
平成28年1月22日現在

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 城南信用金庫 株式会社バンケット・プランニング 株式会社アイ・ユー・ケイ（ＩＴＨＤグループ／インテックグループ） 株式会社 ジャパンビバレッジホールディングス 日本発条株式会社（ニッパツ） アッシュ・ペー・フランス株式会社 清水建設株式会社 日本ハム株式会社

旭化成ホームズ株式会社 人事院 ハローワーク新宿　東京外国人雇用サービスセンター 味の素株式会社 株式会社商船三井 日本郵便株式会社 アマノ株式会社 株式会社ジュニアー 日本放送協会（NHK)

株式会社朝日ラバー 住友不動産販売株式会社 ピジョン株式会社 株式会社アルファシステムズ 松竹株式会社 ぴあ株式会社 ALSOKグループ 株式会社 ジュピターテレコム（J:COM) 野村證券株式会社

アステラス製薬株式会社 住友林業株式会社 株式会社日立製作所 アルプス電気株式会社 スズキ株式会社 株式会社 ファミリーマート 株式会社 イトーヨーカ堂 湘南信用金庫 橋本総業株式会社

イオンリテール株式会社 ダイハツ工業株式会社 ヒロタ株式会社 いすゞ自動車株式会社 スターツグループ 株式会社ファンケル 株式会社インテックソリューションパワー 城北信用金庫 株式会社阪急阪神エクスプレス

株式会社イシダ タキヒヨー株式会社 ぺんてる株式会社 一番食品株式会社 セイコーホールディングス株式会社 フィード・ワンホールディングス株式会社 株式会社 エイチ・アイ・エス SHO-BI株式会社 株式会社東日本銀行

株式会社　伊藤園 千葉テレビ放送株式会社 防衛省　自衛隊 茨城県庁 積水ハウス　株式会社 福島県庁 エイベックスグループホールディングス株式会社 西武グループ（西武鉄道・ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ） 東日本旅客鉄道　株式会社

いなば食品株式会社 中央労働金庫 株式会社北海道銀行 臼井国際産業株式会社 大正製薬グループ 富国生命保険相互会社 ANAウイングス株式会社 西武信用金庫 株式会社　日比谷花壇

ＳＭＣ株式会社 中小企業家同友会全国協議会 株式会社　マイナビ Aターンプラザ秋田（秋田県東京事務所　） 株式会社大成 株式会社　フジクラ ＳＭＢＣ日興証券株式会社 セコム株式会社 株式会社　福田組

株式会社エトワール海渡 ＴＨＫ株式会社 株式会社 マツモトキヨシ 株式会社エービーシ－商会 太陽建機レンタル株式会社 富士通株式会社 ＳＣＳＫ株式会社 株式会社　セブンーイレブン・ジャパン 株式会社富士通ゼネラル

ＮＯＫ株式会社 株式会社ティー・ワイ・オー 株式会社丸井グループ ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 ダイワボウ情報システム株式会社 富士フイルム株式会社 株式会社ＮＳＤ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 ふるさと就職応援ネットワーク

大阪シーリング印刷株式会社 東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海） 三井住友海上火災保険株式会社 エプソン販売株式会社 タカラスタンダード株式会社 プラス株式会社 株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ[４℃] 第一三共株式会社 文化シヤッター株式会社

沖電気工業株式会社 東急建設株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社岡村製作所 田中貴金属グループ ふるさと福島就職情報センター 株式会社　大塚商会 第一生命保険株式会社 株式会社ペイロール

株式会社オリエンタルランド 東急リバブル株式会社 株式会社 三越伊勢丹 株式会社オグラ WACホールディングス㈱ウッドオフィス株式会社 防衛省　 株式会社　大林組 大成建設株式会社 毎日新聞社

オリジナル設計株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 三菱ＵＦＪ信託銀行　株式会社 株式会社小田急エージェンシー 千葉県警察 株式会社ホテルオークラ東京 岡三証券株式会社 大日本住友製薬株式会社 マカオ航空/株式会社A.R.T

花王カスタマーマーケティング株式会社 株式会社東京ドームホテル 三菱ＵＦＪニコス株式会社 オリエンタルモーター株式会社 東急グループ 本田技研工業株式会社 小田急電鉄株式会社 大和ハウス工業　株式会社 丸文株式会社

加賀電子株式会社 株式会社ドウシシャ 株式会社　ミリアルリゾートホテルズ 株式会社河内屋 株式会社東急ハンズ ミズノ株式会社 株式会社 小田急百貨店 大和リース株式会社 三菱電機株式会社

神奈川県警察 東邦ホールディングス株式会社（東邦薬品㈱・㈱東邦システムサービス） 明治安田生命保険相互会社 株式会社 関電工 東京国税局 三菱食品株式会社 小野薬品工業株式会社 髙松建設株式会社 ヤマサ醤油株式会社

株式会社 カネボウ化粧品 東洋製罐株式会社 株式会社　メリーチョコレートカンパニー キヤノンシステムアンドサポート株式会社 東京電力株式会社 株式会社　三菱東京ＵＦＪ銀行 オムロン株式会社 高見株式会社 ユザワヤ商事株式会社

株式会社上組 株式会社 トーメンエレクトロニクス　 森六ホールディングス株式会社 株式会社　協和エクシオ 東京美装興業株式会社 三菱マテリアル株式会社 オリンパス株式会社 株式会社タナックス 横浜ゴム株式会社

関東化学株式会社 株式会社　トプコン 株式会社　八千代銀行 近畿日本ツーリスト株式会社 株式会社東京めいらく ミヨシ油脂株式会社 川崎信用金庫 株式会社千葉銀行 横浜冷凍株式会社

京セラ株式会社 苫小牧埠頭株式会社 株式会社ヤナセ 株式会社熊谷組 東武鉄道株式会社 株式会社　ミライト・テクノロジーズ 共同印刷株式会社 株式会社千葉興業銀行 吉本興業株式会社

キリンビール株式会社／キリンビバレッジ株式会社 新潟県(にいがたＵターン情報センター) ヤマト運輸株式会社 株式会社群馬銀行 株式会社栃木銀行 明和地所株式会社 協和発酵キリン株式会社 都築電気株式会社 読売新聞社

株式会社クリーク・アンド・リバー社 ニチアス株式会社 ヤマハ発動機株式会社 群馬県警察本部 栃木県警察 山形県Uターン情報センター 株式会社極洋 株式会社ディーエイチシー（ＤＨＣ） りそなグループ（りそな銀行、埼玉りそな銀行）

京浜急行電鉄株式会社 日本コムシス　株式会社 横浜信用金庫 群馬県若者就職支援センター（ジョブカフェぐんま） 栃木県庁 山崎製パン　株式会社 金融庁 株式会社 帝国ホテル 株式会社 レナウン

京葉ガス株式会社 株式会社ニトリ ライオン株式会社 京王電鉄株式会社 栃木県庁（ＵＩターン） 株式会社 ゆうちょ銀行　東京エリア本部 株式会社公文教育研究会 東京ガス株式会社 株式会社 ロッテ

ケンコーマヨネーズ株式会社 日本ガス株式会社（ニチガス） 株式会社 ＬＩＸＩＬ 警視庁 凸版印刷株式会社 株式会社友和 株式会社クリエイトエス・ディー 東京消防庁

国分株式会社 日本コンベンションサービス株式会社 理研計器株式会社 株式会社京葉銀行 株式会社巴商会 横浜市 クリナップ株式会社 東京信用金庫

株式会社ココカラファインヘルスケア 日本情報産業株式会社 リンテック株式会社 小泉成器株式会社 ナカバヤシ株式会社 株式会社　吉野工業所 グローリー株式会社 東京地下鉄株式会社

埼玉県警察本部 日本赤十字社 ＹＫＫグループ（ＹＫＫ株式会社・ＹＫＫ　ＡＰ株式会社） ＫＯＡ株式会社 ニッタン株式会社　 株式会社読売広告社 コクヨ株式会社 東武トップツアーズ株式会社

埼玉県庁 日本通運株式会社 わかもと製薬株式会社 株式会社コメ兵 日本航空株式会社 株式会社　リケン 株式会社 小松製作所(コマツ) 株式会社 トーハン

株式会社 ジェイティービー（ＪＴＢグループ) 日本電子計算株式会社（NTTデータグループ） さいたま市 日本航空電子工業株式会社 リゾートトラスト株式会社 株式会社　小森コーポレーション ニチバン株式会社

シチズン時計株式会社 パイオニア株式会社 財務省本省 日本光電工業株式会社 サントリービバレッジサービス株式会社 日本管財株式会社

芝信用金庫 株式会社はせがわ 株式会社重松製作所 日本生命保険相互会社 静岡県経済産業部雇用促進課 日本銀行

※セミナーは原則として次のスケジュールで実施します。
　企業によっては異なる時間で実施する場合がありますので当日の掲示等に十分注意してください。

3月15日　午前の部参加企業（10：00～13：10) 3月15日　午後の部参加企業（14：00～17：10） 3月16日　午前の部参加企業（10：00～13：10)

平成28年3月15日(火)・16日(水)日本大学合同企業研究会・就職セミナー　参加企業一覧

開催会場：サンシャインシティ　展示ホールＡ

　　①10：00～10：40　　②10：50～11：30　　③11：40～12：20　　④12：30～13：10　　
　　⑤14：00～14：40    ⑥14：50～15：30　　⑦15：40～16：20　　⑧16：30～17：10

企　業　名 企　業　名 企　業　名
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