
平成２３年１２月１６日現在　　№１

� 開催期間��平成24年1月10日（火）�~�平成24年2月13日（月）    （期間中：18日間）

� 場��所��大学会館3階�特別会議室�及び�ホール

� 内��容��企業の人事（採用）担当者と本学のOB・OGが来学し、企業の概要説明や質問に応じてくれます。

� 時��間��全日�12：15~16：30
������第1クール；12：15~13：30��第2クール；13：45~15：00��第3クール；15：15~16：30

開催日及び参加予定企業　（参加予定企業が事情により変更となる場合がありますので、「就職情報提供システム」で随時確認してください。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　就職情報提供システムＵＲＬ　　https://syushoku.sec.tsukuba.ac.jp/

1月10日（火） 1月11日（水） 1月12日（木）
NTTコミュニケーションズグループ 川崎重工業株式会社 日本電気株式会社
日本放送協会（ＮＨＫ） カルピス株式会社 旭化成
富士通株式会社 ヤマハ株式会社 サントリーホールディングス株式会社
双日株式会社 丸紅株式会社 国際石油開発帝石株式会社
新日本製鉄株式会社 アークランドサカモト株式会社 株式会社クラレ
水ing株式会社（旧社名荏原エンジニアリングサービス(株）） 曙ブレーキ工業株式会社 株式会社　ナリス化粧品
株式会社　講談社 東海カーボン株式会社 西松建設株式会社
三菱鉛筆株式会社 小野薬品工業株式会社 株式会社NTTデータフロンティア
大日本スクリーン製造株式会社 株式会社小糸製作所 独立行政法人　産業技術総合研究所
ウシオ電機株式会社 丸善石油化学株式会社 三井住友トラスト・グループ（中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行・住友信託銀行）

富士電機株式会社 株式会社ミクシィ 日本銀行
ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社 JFEシステムズ株式会社 住友不動産販売株式会社
大日本住友製薬株式会社 株式会社ぎょうせい 京浜急行電鉄株式会社
日本貨物鉄道株式会社 株式会社ベイシア 株式会社島津製作所
日鉄日立システムエンジニアリング株式会社 ㈱ベネッセコーポレーション 株式会社インテリジェンス
関西電力株式会社 長瀬産業株式会社 株式会社コメリ
ＴＤＫ株式会社 西武グループ（西武ホールディングス・西武鉄道・プリンスホテル） 読売新聞東京本社
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 パイオニア株式会社 カルソニックカンセイ株式会社
株式会社タムラ製作所 株式会社富士通システムソリューションズ プレス工業株式会社
三菱UFJ信託銀行 独立行政法人日本原子力研究開発機構 京セラコミュニケーションシステム㈱
いすゞ自動車株式会社 株式会社ジャステック 東ソー株式会社
株式会社大林組 NTT[日本電信電話株式会社＜NTT研究所(R&D)＞] パソナグループ
株式会社　損害保険ジャパン 日本製紙株式会社 株式会社　山武
株式会社　ニトリ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 株式会社　ドウシシャ
大鵬薬品工業株式会社 グローリー株式会社 THK株式会社

日本食研ホールディングス株式会社

1月17日（火） 1月18日（水） 1月19日（木）
株式会社 日立製作所 住友商事株式会社 シャープ株式会社
富士重工業（株） 日本アイ・ビー・エム株式会社 凸版印刷株式会社
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 茨城日立情報サービス株式会社 株式会社村田製作所
共同印刷株式会社 浜松ホトニクス株式会社 エスケー化研株式会社
ハートランド・データ株式会社 片岡物産株式会社 独立行政法人都市再生機構
ミヨシ油脂株式会社 ロームつくば株式会社 内田洋行
株式会社富士通マーケティング 長谷工グループ 株式会社　常陽銀行
セコム株式会社 日本ガイシ（株） 株式会社　ノバレーゼ
トヨタ自動車株式会社 株式会社　奥村組 信金中央金庫
株式会社ＰＦＵ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 日立システムズ
株式会社　安川電機 日本たばこ産業株式会社 日本通運株式会社
株式会社　千葉銀行 サイバーコム株式会社 株式会社デサント
株式会社エヌアイデイ 古河機械金属株式会社 株式会社ケン・コーポレーション
株式会社ヤクルト本社 産経新聞社 大塚製薬株式会社
セイコーエプソン株式会社 DIC株式会社 東京フード株式会社
日本ビジネスシステムズ株式会社 株式会社　筑波銀行 株式会社インテージ
日立工機株式会社 村田機械株式会社 株式会社カネカ
三井住友カード株式会社 ＮＴＴ東日本（東日本電信電話株式会社） 横浜銀行
株式会社　オースビー 日本郵政グループ インクリメントＰ株式会社
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 株式会社オービック 国分株式会社
株式会社シーエーシー 昭和産業株式会社 商工中金
大和ハウス工業株式会社 株式会社熊谷組 株式会社クイック
茨城セキスイハイム株式会社 矢崎総業株式会社（矢崎グループ） トレンドマイクロ株式会社
株式会社リクルート 株式会社ディスコ 日本水産株式会社（ニッスイ）
田中貴金属グループ 株式会社サイバーエージェント ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東芝三菱電機産業システム

1月20日（金） 1月23日（月） 1月24日（火）
株式会社ナナオ 味の素株式会社 ＪＲ東海（東海旅客鉄道株式会社）
ローム ライオン株式会社 株式会社ロッテ
株式会社 文藝春秋 全日本空輸株式会社 中部電力株式会社
株式会社リケン イビデン株式会社 大日本印刷株式会社（ＤＮＰ）
ソフトウエア情報開発株式会社 日本貿易振興機構（ジェトロ） 株式会社東京めいらく
サンヨー食品株式会社 ニフティ株式会社 日本郵船株式会社
パラマウントベッド株式会社 三菱化学株式会社 あすか製薬株式会社
株式会社アスクレップ 京セラ株式会社 株式会社ユードム
株式会社ＱＵＩＣＫ 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 アルプス電気株式会社
豊島株式会社 ファイザー株式会社 日立化成工業株式会社
株式会社丸井グループ 日本公文教育研究会 住友金属工業株式会社
理想科学工業株式会社 三井不動産レジデンシャル株式会社 スチールプランテック株式会社
株式会社　髙島屋 新明和工業株式会社 株式会社ＮＴＴデータオーロラ
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 トッパン・フォームズ株式会社 東京証券取引所グループ
アルパイン株式会社 住金物産株式会社 日東紡（日東紡績株式会社）
沖電気工業株式会社 野村證券株式会社 中央労働金庫
山崎製パン株式会社 日本原燃株式会社 日本新薬株式会社
JTB関東 株式会社　牧野フライス製作所 株式会社マイナビ
株式会社クボタ 株式会社日本政策金融公庫 日鐵商事株式会社
北越紀州製紙株式会社 東京海上日動火災保険株式会社 株式会社トプコン
オリエンタルモーター株式会社 J-POWER（電源電源開発株式会社） 日本生命保険相互会社
農林中央金庫 東京急行電鉄株式会社 株式会社 ＧＳユアサ
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 ティーエルロジコム株式会社 JFE商事株式会社
メタウォーター株式会社 キユーピー株式会社 日立建機株式会社
ＪＡ全中 東京ガス株式会社 株式会社ジェイアール東日本情報システム
東洋紡（東洋紡績株式会社） 株式会社　間　組　（呼称：ハザマ） 東京センチュリーリース株式会社
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1月25日（水） 1月26日（木） 1月27日（金）
株式会社　東芝 三菱電機株式会社 オムロン株式会社
キヤノン株式会社 東日本旅客鉄道株式会社 レンゴー株式会社
株式会社　IT働楽研究所 日本出版販売株式会社 株式会社アルファシステムズ
株式会社小森コーポレーション 株式会社フジタ 中部国際空港株式会社
鹿島建設株式会社 独立行政法人　宇宙航空研究開発機構 株式会社　数理計画
株式会社　ADEKA 三菱商事株式会社 株式会社イシダ
アクセンチュア株式会社 株式会社マルハニチロホールディングス 株式会社　日立ハイテクノロジーズ
ミズノ株式会社 東亜電気工業株式会社 フコク情報システム株式会社
株式会社　損害保険ジャパン 株式会社日立エンジニアリング・アンド・サービス 株式会社ジェイテック
日本コムシス株式会社 株式会社ティージー情報ネットワーク 株式会社インテック（ITホールディングスグループ）
株式会社ミツカングループ本社 高砂熱学工業株式会社 ミサワホーム株式会社
カシオ計算機株式会社 株式会社商船三井 三井住友海上火災保険株式会社
TIS株式会社 株式会社　一条工務店 ピジョン株式会社
東日本高速道路株式会社 株式会社ＮＳ・コンピュータサービス 東京エレクトロン デバイス株式会社
ＳＣＳＫ株式会社 シミック株式会社 豊商事株式会社
千代田化工建設株式会社 株式会社不二越 トヨタテクニカルディベロップメント株式会社
株式会社　ココスジャパン 株式会社　吉野工業所 水戸信用金庫
リコーITソリューションズ株式会社 株式会社　極洋 住商スチール株式会社
株式会社富士通ゼネラル エイムネクスト株式会社 大陽日酸株式会社
スポーツクラブNAS株式会社 一般社団法人　共同通信社 株式会社ナビタイムジャパン
株式会社　日刊スポーツ新聞社 宇部興産株式会社 三菱ＵＦＪニコス株式会社
川崎汽船株式会社 株式会社近鉄エクスプレス 横浜ゴム株式会社
阪和興業株式会社 株式会社　JSOL（ジェイソル） （旧　日本総研ソリューションズ） 株式会社　三岩エンジニアリング
株式会社エフ・ディー・シー 株式会社NTTファシリティーズ 丸文株式会社
三菱日立製鉄機械株式会社 アライドテレシスホールディングス株式会社 京セラケミカル株式会社
　 株式会社竹中工務店 西日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ西日本）

2月6日（月） 2月7日（火） 2月8日（水）
（株）リコー シチズン時計株式会社 株式会社 富士通総研
富士ゼロックス株式会社 パーク２４グループ 株式会社北陸銀行
共同カイテック株式会社 ヤマハ発動機株式会社 三菱レイヨン株式会社
東芝ロジスティクス株式会社 ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 株式会社パスコ
コクヨ株式会社 信越化学工業株式会社 株式会社　岡村製作所
センコー株式会社 大正製薬株式会社・大正富山医薬品株式会社 国立大学法人筑波大学
株式会社カカクコム 鴻池運輸株式会社 ぴあ株式会社
三菱ガス化学株式会社 東洋鋼鈑株式会社 株式会社そごう・西武
株式会社　JALUX Acroquest Technology 株式会社 ＮＴＴデータ ジェトロニクス株式会社
ソニーエナジー・デバイス株式会社 NTTソフトウェア株式会社 関東甲信越地区国立大学法人等職員採用試験事務室
トーソー株式会社 電気興業株式会社 シチズンホールディングス株式会社
株式会社 江東微生物研究所 ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング株式会社 株式会社アクトリー
株式会社日立情報制御ソリューションズ イーピーエス株式会社 株式会社東京精密
NTTコムウェア株式会社 株式会社新日本科学
キヤノンファインテック株式会社 富士通インターコネクトテクノロジーズ株式会社
株式会社日本総合研究所 新日鉄ソリューションズ株式会社
武田薬品工業株式会社 兼松株式会社
東武鉄道株式会社 東亜工業株式会社
東京コンピュータサービス株式会社 株式会社NTTデータ
コバレントマテリアル株式会社 株式会社ヨーク・ベニマル
コニカミノルタホールディングス株式会社 トラスコ中山株式会社
オーギヤグループ（株式会社　大木家）
株式会社エヌエソリューションズ東京
住友生命保険相互会社
日立ビジネスソリューション株式会社
NECソフト株式会社

2月9日（木） 2月10日（金） 2月13日（月）
豊田通商株式会社 株式会社　資生堂 三菱マテリアル株式会社
株式会社　アドバンテスト パナソニック株式会社 株式会社ＬＩＸＩＬ
日本アンテナ株式会社 水戸ソフトエンジニアリング株式会社 アビームコンサルティング株式会社
(株)フジクラ 塩野義製薬株式会社 イオングループ（イオン株式会社)
サンスターグループ 新光電子株式会社 リスパック株式会社
三桜工業株式会社 綜合警備保障株式会社（ＡＬＳＯＫ） スタンレー電気株式会社
ソニーグローバルソリューションズ株式会社 株式会社ニコンシステム アイ・テー・シー株式会社
株式会社　ユー・エス・イー 株式会社　日宣メディックス 株式会社　日立アドバンストデジタル
第一実業株式会社 前田工繊株式会社 NTTデータ先端技術株式会社
株式会社足利銀行 株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ 株式会社新生銀行
株式会社野村総合研究所 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 財団法人　電力中央研究所
株式会社イー・エス・ティ ニッセイ情報テクノロジー株式会社 アサヒビール株式会社
フォスター電機株式会社 テイ・エス テック株式会社 コヴィディエン グループ ジャパン
ルネサスエレクトロニクス（株） サンケン電気 株式会社　杉孝
株式会社デンソー   新光電気工業　株式会社
株式会社マクロミル 富士通ＣＩＴ株式会社
寺島薬局株式会社（グローウェルＨＤグループ） 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
キヤノンイメージングシステムズ株式会社 株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア
茨城県信用組合 三菱スペース・ソフトウエア株式会社
日東工器株式会社 CBC株式会社
株式会社アドバンス ＮＥＣ航空宇宙システム
いなば食品㈱いなばペットフード㈱ キヤノンマーケティングジャパン株式会社
WDB株式会社 株式会社　創夢

鈴与株式会社
株式会社　ロイヤルハウス石岡
株式会社　カスミ
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