
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
15-1 じぇいえすあーる ＪＳＲ株式会社 2015年度入社対象 http://www.jsr.co.jp/
15-2 (#) とよたてくにかるでぃべろっぷめんとトヨタテクニカルディベロップメント株式会社2015年度入社対象 http://www.toyota-td.jp/
15-3 (#) ティーアイエス ＴＩＳ株式会社 2015年度入社対象 http://www.tis.co.jp/recruit/
15-4 (#) たいきしゃ 株式会社大気社 2015年度入社対象 http://www.taikisha.co.jp/jrecruit/
15-5 # かおう 花王株式会社 2015年度入社対象 http://www.kao.co.jp/saiyo/graduates/index.html
15-6 % とうかいかーぼん 東海カーボン株式会社 2015年度入社対象 http://www.tokaicarbon.co.jp ※募集終了
15-7 (#) みついきんぞく 三井金属鉱業株式会社 2015年度入社対象 http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/jinji/
15-8 # えあ・うぉーたー エア・ウォーター株式会社2015年度入社対象 http://www.awi.co.jp/
15-9 (#) みつびしがすかがく 三菱ガス化学株式会社 2015年度入社対象 http://www.mgc.co.jp/employ/ ※6/13採用終了
15-10 (#) ゆにちか ユニチカ株式会社 2015年度入社対象 http://www.unitika.co.jp/recruit/
15-11 # あさひがらす 旭硝子株式会社 2015年度入社対象 http://www.agc.com/index2.html 自由応募後、推薦書必要
15-12 みついかがく 三井化学株式会社 2015年度入社対象 http://jp.mitsuichem.com/career/ ※H26.6月　募集終了
15-13 (#) にっぽんぺいんと 日本ペイント株式会社 2015年度入社対象 http://www.nipponpaint.co.jp/recruit/new/
15-14 # とうきょうきゅうこうでんてつ東京急行電鉄株式会社 2015年度入社対象 http://tokyu-jinji.jp/
15-15 (#) みつびしじゅし 三菱樹脂株式会社 2015年度入社対象 http://www.mpi.co.jp/
15-16 # ふじくら 株式会社フジクラ 2015年度入社対象 http://www.fujikura.co.jp/
15-17 # じぇいえぬしー JNC株式会社 2015年度入社対象 http://www.jnc-corp.co.jp/
15-18 # にちゆ 日油株式会社 2015年度入社対象 http://www.nof.co.jp
15-19 (%) てぃーでぃーけい TDK株式会社 2015年度入社対象 http://www.tdk.co.jp/
15-20 (#) しんえつかがくこうぎょう信越化学工業株式会社 2015年度入社対象 http://www.shinetsu.co.jp/j/recruit/
15-21 (#) とっぱんいんさつ 凸版印刷株式会社 2015年度入社対象 http://www.toppan.co.jp/recruit/
15-22 (#) くられ 株式会社クラレ 2015年度入社対象 http://www.kuraray.co.jp/recruit/
15-23 # ふじふいるむ 富士フイルム株式会社 2015年度入社対象 http://fujifilm.jp/
15-24 (%) しょうわでんこう 昭和電工株式会社 2015年度入社対象 http://www.sdk.co.jp/contents/recruit/html/new/index.html
15-25 (%) だいにっぽんいんさつ大日本印刷株式会社 2015年度入社対象 http://www.dnp.co.jp/saiyo/2015/
15-26 % とうしば 株式会社東芝 2015年度入社対象 https://www5.5star.ne.jp/saiyou/group/index.cgi※博士のみオープン採用
15-27 (#) どーわほーるでぃんぐすＤＯＷＡホールディングス株式会社2015年度入社対象 http://www.dowa.co.jp/saiyou/
15-28 % あさひかせい 旭化成株式会社 2015年度入社対象 http://www.asahi-kasei-jobs.com/15/
15-29 (#) みつびしれいよん 三菱レイヨン株式会社 2015年度入社対象 http://www.mrc.co.jp/saiyou/index.html
15-30 % ぶりじすとん 株式会社ブリヂストン 2015年度入社対象 http://www.bridgestone.co.jp/saiyou
15-31 # はんどうたいえねるぎーけんきゅうしょ株式会社半導体エネルギー研究所2015年度入社対象 http://www.sel.co.jp/
15-32 (#) すみともおおさかせめんと住友大阪セメント株式会社2015年度入社対象 http://www.soc.co.jp/saiyou/ ※技術系は推薦のみ
15-33 (%) うしおでんき ウシオ電機株式会社 2015年度入社対象 www.ushio.co.jp/jp/recruit/new_gra/
15-34 にってつこうぎょう 日鉄鉱業株式会社 2015年度入社対象 http://www.nittetsukou.co.jp/saiyo/
15-35 # にほんごあ 日本ゴア株式会社 2015年度入社対象 http://www.gore.com/ja_jp/careers/
15-36 # せいかがくこうぎょう 生化学工業株式会社 2015年度入社対象 http://www.seikagaku.co.jp/saiyo/
15-37 にほんしょくばい 株式会社日本触媒 2015年度入社対象 http://www.shokubai.co.jp
15-38 (#) じーえすゆあさ 株式会社ＧＳユアサ 2015年度入社対象 http://www.gs-yuasa.com/jp/saiyo/index.html
15-39 % さんでぃすく サンディスク株式会社 2015年度入社対象 http://www.sandisk.co.jp/
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15-40 むらたせいさくしょ 株式会社村田製作所 2015年度入社対象 http://www.murata.co.jp/recruit/freshers/ ※H26/4/18　締切
15-41 ふくいむらたせいさくしょ株式会社福井村田製作所2015年度入社対象 http://www.murata.co.jp/fukuimurata/recruit/grad/
15-42 % いずもむらたせいさくしょ株式会社出雲村田製作所2015年度入社対象 http://www.murata.co.jp/izumomurata/
15-43 とやまむらたせいさくしょ株式会社富山村田製作所2015年度入社対象 http://www.murata.co.jp/toyamamurata/
15-44 かなざわむらたせいさくしょ株式会社金沢村田製作所2015年度入社対象 http://www.murata.co.jp/kanazawamurata/
15-45 おかやまむらたせいさくしょ株式会社岡山村田製作所2015年度入社対象 http://www.murata.co.jp/okayamamurata/index.html
15-46 # すみともかがく 住友化学株式会社 2015年度入社対象 http://www.sumitomo-chem.co.jp
15-47 (#) じぇいえっくすにっこうにっせききんぞくＪＸ日鉱日石金属株式会社2015年度入社対象 http://www.jx-nmm-recruit.com
15-48 % ひたちけんき 日立建機株式会社 2015年度入社対象 http://www.hitachi-kenki.co.jp/recruit/shinsotsu/index.html
15-49 すみともきんぞくこうざん住友金属鉱山株式会社 2015年度入社対象 http://www.smm.co.jp/
15-50 % とうようせいかん 東洋製罐株式会社 2015年度入社対象 http://www.toyo-seikan.co.jp/
15-51 (#) はやしてれんぷ 林テレンプ株式会社 2015年度入社対象 http://www.hayatele.co.jp
15-52 # なごやだいがくしゅっぱんかい一般財団法人名古屋大学出版会2015年度入社対象 http://www.unp.or.jp
15-53 % とうれ 東レ株式会社 2015年度入社対象 http://www.toray.co.jp/saiyou/index.html
15-54 (％) だいにっぽんすくりーんせいぞう大日本スクリーン製造株式会社2015年度入社対象 http://www.screen.co.jp/
15-55 (#) みつびしかがく 三菱化学株式会社 2015年度入社対象 http://www.m-kagaku.co.jp
15-56 (#) こにかみのるた コニカミノルタ株式会社 2015年度入社対象 http://www.konicaminolta.jp
15-57 (#) にほんぜおん 日本ゼオン株式会社 2015年度入社対象 http://www.zeon.co.jp/recruit/recruit.html
15-58 # わい・けー・けー・えー・ぴーＹＫＫ　ＡＰ株式会社 2015年度入社対象 http://www.ykkap.co.jp/company/japanese/recruit/index.asp
15-59 # わい・けー・けー ＹＫＫ株式会社 2015年度入社対象 http://www.ykk.co.jp/japanese/recruit/index.html
15-60 # とっきょちょう 特許庁 2015年度入社対象 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
15-61 # りおん リオン株式会社 2015年度入社対象 http://www.rion.co.jp/
15-62 にっき 日揮株式会社 2015年度入社対象 http://www.jgc.co.jp/saiyo/
15-63 (#) やざきそうぎょう 矢崎総業株式会社 2015年度入社対象 http://recruit.yazaki-group.com
15-64 % せいこーいんすつる セイコーインスツル株式会社2015年度入社対象 http://www.sii.co.jp/jinji/new/index.html
15-65 (#) にっとうでんこう 日東電工株式会社 2015年度入社対象 http://www.nitto.com/jp/ja/employment/nitto/newgraduate/
15-66 (#) にほんけみこん 日本ケミコン株式会社 2015年度入社対象 http://www.chemi-con.co.jp/
15-67 （#） ふるかわいんふぉめーしょんてくのろじー古河インフォメーション・テクノロジー株式会社2015年度入社対象 http://www.fitec.co.jp ※募集終了
15-68 (%) えぬおーけー NOK株式会社 2015年度入社対象 http://www.nok.co.jp/nok_career_web/cover.html※募集終了
15-69 % にほんでんき 日本電気株式会社 2015年度入社対象 http://nec-recruiting.com/2014/
15-70 (#) にほんでんさん 日本電産株式会社 2015年度入社対象 http://www.nidec.com/ja-JP/
15-71 (#) とうようぼう 東洋紡株式会社 2015年度入社対象 http://www.toyobo.co.jp/recruit
15-72 % みつびしじどうしゃこうぎょう三菱自動車工業株式会社2015年度入社対象 http://www.mitsubishi-motors.com/jp/corporate/recruit/index.html
15-73 % きょうせら 京セラ株式会社 2015年度入社対象 http://www.kyocera.co.jp/recruit/new/index.html
15-74 (%) うべこうさん 宇部興産株式会社 2015年度入社対象 http://www.ube-recruit.com
15-75 % ひたちせいさくしょ 株式会社日立製作所 2015年度入社対象 https://www.e2r.jp/ja/hitachi2015
15-76 % ひたちはいてくのろじーず株式会社日立ハイテクノロジーズ2015年度入社対象 http://www.hitachi-hitec.com/
15-77 % ひっちさんきしすてむ株式会社日立産機システム2015年度入社対象 http://recruit.hitachi-ies.co.jp/
15-78 % ひたちあぷらいあんす日立アプライアンス株式会社2015年度入社対象 http://www.hitachi-ap.co.jp/
15-79 % ひたちおむろんたーみなるそりゅーしょんず日立ｵﾑﾛﾝﾀｰﾐﾅﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社2015年度入社対象 http://www.hitachi-omron-ts.co.jp/
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15-80 % ひたちおーともてぃぶしすてむず日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社2015年度入社対象 http://www.hitachi-automotive.co.jp/
15-81 % ひたちぱわーでばいす株式会社日立パワーデバイス2015年度入社対象 http://www.hitachi-power-semiconductor-device.co.jp/recruit.html
15-82 # 株式会社ＳＵＭＣＯ 2015年度入社対象 http://www.sumcosi.com/recruit/index.html ※指定応募用紙：事務室に有
15-83 % すずき スズキ株式会社 2015年度入社対象 http://saiyo.suzuki.co.jp/ ※5/13終了
15-84 % ふじつう 富士通株式会社 2015年度入社対象 http://jp.fujitsu.com/ ※5/13終了
15-85 # にほんぷろせす 日本プロセス株式会社 2015年度入社対象 http://www.jpd.co.jp/
15-86 (#) かねか 株式会社カネカ 2015年度入社対象 http://www.kaneka.co.jp/
15-87 (%) みつびしまてりある 三菱マテリアル株式会社 2015年度入社対象 http://www.mmc.co.jp/recruit
15-88 (#) おうじまねじめんとおふぃす王子マネジメントオフィス株式会社2015年度入社対象 http://www.saiyo.ojiholdings.co.jp/
15-89 (#) にちこん ニチコン株式会社 2015年度入社対象 http://www.nichicon.co.jp
15-90 たいへいようせめんと太平洋セメント株式会社 2015年度入社対象 http://www.taiheiyo-cement.co.jp
15-91 (%) きゃのん キャノン株式会社 2015年度入社対象 http://www.canon.co.jp/employ/tech/index.html
15-92 # にほんできんきがらす日本電気硝子株式会社 2015年度入社対象 http://www.saiyo.neg.co.jp
15-93 # とうしばめでぃかるしすてむず東芝メディカルシステムズ2015年度入社対象 http://www.toshiba-medical.co.jp/tmd/
15-94 (%) にほんせいし 日本製紙株式会社 2015年度入社対象 http://www.nipponpapergroup.com/recruit/
15-95 # にほんげんしりょくけんきゅうかいはつきこう独立行政法人日本原子力研究開発機構2015年度入社対象 http://www.jaea.go.jp/saiyou/new/index.html
15-96 # じゃとこ ジャトコ株式会社 2015年度入社対象 http://www.jatco.co.jp/
15-97 (#) じゃすてっく 株式会社ジャステック 2015年度入社対象 http://www.jastec.co.jp/
15-98 (%) しんこうでんきこうぎょう新光電気工業株式会社 2015年度入社対象 http://www.shinko.co.jp
15-99 % ひたちそりゅーしょんず株式会社日立ソリューションズ2015年度入社対象 http://hitachisolutions-recruit.com/
15-100 % にこん 株式会社ニコン 2015年度入社対象 http://www.nikon.co.jp
15-101 じぇいえふいーすちーるＪＦＥスチール株式会社 2015年度入社対象 http://www.jfe-steel.co.jp/saiyou
15-102 % つちうらにほんだいがくがくえん土浦日本大学学園 2015年度入社対象 http://www.tng.ac.jp/
15-103 ひたちかせい 日立化成株式会社 2015年度入社対象 http://www.hitachi-chem.co.jp
15-104 (#) さんようかせい 三洋化成工業株式会社 2015年度入社対象 http://www.sanyo-chemical.co.jp/
15-105 # じょんそんこんとろーるずジョンソンコントロールズ株式会社2015年度入社対象 http://www.johnsoncontrols.co.jp/be
15-106 だいどうきゃすてぃんぐ株式会社大同キャスティングス2015年度入社対象 http://www.d-cast.jp
15-107 # にっきゆにばーさる 日揮ユニバーサル株式会社2015年度入社対象 http://www.n-u.co.jp
15-108 % にほんあいびーえむ日本アイ・ビー・エム株式会社2015年度入社対象 http://www.ibm.com/ ※FirstClassProgram6月末締切
15-109 # みやぎけん 宮城県 2015年度入社対象 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zinzi/26senkou.html
15-110 (#) さんりっつ 株式会社サンリッツ 2015年度入社対象 http://www.sanritz-corp.co.jp
15-111 # あさぶがくえん 麻布学園 2015年度入社対象 http://www.azabu-jh.ed.jp/
15-112 # さいたまけんけいさつほんぶ埼玉県警察本部 2015年度入社対象 http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/saiyo/申込登録期間：10/15～30　17：15
15-113 # ゆにぷれす ユニプレス株式会社 2015年度入社対象 http://www.unipres.co.jp/ 11月～追加募集
15-114 # ディーケーエスエイチジャパンDKSHジャパン株式会社 2015年度入社対象 http://www.dksh.jp 11月～募集
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