
無印・・・推薦
#・・・・自由応募
(#)・・・自由応募推薦応募
%・・・・推薦で指定人数あり

2012年度入社対象就職情報

●あ行
会社名 募集対象 連絡先等

12-34
21-80
12-111

(#)
(#)
(#)

アサヒカセイ 旭化成株式会社 2012年度入社対象 http://www.asahi-kasei-jobs.com

12-29 アサヒガラス 旭硝子株式会社 2012年度入社対象 http://www.agc.com/recruiting/recruit/bosyu.html

12-3
12-52

#
#

アルバック 株式会社アルバック 2012年度入社対象 http://www.ulvac-recruit.jp

12-64 イビデン イビデン株式会社 2012年度入社対象 http://www.ibiden.co.jp
12-78 $ ウシオデンキ ウシオ電機株式会社 2012年度入社対象 http://www.ushio.co.jp
12-79 (#) ウベコウサン 宇部興産株式会社 2012年度入社対象 http://www.ube-recruit.com
12-120 # エフビーエス 株式会社ＦＢＳ 2012年度入社対象 http://www.f-b-s.jp/
12-95 % エヌオーケー ＮＯＫ株式会社 2012年度入社対象 http://www.nok.co.jp
12-42 # エヌ・ティ・ティソフトウェア ＮＴＴソフトウェア株式会社 2012年度入社対象 http://www.ntts.co.jp/
●か行

会社名 募集対象 連絡先等
12-43 (#) カネカ 株式会社カネカ 2012年度入社対象 http://www.kaneka.co.jp
12-57 % キャノン キャノン株式会社 2012年度入社対象 http://2012.saiyo.jp/canon/
12-50 % キョウセラ 京セラ株式会社 2012年度入社対象 http://www.kyocera.co.jp/recruit/new/index.html
12-11 クラレ 株式会社クラレ 2012年度入社対象 http://www.kuraray.co.jp/
12-28 (#) ケーワイビー KYB株式会社 2012年度入社対象 http://www.kyb.co.jp/
12-81 コニカミノルタ コニカミノルタホールディングス株式会社 2012年度入社対象 http://konicaminolta.saiyo.jp/2012/
●さ行

会社名 募集対象 連絡先等
12-6 # サンヨウカセイコウギョウ 三洋化成工業株式会社 2012年度入社対象 http://www.sanyo-chemical.co.jp/recruit/top/jpn/index.htm
12-68 ジェイエックスニッコウニッセキキンゾク ＪＸ日鉱日石金属株式会社 2012年度入社対象 http://www.jx-nmm-recruit.com
12-5 ジェイエスアール ＪＳＲ株式会社 2012年度入社対象 http://www.jsr.co.jp/rc/index.html

12-15
12-49

#
ジェイエフイースチール ＪＦＥスチール株式会社 2012年度入社対象 http://www.jfe-steel.co.jp/saiyou/

12-23 % ジェイテクト 株式会社ジェイテクト 2012年度入社対象 http://www.jtekt.co.jp
12-31 # システナ 株式会社システナ 2012年度入社対象 http://www.systena.co.jp/
12-116 # シマネケンケイサツ 島根県警察警察本部科学捜査研究所 2012年度入社対象 http://www.pref.shimane.lg.jp/jinjiiinkai/
12-83 (#) ジャステック 株式会社ジャステック 2012年度入社対象 http://www.jastec.co.jp/
12-36 (#) シンエツカガクコウギョウ 信越化学工業株式会社 2012年度入社対象 http://www.shinetsu.co.jp/j/recruit/
12-102 # シンコウベデンキ 新神戸電機株式会社 2012年度入社対象 http://www.shinkobe-denki.co.jp/
12-88 % シンニホンセイテツ 新日本製鐡株式会社 2012年度入社対象 http://www.nsc.co.jp/recruit/
12-99 % スズキ スズキ株式会社 2012年度入社対象 http://saiyo.suzuki.co.jp/
12-56 スミトモオオサカセメント 住友大阪セメント株式会社 2012年度入社対象 http://www.soc.co.jp/saiyou/
12-10 スミトモカガク 住友化学株式会社 2012年度入社対象 http://www.sumitomo-chem.co.jp
12-53 % スミトモキンゾクコウギョウ 住友金属工業株式会社 2012年度入社対象 http://www.sumitomometals.co.jp/
12-76 % セイコーインスツル セイコーインスツル株式会社 2012年度入社対象 http://www.sii.co.jp/
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無印・・・推薦
#・・・・自由応募
(#)・・・自由応募推薦応募
%・・・・推薦で指定人数あり

2012年度入社対象就職情報

●た行
会社名 募集対象 連絡先等

12-58 % ダイニホンインサツ 大日本印刷株式会社 2012年度入社対象 http://www.dnp.co.jp
12-47 (#) タイヘイヨウセメント 太平洋セメント株式会社 2012年度入社対象 http://www.taiheiyo-cement.co.jp/
12-17 # チッソ チッソ株式会社 2012年度入社対象 http://www.chisso.co.jp/index.asp
12-33 ティーアイエス ＴＩＳ株式会社 2012年度入社対象 http://www.tis.co.jp/recruit/
12-27 # ディーアイシー ＤＩＣ株式会社 2012年度入社対象 http://www.dic.co.jp/
12-4 ティーディーケー ＴＤＫ株式会社 2012年度入社対象 http://www.tdk.co.jp/
12-9 % トウカイカーボン 東海カーボン株式会社 2012年度入社対象 http://www.tokaicarbon.co.jp/

12-84
12-112

%
%

トウシバ 株式会社東芝
*4/6東日本大震災の影響で選考開始時期変更

2012年度入社対象 http://www.toshiba.co.jp

12-51 (#) トウソー 東ソー株式会社 2012年度入社対象 http://www.tosoh.co.jp/
12-73 # トウヨウゴウセイ 東洋合成株式会社 2012年度入社対象 http://www.toyogosei.co.jp/
12-61 (#) トウヨウビジネスエンジニアリング 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 2012年度入社対象 http://www.to-be.co.jp/
12-40 (#) トウヨウボウセキ 東洋紡績株式会社 2012年度入社対象 http://www.toyobo.co.jp
12-44 (#) トウヨウセイカン 東洋製罐株式会社 2012年度入社対象 http://www.toyo-seikan.co.jp/
12-70 トウレ 東レ株式会社 2012年度入社対象 http://www.toray.co.jp/

12-86 (#) ドウワホールディングス ＤＯＷＡホールデ
*2007.3社名変更　同和鉱業㈱

ィングス株式会社
→DOWAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

2012年度入社対象 http://www.dowa.co.jp/

12-25 # トウワヤクヒン 東和薬品株式会社 2012年度入社対象 http://www.towayakuhin.co.jp/
12-66 トクヤマ 株式会社トクヤマ 2012年度入社対象 http://www.tokuyama.co.jp
12-75 (#) トッパンインサツ 凸版印刷株式会社 2012年度入社対象 http://www.toppan.co.jp
12-7 トヨタテクニカルディベロップメント トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 2012年度入社対象 http://www.toyota-td.jp
●な行

会社名 募集対象 連絡先等

12-92
12-106

%
%

ニコン 株式会社ニコン
*3/25東日本大震災の影響で選考開始時期変更

2012年度入社対象 http://www.nikon.co.jp

12-41 ニッキ 日揮株式会社 2012年度入社対象 http://www.jgc.co.jp
12-203 (#) ニットウデンコウ 日東電工株式会社 2012年度入社対象 http://www.nitto.co.jp/recruit/index.html
12-97 # ニホンゲンシリョクカイハツキコウ 独立法人日本原子力開発機構 2012年度入社対象 http://www.jaea.go.jp
12-101 (%) ニホンセイシ 日本製紙株式会社 2012年度入社対象 http://www.np-g.com/recruit
12-37 ニホンショクバイ 株式会社日本触媒 2012年度入社対象 http://www.shokubai.co.jp/

12-9
12-117

(#)
(#)

ニホンゼオン 日本ゼオン株式会社 2012年度入社対象 http://www.zeon.co.jp

12-82 (#) ニホンデンキガラス 日本電気硝子株式会社 2012年度入社対象 http://www.neg.co.jp
12-69 ニホントクシュトウギョウ 日本特殊陶業株式会社 2012年度入社対象 http://www.ngkntk.co.jp/
12-59 # ニホンプロセス 日本プロセス株式会社 2012年度入社対象 http://www.jpd.co.jp/
12-26 (#) ニホンペイント 日本ペイント株式会社 2012年度入社対象 http://www.nipponpaint.co.jp/
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無印・・・推薦
#・・・・自由応募
(#)・・・自由応募推薦応募
%・・・・推薦で指定人数あり

2012年度入社対象就職情報

●は行
会社名 募集対象 連絡先等

12-48 # ハママツホクトニクス 浜松ホトニクス株式会社 2012年度入社対象 http://jp.hamamatsu.com
12-30 (#) ハヤシテレンプ 林テレンプ株式会社 2012年度入社対象 http://www.hayatele.co.jp/
12-91 # ハンドウタイエネルギーケンキュウショ 株式会社半導体エネルギー研究所 2012年度入社対象 http://www.sel.co.jp
12-54 ヒタチカセイコウギョウ 日立化成工業株式会社 2012年度入社対象 http://www.hitachi-chem.co.jp

12-87
12-104
12-107

%
%

ヒタチセイサクショ 株式会社日立製作
*3/25東日本大震災の影響で選

所
考開始時期変更

2012年度入社対象 http://www.hitachi.co.jp/

12-22 (#) ヒタチジョウホウセイギョソリューションズ 株式会社日立情報制御ソリューションズ 2012年度入社対象 http://www.hitachi-ics.co.jp
12-115 # ヒタチソリューションズ 株式会社日立ソリューションズ 2012年度入社対象 http://www.hitachi-solutions.co.jp
12-55 % ヒタチデンセン 日立電線株式会社 2012年度入社対象 http://www.hitachi-cable.co.jp/index.html
12-96 # ヒタチハイテクソリューションズ 株式会社日立ハイテクソリューションズ 2012年度入社対象 http://www.hitachi-hitec-solutions.com/

12-100
12-113

%
%

ヒノジドウシャ 日野自動車株式会
*4/21東日本大震災の影響で選

社
考開始時期変更

2012年度入社対象 http://www.hino-global.com/j/

12-19 # ビービット 株式会社ビービット 2012年度入社対象 http://www.bebit.co.jp/
12-18 # ヒロタトッキョジムショ 廣田特許事務所 2012年度入社対象 http://www.hirota-pat.com/

12-65
12-94

(%)
(%)

フジフイルム 富士フイルム株式会社 2012年度入社対象 http://fujifilm.co.jp/

12-89 (%) フジゼロックス 富士ゼロックス株式会社 2012年度入社対象 http://www.fujixerox.co.jp/

12-90
12-109

%
%

フジツウ 富士通株式会社
*3/29東日本大震災の影響で選考開始時期変更

2012年度入社対象 http://jp.fujitsu.com/

12-21 (#) フジツウシステム・イースト 株式会社富士通システム・イースト 2012年度入社対象 http://jp.fujitsu.com/feast/

12-16
12-110

(#)
(%)

フジツウフロンテック 富士通フロンテッ
*3/29東日本大震災の影響で選

ク株式会社
考開始時期変更

2012年度入社対象 http://www.frontech.fujitsu.com/

12-20 ブリヂストン 株式会社ブリヂストン 2012年度入社対象 http://www.bridgestone.co.jp
12-72 % フルカワキカイキンゾク 古河機械金属株式会社 2012年度入社対象 http://www.furukawakk.co.jp/
12-2 フルカワスカイ 古河スカイ株式会社 2012年度入社対象 http://www.furukawa-sky.co.jp/
12-119 % フルカワデンキコウギョウ 古河電気工業株式会社 2012年度入社対象 http://www.furukawa.co.jp/
●ま行

会社名 募集対象 連絡先等
12-32 ミツイカガク 三井化学株式会社 2012年度入社対象 http://jp.mitsuichem.com
12-1 (#) ミツイキンゾクコウギョウ 三井金属鉱業株式会社 2012年度入社対象 http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/
12-72 (#) ミツビシカガク 三菱化学株式会社 2012年度入社対象 http://www.m-kagaku.co.jp
12-13 (#) ミツビシガスカガク 三菱ガス化学株式会社 2012年度入社対象 http://www.mgc.co.jp
12-85 % ミツビシジドウシャコウギョウ 三菱自動車工業株式会社 2012年度入社対象 http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
12-14 (#) ミツビジジュシ 三菱樹脂株式会社 2012年度入社対象 http://www.mpi.co.jp
12-67 (#) ミツビシマテリアル 三菱マテリアル株式会社 2012年度入社対象 http://www.mmc.co.jp
12-35 (#) ミツビシレイヨン 三菱レイヨン株式会社 2012年度入社対象 http://www.mrc.co.jp/
12-24 # メタルワン 株式会社メタルワン 2012年度入社対象 http://www.mtlo.co.jp/
12-38 (%) ムラタセイサクショ 株式会社村田製作所 2012年度入社対象 http://www.murata.co.jp
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無印・・・推薦
#・・・・自由応募
(#)・・・自由応募推薦応募
%・・・・推薦で指定人数あり

2012年度入社対象就職情報

●や行
会社名 募集対象 連絡先等

12-74 (#) ヤザキソウギョウ 矢崎総業株式会社 2012年度入社対象 http://www.yazaki-group.com
12-98 ヤマタケ 株式会社山武 2012年度入社対象 http://www.azbil.com

12-77
12-114

(#) ユニチカ ユニチカ株式会社 2012年度入社対象 http://www.unitika.co.jp

12-60 (#) ヨコガワデンキ 横河電気株式会社 2012年度入社対象 http://www.yokogawa.co.jp/
●ら行

会社名 募集対象 連絡先等

12-39
12-108

%
%

ルネサステクノロジー 株式会社ルネサス
*3/29東日本大震災の影響で選

テクノロジー
考開始時期変更

2012年度入社対象 http://www.resource.renesas.com/lib/jpn/recruit/

12-93
12-118

#
#

ローム ローム株式会社 2012年度入社対象 http://www.rohm.co.jp

●わ行

会社名 募集対象 連絡先等
12-45 # ワイケーケー ＹＫＫ株式会社 2012年度入社対象 http://www.ykkap.co.jp/search/
12-46 # ワイケーケーエーピー ＹＫＫ　ＡＰ株式会社 2012年度入社対象
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	採用

