
学内業界研究セミナー・学内企業説明会中止に伴う代替措置対応リスト　 2020/3/17更新

※対象：2月28日以降参加が予定されていた企業 ※赤字が3/9の更新箇所となります。

※青字が3/11の更新箇所となります。

※緑字が3/13の更新箇所となります。

※紫字が3/17の更新箇所となります。

企業名 日程 企業パンフレット【閲覧】 企業パンフレット【配布】 WEB説明会 採用情報 その他参考資料・情報など

株式会社日立ソリューションズ 2/28（金） あり あり ― http://www.hitachi-solutions.co.jp/recruit/newgraduates/ マイページに登録後WEB説明会や社員インタビューをご視聴できます！

富士ゼロックス株式会社 2/28（金） あり あり ― https://fujixerox.saiyo.jp/

帝人株式会社 2/28（金） あり あり ― https://www.teijin.co.jp/recruit/top.html

株式会社富士通エフサス 2/28（金） あり あり ― http://recruit.fsas.fujitsu.com/2020top/

キヤノン株式会社 2/28（金） あり あり ― https://global.canon/ja/employ/new/

三菱マテリアル株式会社 2/28（金） あり あり ― http://www.mmc.co.jp/recruit/index.html

三菱電機株式会社 3/2（月） あり あり ― https://www.mitsubishielectric.co.jp/saiyo/graduates/index.html

スズキ株式会社 3/2（月） あり あり ― http://saiyo.suzuki.co.jp/graduate/index.html

株式会社ＩＨＩ 3/2（月） あり あり ― https://www.ihi.co.jp/ihi/recruit/

キオクシア株式会社（旧：東芝メモリ株式会社） 3/2（月） あり あり ― https://graduates-jp.kioxia.com/

ダイハツ工業株式会社 3/2（月） あり あり ― https://www.daihatsu.com/jp/recruit/gradu/index.html#sec_2

東日本旅客鉄道（JR東日本） 3/2（月） あり あり ― https://www.i-note.jp/jreast/recruit/student/index.html

パナソニック株式会社 3/2（月）
【紙媒体】あり

【データ】https://www2.kyujin-navi.com/gakugai/mail_img.asp?k=fruy6rfk

【紙媒体】あり

【データ】https://www2.kyujin-navi.com/gakugai/mail_img.asp?k=fruy6rfk
― https://www.panasonic.com/jp/corporate/jobs/new_gra.html

【重要】

今後の企業イベントや選考スケジュールについて、後日お知らせ配信実施予定です。

→「OBOG主催セミナー」情報を3/17にお知らせ配信でお送りしています。

いすゞ自動車株式会社 3/2（月） あり あり ― http://www.recruit.isuzu.co.jp/shinsotsu/

ＮＴＴコミュニケーションズグループ 3/2（月） あり あり ― https://www.ntt.com/about-us/recruit/index.html

株式会社ＮＴＴデータ 3/3（火）
【紙媒体】到着予定日確認中

【WEB】https://nttdata-recruit.com/book/

【紙媒体】到着予定日確認中

【WEB】https://nttdata-recruit.com/book/

３月１３日（金）１０：１５〜１１：３０

https://www2.kyujin-navi.com/gakugai/mail_img.asp?k=xyui1k3h
https://www.nttdata.com/jp/ja/recruit/

【3/13WEB説明会の補足説明】

https://www.hosei.ac.jp/careercenter/login/pdf/kcc/20200317NTTdatahosoku.pdf

横河電機株式会社 3/3（火） あり ― ― https://www.yokogawa.co.jp/about/careers-j/

東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海） 3/3（火） あり あり ― https://saiyo.jr-central.co.jp/

日本電気株式会社（ＮＥＣ） 3/4（水） あり あり 学内企業セミナーの中止決定にさしてはご迷惑をお掛けしましたこと改めてお詫び申しげます。 http://nec-recruiting.com/

【重要】

選考情報を別途3/9にお知らせ配信でお送りしています。

メール記載のURLより全学ネットワークシステム統合認証(SSO)にログインしてご覧ください。

シチズン時計株式会社 3/4（水） あり あり ― https://www.citizen.co.jp/recruit/index.html

三菱自動車工業株式会社 3/4（水） あり ― ― https://www.mitsubishi-motors.com/jp/recruit/?intcid2=recruit

株式会社リコー 3/4（水） あり ― ― https://jp.ricoh.com/jobs/newgraduate/

ヤマハ発動機株式会社 3/4（水） あり ― ― https://global.yamaha-motor.com/jp/recruit/

森永乳業株式会社 3/4（水） あり あり ― https://saiyo.morinagamilk.co.jp/ 

東日本電信電話株式会社（NTT東日本） 3/4（水） あり あり ― https://www.ntt-east.co.jp/recruit/group/index.html
【社員紹介シート】

https://www.hosei.ac.jp/careercenter/login/pdf/kcc/20200317NTTeastshain.pdf

標記イベント中止に伴い、参加が予定されていた企業各社から、代替措置として提供いただいた資料等の情報をリスト化したものです。

「会社案内等の資料配布」が「あり」の場合、資料は小金井キャリアセンターで配布します。

※「投影用配布資料」は、法大生のために特別に提供いただいた資料です。自身の閲覧用のみに使用し、SNS等への掲載は一切しないでください。

※各社が個別で実施する企業説明会や選考情報を得るために、各自で早めに企業マイページへの登録（エントリー）を完了することをお勧めします。
「情報なし」の企業は、各企業の採用ホームページ等を自分で確認しましょう。

2020/3/17  キャリアセンター



学内業界研究セミナー・学内企業説明会中止に伴う代替措置対応リスト　 2020/3/17更新

※対象：2月28日以降参加が予定されていた企業 ※赤字が3/9の更新箇所となります。

※青字が3/11の更新箇所となります。

※緑字が3/13の更新箇所となります。

※紫字が3/17の更新箇所となります。

企業名 日程 企業パンフレット【閲覧】 企業パンフレット【配布】 WEB説明会 採用情報 その他参考資料・情報など

標記イベント中止に伴い、参加が予定されていた企業各社から、代替措置として提供いただいた資料等の情報をリスト化したものです。

「会社案内等の資料配布」が「あり」の場合、資料は小金井キャリアセンターで配布します。

※「投影用配布資料」は、法大生のために特別に提供いただいた資料です。自身の閲覧用のみに使用し、SNS等への掲載は一切しないでください。

※各社が個別で実施する企業説明会や選考情報を得るために、各自で早めに企業マイページへの登録（エントリー）を完了することをお勧めします。
「情報なし」の企業は、各企業の採用ホームページ等を自分で確認しましょう。

日野自動車株式会社 3/4（水） あり あり ― https://www.hino.co.jp/recruit/fresh/index.html

エバラ食品工業株式会社 2/28(金) ― ― なし https://www.ebarafoods.com/company/recruit/ 情報ページ動画　URL:https://job.mynavi.jp/conts/2021/j/?di=7375&dk=7991

オリエンタルモーター株式会社 2/28(金) あり あり
開催日程：　現在調整中

WEB説明会の実施準備を進めておりますが、 準備が整い次第、改めてご連絡させていただきます。
https://www.orientalmotor.co.jp/saiyo/recruit/

会社概要説明の動画はございますので、取り急ぎこちらのＵＲＬを提出させていただきます。

https://www.orientalmotor.co.jp/company/profile/movie/

株式会社コバヤシ 2/28(金) あり あり なし https://www.kbjapan.co.jp/jpn/saiyo01/index.html

サミー株式会社 2/28(金) あり あり

開催日程：未定

URL：https://job.axol.jp/vb/s/sammy_21/entry/agreement

上記URLよりエントリーいただいた方向けに個別に詳細をご案内予定

https://www.sammy.co.jp/recruit/new.html

株式会社JALインフォテック 2/28(金) あり ― https://www.jalinfotec.co.jp/recruit/

住友重機械工業株式会社 2/28(金) あり あり
マイページにプレエントリーいただいた方にご案内をしております。

URL：https://www.shi.co.jp/saiyo/new/entry.html
https://www.shi.co.jp/recruit/index.html

株式会社セイシン企業 2/28(金) あり あり
検討中です。（WEB説明会 導入中）詳細はマイナビなどに記載致します。

http://www.betterseishin.co.jp/recruit/ 社内で行う説明会は現在予定延期しております　

太陽誘電株式会社 2/28(金) あり あり
現在公開中　期間：2020年3月１３日　12:00までとなっております。

 URL：https://www.yuden.co.jp/jp/recruit/offering/newly/
https://www.yuden.co.jp/jp/recruit/

東洋製罐グループホールディングス株式会社 2/28(金) あり あり 開催する予定で進めておりますが、現時点では未定 https://www.tskg-hd.com/company/recruit/

トランス・コスモス株式会社 2/28(金) ― ―
以下の採用サイトからエントリー頂き説明会へ

URL：https://www.trans-cosmos.co.jp/saiyou/fresh/
https://www.trans-cosmos.co.jp/saiyou/fresh/

日本ケミファ株式会社 2/28(金) あり あり なし https://www.chemiphar.co.jp/employment/
面接は5月中旬以降に開始予定ですが、状況により変更の可能性があります。

マイナビからエントリーいただいた方に詳細をご案内いたします。

日本新薬株式会社 2/28(金) あり あり
3月1日(日)〜　※弊社 採用マイページにて閲覧可能

URL：https://www.nippon-shinyaku.co.jp/recruit/entry/
https://www.nippon-shinyaku.co.jp/recruit/careers/

日本製粉株式会社 2/28(金) あり あり なし https://www.nippn.co.jp/recruit/new_grd/
2021年度新卒採用より、採用HPをリニューアルしております。企業研究の際にぜひご活用ください。

URL：https://www.nippn.co.jp/recruit/index.html

日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社 2/28(金) あり あり
開催日程：3/11、16，18，23

URL：https://job.rikunabi.com/2021/company/r622881015/
https://jp-it.jp/saiyo/index.html 会社説明会を少人数及び安全衛生面に配慮して開催しています。

野村マイクロ・サイエンス株式会社 2/28(金) あり あり なし ―
3/16(月)、3/18(水)、3/25(水)、3/27(金)

説明会情報ページURL：https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp84358/outline.html

日立建機株式会社 2/28(金) あり あり 開催日時：未定
WEB説明会の詳細は弊社マイページよりご案内いたします。 https://www.hitachicm.com/global/jp/recruit/newgraduate/

株式会社日立プラントコンストラクション 2/28(金) あり ― なし http://www.hitachi-plant-construction.co.jp/recruit/index.html
現在、会社説明会を行っています（コロナ感染対策実施中）。

詳細は、リクナビ2021に掲載しております。

株式会社ファルテック 2/28(金) あり ― なし ―
3月中の会社説明会は中止とさせていただきました。希望者へ会社説明会資料のデータを送付いたします。

まずはマイナビよりファルテックへエントリーをお願いします。

株式会社明電舎 2/28(金) あり あり
開催日程：随時

URL：https://job.mynavi.jp/conts/2021/j/?di=5833&dk=39ab
https://www.meidensha.co.jp/saiyou/pages/index.html

https://job.mynavi.jp/conts/2021/j/?di=5833&dk=39ab

上記URLにて会社概要の視聴が可能です。

その他のコンテンツはエントリー後のマイページでご視聴いただけます。

ライオン株式会社 2/28(金) あり あり

生産技術職についての詳細はあまりないのですが、弊社採用HPでマイページに登録していただくと、

「WEBセミナー」で会社の紹介をご覧いただけます。常時公開しております。

URL：https://www.lion.co.jp/ja/company/recruit/graduate/

https://www.lion.co.jp/ja/company/recruit/graduate/

弊社採用ページ内の「ライオンの人々」では、生産技術職として活躍する社員のインタビュー記事を載せています。

もちろん、営業、スタッフ、研究職もございます。

具体的なキャリア、業務、今後の夢等ご覧いただけますのでご参考となればと思います。

2020/3/17  キャリアセンター


