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1世界200社以上、従業員11万人 手がける製品は1万5000点以上

私たちは自らの手で“モビリティの未来をつくる”グローバルサプライヤーです

K-meet 参加決定！

“移動に感動を、未来に笑顔を。
採用情報の詳細はアイシン採用HPへ

クラウンLC500h
搭載

2021.  3/15 11:00-

アイシン精機とアイシンAWは

2021年4月“株式会社アイシン”へ
生まれ変わります

電動スライドドア車体

3/1～エントリー随時受付中

動画/AISIN_OP_1.mp4


エイブリックの採用HP
先輩社員インタビューも掲載！

エントリー受付中！
※3/1よりOPEN

エイブリック採用担当：飯田・小川・加藤・宮原
ＴＥＬ ：043-301-6803 e-Mail：fresh@ablic.com

次々と開発されるスマートフォン、生活を変えてしまう
IoT家電、進化を続ける自動車。身の回りの様々なもの
に使われているアナログ半導体。半導体技術の進歩は、社会の進歩です。私
たちは『Small Smart Simple』なアナログ半導体ソリューションでお客様に
感動を提供します。

世界一！ハマる、最先端をつくろう。

次々と開発されるスマートフォン、生活を変えてしまうIoT家電、進化を続け
る自動車。身の回りの様々なものに使われているアナログ半導体。半導体技
術の進歩は、社会の進歩です。『Small Smart Simple』なアナログ半導体ソ
リューションで私たちはお客様に感動を提供します。

世界一！ハマる、最先端をつくろう。 ABLIC 製品とソリューション

社名 エイブリック株式会社（英文名：ABLIC Inc.）

本店所在地 東京都港区三田3-9-6

資本金 92.5億万円

事業内容 アナログ半導体製品の設計、開発、製造および販売

株主 ミネベアミツミ株式会社 100％

設立 2016年１月5日

年間売上高 連結330.8億円（2019年度）

OB在籍数 9名

エイブリックの新技術CLEAN-
Boost®とは、これまで電力
として活用できなかった微小
な環境エネルギーを蓄電・昇
圧し、無線発信などを可能に
するエイブリック独自のエナ
ジーハーベストに最適な技術
です。インフラ、農業、ヘル
スケアなど様々な分野におけ
るIoT開発で無限の可能性を
秘めています。

蔵前就職情報交換の集い2021(K-meet) に参加します！

3月16日（火）10:00～12:00 セッション＃10
是非お立ち寄りください。

mailto:fresh@ablic.com


ENTRY & EVENT
INFORMATION
エントリー・各種イベントの応募方法
・各種イベントの詳細は、右記のQRコードからチェック！！
・行きたいイベントの「申し込む」ボタンをクリックして下さい。

※申し込みにはMypage登録が必要です。
※NTT Com公式HP(https://www.ntt.com/about-us/recruit/)や
マイナビ等からもプレエントリーが可能です
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NTTコムウェア

NTTコムウェアの採用ホームページへのリンクはこちら!

https://www.nttcom.co.jp/employ/recruit/

22年新卒採用向けとして、
3月1日にリニューアルオープン予定!

K-meetでお待ちしています!
NTTコムウェア セッション
3/15（月）13:00～、14:00～
推薦応募対象の系では個別説明会も開催予定!

まだ見ぬ未来を、共に創る
NTTコムウェアは、日本の通信インフラを支え、人々の暮らしを変えていきたいという想いを胸に、

お客さまに最適なソリューションを提供してきました。

私たちは品質と信頼性を追求し、 お客さまとともに考え、動き、真のパートナーとして新たなビジネス価値を「協創」していきます。

NTTコムウェアの風土
“古き良き” と “いまどき” が共存している!

日本の通信業界をICTで牽引してきた
実績・ノウハウを強みに、3つの事業を展開!

こんな方におススメ!
前例のないことをチャンスと捉え、

”挑戦”できる方
広いフィールドで活躍できるので、

やりたいことがたくさんある方

通信

エネルギー

研究開発
新規ソリューション 公共

金融

流通

古き良き
・面倒見が良い
（育成期間２年、研修しっかり）
・福利厚生が良い

古き良き
・面倒見が良い
（育成期間２年、研修しっかり）
・福利厚生が良い

いまどき
・服装カジュアル（ジーンズやスニーカーもOK!）
・働きやすい制度（フレックス勤務、リモートワーク）

・生産性、効率化重視（残業をより少なく）

・学部文理不問

いまどき
・服装カジュアル（ジーンズやスニーカーもOK!）
・働きやすい制度（フレックス勤務、リモートワーク）

・生産性、効率化重視（残業をより少なく）

・学部文理不問



1940年創業以来、変わらず受け継がれてきた「品質至
上」の精神。創業者、加藤正平の「易きにつくな。難き
にあたれ。」という信念がカリモクの礎となっています。

人間工学研究所が調査した日本人の3
万人のデータに加え実際に約1000人
の被験者が座ったときの心の感覚を
測定しデータを解析することで理想
の座り心地を追求しています。

人間工学に基づいて定めた
カリモク独自の7つの測定項目をクリアし
ている商品に「座り心地研究の椅子」とし
てカリモクのオリジナルマークを付けまし
た。

木とつくる幸せな暮らし

「品質至上」の精神

信頼性・品質において、カリモクはグローバルスタン
ダードを目指すために、世界に通用する基準を作り、
グループ統一の規格「ＫＧＩＳ」として自らに課して
います。ＫＧＩＳは、1970年代前半にスウェーデン
規格をベースとして作り上げられています。
厳しい基準をクリアした、安全・安心な製品だけを、
お客様のもとへお届けしています。

世界に通じる最高水準の家具作りのために 永く大切にお使いいただくために

自社でウレタン発泡まで手掛ける世界でも珍しい家具メーカーです。
最高の掛け心地を実現するために、ウレタン発泡技術の開発、研究
を自社で行っています。
家具用のウレタンではなく、自動車や新幹線などに使われているウ
レタンを使用することで耐久性を高めています。

最新の加工機械とハンドメイドの融合

機能を追求したデザイン

日本を代表する家具メーカー

材料の管理・調達から製造、販売、修理までを一貫し
て自社で行うグループ企業です。

最新の加工機械により効率化を図りつつ、職人の技を加えることで品質を高
めています。扱う材料が天然素材であるがゆえに、機械では判別できないこ
とや加工しきれないフォルムがあります。どちらもカリモクのものづくりを
支えるために欠かせないものです。

ニーズに合わせた商品の提供

資生堂 / BAUM（バウム） 「樹木との共生」をテーマに掲げるス
キン＆マインドケアブランド「BAUM」。商品パッケージの木製部
分をカリモクが製造、家具の製造工程で発生した小さい木材を再生
利用したアップサイクル木材を利用しています。
カリモクの持つ木工技術を活かして、家具・インテリア以外の取り
組みも拡大しています。

採用情報はこちら
人の生活に携わりたい方、
木を扱う製造業にご興味のある方は
是非ご応募ください

永く愛されるものづくりをしています。
お客様の暮らしに寄り添う家庭用や業務用の家具・イ
ンテリアの提案を行っています。



技術革新を支えるマザーツール

「計測器」の仕事
世界最大の電子計測器メーカー

キーサイト・テクノロジー株式会社
キーサイト・テクノロジーは、無線通信、コンピュータ、半導体、レーダーなど、さまざまな分野を
支える数多くの電子計測機器を開発・販売しています。

世界の電子計測業界をリードする会社で、最先端のその先を求め続ける仕事をしてみませんか。

フレキシブルな就業制度でワークライフバランスが実現できるなど、働きやすさも自慢です。

製品開発に興味がある方、世の中の技術発展を計測の側面から支えてみたい方のエントリーをお待ち
しています。（採用直結型のインターンシップを実施しています。）

【採用情報】

募集職種 ： 開発エンジニア、マーケティングエンジニア、
フィールドエンジニア（技術営業）、製造開発
ソリューションエンジニア など

応募方法 ：リクナビからエントリー

採用窓口 ： rec_college@keysight.com
採用HP ： http://www.keysight.co.jp/go/jobs



株式会社クボタ

●会社紹介

・現在の海外売上高比率は約68%。グローバルに事業を
展開しています。

・農業機械メーカーとしては、国内ではトップシェア、
世界では第3位です。

・小型建設機械やエンジンでも世界トップシェア製品が
あります！

是非、世界が直面する課題解決にともに挑戦しましょう！

3/3(水)「蔵前就職情報交換の集い」（K-meet）
にも出展しますので是非ご参加ください！

・第1セッション→15:00~16:00
・第2セッション→16:00~17:00
技術系OB社員2名も参加予定です！

●会社概要

■事業内容 「機械（農業・産業）」「水・環境シス

テム」「都市・インフラ」などの事業
分野のシステム・製品の研究開発・製造
および販売

■創業 1890年2月

■資本金 841億円

■売上高 連結 1兆8,532億円

■従業員数 連結 41,605名

■事業所 本社／大阪、東京

支社／札幌、仙台、名古屋、広島
福岡

工場／〈西日本〉7ヶ所
〈東日本〉4ヶ所

詳しい会社情報はこちらの企業パンフレットを
ご覧ください！

(2020年12月時点)

ものづくりを通して、人類の生存に欠かせない「食料・水・環境」の世界的課題解決に貢献

https://www.kubota.co.jp/report/pdf/digest2020.pdf


その使命感が、明日をつくる。

あらゆる社会課題を技術力で解決し、

「次の社会」をよりよいものにするエンジニアリング

廃棄物発電地熱発電

グローバルリモートセンタ

LNG基地 建築構造物バイオマス発電

下⽔汚泥ガス発電

エントリーはこちらから⇩
https://www.jfe‐eng.co.jp/saiyou/top.html



スズキ株式会社
■採用HP

https://saiyo.suzuki.co.jp/

■WEBセミナー

会社概要 http://seminar.jobtv.mynavi.jp/rlink?uc=50111vod01

技術職 http://seminar.jobtv.mynavi.jp/rlink?uc=50111vod02

第８回「蔵前就職情報交換の集い（K-meet）」 参加予定！

参加日 ： 2021年3月5日（金）15:00～16:00

コース種別：Ａコース

当日は東京工業大学出身のリクルーターが参加予定です。

スズキには学部・研究問わず活躍のフィールドがございます。

クルマ・バイクへの興味の有無に関わらず、ぜひご参加ください！

https://saiyo.suzuki.co.jp/
http://seminar.jobtv.mynavi.jp/rlink?uc=50111vod01
http://seminar.jobtv.mynavi.jp/rlink?uc=50111vod02


住友電気工業株式会社

1897年4月

99,737百万円

井上 治

283,910人

連結対象会社 416社（国内107社、海外309社）

連結売上高 3兆1,070億円
連結営業利益 1,272億円 （2020年3月末時点）

創業

資本金

社長

連結従業員数

グループ会社

業績

東京工業大学出身在籍者： 116人

住友電工採用サイト、マイナビサイトからご登録をお願いします！

https://job.axol.jp/cr/s/sei_22/mypage/login

3/17（水）#8 10:00～
K-meet に参加します！
是非、聴講ください！



学校
推薦
応募

自由
応募

技術力で真のエクセレントカンパニーを目指す。
エアコンのCMでお馴染みのダイキン工業ですが、当社の事業はそれだけではありません。
「空調」「化学」「油機・特機・電子システム」など、多様な事業を世界150ヵ国以上で展開しています。
そして世界で唯一「空調」と「冷媒ガス」を併せて生産をしている強みを活かし、環境先進企業として真のエクセレントカンパニーを目指します。

ダイキン工業株式会社

▶お知らせ

蔵前就職情報交換の集い（K-meet）に参加致します！
日程：2021年3月1日（月） 時間： 10時～／ 11時～

当日は最前線で活躍する東工大OBが出席致します。皆様のご参加を心よりお待ちしております！

▶募集職種コースについて（予定）
①技術系募集職種（学校推薦か自由応募での応募が可能。学校推薦の有無に関してはキャリアセンター就職担当教授にご確認下さい）
技術職コース、技術営業（空調）コース、化学事業コース、グローバルITセキュリティ・インフラコース、
デザインコース、KDDコース、知的財産ンコース、コンタクトセンター企画運営コース。

②事務系募集職種
事務系コース、コンタクトセンター企画運営コース

▶選考ステップについて

STEP1

プレエン
トリー

STEP2

学内セミナー
動画セミナー

の閲覧
OBOG大学訪問へ

参加
※任意

STEP3
求人票の
有無を確認

STEP3
ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ提出

STEP4
適性検査

STEP5
面談

STEP4
マッチング面談申込

ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ提出、適性検査

STEP5
面談

STEP6
学校推薦
書類提出

内
々
定

【お問合せ先】ダイキン工業株式会社 人事本部採用グループ 新卒採用担当宛 E-mail：entry_q@daikin.co.jp

mailto:entry_q@daikin.co.jp


＜概要紹介＞
私たちは、社名にあるように中部地方を主な事業エリアとしています。
事業内容は電気事業、ガス事業etc・・・
本社は愛知県名古屋市にあり、家庭や産業をエネルギーの安定供給という観点から支え続け
ています！
また、エネルギーに捉われず、お客さまや地域が抱えている様々な課題の解決に資するサー
ビスの提供を通じて、エネルギーインフラから、コミュニティサポートインフラへ進化させていくこ
とにも、挑戦をしています！

＜自社セミナーのお知らせ＞
各技術系職種で活躍している先輩社員と
少人数で対話することができるセミナーを
開催します。予約は3月1日より、当社採用
マイページにて受付開始いたします。

日程：2021年3月6日（土）、7日（日）、9日（火）
参加には予約（先着順）が必要です。

中部電力株式会社



化学系

職  種

専  攻

機械系

電気系

制御系

土木建築系

IT・情報工学系

プロジェクト
コントロール系

事務系

応用化学、化学工学、石油工学、
材料工学、バイオ・医薬など

機械工学、精密工学、材料工学、
航空・船舶工学、資源工学など

電気・電子工学、電力工学、
制御工学、通信工学、計測工学、
情報工学、機械工学など

制御工学、化学工学、機械工学、
その他理工学系など

土木、建築、建設、
社会工学など

ITシステム、情報工学、
管理工学など

経営工学、金融工学など

経済、経営、商、法、
その他理系を含む全学部学科
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※1 Health, Safety and Environment の略　　※2 Safety, Quality, Environment, Information security の略

専攻と職種

総合エンジニアリング企業として、
英知を結集し研鑽された技術を駆使してエネルギーと
環境の調和を目指して事業の充実を図り、
持続可能な社会の発展に貢献します。

経営理念

未来エンジニアリング －A Grand Opportunity for the Future－
私たち千代田化工建設グループは、
技術と情熱でエネルギーと地球環境の未来を創る、
新しいリーディングエンジニアリングカンパニーを目指します。

経営ビジョン
－千代田化工建設グループが目指す姿－

CHIYODA REPORT 2020
エネルギーと環境の調和を目指して

千代田化工建設株式会社

TEL：045-225-7738（ダイヤルイン）
E-Mail：jinji-shinsotsu@chiyodacorp.com

〒220-8765  横浜市西区みなとみらい4丁目6番2号
みなとみらいグランドセントラルタワー
人事部　グローバルHRセクション

あなたが一生をかけて
極めるキャリアがある。

配属となった部署で業務の基礎知識や、
CHIYODA personとしての基本を身につ
けていきます。また総合職は若手のうちに
研修へ参加し、グローバルビジネスを体験。
異文化を肌で感じることで大きな成長につ
ながっていきます。

1年目

それぞれに与えられたポジションで、まだ
まだ勉強の日々ながらも、責任ある仕事を
任されるようになります。周囲と協力して
確実に成果を上げていけば、さらに大きな
仕事を託されるように。自分を伸ばしてい
くチャンスはたくさんあります。

3年目

この頃から、プロジェクトに参加する機会
が。最初はプロジェクトのメンバーとして、
リーダーのもとで現場経験を重ねていきま
す。建設現場は、様々なバックグラウンド
のスタッフと共に働きます。彼らをまとめ
て仕事を進めていく経験も、自らの大きな
糧となっていきます。

5年目

これぐらいのキャリアを積むと、チームの
リーダーに昇格します。プロジェクトに対
する責任はいっそう重くなっていきます
が、それだけにやりがいも大きくなります。
また、チームの後輩たちの教育や指導も大
切な仕事であり、力を入れて取り組んでい
きます。

8年目

この頃になると、自分が当初から設計や計
画、あるいはサポート役として関わったプ
ロジェクトが完遂するシーンを味わうこと
ができます。初めてプラントが稼働する瞬
間は、まさに感動の光景。他の仕事ではな
かなか味わえない、CHIYODAならではの
醍醐味です。

10年目

グループリーダーに昇格し、たくさんのメ
ンバーを率いてプロジェクトを推進してい
く立場に。顧客の上層部とプロジェクトの
方向性や予算・スケジュールについて折衝
する機会も増え、また新規プロジェクト獲
得のための提案活動にも力を注いでいくこ
とになります。

15年目

プロジェクト全体の責任者を務めるプロ
ジェクトマネジャー、あるいは各部門を統
括するマネジャーなど、会社全体に大きな
影響を与える立場に。CHIYODAで20年
キャリアを積めば、グローバルにどんなポ
ジションでも活躍できる人材になっている
はずです。

20年目

キャリアステップ

Engineering changes the world.
[電子パンフレット：企業研究用資料 ]

詳しくはこちら
[電子パンフレット]

2020.10

P&ID Akiyama
NOTE
K-meet3月4日(木)　 13:00～ #14参加しております。

P&ID Akiyama
画像

P&ID Akiyama
NOTE
本選考入口QRコード→



ＴＤＫ株式会社
〈海外売上比率91.8％のグローバルカンパニー〉

インダクティブ
デバイス

セラミック
コンデンサ

圧電材料部品
回路保護部品

高周波部品 アルミ電解コンデンサ
フィルムコンデンサ

センサ/MEMS HDD用磁気ヘッド マグネット

エナジーデバイス 電源

フラッシュメモリ応用デバイス 電波暗室 メカトロニクス

1935年、東京工業大学電気化学科で発明されたフェライトを世界で初めて工業化するため、東京電気化学工業(現ＴＤＫ)が設立されました。
ＴＤＫはフェライトで培った磁性技術を基に、オリジナリティと高い価値をもった、社会の発展を支える製品を創造し続けてきました。
現在では、世界30の国・地域で200以上の拠点を有する、電子部品・電子デバイスのグローバルカンパニーとなっております。

3月3日 K-meet
参加いたしま
す！



【3月会社説明会予約受付中！！】
ZOOMを使用したWEB説明会（LIVE配信/30分間）です。
当社では一次面接（個人）から役員が担当します。
まずは当社をしっかりご理解いただきたく、
こちらの会社説明会へご参加いただいた方に、
選考のご案内をさせていただきます。

★東工大OB 多数活躍中！★東証一部上場 ★1953年設立以来 黒字経営 ★研修制度充実

（株）東陽テクニカ 【研究・開発の最前線 計測プロ集団】

◆“はかる”技術が無ければ、新しい製品が世に出ることはありません◆
我々の強みは、商社であり、メーカーであること。
お客様の研究開発を促進するため、最先端の計測ツールを世界各国から
輸入・提供するにとどまらず、その修理や校正といった技術支援、
一部開発も自社にて行っています。

【自社PR】
★ノーベル物理学賞に自社開発測定器が貢献（青色LEDの基礎研究において）
★働きやすい環境（東京本社勤務／7時間定時制（フレックス）／テレワーク等）

（リクナビ2022会社説明会ご予約画面QRコード↑ ）

（連絡先）人財総務部 採用担当 柁谷（かじや）メール：recruit@toyo.co.jp



Online Seminar（K-meet）

2021/3/2 15:00～16:00

22年卒 蔵前就職情報交換の集い
K-meet（凸版印刷）

2021年3月2日（火） 15:00～16:00

企業説明･OB仕事紹介（40分） 質疑応答（10分）

創業121年、幅広い事業領域が魅力！

トッパンの自慢は『人財』です。「人間尊重」の精神を基本に
事業活動を行い、個人の能力の最大化と社員がチームと
なり、シナジーを発揮し、「印刷テクノロジー」をベースに
25,000社を超えるお客様の多様な課題に、オーダーメイド
のソリューションを提供し、課題解決する事が醍醐味です。
BtoBtoCのビジネス形態で、凸版の事業を知る学生は
少ないですが、事業領域が広く、学生の皆さんが活躍できる
フィールドが必ずあります。トッパンは可能性をデザインします。

東京工業大学OBOG在職者139名
21年卒 技術職内定者10名

2月末までの社内オンラインセミナーの
エントリーURLはこちら

https://job.axol.jp/cr/s/toppan_22/entry_3102290909/

3月1日からの採用選考応募の
エントリーURLは弊社HPより

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



A-1株式会社ニコン

2021年度定期新卒採用情報は弊社採用HPよりご確認ください。





日本電波工業株式会社
NDKグループ
国内８拠点
海外９拠点

●当社の特長

■ 1948年設立のグローバル電子部品メーカー
■ 海外売上高比率約80%
■ 東証一部上場 IFRS任意適用国内第一号

●製品の特長

水晶デバイスは、水晶の持つ「圧電性」を利用した電子部品であり、携帯電話・スマートフォン等の各種電子

機器、クォーツ時計、家電製品、自動車部品、無線LAN等の無線通信機器、オシロスコープやレーザ装置等の

各種計測機器・実験装置等には必要不可欠な製品です。

近年では、先進運転支援システム(ADAS)、IoT関連の各種機器、スマートメーター、各種センサー用途、

航空・宇宙関連事業等、そのニーズはますます広がりをみせています。 スマホから人工衛星まで
身近な製品の内部で

水晶デバイスが活躍しています

●会社概要
事業内容 ：人工水晶、各種水晶振動子、水晶発振器、水晶フィルタ、医療用探触子等の開発・製造・販売
売上高 ：394億6,800万円（2019年度 連結、国際会計基準）
従業員数 ：単体707名、グループ2,994名（2020年3月31日現在）
株式 ：東証一部上場（証券コード：6779）
主な事業所 ：本社（東京都渋谷区）、狭山事業所（埼玉県狭山市）、中部営業所（愛知県岡崎市）、

関西営業所（大阪府大阪市）、千歳テクニカルセンター（北海道千歳市）

【お問い合わせ先】
〒151-8569
東京都渋谷区笹塚1-47-1 メルクマール京王笹塚
総務人事部 人事課 採用担当

E-mail : recruit@ndk.com
TEL : 03-5453-6707（人事課直通）
URL : http://www.ndk.com/jp/

当社採用HPは
こちらから！

会社紹介パンフレット・動画
はこちらから！

リクナビ(2/15~)は
こちらから！



採用ＨＰ
QRコード

売上高 ：578億2,200万円（2019年3月期）
経常利益 ：122億円（2019年3月期）

（過去7年連続ROS（売上高経常利益率）20%超）
従業員 ：630名（2020年3月現在）
海外ｻｰﾋﾞｽ拠点 ：ドレスデン（ドイツ）、アイダホ・カルフォルニア（米国）

オレゴン（米国）、新竹（台湾）、華城（韓国）
研究開発拠点 ：ニューヨーク（米国）
主要株主 ：東芝デバイス＆ストレージ株式会社（100%）
その他 ：借上げ社宅制度、奨学金支援制度有り

≪本社・開発・製造拠点≫
横浜市磯子区新杉田

※シングルビーム市場

3月16日（火）13:00～【蔵前就職情報交換の集い】出展！ ◎ご参加お待ちしております◎

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiprYaUiMDXAhUEw7wKHXxZADUQjRwIBw&url=http://www.nuflare.co.jp/&psig=AOvVaw3PBlK-RoCIXrVjEmu4-J-N&ust=1510817553541331


次世代ネットワーク技術

高性能・高信頼 ＩＴ基盤技術

各種センサ・ヒューマンインターフェース技術

社会インフラを支えるＮＥＣのＩＣＴ

））））））
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海底

空港

港

工場

鉄道

道路

企業 電波塔

放送局

重要施設

郵便局

物流基地

病院

行政

消防署
通信 小売店

ダム・水道

宇宙

光海底ケーブル

海底地震計

航空管制

指紋認証

銀行ＡＴＭ

各種業務システム

デジタルＴＶ送信

ＴＶスタジオ

電子カルテ

電子政府
水管理

漏水検知 ＰＯＳ

港湾監視

水中監視

生産管理
工場管理

鉄道通信 交通管制 施設監視 郵便区分機
物流

消防システム
通信システム

衛星通信・地球観測

テレコム
キャリア

パブリック
エンター
プライズ

ｼｽﾃﾑﾌﾟ
ﾗｯﾄﾌｫｰﾑ事業領域：

「海底から宇宙まで」
NECは、ICTを活用して社会をつくります！

ぜひNECグループサイトにお越しいただき、

NECの事業・仕事への理解を進め、キャリアイメージ形成にお役立てください！

https://job.axol.jp/cr/s/necgroup_22/entry/

銀行







社員数
（2020年4月1日現在）

営業収益
（2019年度期末 連結決算）

51,560人

29,466億円

事業概要

JR東日本（東日本旅客鉄道株式会社）

事業エリア
IT・Suica
サービス

Suicaを軸としてリアルと
デジタルのネットワークを
融合させた新たな価値
を提供

・世界一ご利用いただいている鉄道会社
・首都圏と5方面に伸びる新幹線
・簡単に真似できない競争優位性

お客さまに「信頼と豊かさ」を提供します

グローバル
ゲートウェイ品川 竹芝ウォーターフロント

営業線区

営業キロ

69線区

7401.7キロ

生活サービス
エキナカ・不動産等

お客さまのライフシーンを
彩る生活サービスを創造

輸送サービス
駅・乗務員等

安全で品質の高い
サービスを提供し地域
の発展に貢献

採用HPはこちら→



K-meet参加情報

蔵前就職情報交換の集い
（K-meet）に参加します！

日時：2021年3月15日(月)
11:00～12:00

ぜひご参加ください！



© 2021 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

ブラザー工業とは？

幅広く事業を展開。
海外売上比率80%以上の

グローバル企業

POINT 1

POINT 2

1908年創業。
失敗を恐れず挑戦する社風

ブラザーでは、製品の企画から生産まで幅広い業務に携わる機会があります。
モノ創りを通して若手のうちから様々なことにチャレンジしてみたい方、ぜひチェックしてください！

新卒採用ウェブサイトはこちら（右のQRコードからもアクセスできます）
https://www.brother.co.jp/corporate/bil/recruit/fresh/index.aspx

【企業概要】
本社: 愛知県名古屋市 事業内容: プリンター、ミシン、工作機械などの企画・開発・製造
売上収益: 連結6,372億5,900万円 (2019年度) 従業員数: 連結 37,697名 / 単独 3,800名 (2020年3月31日現在)
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東工大 電気電子系・情報通信系 学生の皆さま

題名に【Honda 3/10説明会 参加希望】 を記入しご連絡を。
hm_honda_titech_u_e@hm.honda.co.jp

2021/3/10（水）14:00~16:00
東工大OB/OG：4名参加予定
参加予定OB/OG領域：電動化・ロボット・コネクティッド・HMI
リアルタイムでのチャット・質疑も受け付けます！

2021/3/3（水）
①13:00~ ②14:00~
③15:00~ ④16:00~
東工大OBリーダー
3名参加予定
機械系・材料系・電情経系

ネットだけでは知れない現役社員による
『正直トーク』をお届けします！どんな質問でも答えます！

Hondaへ学校推薦を検討中の方

Hondaに興味をお持ちの方はまずは会員登録をお願い致します。＞Honda Recruiting Site https://www.honda-recruit.jp

電情系
担当OB

Honda
単独Web
セミナー

Honda

K-meet
参加日程

まずは会社概要を聞きたい方

東工大学生向けの会社説明会
各系：担当OBリーダーのご紹介

本格的な就職活動がスタートする。
自分はどんな仕事をしたいんだろうか？

世界は何を求めてるんだろうか？
世のため人のため、自分たちが何かできることはないか

どうなるかじゃない、どうするかだ。
未来へ踏み出す君が自分のために働ける場所かを確かめてほしい。

https://www.honda-recruit.jp/
mailto:hm_honda_titech_u_e@hm.honda.co.jp?subject=%E3%80%90Honda%E3%80%803/10%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A%E3%80%80%E5%8F%82%E5%8A%A0%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E3%80%91


Micron Confidential

Micron Confidential

マイクロンメモリジャパン合同会社

米国No.1メモリメーカーのエンジニアに

マイクロンは、米国No.1メモリメーカーとして、最先端の半導体メモリを開発・生産しています。
製品はDRAM、NANDフラッシュ、NORフラッシュなど多岐にわたり、主要なメモリを全て製造して
いる唯一のメーカーです。世界中から半導体のトップエンジニアが集結する環境で、社員は様々な
形でグローバルを舞台に活躍しています。

【募集職種】
■生産技術開発職
プロセスエンジニア／装置エンジニア
製品技術エンジニア／生産工学エンジニア
生産施設エンジニア／品質管理エンジニア

■データサイエンティスト

【募集人数】200名程度
【募集学部】学士・修士・博士 専攻不問
【勤務地】広島県東広島市
【応募方法】リクナビ・マイナビよりエントリー
【お問合先】ﾏｲｸﾛﾝﾒﾓﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ採用チーム

micron_saiyo@disc.co.jp





Copyright © Murata Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved.Copyright © Murata Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved.

2020年12月竣工
みなとみらいイノベーションセンター

地理的メリットを
活かし、注力市場・

新規市場に向けた革新的な
製品・サービスや新規事業を

創出します

【マイページ】

選考情報はこちらから、
ご確認ください

村田製作所は

総合電子部品メーカーです。

「セラミックス」や「有機材料」などを
用いた電子部品や、それを用いた
回路モジュールを開発・生産・
販売しています。



日時

3/5(FRI)

めーちゃん たーくん

QRコードから、ぜひ会社
HPをチェックしてみてね！



AI・IoT×消防・防災・環境技術

ガーデニングの基礎知

識

秋の寄せ植え

説明会ご予約はマイナビにて受け付けております。 ※満席の場合はお手数おかけいたしますが、下記お問い合わせ先までご連絡下さい。

株式会社モリタホールディングスお問い合わせ

3/3（水）13:00～17:00
蔵前就職情報交換会出展

消防隊員の安全管理システム、製
品の遠隔監視やリモートメンテナン
ス、AIによる炎の危険性判断など、
AI・IoT技術を活用した研究開発に
力を入れています。

「人と地球のいのちを守る」モノづくりを情報・電気系技術者が支えています！

人事部 人財開発課 新卒採用担当
Tel. 06-6208-1913（直通） mail. recruit@morita119.com



ヤマハ発動機はこんな会社！

グローバル

幅広い事業

自由闊達で挑戦できる風土

海外売上比率9割！
200を超える国や地域で製品が活躍

陸・海・空にわたり15の事業を展開

風土を活かした様々な活動を用意

従業員数 52,437人(連結)10,359人(単体)

売上高 １兆4,713億円(連結)

所在地 静岡県磐田市

関係会社 国内24社 海外111社

選考情報はマイページよりご案内します。→



株式会社リコー

リコーが手掛けるのは、コピー機やプリンターだけではありません。
これまで培ってきた光学技術や画像技術、プリンティング技術などを応
用し、社会インフラや全天球映像ソリューション、ヘルスケアなど、新
しい技術や製品・サービスにも挑戦しています。
詳細はWEBサイトもご覧ください。

リコーは、オフィス向け製品・サービスをはじめ、商用・産業印刷、
社会インフラサービスなどを世界約200の国と地域で提供するグロー
バル企業です。
新しい価値を生む製品、ソリューション、サービスを中心に、デジタ
ルカメラや産業用製品など、幅広い分野で事業を展開しています。
想像力の結集で、変革を生み出す。
リコーグループは、これからも「imagine. change.」でお客様に新し
い価値を提供していきます。

道路インフラ点検
路面性状モニタリングシステム

360°カメラ
RICOH THETA超高速インクジェット印刷機

RICOH Pro VC70000

各種回路設計、半導体、電源制御、
各種センシング、通信ネットワーク etc.

クラウドプラットフォーム、AI、画像処理、
エッジデバイス制御(組込ソフト)、
技術ソリューション提案、ビッグデータ解析 etc.

例えば、こんな技術や仕事があります！

電気電子系

情報系

Technology & Job

脳磁計
RICOH MEG

Future & New Value

• 採用WEBサイト http://jp.ricoh.com/jobs/about/
• 東工大リクルーターチーム zjp_rec22_tokyotech@jp.ricoh.com
※東工大出身OB社員がサポートします！

• 人事部採用センター zjc_saiyo_newgrad@jp.ricoh.com

More Information & Contact

K-meetでもお待ちしています！
3/2(火) 13:00/14:00/15:00/16:00
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~BIG IDEAS FOR EVERY SPACE~

ルネサス エレクトロニクス
2022年度 新卒採用

あなたも半導体エンジニアになりませんか？
これまでの研究を活かしたい方も、新しいチャレンジをしたい方もご応募お待ちしております

ルネサス マイページ

お 問 い 合 わ せ

ルネサスは日本を代表する半導体企業として、
世界中の企業に半導体リューションを提供する、

世界有数の半導体専業メーカーです。
世界トップクラスのシェアを誇るMCU製品を軸に、

SoC（システム・オン・チップ）およびアナログ＆パワーデバイスと
主要製品群は多岐にわたり、幅広い用途分野における半導体の
研究・開発、設計・製造および販売を事業分野としています。

会 社 概 要

ルネサスエレクトロニクス 東京工業大学リクルータチーム
E-Mail：toukoudai@renesas.com

蔵前就職情報交換の集い2021(K-meet)に参加予定

日時：3月2日 10:00～11:00 セッション7

ご興味のある方は是非ご参加ください

採用情報の詳細については ”ルネサス 新卒採用” で検索ください！
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