切り拓きましょう!
★あらゆる可能性を
　追究しましょう!
★技術の常識をわたしたちと
　変えていきましょう!

【技術開発・製造技術職】



kasai
テキストボックス
株式会社ケー・ティー・システム2020年2月8日(土)　ブース番号：２４



総合職（技術系）
担当業務
研究開発、プロセス開発・生産技術、知財など
特徴
当社の強みをベースに、市場やお客様のニーズを直接汲み取るために、営業同⾏・学会、勉強会へ積極的に参加
します。開発・生産技術・知財・分析・品質管理等、⼀⼈⼀⼈が製品を作り上げる過程で、活躍できる場があり
ます。

募集職種について

化学メ-カ
-

留学⽣歓迎
総合職採用B to B

装置ｼｽﾃﾑ技術
高分子重合技術

強 み
コア技術

機能発現・品質評価を追求する
研究開発⼒

装置・システム技術を⽣かした
⽣産技術⼒

高分子合成技術
・ 分子設計
・ 粒子サイズコントロール
・ 無溶剤重合

重合装置技術
・ プラント設計
・ 大型翼撹拌装置
・ 熱媒体・熱媒ボイラー

機能・品質・低コストの徹底追求

＆

新処⽅が確⽴
出来たのに・・・

既存設備では
⽣産できない・・・

研究開発担当

設備のカスタマイズ、
新設備・装置導入で解決
しよう︕

⽣産技術担当

独自製品

国内︓東京・埼⽟・静岡 海外︓中国（4拠点）・タイ(1拠点)
※日本国内での業務実績を踏まえて、海外出向することが可能です。

入社・配属・教育研修

勤務地

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
10/1
配属

生産・品質管理、物
流等、生産現場に近
い管理部門にて社内
管理体制の把握研修。

6/1
配属

座学を中心とした
研修

社会⼈マナー、安
全ルール、製品知
識、就業規則など

新人研修スケジュール

各製造現場、営業部署で、生産プロセス・技術スキル、
製品販売について知り、OJTを受けることで、開発者
として必要な基礎知識・スキルを習得。
（狭山・浜岡・本社）

事
務
系

技
術
系

教育研修

給与・勤務時間等の労働条件については、
別途 募集要項をご覧ください。

皆様のご応募を心よりお待ちしております。

〜配属について〜
弊社の新⼈配属は、新⼈研修中に定
期的に⾏う、⼈事⾯談（指導者・本
⼈から業務習得状況等をヒアリン
グ）を踏まえ、適性を確認し、⼈員
状況により決定します。
また、配属後は年に1回、将来の

なりたい姿を踏まえたスキル習得の
ための異動を申告する「チャレンジ
申告制度」により、異動のチャンス
があります。・配属後は、新⼈1名につき先輩1名を指導者として任命し、業務指導から普段

の生活の悩みまで、相談出来るよう、ブラザーシスター制度を整えています。
・担当業務、役割に応じた階層別研修を導入しています。
・必要に応じて、資格・検定（危険物各種、中国語検定、TOEIC等）の取得・
受検、学会・講習会等の参加を支援しています。

出展日
2/8(土)

ブース
25

綜研化学は

つくっている会社です。

貼って
はがせる

を



太陽誘電は、電子部品材料の開発に注力しています。

太陽誘電は、生産システムの開発に注力しています。

興味のある方は、太陽誘電ブースへ！
太陽誘電は、各種電子部品の開発・生産・販売を行っています。



SUNCORONA ODA (1975 年 8 月設立 )

「モノづくりが 好きな 人 集まれ！」
 ー繊維の力で未来を拓くー

2020年2月8 日 ( 土 )
ブース No.27

①明るく挨拶のできる人
②主体性のある人
③気配りのできる人

大学 3 年生及び大学院 1 年生
機械・繊維 ・化学など
技術系 2 名募集

信州大学繊維学部OB 4 名在籍、内 1 名が参加予定です。
何でも聞いて下さい。

会社情報の詳細は
こちらからどうぞ→

募集対象 求める人物像



●勤務地：田原製造所　（愛知県田原市）

●本社：東京都日本橋



 

会社名 信越明星株式会社 

【業種】 食品製造業               

【主力商品・事業・サービス】 

      信州そばを中心とした生麺、茹で麺、冷凍麺の製造、販売及び惣菜製造、販売、開発 

【勤務地】長野県上田市 

【求める人材】 

      ・主体的に行動し、チャレンジ精神を持った方  

      ・コミュニケーションを大切にし、協力して問題解決が出来る人 

      ・新しい視点で柔軟に物事を考えることが出来る人 

      ・長野県の活性化に貢献したい人 

 

【ＵＲＬ】wwww.shinetsumyojo.co,jp 

 

【事業所】  本社工場  長野県上田市秋和９４２ 

       下塩尻工場 長野県上田市下塩尻１６８９－３ 

【資本金】  3,000万 

【従業員数】 190 名（内正社員 45名） 

【売上高】  36億 3 千万円（2019 年度実績） 

【募集職種】 ラインオペレーター（製造職）、品質管理、商品開発、営業他 

【学科・専攻】理工学系 

【仕事の内容】 

 初めに覚えていただく仕事は、生産ラインのオペレーションです。 

 ライン機器の管理、操作のみではなくラインスタッフの管理などもして頂きます。 

 製造の経験を積んだ後は、本人の希望、適正を考慮し、品質管理や商品開発、営業職などへの道を用意し

ています。 

  

 

目標は、「世界一の信州そば工場」 
 

私たち信越明星は、「麺」の分野で長野県内では生産量、販売量どれをとっても長野県内 1位を誇る麺の 

リーディングカンパニーとして揺ぎ無い地位を築くに至っています。 

長野県下のスーパーマーケットのほとんどに当社の製品が並んでいることご存知でしたか？ 

高速道路のサービスエリアや駅構内のそば店舗など、知らず知らずのうちに一度は当社の麺を食べているは

ずです。当社は、長野県だけに留まらず全国にある多くのスーパーマーケットや生協向けに麺を出荷し、数

多くのＰＢ（プライベートブランド）も手掛けています。 

私たちの目標は「世界一のそば工場」です。3年前から冷凍麺の海外輸出も始まり、目標に向かって一歩ず

つ確実に前進しています。 

 

 
 



食品・飲料・車・スマホ・製薬など
幅広い業界にフィルターを販売

産業用濾過フィルターで世の中のものづくりを支える
社会貢献性の高い事業です！！

製品開発・分析技術に興味がある方

化学系・生物系の方大募集中です！！

新工場
建設中
2019年末竣工

連絡先：人事部 採用グループ 香西(こうざい)

TEL : 03-5764-1137

E-mail: saiyo@rokigrp.com

2月8日(土) ブース番号30

最新の研究開発設備
バリデーションやバクテリアチャレンジを実施

株式会社ロキグループ(ロキテクノ)

国内No.1シェアのフィルターメーカー



完成車メーカー社員の
Ambitionをお話します

MITSUBISHI MOTORS

MITSUBISHI  e-EVOLUTION  CONCEPT

多岐に渡る業務領域が有り、全理系専攻の
学びや知識が生かせるシーンがあります

2月8日(土)
ブースNo.31



株式会社高木製作所
２月８日（土）出展日

ブース番号 ３２

高木製作所は、愛知県岡崎市に本拠を構える自動

車部品メーカーです。

私たちの手がける製品は、両手の上にのるくらい

の小型金属部品。これをプレス加工という方法で制

作しています。

世界最速の短納期生産準備や自社生産設備の開発

などにより、より早く、より安く、より品質の良い

製品の生産を可能としております。

蓄積されたプレス金型製作のノウハウ、また生産

設備・新工法を自社で開発する高い技術を武器に、

より高品質な製品をこれからも供給し続けます。

高木製作所とは？

高木製作所のつよみは３つ。

①創業１３０年を迎えるトヨタ自動車のTier1メーカー

②世界最大の自動車小型プレス部品メーカー

③世界最速の短納期生産準備

数多くある自動車部品メーカーの中から当社の製品を

選んでもらえる理由・・・詳しくはブースでお話ししま

すので、ぜひ足を運んでみてください！！

つよみ

〒444-3692 愛知県岡崎市牧平町字岩田3番41

TEL：0564-82-2121 FAX：0564-82-3600

担当者：総務部人事課 近藤 俊介

E-mail：shunsuke.kondo@takagi-mfg.co.jp

お問い合わせ先

みなさんに働いていただくのは、愛知

県岡崎市にある岡崎工場。当社の拠点の中

で最も大きい工場です。

マザー工場の役割も担っており、高木製

作所の国内拠点だけではなく、関連会社や

海外で使用する設備・金型の製作・修理等

も行うなど、さまざまな拠点のものづくり

を支えている工場でもあります。

勤務地

当社は多くの部署がワンフロア内で仕事をしています。また、役員

や部長も同じフロア内に並んでいるため、上司・部下、先輩・後輩だ

けではなく、部署間も垣根なく働くことができる会社です。

さらに、新入社員教育の１つに「職場先輩制度」というものがあり

ます。これより、上司や先輩との距離がさらに近くなり、何でも相談

することができる雰囲気づくりに取り組んでいます。

他にも社内イベントがたくさんあり、他の部署や関連会社の人との

コミュニケーションをとれる機会が多い会社です！！（左の写真は当

社常務が社員のために一生懸命餅をついているところです。）

社風・雰囲気



信州大学 繊維学部 会社説明会

会社名 ㈱八光：シングルユース医療機器関連の開発・製造・販売

事業内容 ㈱八光電機：産業向けの加熱システムの開発・製造・販売

日 程 2020年2月8日(土)

対 象 学部学科：技術職→理系学科 営業職→文理不問

対象年度：2019卒及び2020卒 ※大学院生可

職 種 技術職：長野県千曲市

勤務地 営業職：愛知、大阪、北海道

医療機器メーカーや電熱機器メーカーに
興味がある方気軽に御参加下さい！

八光グループ情報は
ＨＰから

2月8日
ブースNo.33





「無から有」の精神のもと、「より良い建築文化の創造」を社命とし、

総合建築仕上分野の拡大に取り組んでいるのが私たちエスケー化研

地球温暖化防止を考えた VOCレスの新しい仕上材、様々な意匠性の建築用仕上材を始め、火災による

建物の崩壊を防ぐための鉄骨耐火塗料や耐火被覆材など、さらには自然災害や居住環境の向上にも配慮

して様々な新建築用仕上材の開発と市場開発活動を展開しています。その積極姿勢が業界からますます

注目を集めています。

国内建築仕上業界 No.1 のトップメーカー（2017 年 日本建築仕上材工業会の統計）

（売上）

会社概要

エスケー化研株式会社

【建築仕上塗材事業】各種内外建築用塗料、合成樹脂塗料、特殊塗料、無機質系塗材、無機質建材の製造販売及び特殊仕上工事の請負

【耐火断熱事業】不燃断熱材、耐火被覆材、耐火塗料の製造販売及び耐火断熱工事の請負

【その他の事業】新型化学建材、各種化成品、省エネ型建材等の製造販売

【事業所】支 社：東京、支店：札幌、仙台、東京、千葉、埼玉、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、高松、福岡

営業所：全国 51カ所

工 場：茨城、埼玉、神奈川、愛知、大阪、兵庫、福岡 、研究所：第一研究所（大阪）、第二研究所（大阪）、海外

【資本金】26億 6,200万円

【売上高】950 億 6,900 万円（平成 31年 3月期）

【従業員数】2,177 名

【本社】大阪府茨木市中穂積 3-5-25

目指すのは、建築仕上材の

世界 NO.1 企業

「環境」「省エネ」「快適」「健康」「安心」「安全」をテーマに

エスケー化研

出展日：2020年 2月 8日（土）
ブース番号：35.エスケー化研（株）



Q.何の会社？
A.塗料や樹脂を扱うBtoBメーカー
Q.魅力は？
A.当社ブースにお越しください！

2020年2月8日（土）
ブースNo.36





株式会社キッツ
2020年１月12日（土）
ブース:No.38

・国内最大手のバルブメーカーです
・信州大学OB・OGが21名います
・機械・電気・化学系 募集中!
・山梨県・⾧野県に工場があります

KITZ HP ⇨



信州大学繊維学部 出展日：2020年2月8日　　ブースNo.39
　合同企業説明会

　当社はトルエン・キシレンなど有機化合物の塩素化と蒸留晶析分離を

コア技術として、アラミド繊維・高機能樹脂・農薬医薬などの原料となる

化学中間体の研究開発、製造販売を行っている特徴あるメーカーです。

　タイ王国へ法人を設立し、昨年生産・販売を開始しました。現在2期

プロジェクトの完遂に向け進行中であり、中期経営計画として3期、4期

プロジェクトを計画し事業拡大していきます。

　高付加価値製品の開発にも力を入れており、成長し続ける会社です。

　◆中小企業の強みとして、
①若手社員が早くから活躍でる
②挑戦意欲のある方、研究職に限らず他部門
　 で活躍できる
③自由な発想で研究開発ができる雰囲気の良い
 　会社です

　◆修士卒で入社された方の博士号取得を積極的に支援いたします
　（2019年度1名　学位取得）

　◆顧客は海外のメーカーが多く世界と渡り合っていきたい方、興味のある方は大歓迎です
　（米国、ベルギー駐在）

　◆留学生大歓迎 勤務地：静岡市（本社）　　東京（事業所）

Challenge
資源と環境との共存を目指して



１９２３年に「古河電気工業」と、ドイツの「シーメンス社」との資本・技術提携により
誕生した会社です。エネルギー・環境技術をコアに、「パワエレシステム エネルギー」
「パワエレシステム インダストリー」「発電プラント」「電子デバイス」「食品流通」
の5事業で企業活動を展開し、安全・安心で持続可能な社会の実現に貢献しています。

■事業・製品・サービス例

パワー半導体

地熱発電 駆動機器 オートメーション分野

■会社概要

２月８日（土）１０：００～１６：００

ＯＢ・ＯＧより富士電機で働く魅力をお伝えします。ぜひブース番号「４０」へお越しください！

鉄道分野（新幹線・在来線） 自動販売機

■求める人物像

１．多様な人材をチームにまとめ、総合力を発揮できる人
２．世界で活躍する志を持ち、自身の言葉で考えを発信できる人
３．自ら高い目標を掲げ、達成に向けて行動できる人

当社のスローガン「熱く、高く、そして優しく」の精神のもと、新たな価値の創造に
挑戦し続けることができる人材を求めています！



日本毛織株式会社（ニッケ） 

企業プロフィール 
【業界・業種】製造業（繊維、機械、化学） 

【本社・営業所等所在地】大阪府大阪市中央区瓦町3-3-10 

【URL】 http://www.nikke.co.jp/ 

【設立】1896年12月・・・・・創立123年 

【資本金】64億6,500万円 

【従業員数】連結：5,075名 単体：515名 

【売上高】1,105億3,800万円（2018年度連結） 

2020年2月8日 ブースNo.41で 
皆さんにお会いできることを楽しみにしております！ 

事業内容 

【衣料繊維事業】ユニフォームが強み、学生服の素材シェアNo.1 

  織物用／編み物用糸、学校・官公庁・一般企業向け制服用素材 

  自衛消防隊／消防本部向け防火服、一般衣料向け素材・製品等 

【産業機材事業】オーダーメイドの機械の設計・施工・メンテナンス 

  産業用機器、産業用・生活用資材（フェルト、釣り糸、テニスのガット等）等 

【人とみらい開発事業】自社の土地を活用し、地域に根差した街づくり 

  商業施設運営、介護、保育・学童保育、不動産、携帯電話販売等 

【生活流通事業】最終消費者向けの製品・サービス 

  イージーオーダー、100円ショップ卸売、保険代理店、インク・スタンプ等 

http://www.nikke.co.jp/
http://www.nikke.co.jp/


やぶれにくい紙！ 世界70ヵ国以上に販売！

合成紙のグローバルリーディングカンパニー！

株式会社 ユポ・コーポレーション

2/8(土)

ブース42
繊維学部 出身者

同席します！

1. 業 種

2. 勤 務 地

3. 職 種

4. や り が い

5. 風土・待遇

※ 技術領域：機能性ポリマー・複合機材設計・成形加工等

「ユポってなに？」 を ご説明します 。

合成紙のトップメーカー & 高い世界シェアを持つ製品ブランド名

ポリプロピレン×無機フィラーの複合材料：二軸延伸成形法

プラスチックでありながら紙の性能

三菱油(YU)化㈱ と 王(O)子製紙㈱が生んだ(P)aperがYUPO

プラスチックなのにどうして鉛筆で書ける？ どんな製造プロセス？ コア技術は？ どこに使われてる？

新製品開発状況は？ やりがい・働く環境は？ HPにない貴学のみの情報をご説明いたします

やぶれにくい！ 鉛筆で書ける！

→ 現：三菱ケミカル㈱、王子ホールディングス㈱

ユポ 用途

会社・仕事情報

： 化学・紙パルプ

： 東京都 御茶ノ水（本社）／ 茨城県 神栖市（工場・研究所）

： 技術系総合職（開発研究／生産技術／品質管理など）

： 世界でも高いシェアを持つ、ユニークな素材「ユポ」の開発・

製造等に関わることができる！（選挙でも、有名な「ユポ」）

： 少数精鋭／福利厚生よし！（大企業水準…！）

紙にできないこと。

紙よりもっとできること。

そんなワクワクを広げよう。



●お問い合わせ先●

〒389-0514 長野県東御市加沢801
総務部 人開BL／採用担当 中山、井畑

（Email： jinji@abs.nissinkogyo.co.jp）

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

■輸送用機器／機械／自動車(メーカー)／その他メーカー

日信工業株式会社（東証1部上場）（R&I格付投資「A」） 【限りなき挑戦】

もっと快適で楽しいドライブを、もっ
と環境にやさしい安全な走りを。

常に進化し続けるモビリティ社会に、
私たち日信工業は、

「ブレーキ技術」と「アルミ技術」を
駆使し挑戦し続けています。

環境と安心ををテーマに、
より軽量・小型でリサイクル性の高い
商品を世界中に提供してきた

この世界屈指の技術を、共に発展させ
ていく仲間を我々は求めています。

mailto:jinji@abs.nissinkogyo.co.jp


当社は「フィルム」を加工するメーカーで、
コーティングという、フィルムへの塗工技術
によって付加価値をつけています。
塗工する溶剤と塗工方法を変えることによ
り、自己修復するフィルムや、反射防止フィ
ルム、フレキシブルなフィルムなど、さまざま
な機能を持ったフィルムを生み出すことがで
きます。
世界中で使われているフィルムを、その手
で作りませんか？

■当社の事業内容

スマートフォンや自動車関連、家電
製品など、普段の欠かせない製品を
製造して、みなさんの生活を便利に
しています。

恵那工場（岐阜県恵那市）、瑞浪工場（岐阜県瑞浪市）

■勤務地

東山フイルムには、信州大学の先輩社員が4名入社しています。
現在、評価品証部や生産技術などの部署で活躍しています。

東山フイルム株式会社 大塚HDグループ

当社の開発部署は、お客様や市場のニーズをもと
に、フィルムに塗布する「塗工液」を開発する研究
開発部署と、塗工液を精密にコーティングするため
の「加工技術」を開発する加工技術課があります。
前者は最先端材料を調合しテストを重ね、性能を
追求します。後者は、コーティング方法を設備面も
含めて技術開発を行います。学校で専攻された理
系の知識を生かして活躍していただける部署です。

■開発部署について

2月8日(土)に出展します。44番ブースでお待ちしております。

■先輩社員の「ココがポイント」
最終製品に自分が作ったフィルム製品の多くが、日常生活に
使用されていることに魅力を感じました。また、分業制ではな
く、幅広く業務に関わることができるので、自分が開発した製
品が採用されたときの達成感もやりがいの一つです。
会社の雰囲気は、平均年齢が３５歳と若いため、年齢の近い
先輩社員が多く相談しやすい環境です。そのため、部署の垣
根もなく、風通しのいい雰囲気で仕事ができています。
その他に、福利厚生制度も充実している点です。大塚HDグ
ループに加入しているため内容も充実しており、社員の働く
環境が整備され働きやすい環境です。(詳しくは当社HPをご
覧ください。)その他に、各階層ごとの研修、資格取得制度、
個人ごとを評価する制度などがあるため、成長できる環境が
整っている部分も魅力を感じた一つです。

トレーニングジム？
や食堂が工場内に
あります。数カ月に
一回のSPメニューや
増量メニューなどの
イベントがあります。

研究開発の雰囲気
と会社の先輩社員
です。上下関係があ
まりなくフラットな関
係で話すことができ
る会社です。



「キャベジン」「バンテリン」
でおなじみのコーワです。

「コーワ」ではメーカー部門と商社部門を兼ね備
えております。
メーカー部門では「リバロ錠」「パルモディア」を中
心とした医療用医薬品、「キャべジン」「バンテリ
ン」などのOTC(一般用)医薬品といった医薬事
業だけでなく、眼底カメラなどの医療機器、LED
照明機器の製造･販売。さらにLED照明機器を
使用した屋内閉鎖型の工場にて、野菜の栽培
など多岐に渡っております。
商社部門では総合商社として、身近にある衣
服、雑貨品から機械や化学品まで幅広く取り
扱っております。

【興和株式会社】 メーカー x 商社
【資本金】38億4000万円 【売上高】4365億2200万円(2019年3月連結） 【従業員数】6,735名（2019年3月 興和グループ計）

●事業内容：
【メーカー部門】
医療用医薬品(パルモディア錠などの生活習慣病領域や、アデホスなどの感覚器領域)、
OTC医薬品(キューピー、キャベジン、バンテリンなど)、医療用機器の研究開発・製造、
LED照明機器・光学機器の研究開発・製造販売・輸出入など
【商社部門】
アパレル関連商材(綿・麻などのテキスタイル、ウェア、寝装品、インテリア商品)、
機械(自動包装機などの産業機械)、建材(セラミックタイルや石材など)、
化学品(医薬品・化粧品原料)などの輸出入、三国間貿易および国内販売
●ＯＢ・ＯＧ在職者数：11名(うち繊維学部3名)
●初任給：
【学部卒】 月額221,000円
【修士了】 月額245,000円 (2019年度実績)
●勤務地：
国内外当社事業所（愛知県、東京都ほか）

～信州大学繊維学部合同企業説明会～
●開催日時：2020年2月8日 土曜日（10：30－16：00)
●開催場所：体育館
●持ちもの：筆記用具、メモ帳



製紙会社の新しい事業
知りたくありませんか？

日本製紙は、再生可能な 「木材資源」 の有効活用により多彩な事業を

展開している「総合バイオマス企業」です。紙だけじゃない日本製紙の

新たな可能性をご紹介します！

日本製紙株式会社2月8日(土)／ブースNo.46



https://www.yomeishu.co.jp/

薬酒づくりの技術や
生薬の知見を生かした商品開発、
新事業への挑戦を通じて、
新規事業領域の開拓に尽力していま
す。

「薬用養命酒」だけじゃないんです

2月8日

NO.47



「精密金型技術」を基盤とした
モノづくり企業です
SUZUKIの製品は私たちの生活に密着した
あらゆる分野で活躍しています

モチベーション高まるユニーク制度

SUZUKI で働くいいね！

業界トップクラスの
高い技術力に挑戦できる！

仲間と絆を深めるイベント／活動

出 展 日 2月8日（土） ブース
番 号

WEBは
こちら48

豊富な知見と実績技術を匠の領域まで
高めた技術者多数在籍
新しいことに挑戦しやすい環境

社員の誕生日にはバースデーケーキを用意
社員 4人が集まれば行き先を自由に選べる社員旅行
私用で社有車貸出し

生ビール大会、クリスマスパーティー
忘年会、クラブ活動、トレーニングルーム利用

所在地 : 〒382-8588 長野県須坂市大字小河原2150-1 Email: saiyo@suzukinet.co.jp 担当 : 池田，藤原

長年の経験から生み出された最先端の技術を習得し

社会から確かに必要とされるモノを
ワンチームで生み出していきませんか

長年の経験から生み出された最先端の技術を習得し

社会から確かに必要とされるモノを
ワンチームで生み出していきませんか

転勤なし
長野で働く︕

転勤なし
長野で働く︕

豊富な知見と実績で匠の領域まで磨き上げられた
SUZUKIの製品を是非その目でお確かめください !!



ＴＰＲ株式会社（ブースＮｏ.４９）

【こんな方におすすめの会社です】

【若手社員に聞きました！】

●この会社を選んだ理由（志望動機）

●入社して実感した会社の魅力

人目には触れないところで重要
な製品を作っている会社がある
ことを知り、ものづくりメー
カーに興味を持つようになりま
した。

その中でも高い技術が求められ
る製品で高い世界シェアを維持
していたことが決め手です！

当社の行動指針の一つに「と
ことん話し合う」と掲げられ
ています。

お客様や同僚との何気ない会
話や真剣なディスカッション
から多くの製品が生み出され
ています。

コミュニケーションを大切に
する風通しの良い環境だと感
じます！

～はじめまして、ＴＰＲです～

燃費向上に大きく影響を与えるエンジン部品（ピストンリング・シリ
ンダライナ・バルブシート）の研究開発・製造・販売を行っています。

ピストンリングは極めて高い技術力が求められる製品。世界で５社
しか量産製造をすることができない特殊な部品を世界中の顧客に提供

しているのが当社です。シリンダライナは世界シェアNo.1を
誇っています。

さらに樹脂・ゴム・ナノ素材等、当社にとっての新分野への展
開も加速中！

100年に1度の大変革期と言われる自動車業界の未来を共に切り開く
仲間を求めています。

・機械、電気電子、材料工学を学んでいる方

・高分子材料（ゴム、樹脂）や炭素材料（ＣＮＴ等）を

学んでいる方

・自動車が好きな方

・自然豊かな環境（諏訪エリア）で技術を追求したい方



世界トップシェアクラスを誇る総合化学メーカー！ 
私たちの日常生活をあらゆる分野から支えています。 

＜NEWS＞ 

2017年1月、富山県に研究開発センターを新設。 

各分野の技術者が1ヵ所に集約されることで、技術者同士の

横の繋がりができ、意見交換のしやすい環境を作りました。 

最新の実験装置、機能的な環境、新築の綺麗な研究室で働

くことができます。 

2月8日（土）ブースNo.50でお待ちしております！ 

医薬品原体や中間体 

電子部品のベース基板となる 
セラミック基板 

液晶画面の偏光板に使われる 
光学フィルム用粘着剤 

化粧品向け機能樹脂 

屋外看板に使用される 
マーキングフィルム 

道路標識に使用される 
再帰反射シート 



「世界のエクセレントカンパニー」を目指し、世界約70カ国/地域で事業を展開

教育・福利厚生

■初任給 212,000円～（別途各種手当あり）

・入社後、数ヶ月の工場内生産研修
・e-ラーニング、社内外のセミナー、
階層別の育成プログラム・公的資格
取得奨励金、通信教育補助制度

■教育制度

・年間休日122日(週休2日）
・年次有給休暇初年度10日、最高20日
・時間単位有給休暇制度あり
・有給取得率：60％以上（目標70％）

■休日・休暇 ・定年年齢の延長（65歳）
・性別不問での育児休業制度・育休復帰後時差勤務
・短時間勤務・子育て看護休暇
・子育て応援企業「くるみん」の取得

■多様な
「働き方」

・各種社会保険、企業年金制度・社内預金制度
・従業員持株制度・財形貯蓄制度・団体生命保険制度 等

■各種
福利厚生

・寮（単身向け）・社宅(世帯向け）
いずれも少ない個人負担にて入居可能

※社有施設の無い地域は借上寮社宅制度あり

■寮・社宅

グローバルな事業展開と活躍の場

北中米、南米、 EMEA（ヨーロッパ・中東・アフリカ）、中国、アジア、日本の世界６極により、地域毎の特色を活かしながら
各社が主体となりグローバル事業経営を展開しています。

【ファスニング事業】
・早くから海外事業進出、約70カ国に展開
・世界同一品質により、世界中に活躍の場
・業界のリーディングカンパニー
・拡大市場（アジア・中国）： 量的拡大

⇒ ファストファッション・ボリュームゾーン対応強化
・成熟市場（日・米・欧）： 質的向上

⇒ アパレルに加え高級鞄、自動車分野の拡大

【ＡＰ事業】
・約10ヶ国の先進国/新興国で
持続的に成長

（アメリカ・アジア・中国中心）
・窓・ドアなどの商品を地域の特性を
とらえ、エリア別に開発・販売

・高い品質を武器に、更なる発展を

採用・選考情報

■選考方法
■募集職種
■勤務地
■求める人物像

★ 2020年3月1日ＹＫＫ GROUP My Pageよりエントリー受付開始 !

事務系／技術系 合計160名程度

本社および全国各支店・営業所・工場、海外

説明会 → エントリーシート・適性試験 → 面接(2～3回) → 内定

文理それぞれから、以下3点を備えた将来のＹＫＫグループを作っていくリーダー候補生を募集しています。

・明朗で前向きな姿勢 ・・・
・声の大きさ ・・・
・チャレンジ精神 ・・・

様々な問題に直面したときにそれらをしっかりと受け止め、乗り越えるために前向きな姿勢で努力し続けようとする姿勢
自ら意見を考え抜き、頭の中で整理し責任を持ち大きな声で発言しようとする姿勢
行動を伴った努力をし続けることで、もう一段の高みを目指そうとする姿勢
失敗を糧にバーを上げ、より高いレベルでの成功につなげようとする姿勢

(ＹＫＫ株式会社・ＹＫＫ ＡＰ株式会社)

会社概要

ＡＰ(建材)事業

ＹＫＫグループは、世界でもトップブランドのファスニング商品を持つ「ＹＫＫ株式会社」、
魅力的な空間を創造する建材商品の「ＹＫＫ ＡＰ株式会社」を中核として事業活動を行っています。
アパレル業界と建材業界、分野は違いますが、どちらの商品も「開口部」という点で共通しています。
服や鞄、窓やドアを見れば、すぐに見つけられる、それがＹＫＫグループの商品です。
また両事業の一貫生産を「工機」部門が支えているのが、大きな特徴です。

■従業員数
45,618名（国内/17,826名 海外/27,792名）

■主な中核会社
ＹＫＫ株式会社 【ファスニング事業】
ＹＫＫ ＡＰ株式会社 【ＡＰ(建材)事業】 ■売上高

7,477億円（ファスニング3,240億円/建材4,175億円他）

ファスニング事業

ＹＫＫグループ



あなたの創造力がMITSUBAの技術を支え、新たな”Technology spirit”を育てます。

ここには未来を切り開く職場あり、あなたを待っています。

私たちMITSUBAの仲間になりませんか?

私たちは、ゴムや合成樹脂を加工する機械をつくる会社です。大手自動車・電線メーカーに納入しています。

ゴムホースや、自動車のドア周りについているゴムパッキン。電線の周りを覆っている黒い部分も、材料を機械で加工し、作られた
ものです。他にも、通信ケーブルや医療現場のホースなど、機械を使って加工された製品は、様々な場所で見ることができます。

自動車向けゴムホースなどの押出成形機で

長年国内 トップクラスのシェア を誇っている。

顧客
•顧客の求める合理化、省人化、高品質化などさまざまなニーズに的確に対応。

海外
•ドイツやスイスなどの押出機メーカーとの業務提携、技術提携。

開発
•お客様のイメージに近い製品を開発するために、業界では初めて試験工場を建設。

社員
•社員一人ひとりがプロフェッショナル。

継承
•自社の基幹システムを全面的に再構築。

生産されるもの



（はやしやグループ） 

インターンシップ情報 

◆生産管理コース 

     2/14（金）：＠松本市 

◆食品業界研究セミナー 

    1/25（土）：＠静岡市 
    2/22（金）：＠名古屋市 
    2/26（水）：＠東京 

【当社の特色】 
・地域密着型の商品開発 
・若手社員が活躍中！ 
・カイゼン活動が活発 

【募集職種】 

総合職 商品開発 品質管理 生産管理 総務経理 

海外事業開発 農業事業開発 生産技術開発 

生物系歓迎！ 

ブース番号 

５３ 

【働き方サポート】 
・企業主導型保育所の設置 
・育児休業、短時間勤務制度 
・年次付与初年度16日、最大26日 

【事業内容】 大手コンビニ向け商品の企画開発・製造 



スマートフォンや身の回りにある印刷物は、ゴ
ムローラーがないと出来ません。それ以外にも
太陽光パネルや住宅業界、私たちが日々使って
いる生活必需品の生産ラインでもゴムローラー
が使われています。

当社がつくるゴムローラーとは

東京都、大阪府、千葉県、茨城県、他全国各地
※勤務地は地元、出身地を考慮します。

勤務地

かつら

株式会社加貫ローラ製作所
２月８日（土）
ブース№ ５４

お問い合わせ先：総務本部千葉総務課 小林
Ｔ Ｅ Ｌ ：04-7196-1710
Ｅ－ｍａｉｌ：h3382kob@katsura-roller.co.jp
Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.katsura-roller.co.jp/
あさがくナビからもエントリー可能です。

土日祝日休み！
年間休日１２１日

ＢｔｏＢメーカー

是非、当社ブースへお越し下さい！

創業１２１年



ブースNo.55

京都にある創立７０年の有機化学品メーカーです
卒業生も在籍しています

明成化学工業株式会社

紙・パルプ関連製品の開発・製造

繊維関連製品の開発・製造

機能性材料の開発・製造

こんなことやってます

ポリエチレンオキサイド
ポリウレタン
スペシャルティケミカルズ

界面活性剤、各種仕上げ剤
撥水剤、架橋剤、など

インクジェット用薬剤、抄紙
用粘剤、耐油剤、など

ラボ検討、スケールアップ、お客先へのプレ

ゼンまでを世界中にPRしていただきます

独身寮も完備

様々な分野に挑戦し続ける、
化学メーカーです。
皆さんも新しい挑戦を一緒
に始めませんか。

職種 : 研究開発職、技術営業職



No.56ショーワグローブとは？

・国内シェアNo.1手袋専業メーカー
・研究開発から設備開発、製造、販売まで自社で行う一貫生産体制
・世界初塩化ビニール製手袋の開発に成功

まだまだお伝えしたいことがたくさんあります。当日お会いできることを楽しみにしています。
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株式会社小林製作所
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富士登山

小林祭

新年会





We Create New Value

軽井沢工場 〒389-0293 長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106-73
東京本部 〒108-8330 東京都港区三田3-9-6

数々の製品で世界トップシェア総合精密部品メーカー


	0208-01　東芝
	0208-02　日世
	0208-03　多摩川精機
	0208-04　特種東海製紙
	0208-05　NBCメッシュテック
	0208-06　カーリット
	0208-07　クリタス
	0208-08　長印
	0208-09　サンリッツ
	スライド番号 1

	0208-10　ダイワボウグループ
	0208-11　ヤマハ発動機
	0208-12　レイズネクスト
	0208-13　津田工業
	0208-14　倉本産業
	0208-15　ジヤトコ
	0208-16　吉岡（株）
	0208-17　スタンレー電気
	スライド番号 1

	0208-18　パーパス
	0208-19　内田洋行ＩＴソリューションズ
	0208-20　国立印刷局
	0208-21　アスザックグループ
	0208-22　高安
	0208-23　長野電子工業
	0208-24　ケー・ティー・システム
	0208-25　綜研化学
	0208-26　太陽誘電
	0208-27　サンコロナ小田
	0208-28　日鉄カーボン
	0208-29　信越明星
	0208-30　ロキグループ
	0208-31　三菱自動車工業
	スライド番号 1

	0208-32　高木製作所
	0208-33　八光グループ 
	スライド番号 1

	0208-34　東海サーモ
	0208-35　エスケー化研
	0208-36　藤倉化成
	0208-37　ナガノトマト
	0208-38　キッツ
	0208-39　イハラニッケイ化学
	Sheet1

	0208-40　富士電機
	0208-41　日本毛織
	0208-42　ユポ・コーポレーション
	0208-43　日信工業
	0208-44　東山フイルム
	スライド番号 1

	0208-45　興和
	スライド番号 1

	0208-46　日本製紙
	0208-47　養命酒製造
	0208-48　鈴木
	0208-49　ＴＰＲ
	0208-50　日本カーバイド工業
	0208-51　YKKグループ
	0208-52　三葉製作所
	スライド番号 1

	0208-53　デイリーはやしや
	0208-54　加貫ローラ製作所
	スライド番号 1

	0208-55　明成化学工業
	スライド番号 1

	0208-56　ショーワグローブ
	0208-57　シナノ
	0208-58　小林製作所
	0208-59　名古屋製酪
	0208-60　ミネベアミツミ



