
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
(%)・・自由応募/推薦応募（指定人数あり）

番号 推薦等 ふりがな 会社名 募集対象者 連絡先等 備考
14-1 ジェイエスアール ＪＳＲ株式会社 2014年度入社対象 http://www.jsr.co.jp/rc/index.html
14-2 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2014年度入社対象 http://www.toyota-td.jp/
14-3 # セイカガクコウギョウ 生化学工業株式会社 2014年度入社対象 http://www.seikagaku.co.jp/
14-4 # リンテック リンテック株式会社 2014年度入社対象 http://www.lintec.co.jp
14-5 (%) アドバンテスト 株式会社アドバンテスト 2014年度入社対象 http://www.advantest.co.jp/careers/
14-6 (%) トウカイカーボン 東海カーボン株式会社 2014年度入社対象 http://www.tokaicarbon.co.jp/
14-7 # カオウ 花王株式会社 2014年度入社対象 http://www.kao.co.jp/saiyo
14-8 (#) ミツビシジュシ 三菱樹脂株式会社 2014年度入社対象 http://www.mpi.co.jp
14-9 (#) ニッテツコウギョウ 日鉄鉱業株式会社 2014年度入社対象 http://www.nittetsukou.co.jp/saiyo/ 技術：推薦　事務：自由
14-10 # ナゴヤダイガクシュッパンカイ一般財団法人名古屋大学出版会2014年度入社対象 http://www.unp.or.jp/
14-11 (%) ティーディーケイ ＴＤＫ株式会社 2014年度入社対象 http://www.tdk.co.jp/
14-12 (#) ミツビシガスカガク 三菱ガス化学株式会社 2014年度入社対象 http://www.mgc.co.jp/employ/
14-13 (#) シンエツカガクコウギョウ信越化学工業株式会社 2014年度入社対象 http://www.shinetsu.co.jp/j/recruit/
14-14 # ヒタチカセイコウギョウ日立化成工業株式会社 2014年度入社対象 http://www.hitachi-chem.co.jp 会社情報パンフレットのみ
14-15 (#) アサヒガラス 旭硝子株式会社 2014年度入社対象 http://www.agc.com/recruiting/recruit/bosyu.html技術系は推薦のみ
14-16 (%) 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2014年度入社対象 http://www.to-be.co.jp/
14-17 ニッシンボウホールディングス日清紡ホールディングス株式会社2014年度入社対象 http://www.nisshinbo.co.jp/
14-18 (#) DOWAホールディングス株式会社2014年度入社対象 http://www.dowa.co.jp/saiyou/
14-19 (#) ミツイカガク 三井化学株式会社 2014年度入社対象 http://jp.mitsuichem.com/career/
14-20 (%) ウシオデンキ ウシオ電機株式会社 2014年度入社対象 http://www.ushio.co.jp/jp/recruit/new_gra/index.html
14-21 # DIC DIC株式会社 2014年度入社対象 http://www.dic-global.com/
14-22 % セイコーインスツル セイコーインスツル株式会社2014年度入社対象 http://www.sii.co.jp/jinji/new/index.html
14-23 # ニホンゴア 日本ゴア株式会社 2014年度入社対象 http://www.gore.com/ja_jp/careers/
14-24 (#) ミツイキンゾクコウギョウ三井金属鉱業株式会社 2014年度入社対象 http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/jinji/
14-25 (%) ショウワデンコウ 昭和電工株式会社 2014年度入社対象 http://www.sdk.co.jp/contents/recruit/html/new/index.html
14-26 (#) トッパンインサツ 凸版印刷株式会社 2014年度入社対象 http://www.toppan.co.jp/recruit/
14-27 ニホンショクバイ 株式会社日本触媒 2014年度入社対象 http://www.shokubai.co.jp/
14-28 (#) ミツビシカガク 三菱化学株式会社 2014年度入社対象 http://www.m-kagaku.co.jp
14-29 スミトモキンゾクコウザン住友金属鉱山株式会社 2014年度入社対象 http://www.smm.co.jp/
14-30 # ミツビシレイヨン 三菱レイヨン株式会社 2014年度入社対象 http://www.mrc.co.jp/saiyou/index.html
14-31 アサヒカセイ 旭化成株式会社 2014年度入社対象 http://www.asahi-kasei-jobs.com/14/
14-32 % サンディスク サンディスク株式会社 2014年度入社対象 http://www.sandisk.co.jp/
14-33 (#) トウソー 東ソー株式会社 2014年度入社対象 http://www.tosoh.co.jp/
14-34 (#) ユニチカ ユニチカ株式会社 2014年度入社対象 http://www.unitika.co.jp/recruit/
14-35 (#) クラレ 株式会社クラレ 2014年度入社対象 http://www.kuraray.co.jp/
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14-36 % ブリヂストン 株式会社ブリヂストン 2014年度入社対象 http://www.bridgestone.co.jp/saiyou
14-37 # タイキシャ 大気社 2014年度入社対象 http://www.taikisha.co.jp/
14-38 # スミトモカガク 住友化学株式会社 2014年度入社対象 http://www.saiyo-sc.com
14-39 (#) ハヤシテレンプ 林テレンプ株式会社 2014年度入社対象 http://www.hayatele.co.jp
14-40 # ニホンプロセス 日本プロセス株式会社 2014年度入社対象 http://www.jpd.co.jp/
14-41 (#) カネカ 株式会社カネカ 2014年度入社対象 http://www.kaneka.co.jp/
14-42 (#) スミトモオオサカセメント住友大阪セメント株式会社2014年度入社対象 http://www.soc.co.jp/saiyou/ 技術系は推薦のみ
14-43 # ワイケーケーエーピーYKK　AP株式会社 2014年度入社対象 http://www.ykk.co.jp/recruitment/fresh00/schedule/feel/index.html
14-44 # ワイケーケー YKK株式会社 2014年度入社対象 http://www.ykk.co.jp/recruitment/fresh00/schedule/feel/index.html
14-45 % ムラタセイサクショ 株式会社村田製作所 2014年度入社対象 http://www.murata.co.jp/recruit/index.html H25.4.12　募集終了
14-46 % フクイムラタセイサクショ株式会社福井村田製作所2014年度入社対象 http://www.murata.co.jp/fukuimurata/recruit/grad/index.html
14-47 % トヤマムラタセイサクショ株式会社富山村田製作所2014年度入社対象 http://www.murata.co.jp/toyamamurata/recruit/index.html
14-48 (#) イズモムラタセイサクショ株式会社出雲村田製作所2014年度入社対象 http://www.murata.co.jp/izumomurata/recruit/performance/index.html技術系は推薦のみ
14-49 # オカヤマムラタセイサクショ株式会社岡山村田製作所2014年度入社対象 http://www.murata.co.jp/okayamamurata/recruit/index.html
14-50 (#) トウヨウセイカン 東洋製罐株式会社 2014年度入社対象 http://www.toyo-seikan.co.jp/recruit/recruit/
14-51 # リオン リオン株式会社 2014年度入社対象 http://www.rion.co.jp
14-52 ニッキ 日揮株式会社 2014年度入社対象 http://www.jgc.co.jp/saiyo/
14-53 # スミトモスリーエム 住友スリーエム株式会社2014年度入社対象 http://www.mmm.co.jp/recruit/graduates/index.html
14-54 # ケーエイチネオケム KHネオケム株式会社 2014年度入社対象 http://www.khneochem.co.jp/
14-55 # フジクラ 株式会社フジクラ 2014年度入社対象 http://www.fujikura.co.jp/
14-56 (#) トウヨウボウ 東洋紡株式会社 2014年度入社対象 http://www.toyobo.co.jp/recruit
14-57 # 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2014年度入社対象 https://job.axol.jp/14/s/toyo-eng/entry/
14-58 # ウエノセイヤク 上野製薬株式会社 2014年度入社対象 http://www.ueno-fc.co.jp/
14-59 (#) シンニッテツスミキンカガク新日鉄住金化学株式会社2014年度入社対象 http://www.nscc.nssmc.com/
14-60 (#) ナガセケムテックス ナガセケムテックス株式会社2014年度入社対象 http://www.nagasechemtex.co.jp/company/index.html
14-61 # 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2014年度入社対象 http://www.yuki-gosei.co.jp
14-62 # テイジン 帝人株式会社 2014年度入社対象 http://www.teijin.co.jp/index.html
14-63 ティーアイエス TIS株式会社 2014年度入社対象 http://www.tis.co.jp/recruit/
14-64 # キャタラー 株式会社キャタラー 2014年度入社対象 http://www.cataler.co.jp/
14-65 # トウヨウゴウセイコウギョウ東洋合成工業株式会社 2014年度入社対象 http://www.toyogosei.co.jp/careers/index.html
14-66 # ジェイ・エフ・イーケミカルJFEケミカル株式会社 2014年度入社対象 http://www.jfe-chem.com/ 会社情報パンフレットのみ
14-67 # フジフイルム 富士フイルム株式会社 2014年度入社対象 http://www.fujifilm.co.jp/corporate/jobs/
14-68 # ミツビシデンキ 三菱電機株式会社 2014年度入社対象 http://www.MitsubishiElectric.co.jp/saiyo 会社情報パンフレットのみ
14-69 (%) キャノン キャノン株式会社 2014年度入社対象 http://www.canon.jp/ 会社情報パンフレットのみ
14-70 # ビーエーエスエフジャパンBASFジャパン株式会社 2014年度入社対象 http://www.japan.basf.com/apex/Japan/Japan/ja/会社情報パンフレットのみ
14-71 (#) ウベコウサン 宇部興産株式会社 2014年度入社対象 http://www.ube-ind.co.jp/japanese/recruit/index.htm
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14-72 # マツモトユシセイヤク松本油脂製薬株式会社 2014年度入社対象 http://www.mtmtys.co.jp/ 会社情報パンフレットのみ
14-73 % キョウセラ 京セラ株式会社 2014年度入社対象 http://www.kyocera.co.jp/company/division/index.html
14-74 # ジャトコ ジャトコ株式会社 2014年度入社対象 http://www.jatco.co.jp
14-75 （%） ダイニッポンインサツ大日本印刷株式会社 2014年度入社対象 http://www.dnp.co.jp/saiyo/2014/ 博士は自由応募のみ
14-76 コガスカイ 古河スカイ株式会社 2014年度入社対象 http://www.furukawa-sky.co.jp/
14-77 (#) ニットウデンコウ 日東電工株式会社 2014年度入社対象 http://www.nitto.co.jp/recruit/index.html
14-78 トウレ 東レ株式会社 2014年度入社対象 http://www.toray.co.jp/saiyou/index.html
14-79 トクヤマ 株式会社トクヤマ 2014年度入社対象 http://www.tokuyama.co.jp
14-80 (%) エヌ・オー・ケー NOK株式会社 2014年度入社対象 http://www.nok.co.jp
14-81 # ローム ローム株式会社 2014年度入社対象 http://www.rohm.co.jp
14-82 % スズキ スズキ株式会社 2014年度入社対象 http://saiyo.suzuki.co.jp/
14-83 (%) ミツビシマテリアル 三菱マテリアル株式会社 2014年度入社対象 http://www.mmc.co.jp/recruit
14-84 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2014年度入社対象 http://konicaminolta.jp/about/recruit/index.html
14-85 (#) シンコウベデンキ 新神戸電機株式会社 2014年度入社対象 http://www.shinkobe-denki.co.jp/
14-86 (#) ヤザキソウギョウ 矢崎総業株式会社 2014年度入社対象 http://www.yazaki-group.com/
14-87 (#) ニホンペイント 日本ペイント株式会社 2014年度入社対象 http://www.nipponpaint.co.jp/recruit/new
14-88 % フジツウ 富士通株式会社 2014年度入社対象 http://fsquare.jp/2014/ 採用終了
14-89 (%) ヒタチケンキ 日立建機株式会社 2014年度入社対象 http://www.hitachi-kenki.co.jp/recruit/shinsotsu/index.html
14-90 ジェイ・エフ・イースチールJEFスチール株式会社 2014年度入社対象 http://www.jfe-steel.co.jp/saiyou/
14-91 % ヒノジドウシャ 日野自動車株式会社 2014年度入社対象 http://www.hino-global.com/j/ 締切延長：～6/7まで
14-92 カンサイペイント 関西ペイント株式会社 2014年度入社対象 http://www.kansai.co.jp
14-93 (#) ヒタチエンジニアリング・アンド・サービス株式会社日立エンジニアリング・アンド・サービス2014年度入社対象 http://www.hitachi-hes.com/recruit/index.html H25.4.1～社名変更「㈱日立パワーソリューションズ」
14-94 ヒタチセイサクショ 株式会社日立製作所 2014年度入社対象 http://www.hitachi.co.jp/recruit/newgraduate/index.html
14-95 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2014年度入社対象 http://www.jx-nmm-recruit.com
14-96 (#) ジャステック 株式会社ジャステック 2014年度入社対象 http://www.jastec.co.jp/
14-97 (%) ニホンセイシ 日本製紙株式会社 2014年度入社対象 http://www.nipponpapergroup.com/recruit
14-98 (#) ニッポンデンキガラス日本電気硝子株式会社 2014年度入社対象 http://www.saiyo.neg.co.jp
14-99 (#) 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2014年度入社対象 http://www.mitsubishi-motors.co.jp/
14-100 ニコン 株式会社ニコン 2014年度入社対象 http://www.nikon.co.jp
14-101 % ニホンデンキ 日本電気株式会社 2014年度入社対象 http://nec-recruiting.com/2014/ 博士は別枠
14-102 タイヘイヨウセメント 太平洋セメント株式会社 2014年度入社対象 http://www.taiheiyo-cement.co.jp
14-103 % トウシバ 株式会社東芝 2014年度入社対象 http://www.toshiba.co.jp/index_j3.htm 博士はオープン採用
14-104 (#) ニッポンゼオン 日本ゼオン株式会社 2014年度入社対象 http://www.zeon.co.jp/recruit/index.html
14-105 # トウカイガクエン 学校法人東海学園 2014年度入社対象 http://www.tokai-jh.ed.jp/
14-106 # ニホンゲンシリョクケンキュウカイハツキコウ独立行政法人日本原子力研究開発機構2014年度入社対象 http://www.jaea.go.jp/saiyou/new/index.html
14-107 % 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2014年度入社対象 http://www.hitachi-solutions.co.jp/recruit/
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14-108 % シンコウデンキコウギョウ新光電気工業株式会社 2014年度入社対象 http://www.shinko.co.jp
14-109 # サンギョウギジュツソウゴウケンキュウショ産業技術総合研究所 2014年度入社対象 http://www.aist.go.jp/
14-110 (%) オオサカダイガク 大阪大学大学院理学研究科2014年度入社対象 http://www.osaka-u.ac.jp/ja
14-111 (%) ヒタチパワーソリューションズ株式会社日立パワーソリューションズ2014年度入社対象 http://www.hitachi-power-solutions.com/recruit/index.html
14-112 # 株式会社SUMCO 2014年度入社対象 http://www.sumcosi.com/
14-113 # ハンドウタイエネルギー研究所株式会社半導体エネルギー研究所2014年度入社対象 http://www.sel.co.jp/
14-114 # シマネケンサンギョウギジュツセンター島根県産業技術センター2014年度入社対象 http://www.pref.shimane.lg.jp/jinjiiinkai/
14-115 フクオカダイガクリガクブ福岡大学理学部 2014年度入社対象 http://www.sc.fukuoka-u.ac.jp
14-116 # ヤマグチケンサンギョウギジュツセンター地方独立行政法人山口県産業技術センター2014年度入社対象 http://www.iti-yamaguchi.or.jp/
14-117 # ミヤギケンサンギョウギジュツソウゴウセンター宮城県産業技術総合センター2014年度入社対象 http://www.pref.miyagi.jp/
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