
  

兵庫県立大学生のための 

 
     

※対象：全学部(研究科)･全学年（参加無料） 
 
 
１．日 時 平成２９年３月２日（木） 

午前１０時～午後５時【開場 ９：５０】 
 
２．場 所 神戸国際展示場３号館 

（神戸市中央区港島中町６－１１－１ ポートライナー市民広場駅下車すぐ） 
 
３．参加企業 ２３０社・団体（裏面一覧表のとおり） 
 
４．当日プログラム 

(1) 参加企業・団体によるブース内での学生への説明・相談 

ブース毎に各企業団体の担当の方が説明を行います。（１回の説明時間は４０分×８回）  
(2) 兵庫の成長企業発見ブース＆地元就職相談コーナー 

就職サイト「はりまっち」が主体となり、全国でも有数の産業集積地である播磨地域の元

気な成長企業を紹介します。  
(3) 厚生労働省兵庫労働局新卒応援ハローワークの就職相談コーナー 

ハローワークが実施している「新卒応援ハローワーク」等の事業を紹介するとともに、学

生からの就職活動に関する相談に対応します。   
(4) 兵庫県立大学大学院への進学相談 

兵庫県立大学の４大学院（応用情報科学研究科、シミュレーション学研究科、緑環境景観マネジ

メント研究科、地域資源マネジメント研究科）の教育研究内容の紹介や入試情報、修了後の進路

等について説明するとともに、当大学院への進学を検討している学生の相談に対応します。 

 
  
【主催】兵庫県立大学 【共催】兵庫県立大学生活協同組合 

〔問い合わせ先〕兵庫県立大学事務局学務部学務課 ℡078-794-6647   

 

合同企業等説明会 



【参加予定企業・団体】 

建設業 
㈱きんでん サンヨーホームズ㈱ ㈱太平エンジニアリング 中外炉工業㈱ 日本水理㈱ 
野里電気工業㈱ 長谷工グループ パナホーム㈱ ㈱フジタ ㈱広築 
三井ホーム㈱ 三菱電機ビルテクノサービス㈱    

食料品製造業 
エム・シーシー食品㈱ ＯＣＩ㈱ 三栄源エフ・エフ・アイ㈱ 敷島製パン㈱ フジッコ㈱ 
㈱マルヤナギ小倉屋 山崎製パン㈱ 養命酒製造㈱ ㈱ロック・フィールド  

繊維工業 ＫＢツヅキ㈱ 日本毛織㈱    
木材・木製品製造業（家具を除く） 永大産業㈱     
家具・装備品製造業 ㈱イトーキ ㈱オリバー    
パルプ・紙・紙加工品製造業 大昭和紙工産業㈱ 兵庫パルプ工業㈱    
印刷・同関連業 トッパン・フォームズ㈱     

化学工業 
㈱大阪ソーダ シーアイ化成㈱ タテホ化学工業㈱ ＤＩＣ㈱ ナガセケムテックス㈱ 
㈱ネオス ハニー化成㈱ 東山フイルム㈱ ㈱ＭＯＲＥＳＣＯ  

プラスチック製品製造業 スターライト工業㈱ タキロン㈱    

ゴム製品製造業 
㈱加貫ローラ製作所 シバタ工業㈱ ショーワグローブ㈱ 住友理工㈱ 東洋ゴム工業㈱ 
㈱ニチリン 三ツ星ベルト㈱    

窯業・土石製品製造業 石塚硝子㈱     

鉄鋼業 
大阪熱処理㈱ ㈱栗本鐵工所 産業振興㈱ ㈱シマブンコーポレーション 大和工業グループ 
日立金属㈱ 三輪運輸工業㈱    

非鉄金属製造業 エンケイ㈱ タツタ電線㈱ 福辰合金㈱ ㈱三ッ星  
金属製品製造業 ㈱ノーリツ ㈱パロマ ㈱ミヤナガ ユニタイト㈱  

はん用機械器具製造業 
近畿工業㈱ 神港精機㈱ ㈱水登社 ㈱タクマ ㈱酉島製作所 
森合精機㈱     

生産用機械器具製造業 
㈱アマダホールディングス ㈱大阪真空機器製作所 ㈱コスメック サムコ㈱ 新東工業㈱ 
ＳＣＲＥＥＮホールディングス（旧：大日本スクリーン製造） 東洋機械金属㈱ 日工㈱ 兵神装備㈱ 

業務用機械器具製造業 
愛知時計電機㈱ ㈱小野測器 川重ファシリテック㈱ 新晃工業㈱ ㈱ダイフク 
三菱重工メカトロシステムズ㈱     

電子部品・デバイス・電子回路
製造業 電気機械器具製造業 

㈱エネゲート 京セラ㈱ ㈱三社電機製作所 ㈱精和工業所 第一精工㈱ 
タイガー魔法瓶㈱ ㈱大真空 太陽ケーブルテック㈱ 太陽誘電㈱ ＴＯＷＡ㈱ 
パナソニック㈱ フジプレアム㈱ 三菱電機㈱ ㈱ユメックス ルネサスエレクトロニクス㈱ 

輸送用機械器具製造業 
明石機械工業㈱（ダイハツ工業グループ） アスモ㈱ 井原精機㈱ 極東開発工業㈱ 
㈱コタニ 親和パッケージ㈱ ㈱ＴＢＫ 東海交通機械㈱（ＪＲ東海グループ） 
東洋電機㈱（三菱電機グループ） ㈱ハイレックスコーポレーション 阪神内燃機工業㈱ 日本トレクス㈱ 

その他の製造業 
アシックス商事㈱ 一村産業㈱ オイレス工業㈱ オリエンタル鍍金㈱ ㈱神鋼環境ソリューション 
大日本住友製薬㈱ ㈱デービー精工 日本ジャバラ工業㈱ 播州電装㈱  

電気・ガス・熱供給・水道業 ㈱関電エネルギーソリューション    

情報通信業 

㈱アイティシステム アトラス情報サービス㈱ ㈱インテック ウチダエスコ㈱ ㈱ＳＲＩシステムズ 
ＮＥＣソリューションイノベータ㈱ ㈱ＮＴＴデータ関西 ㈱ＯＤＫソリューションズ ㈱オービック ㈱大阪エヌデーエス 
㈱キューブシステム コネクシオ㈱ コベルコシステム㈱ ㈱サイプレス・ソリューションズ ジィ・アンド・ジィ㈱ 
㈱ＪＳＯＬ シグマトロン㈱ ㈱システムリサーチ ㈱ジャステック 情報技術開発㈱ 
住友化学システムサービス㈱ ソフラ㈱ ㈱大和コンピューター 中央コンピューター㈱ ㈱テクノ・セブン 
㈱テクノツリー トーテックアメニティ㈱ ㈱ドーン トランコムＩＴＳ㈱ ノバシステム㈱ 
ＰＣＩソリューションズ㈱ ㈱ビジネスブレイン太田昭和 ㈱ビッツ 富士通エフ・アイ・ピー㈱ ㈱べネスト 
三菱電機コントロールソフトウェア㈱ ㈱Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ ㈱ミライト  

運輸業・郵便業 神戸電鉄㈱ 日鉄住金物流㈱ 日本デイリーネット㈱ 日本通運㈱ 三菱倉庫㈱ 

卸売・小売業 

アークハリマ㈱ 井澤金属㈱ ウメトク㈱ ㈱大月真珠 カツヤマキカイ㈱ 
㈱カナデン 北村化学産業㈱ キヤノンマーケティングジャパン㈱  
コムネット㈱ ㈱コメリ ㈱サンエース ㈱サンセイテクノス ＪＦＥ商事鉄鋼建材㈱ 
シオタニ㈱ ㈱白崎コーポレーション 神栄㈱ 泰盛貿易㈱ ㈱テンポスバスターズ 
常盤電機㈱ 富永貿易㈱ トヨタ部品兵庫共販㈱ トラスコ中山㈱ 阪和興業㈱ 
福農産業㈱ 藤原産業㈱ ㈱朋裕アトラス 萬世電機㈱ 宮野医療器㈱ 

金融・保険業 

あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 岡三証券㈱ ㈱オリエントコーポレーション ㈱関西アーバン銀行 ㈱かんぽ生命保険 
住友生命保険相互会社 大和証券グループ 但陽信用金庫 日新信用金庫 ㈱日本政策金融公庫 
㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 兵庫信用金庫 三井生命保険㈱ ㈱みなと銀行 
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ㈱ゆうちょ銀行 りそなグループ（りそな銀行・埼玉りそな銀行） 

不動産業・物品賃貸業 ㈱カワサキライフコーポレーション（川崎重工グループ） ㈱ジェイ・エス・ビー   

学術研究、専門・技術サービス業 
㈱エルクコンサルタント ㈱ケー・エー・シー 新経営サービス ㈱ダイセキ ㈱阪技 
㈱兵庫分析センター 大興グループ（㈱ダイコーテクノ、㈱ダイテック、㈱アビリティ・インタービジネス・ソリューションズ） 

生活関連サービス業・娯楽業 ㈱クラフト・ワークス 神姫バス㈱    
教育・学習支援業 ㈱アップ（Ａ Ｂｅｎｅｓｓｅ Ｃｏｍｐａｎｙ） ラインズ㈱   
医療・福祉 社会福祉法人あかね 全国健康保険協会    

サービス業（他に分類されないもの） 
生活協同組合コープこうべ ㈱ダイレクト ＷＤＢ㈱ 東洋ビルメンテナンス㈱ 兵庫県中小企業家同友会 
一般財団法人ボーケン品質評価機構 兵庫の成長企業発見ブース＆地元就職相談コーナー（就職サイトはりまっち） 

 
【注意・連絡事項】 

★ 企業・団体の採用担当の方より説明を聞く場ですから、節度のある服装を着用してください。入退場は自由です。（会場内禁煙） 
★ 当日は、西地区から会場までのバスを運行（往復）します。出席学生数を把握するため、必ず、ユニバーサルパスポートの「アンケ

ート回答」で、平成２９年２月３日(金)までに、出欠、バス利用の有無を報告してください。事前にバス乗車希望の登録が無い場合は
乗車できません。 

★ 当日は、休憩場所を用意し、会場内でも昼食（弁当、サンドウィッチ等）を販売します。 
★ 参加票は、企業・団体の採用担当の方から提出を求められた時は、提出してください。なお、参加票については、大学のホームページ

に様式を添付しますので、ご活用ください。（但し、企業等から別の書式に記入を求められた時は、その指示に従ってください。） 


