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2013年度入社対象就職情報

●あ行
会社名 募集対象 連絡先等

13-16 アサヒカセイ 旭化成株式会社 2013年度入社対象 http://www.asahi-kasei-jobs.com/13/
13-38 アサヒガラス 旭硝子株式会社 2013年度入社対象 http://www.agc.com/recruiting/recruit/bosyu.html
13-33 アサヒユウキザイリョウコウギョウ 旭有機材料工業株式会社 2013年度入社対象 http://www.asahi-yukizai.co.jp/index.html
13-50 ウシオデンキ ウシオ電機株式会社 2013年度入社対象 http://www.ushio.co.jp
13-67 % ウベコウサン 宇部興産株式会社 2013年度入社対象 http://www.ube-recruit.com
13-107 # エーピーアイ 株式会社エーピーアイコーポレーション 2013年度入社対象 http://www.api-corp.co.jp/
13-36 # エヌ・ティー・ティーコミュニケーションズ NTTコミュニケーションズ株式会社 2013年度入社対象 http://www.ntt.com/
13-89 % エヌオーケー ＮＯＫ株式会社 2013年度入社対象 http://www.nok.co.jp/
13-45 (#) オウジセイシ 王子製紙株式会社 2013年度入社対象 http://www.saiyo.ojipaper.co.jp/
13-114 # オオサカダイガクリガクケンキュウカ 大阪大学大学院理学研究科・理学部 2013年度入社対象 http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/information/joho/files_jinji/009%2020120629.pdf
●か行

会社名 募集対象 連絡先等
13-115 カイチガクエン 学校法人開智学園 2013年度入社対象 http://www.kaichigakuen.ed.jp
13-13 # カオウ 花王株式会社 2013年度入社対象 http://www.kao.co.jp/saiyo
13-22 (#) カネカ 株式会社カネカ 2013年度入社対象 http://www.kaneka.co.jp/recruit/index.html
13-72 # カントウカガク 関東化学株式会社 2013年度入社対象 http://www.kanto.co.jp
13-90 キャノン キャノン株式会社 2013年度入社対象 http://2013.saiyo.jp/canon/
13-65 % キョウセラ 京セラ株式会社 2013年度入社対象 http://www.kyocera.co.jp/recruit/new/index.html
13-35 # キョウセラケミカル 京セラケミカル株式会社 2013年度入社対象 http://www.kyocera.co.jp/
13-79 # キョウワハッコウケミカル 協和発酵ケミカル株式会社 2013年度入社対象 http://www.kyowachemical.co.jp/
13-11 クラレ 株式会社クラレ 2013年度入社対象 http://www.kuraray.co.jp/
13-74 # クレハ 株式会社クレハ 2013年度入社対象 http://www.kureha.co.jp/recruit/index.html
13-78 # グンエイカガクコウギョウ 群栄化学工業株式会社 2013年度入社対象 http://www.gunei-chemical.co.jp
13-18 (#) ケイワイビー KYB株式会社 2013年度入社対象 http://www.kyb.co.jp/
13-113 コクリツジュンカンキビョウケンキュウセンターケンキュウショ 国立循環器病研究センター研究所 2013年度入社対象 http://www.ncvc.go.jp/index.html
13-63 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 2013年度入社対象 http://konicaminolta.saiyo.jp/2013/
13-84 # コニシ コニシ株式会社 2013年度入社対象 http://www.bond.co.jp
●さ行

会社名 募集対象 連絡先等
13-32 % サンディスク サンディスク株式会社 2013年度入社対象 http://www.sandisk.co.jp/
13-9 # サンヨウカセイコウギョウ 三洋化成工業株式会社 2013年度入社対象 http://www.sanyo-chemical.co.jp/recruit/top/jpn/index.htm
13-26 ジェイエスアール JSR株式会社 2013年度入社対象 http://www.jsr.co.jp/rc/index.html
13-49 (#) 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 2013年度入社対象 http://www.jx-nmm-recruit.com
13-76 # ジェイエヌシー JNC株式会社 2013年度入社対象 http://www.jnc-corp.co.jp/
13-86 # ジェイエフイーケミカル JFEケミカル株式会社 2013年度入社対象 http://www.jfe-chem.com
13-56 ジェイエフイースチール JFEスチール株式会社 2013年度入社対象 http://www.jfe-steel.co.jp/saiyou/
13-20 % ジェイテクト 株式会社ジェイテクト 2013年度入社対象 http://www.jtekt.co.jp/
13-93 # ジャステック 株式会社ジャステック 2013年度入社対象 http://www.jastec.co.jp/
13-62 (#) ショウワデンコウ 昭和電工株式会社 2013年度入社対象 http://www.sdk.co.jp/contents/recruit/html/new/index.html
13-19 (#) シンエツカガクコウギョウ 信越化学工業株式会社 2013年度入社対象 http://www.shinetsu.co.jp/j/recruit/
13-2 (#) シンコウベデンキ 新神戸電機株式会社 2013年度入社対象 http://www.shinkobe-denki.co.jp/
13-104 (#) シンニッテツカガク 新日鐵化学株式会社 2013年度入社対象 http://www.nscc.co.jp/
13-111 # シンニホンセイテツ 新日本製鐡 2013年度入社対象 http://www.nsc.co.jp/recruit/
13-100 % スズキ スズキ株式会社 2013年度入社対象 http://saiyo.suzuki.co.jp/
13-21 # スズヨグループ 鈴与グループ 2013年度入社対象 http://www.suzuyo-holdings.co.jp/
13-39 スミトモオオサカセメント 住友大阪セメント株式会社 2013年度入社対象 http://www.soc.co.jp/saiyou/
13-25 (#) スミトモカガク 住友化学株式会社 2013年度入社対象 http://www.sumitomo-chem.co.jp/ 
13-85 スミトモセイカ 住友精化株式会社 2013年度入社対象 http://www.sumitomoseika.co.jp/
13-14 # セイカガクコウギョウ 生化学工業株式会社 2013年度入社対象 http://www.seikagaku.co.jp/
13-95 採用中止 セイコーインスツル セイコーインスツル株式会社 2013年度入社対象 http://www.sii.co.jp/
13-88 (#) ソニー・エルエスアイ・デザイン ソニー・エルエスアイ・デザイン株式会社 2013年度入社対象 http://www.sony-lsi.co.jp/recruit/index.html
●た行

会社名 募集対象 連絡先等
13-59 ダイセル 株式会社ダイセル 2013年度入社対象 http://www.daicel.com/recruit/
13-52 ダイニッポンインサツ 大日本印刷株式会社 2013年度入社対象 http://www.dnp.co.jp/saiyo/2013/
13-64 (#) タイヘイヨウセメント 太平洋セメント株式会社 2013年度入社対象 http://www.taiheiyo-cement.co.jp
13-6 # タンガロイ 株式会社タンガロイ 2013年度入社対象 http://www.tungaloy.co.jp/ttj/recruit/index.html
13-109 ティーアイエス ＴＩS株式会社 2013年度入社対象 http://www.tis.co.jp/recruit/
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13-27 # ディーアイシー DIC株式会社 2013年度入社対象 http://www.dic.co.jp/
13-3 (#) ティーディーケイ ＴＤＫ株式会社 2013年度入社対象 http://www.tdk.co.jp/
13-75 # テイジン 帝人株式会社 2013年度入社対象 http://www.teijin.co.jp/index.html
13-54 (#) デンソー 電ソー株式会社 2013年度入社対象 http://www.tosoh.co.jp/
13-17 % トウカイカーボン 東海カーボン株式会社 2013年度入社対象 http://www.tokaicarbon.co.jp/
13-97 # トウカイガクエン 学校法人東海学園 2013年度入社対象 http://www.tokai-jh.ed.jp/
13-87 # トウキョウガス 東京ガス株式会社 2013年度入社対象 http://www.tokyo-gas.co.jp/
13-103 % トウシバ 株式会社東芝 2013年度入社対象 http://www.toshiba.co.jp/saiyou/
13-81 # トウヨウアルミニウム 東洋アルミニウム株式会社 2013年度入社対象 http://www.toyal.co.jp/
13-73 # トウヨウエンジニアリング 東洋エンジニアリング株式会社 2013年度入社対象 http://www.toyo-eng.co.jp/jp/Recruit/index.html
13-82 # トウヨウゴウセイ 東洋合成工業株式会社 2013年度入社対象 http://www.toyogosei.co.jp/
13-53 トウヨウセイカン 東洋製罐株式会社 2013年度入社対象 http://www.toyo-seikan.co.jp/
13-71 # 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 2013年度入社対象 http://www.to-be.co.jp/
13-91 (#) トウヨウボウセキ 東洋紡績株式会社 2013年度入社対象 http://www.toyobo.co.jp/recruit/
13-51 (#) トウレ 東レ株式会社 2013年度入社対象 https://mypage.011.i-web.jpn.com/toray2013/
13-44 (#) ドーワホールディングス ＤＯＷＡホールディングス株式会社 2013年度入社対象 http://www.dowa.co.jp/saiyou/
13-60 トクヤマ 株式会社トクヤマ 2013年度入社対象 http://www.tokuyama.co.jp
13-29 (#) トッパンインサツ 凸版印刷株式会社 2013年度入社対象 http://www.toppan.co.jp
13-5 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 2013年度入社対象 http://www.toyota-td.jp/
●な行

会社名 募集対象 連絡先等
13-94 % ニコン 株式会社ニコン 2013年度入社対象 http://www.nikon.co.jp
13-112 (#) ニチコン ニチコン株式会社 2013年度入社対象 http://www.nichicon.co.jp/
13-28 ニッテツコウギョウ 日鉄鉱業株式会社 2013年度入社対象 http://www.nittetsukou.co.jp/index02.html
13-55 (#) ニットウデンコウ 日東電工株式会社 2013年度入社対象 http://www.nitto.co.jp/recruit/index.html
13-7 (#) ニッポンペイント 日本ペイント株式会社 2013年度入社対象 http://www.nipponpaint.co.jp/
13-31 ニホンショクバイ 株式会社日本触媒 2013年度入社対象 http://www.shokubai.co.jp/
13-101 % ニホンセイシ 日本製紙株式会社 2013年度入社対象 http://www.np-g.com/recruit
13-15 (#) ニホンゼオン 日本ゼオン株式会社 2013年度入社対象 http://www.zeon.co.jp/recruit/recruit.html
13-47 (#) ニホンデンキガラス 日本電気硝子株式会社 2013年度入社対象 http://www.neg.co.jp
13-69 # ニホンプロセス 日本プロセス株式会社 2013年度入社対象 http://www.jpd.co.jp/
●は行

会社名 募集対象 連絡先等
13-68 # ハママツホトニクス 浜松ホトニクス株式会社 2013年度入社対象 http://jp.hamamatsu.com
13-105 # ビーエーエフエスジャパン BASFジャパン株式会社 2013年度入社対象 http://www.japan.basf.com
13-106 ヒタチカセイコウギョウ 日立化成工業株式会社 2013年度入社対象 http://www.hitachi-chem.co.jp
13-12 (#) 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 2013年度入社対象 http://www.hitachi-ics.co.jp/
13-96 % ヒタチセイサクショ 株式会社日立製作所 2013年度入社対象 http://www.hitachi.co.jp/recruit/
13-102 % ヒタチソリューションズ 日立ソリューションズ 2013年度入社対象 http://www.hitachi-solutions.co.jp/recruit/
13-4 # 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 2013年度入社対象 http://www.hitachi-hitec-solutions.com/
13-98 ヒノジドウシャ 日野自動車株式会社 2013年度入社対象 http://www.hino-global.com/j/
13-24 (#) フジクラ 株式会社フジクラ 2013年度入社対象 http://www.fujikura.co.jp
13-70 フジゼロックス 富士ゼロックス株式会社 2013年度入社対象 http://www.fujixerox.co.jp/company/saiyo/2013/gs/
13-110 採用終了 フジツウ 富士通株式会社 2013年度入社対象 http://jp.fujitsu.com/
13-99 社名変更フジツウシステムズ・イースト 株式会社富士通システムズ・イースト 2013年度入社対象 http://jp.fujitsu.com/feast/
13-99 フジツウシステムソリューションズ 株式会社富士通システムソリューションズ 2013年度入社対象 http://jp.fujitsu.com/fsol/
13-92 (#) フジツウフロンテック 富士通フロンテック株式会社 2013年度入社対象 http://www.frontech.fujitsu.com/
13-57 (#) フジフイルム 富士フイルム株式会社 2013年度入社対象 http://www.fujifilm.co.jp/corporate/jobs/index.html
13-34 % ブリヂストン 株式会社ブリヂストン 2013年度入社対象 http://www.bridgestone.co.jp
13-30 フルカワスカイ 古河スカイ株式会社 2013年度入社対象 http://www.furukawa-sky.co.jp/
●ま行

会社名 募集対象 連絡先等
13-10 ミツイカガク 三井化学株式会社 2013年度入社対象 http://jp.mitsuichem.com/career/
13-1 (#) ミツイキンゾクコウギョウ 三井金属鉱業株式会社 2013年度入社対象 http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/jinji/
13-46 (#) ミツビシカガク 三菱化学株式会社 2013年度入社対象 http://www.m-kagaku.co.jp
13-23 (#) ミツビシガスカガク 三菱ガス化学株式会社 2013年度入社対象 http://www.mgc.co.jp
13-108 % 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 2013年度入社対象 http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
13-8 (#) ミツビシジュシ 三菱樹脂株式会社 2013年度入社対象 http://www.mpi.co.jp/
13-80 # ミツビシデンキ 三菱電機株式会社 2013年度入社対象 http://www.MitsubishiElectric.co.jp/saiyo
13-61 ミツビシマテリアル 三菱マテリアル株式会社 2013年度入社対象 http://www.mmc.co.jp/recruit
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13-83 # ミツビシレイヨン 三菱レイヨン株式会社 2013年度入社対象 http://www.mrc.co.jp/
13-48 (#) ムラタセイサクショ 株式会社村田製作所 2013年度入社対象 http://www.murata.co.jp/recruit/index.html
●や行

会社名 募集対象 連絡先等
13-66 # ヤザキソウギョウ 矢崎総業株式会社 2013年度入社対象 http://www.yazaki-group.com/
13-37 % ヤマタケ 株式会社山武 2013年度入社対象 http://www.azbil.com/jp/recruit/index.html
13-77 # ユウキゴウセイヤクヒンコウギョウ 有機合成薬品工業株式会社 2013年度入社対象 http://www.yuki-gosei.co.jp
13-41 (#) ユニチカ ユニチカ株式会社 2013年度入社対象 http://www.unitika.co.jp/recruit/
●ら行

会社名 募集対象 連絡先等
13-42 リオン リオン株式会社 2013年度入社対象 http://www.rion.co.jp
13-116 (#) リッキョウニイザチュウガッコウ・コウトウガッコウ 立教新座中学校・高等学校 2013年度入社対象 http://niiza.rikkyo.ac.jp/
13-58 # ローム ローム株式会社 2013年度入社対象 http://www.rohm.co.jp

●わ行

会社名 募集対象 連絡先等
13-43 ワイケイケイ ＹＫＫ株式会社 2013年度入社対象 http://www.ykk.co.jp/japanese/recruit/index.html
13-40 ワイケイケイエーピー ＹＫＫ　ＡＰ株式会社 2013年度入社対象 http://www.ykk.co.jp/japanese/recruit/index.html
13-117 # ワセダダイガクコウトウガクイン 早稲田大学高等学院 2013年度入社対象 http://www.waseda.jp/gakuin/koukou/
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