
 

令和 3 年 2 月 15 日   

報道機関各位 

                    熊 本 大 学  

「学内企業・公務員説明会」を開催します 

 

本学では、大学改革の取組のひとつとして、学生のキャリア支援に力を注い
でいます。 

このたび、本学就職支援課主催で、熊大生を対象とした就活支援企画「学内
企業・公務員説明会」を下記のとおり開催します。 

つきましては当日の取材方よろしくお願いいたします。  
なお、取材を希望される方は、事前に下記担当までご連絡くださいますよう

お願いいたします。 

 

記 

 

【日  時】 令和 3 年 3 月 1 日（月）～令和 3 年 3 月 5 日（金）  

9：30～17：30 

【場  所】 オンラインでの実施 

【対象学生】 学部 3 年生および大学院修士 1 年生 

（2022 年 3 月卒業予定の企業就職希望者） 

【参加予定人数】 約 300 名 

【主  催】 熊本大学学生支援部 就職支援課 

【内  容】  就職活動の解禁日以降にあわせて企画した熊大独自の就活支援企画。 

学生が今後の就職活動を本格化させ、より良い進路選択ができるよう企

業研究等の機会を提供する。 

 今回はフルオンラインで実施することにより、コロナ禍にも対応。 

参加を予定している県外企業 133 社のうち 60％が上場企業。県内企

業 39 社は 3 月 4 日(木)に集中して開催する。官公庁の参加は 26 団体。 

コロナ禍の影響が 22 卒学生の就職活動や企業の採用活動にどの

ように影響しているのかがうかがえる学内説明会となる予定。 

 

【参加企業】 約 200 社（官公庁含む 詳細は別紙参照） 

 

 

 

 

【お問合せ先】  

熊本大学  学生支援部  就職支援課  

担当：日和田  

TEL：（096）342－3262 

 



学

外の
合同説明会と

ココが
違う!!

熊大生の採用を
積極的に考える企業が集結

1

文系、理系とも
採用予定の企業が中心

3

熊大OB・OG活躍中の
企業が多数

2

WEB実施で効率的
交通費がかからない

4

外国人留学生の方も、ぜひ積極的に参加して下さい！（説明会は全て日本語で行われます）
International stydents at KU are welcom to join it! （All programs will be provided in Japanese）

主催／熊本大学 就職支援課　TEL／096-342-2117

申込後の案内メールにより説明会専用画面に入り参加企業の詳細情報が確認できます。
また、説明会は当日各社の専用画面からZoomルームに入り視聴することになります。

から申込
（ガイダンス画面）申込方法

詳細は中面で
ご確認ください

学内公務員説明会 対象：2022年3月卒業・修了予定者3/1月 3/5 金

学内企業説明会申込方法
KUMA★NAVIガイダンス画面から事前申込をしてください

申込後の案内メールにより説明会専用画面に入り参加企業の詳細情報が確認できます。
また、説明会は当日各社の専用画面からZoomルームに入り視聴することになります。

熊本大学HP

キャリアサポート

スマートフォン
からの申込は
こちらから

詳細はHPやKUMA★NAVIでご確認ください

熊本県内企業説明会（39社）を
オンライン形式で集中開催！

肥後銀行、熊本銀行、熊本日日新聞社、KMバイオロジクス、再春館製薬所、
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、平田機工、LibWork　ほか

3/4 木

官公庁名業種No. 開催日 時間 アピールポイント等

企業名業種 アピールポイント等No. 開催日 時間

9：30～17：30 ※3/4熊本企業説明会のみ10：00～20：40

学内企業説明会
優良企業を中心に172社参加

官公庁26団体参加

学内公務員説明会 WEB
開催

今年は

9：30～16：30
熊本県庁、熊本市役所、福岡県庁、福岡市役所、佐賀県庁、長崎県庁、大分県庁、
宮崎県庁、鹿児島県庁、経済産業省九州経済産業局、財務省九州財務局、
法務省福岡出入国在留管理局、厚生労働省熊本労働局　ほか

参画官公庁

アサヒビール、富士通、東芝、ホンダ、NTTドコモ、パナソニック、三菱商事、三井物産、
丸紅、双日、楽天、花王、日本銀行、NHK、福岡放送（FBS)、安川電機、JR九州、
西部ガス、九州電力、西日本シティ銀行、久光製薬、西日本鉄道、肥後銀行、
KMバイオロジクス、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング　ほか

参画企業

3月は熊大から就活開始だ!熊大から就活開始だ!

3/1 月

3/5 金
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住友生命 福岡すみれい営業部 3/5（金）

入社後は、主に官公庁や企業にお勤めの方を
対象に保険のコンサルティング営業をおこな
い、その後は、営業経験をいかしたキャリアを
歩むことができる職種です。

保険
［保険］

09:30～
10:00

ヤマハ発動機 3/5（金）

私達は常に発想、デザイン、性能・機能に至るまで、人
の感性に訴える高品質なものづくりを通じて、世界
中のお客様に感動を提供することを目指しています。
私達と共に新しい感動を創っていきませんか。

メーカー
［自動車・輸送用機器］

09:30～
10:00

三菱商事 3/5（金）

三菱商事は、社会のニーズや期待に応え、経済価値・
社会価値・環境価値の三価値同時実現に挑戦します。
これを通じて、「構想力」・「実行力」・「高い倫理観」を
備えた経営人材を育成・輩出する企業を目指します。

商社
［商社（総合）］

09:30～
10:00

興和 3/5（金）

バンテリンやキャベジンでおなじみのコーワですが、
医薬品以外にも様々な事業を行っています。洋服や化
学品の輸出入、医療用機器・LED照明機器の研究開発
など、皆さんの生活に密着した事業を展開しています。

メーカー
［医薬品・医療関連・化粧品］

10:30～
11:00

戸上電機製作所 3/5（金）

配電・制御機器の総合メーカーです。電気の安定供給を
支える高圧開閉器をはじめ、社会インフラの充実や環
境保全に貢献する機器の製造・販売を行っています。佐
賀を拠点に全国・海外へ積極的に展開しています。

メーカー
［電子・電機］

10:30～
11:00

宇部興産 3/5（金）

・専門性の幅を広げるため、担当職務領域や事業
部内外でのローテーション（異動）を実施。・研修
や自己啓発支援制度も充実。・寮や社宅も完備し
ていますので、安心して生活することが出来ます。

メーカー
［素材・化学］

10:30～
11:00

丸紅 3/5（金）

丸紅は、時代が求める課題を先取りし、社会・顧客
にソリューションを提供するとともに、既存の枠組
みを超え、これまでの常識を乗りこえて、新たな成
長領域、新たなビジネスモデルに挑戦していきます。

商社
［商社（総合）］

10:30～
11:00

ＭＪＣ 3/5（金）

お客様は官公庁や大手優良企業/上流から下流まで/新
人研修はトレーナー制度を導入、教育充実しています/
厚生労働省「若者応援企業」認定/入社3年社員95％/
国内４拠点（東京・大阪・福岡・宮崎）/

IT・情報処理
［情報処理・ソフトウエア］

11:30～
12:00

ＳＣＳＫ 3/5（金）

ＳＣＳＫは、住友商事グループのグローバルＩＴサービス
カンパニーです。IT業界のリーディングカンパニーと
して「夢ある未来を、共に創る」というビジョンのもと、
産業やビジネスの変革を力強く支援しています。

IT・情報処理
［情報処理・ソフトウエア］

11:30～
12:00

竹中工務店 3/5（金）

東京タワーやあべのハルカス等、時代を象徴する建築
物を「最良の作品を世に遺し、社会に貢献する」という
理念のもと数多く手掛けています。建築への想いをかた
ちにして未来につなぐことが当社で働くやりがいです。

メーカー
［建設・住宅・不動産］

11:30～
12:00

オービック 3/5（金）

自社開発ソフトウェア「OBIC7」は、18年連続
でERP累計導入社数No.1を誇ります。営業利
益率は業界で圧倒的No.1（53.7％）であり、
26期連続営業増益中の高収益・成長企業です。

IT・情報処理
［情報処理・ソフトウエア］

13:00～
13:30

コクヨ 3/5（金）

コクヨは「ヒトの創造性を支援し、可能性を広げ、新し
い当たり前(=文化)を生み出し」「新たな はたらく/ま
なぶ/くらす価値を提唱する企業」です。挑戦の途中で
すが、会社や仕事についてリアルにお伝えします！

メーカー
［OA機器・家具・
スポーツ・玩具・その他］

13:00～
13:30

大分銀行 3/5（金）

弊行は1893年に創立され、2020年に創立127周年
を迎えました。長い歴史と伝統の中で、地域社会の繁
栄に貢献するため銀行業務を通じ最善をつくすを経営
理念に、地域の方々へ金融サービスを提供しています。

金融
［銀行］

13:00～
13:30

東ソー 3/5（金）

コモディティとスペシャリティの両軸経営により、
景気に左右されにくく、かつ社会のニーズに応える
ことが可能です。世界中に31の拠点を持ち、国内・
世界シェアNo.1の製品を多数保有しています。

メーカー
［素材・化学］

13:00～
13:30

富士通九州システムズ 3/5（金）

当社では、お客様が抱える経営課題を解決するために、
経営分析を行い、ＩＣＴ技術を駆使してシステムを構築し
ます。また、システム提供後も責任をもってサポートを
おこない、末永くお客様の発展に貢献していきます。

IT・情報処理
［情報処理・ソフトウエア］

13:00～
13:30

三菱電機トレーディング 3/5（金）

当社の入社3年後の定着率は非常に安定してい
ます。入社半年後～1年後には主担当として取引
を任せられ、実務を通じて幅広い経験を積むこと
ができるところも当社の魅力の1つです。

商社
［その他商社］

14:00～
14:30

損保ジャパン 3/5（金）

当社は常にチャレンジャーです。自ら考えて
行動し、失敗を恐れずにチャレンジする人に
とっては、大きく成長できるフィールドがあり
ます。興味のある方はぜひご視聴ください!！

金融
［保険］

14:00～
14:30

キヤノン電子 3/5（金）

キヤノングループの中核企業として世界基準の製品開
発を行っています。今まで培ってきた技術を活かし「人
工衛星・小型ロケットの自社開発」「歯科医療の革新」
など、新たなビジネスフィールドに取り組んでいます！

メーカー
［精密機器・医療用機器］

15:00～
15:30

ＪＮＣ 3/5（金）

1906年の創業以来、液晶・有機ELといった電子材料
から複合繊維等の日用品やクリーンエネルギーを供給
する電力事業等、様々な独自素材を提供している「優れ
た技術で社会の進歩に貢献する先端化学企業」です。

メーカー
［素材・化学］

15:00～
15:30

日本通運 3/5（金）

日本通運は日本、米州、欧州、アジア、オセアニアの５極
体制を展開。陸・海・空の輸送モードを駆使し、国や地
域の境界線を越えて人や企業を結ぶ物流のコンサル
タントとして、ビジネスソリューションを提供します。

運輸・倉庫
［運輸］

15:00～
15:30

楽天 3/5（金）
楽天グループは、「イノベーションを通じて、 
人々と社会をエンパワーメントする」ことをミ
ッションとしています。

情報（通信・マスコミ）
［通信関連］

16:00～
16:30

ＮＴＴデータ九州 3/5（金）

有給消化100%、月平均残業約20時間程度といった
ワークライフバランスを実現している実績、NTTグル
ープならではの充実した福利厚生を土台に、働きがい
・やりがいを持って仕事ができる環境が整っています！

IT・情報処理
［情報処理・ソフトウエア］

16:00～
16:30

クボタ 3/5（金）

新型コロナの発生により、企業のグローバル化のあ
り方も転換期を迎えようとしています。クボタグルー
プはこれまで以上に、現地の課題・ニーズに寄り添い
ながら、地域密着型の事業を展開していきます。

メーカー
［機械・プラントエンジニアリング］

16:00～
16:30

日本銀行 3/5（金）

日本銀行では、パブリック（公的）な仕事に対して
情熱と誇りを持ち、社会全体に貢献したいと考えて
いる、チャレンジ精神旺盛で多様なバックグラウン
ドを持った皆様からの応募をお待ちしています。

金融
［その他金融］

16:00～
16:30

国際医療福祉大学・
高邦会グループ

3/5（金）

当グループでは、グループ病院で受診の際、医療費
自己負担分の補助を受けられる医療費補助制度
など充実した働きやすい環境も整備しており、職員
のワークライフバランスを支援しております。

医療・福祉施設
［医療・福祉施設］

17:00～
17:30

凸版印刷 3/5（金）

凸版印刷は、多くの方がイメージするであろう「印
刷」の会社ではありません。常に生活者の視点を忘
れず、クライアントの潜在的なニーズを掘り起こし、
共に新しい価値を創り出していきます。

メーカー
［印刷・パッケージ］

17:00～
17:30

日本政策金融公庫 3/5（金）
政策金融機関で働きたい、融資を通じて事業
者への支援をしたいという皆さん、ぜひご参
加ください

金融
［その他金融］

17:00～
17:30

花王 3/5（金）

花王は、“きれい”を満たすモノづくりを通して人と地
球の未来に貢献していきます。熊本大学から、研究開
発職を中心に約２０名のOB・OGが活躍されています。
花王に興味をお持ちの方は、是非ご参加ください。

メーカー
［素材・化学］

17:00～
17:30

コマツ 3/5（金）

コマツの製品はどれも『ダントツ』。世界初のハイブリッ
ド油圧ショベルや、無人走行する世界最大級のダンプト
ラックなど類を見ない製品が揃っています。自由な発想
で世界を舞台に活躍できる方をお待ちしています！

メーカー
［自動車・輸送用機器］

17:00～
17:30
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県庁の仕事は、幅広い領域をカバーしているため、皆さんが自らの能力を
発揮し活躍できるフィールドが必ずあります！働きやすい職場づくりも進
み、福利厚生や子育て環境も整っているので、安心して力を発揮できます。

09:30～
10:00宮崎県庁官公庁・

団体
3/1(月)

警察官の仕事は、交番勤務やパトカー勤務をはじめ、刑事や生活安全、白
バイ乗務や機動隊など多岐に亘るため、きっと自分にあった仕事が見つか
ります。福利厚生も充実しており、女性も働きやすく活躍できる職場です。

10:30～
11:00福岡県警察官公庁・

団体
3/1(月)

財政・金融のプロフェッショナルとして、国と地方の架け橋となり、地域経
済の発展や、地域の皆さまの暮らしに密着した仕事を行っています。堅苦
しくないアットホームな職場なのでぜひ説明会に足を運んでみて下さい！

13:00～
13:30財務省九州財務局官公庁・

団体
3/1(月)

活力みなぎる福岡県づくりの担い手になって、もっと元気な、もっと
魅力ある福岡県をともに創っていきませんか

15:00～
15:30福岡県庁官公庁・

団体
3/1(月)

国税専門官は、税務のスペシャリストとして、国税の賦課・徴収などの事務
を行います。まずは「挑戦したい」という気持ちだけあれば十分です。むず
かしそう・・・と構えず、一歩踏み出してみませんか。

10:30～
11:00熊本国税局官公庁・

団体
3/2(火)

矯正心理専門職は、非行・犯罪臨床の最前線で、心理学の専門性を発
揮する仕事です。法務教官は、少年たちと真剣に向き合い、社会復帰
を助ける仕事です。

10:30～
11:00熊本少年鑑別所官公庁・

団体
3/2(火)

温暖な気候と豊かな自然に囲まれた鹿児島県では、産業振興、医療福
祉、インフラ整備、離島振興など、地域の暮らしを支えるために様々な
取組を行っています。 魅力あふれる鹿児島県で、一緒に働きましょう！

11:30～
12:00鹿児島県庁官公庁・

団体
3/2(火)

市役所は国や県に比べ、より住民生活に密接に関わる仕事が多いの
が特徴です。地域に密着した仕事だからこそ、身近に政策の効果を実
感し、やりがいを感じることができます。

13:00～
13:30熊本市役所官公庁・

団体
3/2(火)

県職員の仕事は、県民の皆さんの幸せを考え、県全体を魅力的な地域
にしていく大変やりがいのある仕事です。私たちと共に、「住んで良かっ
たな、住んでみたいな」と思われる大分県をつくっていきましょう。

14:00～
14:30大分県庁官公庁・

団体
3/2(火)

県民の皆様が、安心安全で、誇りに満ち、未来への夢と希望にあふれ、
幸せを実感できる熊本の実現に向けて、日々奮闘しています。

16:00～
16:30熊本県庁官公庁・

団体
3/2(火)

熊本県警察は県民が安全で安心して暮らせる熊本づくりを目指し、組
織一丸となって犯罪の予防及び捜査、交通の取締り、その他公共の安
全と秩序の維持に当たっています。

09:30～
10:00熊本県警察本部官公庁・

団体
3/3(水)

「人、産業、地域が輝く　たくましい長崎県づくり」を基本理念として様
々な施策に取り組んでいます。

10:30～
11:00長崎県庁官公庁・

団体
3/3(水)

海上保安庁海洋情報部では、最新の観測技術を用いて広大な海を調査し、
海の地図（海図）を作製する国家公務員専門職（海上保安官）を募集。大学
で培った知識を活かし海洋調査のスペシャリストを目指してみませんか？

14:00～
14:30海上保安庁　海洋情報部官公庁・

団体
3/3(水)

入職後は、およそ３年に１回の人事異動により様々な業務を体験で
き、多様な研修プログラムもあります。さらに、休暇や福利厚生、子育
て支援制度も充実しており、安心して働ける環境も魅力の１つです！

14:00～
14:30北九州市役所官公庁・

団体
3/3(水)

密輸取締りや徴税など、専門性の高い業務で一仕事終えた時にはや
りがいや達成感があります。元気でやる気のある方、お待ちしており
ます！

15:00～
15:30財務省長崎税関官公庁・

団体
3/3(水)

「人と環境と都市活力の調和がとれたアジアのリーダー都市」を目指
し、そして未来の日本のローカルモデルとなれるよう、私たちと一緒
にチャレンジしましょう！

16:00～
16:30福岡市役所官公庁・

団体
3/3(水)

労働局の果たすべき責任はますます大きくなっておりますが、その分やり
がいがあり「労働分野の専門家（プロフェッショナル）」として自らの専門
性を磨くことができます。また、WLBにも積極的に取り組んでいます。

09:30～
10:30厚生労働省熊本労働局官公庁・

団体
3/5(金)

各職種が連携しながらより良い司法サービスを提供し、「適正・迅速な裁
判」の実現を支えています。採用後に法律知識を習得する機会もあり、法
学部だけでなく様々な学部出身者が活躍する魅力あふれる職場です。

10:30～
11:00熊本地方裁判所・熊本家庭裁判所官公庁・

団体
3/5(金)

厚生行政の身近な政策実施機関として、医療・健康・福祉・年金等の社会
保障の政策実施に取り組んでいます。”ひと、くらし、みらいのために”皆
さんと共に厚生行政の一員として働けることを心よりお待ちしています。

11:30～
12:00厚生労働省九州厚生局官公庁・

団体
3/5(金)

自衛隊には、多種多様な働き方(コース)、多くの職種・職域があり、自
分の専門、得意分野を活かしながら一人一人がイメージする「将来
の自分」を実現できる幅広いフィールドが広がっています。

11:30～
12:00自衛隊熊本地方協力本部官公庁・

団体
3/5(金)

生命を支える「食」と安心して暮らせる「環境」を未来の子どもたちに継承
していくことを使命として、常に国民の期待を正面から受け止め時代の変
化を見通して政策を提案し、その実現に向けて全力で行動しています。

14:00～
14:30農林水産省九州農政局官公庁・

団体
3/5(金)

地域の発展に直接貢献！佐賀県では型や枠にとらわれないプロジェ
クトを幅広く展開。専門的な公務員試験対策を必要としない『特別枠
試験』で幅広い人材を募集しています！

14:00～
14:30佐賀県庁官公庁・

団体
3/5(金)

当局は外国人の在留や出入国に関する業務を主に行っており，日本経
済のさらなる発展及び安心安全な社会の実現に向け日々努力していま
す。外国人と関わる仕事，語学に興味がある方はぜひご参加ください。

14:00～
14:30法務省福岡出入国在留管理局官公庁・

団体
3/5(金)

・勤務地は基本的に福岡市で、転勤等で各地を転々とすることはなく、
地域にいながら広い視点で仕事をすることができます！・文系・理系を
問わず、若手からのうちからさまざまな人材が活躍しています！

15:00～
15:30経済産業省九州経済産業局官公庁・

団体
3/5(金)

熊本大学は、総合大学として世界を先導する教育研究を行い、文化、科学
技術などさまざまな分野の発展に貢献しています。大学職員は、これらの
研究サポートや大学運営を担い、責任と誇りを持って活動しています。

15:00～
15:30熊本大学教育

機関
3/5(金)

当局では「子育て支援」、「火山防災」、「高速バス」、「後期高齢者医療制度」
など様々な分野に関わる必要があり、幅広く国の行政機関の運営の改善
に貢献できます。ご興味のある方はぜひ説明会にご参加ください。

16:00～
16:30総務省九州管区行政評価局官公庁・

団体
3/5(金)
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学内企業・公務員説明会2021対象：2022年3月卒業・修了予定者3/1 月 3/5 金

オレンジの文字の企業は「OB・OGキャリアメッセージ」投稿企業です。併せて読んでみましょう!

※検索してもヒットしない場合、【掲載時期】を【全て表示】に変更してみてください

熊大ポータル キャリア支援サイト OB・OGキャリアメッセージ
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九州に本社がある
企業です。

は、

九州電力 3/5（金）

快適なエネルギーサービスをお届けするとと
もに、新たな技術の活用や他社との協働など
を通じて、社会的課題の解決に貢献し、地域・
社会と共に九州から未来を創っていきます。
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我々が求めるのは、今あるドン・キホーテで働くだけで
なく、未来のドン・キホーテを一緒に創っていける方で
す。当社には「権限委譲」「実力主義」の風土があります。
新しい挑戦をしてくださる方を募集します。

ドン・キホーテ 3/3（水）
17:00～
17:30

流通
［コンビニエンス・GMSストア］

当社は、東芝の照明の歴史を受継ぎ、人と環境に調和
した「あかり文化」の創造を目指し、快適で豊かな生活
環境づくりに役立つ製品を社会に提供すべく、新技術
の開発と新しいあかりの提案に取り組んでいます。

東芝ライテック 3/3（水）
09:30～
10:00

メーカー
［電子・電機］

岩谷産業では、日本に初めて導入した「LPガス」や次世
代エネルギーの「水素」に続く、“未来に必要となるもの”
を常に追い求める、情熱と挑戦心をもった社員が働いて
います！皆様のご参加、お待ちしています！

岩谷産業 3/3（水）
09:30～
10:00

商社
［商社（エネルギー）］

西鉄は、幅広い事業フィールドを有し、様々な夢が
叶う環境が整っています。あなたが思い描く「夢」
がまちの「未来」になる。あなたの気概と情熱を
傾けるにふさわしい仕事が多数待っています。

西日本鉄道 3/3（水）
10:30～
11:00

運輸・倉庫
［運輸］

「社会の大丈夫をつくっていく」OKIは、社会イ
ンフラを支える企業として、情報社会の発展
に寄与する商品を提供し、世界の人々の快適
で豊かな生活の実現に貢献します。

沖電気工業 3/3（水）
10:30～
11:00

IT・情報処理
［情報処理・ソフトウエア］

ドコモの使命は、人やあらゆるモノをつなぎ、今はまだ
ない「新しい価値」をパートナーとともに、”お客様”
そして”世の中”へ提供し続けること。5G時代の
「新しい価値」で一緒に世界を変えていきましょう。

ＮＴＴドコモ 3/3（水）
10:30～
11:00

情報（通信・マスコミ）
［通信関連］

三井住友信託銀行は、本邦最大かつ最高のステイタスを
誇る専業信託銀行です。当社ならではの多彩なサービ
スと、社員一人一人の高い専門性によって、地域のお客
さまに愛される「ベストパートナー」を目指しています。

三井住友信託銀行 3/3（水）
10:30～
11:00

金融
［銀行］

創業から100年以上にわたり培ってきた技術力とノウハウ
を活かし、「ホーロー」を中心とした住宅設備機器の製造・
販売を行っています。ホーローという独自素材を武器に、
人々の生活の質の向上に貢献していきます。

タカラスタンダード 3/3（水）
11:30～
12:00

メーカー
［OA機器・家具・スポーツ・玩具・その他］

「家電」、「住宅」、「BtoBビジネス」、「車載」に携わり、
企画から開発までを担当しています。世の中が抱え
ている潜在的な課題やニーズを抽出し、斬新なアイ
デアを具体的な商品やサービスにしていきます。

パナソニックシステムデザイン 3/3（水）
11:30～
12:00

IT・情報処理
［情報処理・ソフトウエア］

ＪＡＦは1970万人超の会員数（2020年10月
末現在）を擁する全国組織です。自動車ユーザ
ーのサポートから地域振興の一翼を担う活
動まで幅広い業務を行っています。

日本自動車連盟（JAF） 3/3（水）
11:30～
12:00

サービス
［その他サービス］

明治安田生命は、お客さまからの信頼を通じ
て、自分自身の成長を実感できる会社です。

明治安田生命 3/3（水）
11:30～
12:00

金融
［保険］

ファイトイッパーツ！リポビタンＤでおなじみ、ワシ
のマークの大正製薬です。ＯＴＣ医薬品を中心とす
るセルフメディケーション事業と、医療用医薬品事
業を2つの柱に展開する総合医薬品メーカーです。

大正製薬 3/3（水）
11:30～
12:00

メーカー
［医薬品・医療関連・化粧品］

半導体製造装置、ディスプレー製造装置、印刷製
版機器。SCREENはこれらの各分野で世界No.1
を獲得してきました。研究開発型企業として、現在
は新規分野で次の世界No.1にも挑戦しています。

ＳＣＲＥＥＮホールディングス
（旧:大日本スクリーン製造）

3/3（水）
13:00～
13:30

メーカー
［電子・電機］

京セラは創業以来、素材から部品、完成品に至るまで
多角的に事業を展開しています。現在では、連結売上高
約1兆6,000億円のグローバル企業へと成長し、世界
30カ国以上に298のグループ会社を有しています。

京セラ 3/3（水）
13:00～
13:30

メーカー
［電子・電機］

私たちは高速道路の建設と運営管理を通して社会の
発展に寄与し、みなさんの“あたりまえ”の生活を支え
ています。また、ＳＡＰＡの運営管理、新技術の開発、
新事業の企画・運営など幅広い事業を展開しています。

西日本高速道路（NEXCO西日本） 3/3（水）
13:00～
13:30

サービス
［その他サービス］

アクセンチュアなら、キャリアのためのチャン
スとチャレンジの機会に満ち、日々進化する
自分を実感できます。想像を超える成長を、こ
こアクセンチュアでしてみませんか。

アクセンチュア 3/3（水）
13:00～
13:30

サービス
［調査・コンサルタント］

即席麺のワンタンメン・スーパーカップなどのロング
セラー商品から、スープはるさめ・モッチッチなど市場
を賑わす商品を数多く手がけているエースコックです。
ベトナムでの即席麺シェアは、No.1を誇ります！！

エースコック 3/3（水）
13:00～
13:30

メーカー
［水産・食品］

弊社は創立94周年という長い歴史の中で培ってきた
地域との信頼関係を持ちつつ、石油だけじゃなく幅広く
事業展開(4分野6事業)をしており、社内でもアイデア
コンテストを毎年実施する『未来型挑戦企業』です！！

新出光 3/3（水）
14:00～
14:30

商社
［商社（エネルギー）］

都市ガス事業をコアに「エントリーとくらしの総合サ
ービス企業グループ」を目指し、スピーディに事業拡
大しております。暮らしそのものをコーディネートす
る「攻めのインフラ企業」です。お待ちしております！

西部ガス 3/3（水）
14:00～
14:30

エネルギー
［エネルギー］

日本郵便株式会社は、全国を網羅する郵便局ネット
ワークと郵便・物流ネットワークを通じて、郵便・
貯金・保険の三事業をユニバーサルサービスとして
提供する、日本郵政グループの要となる会社です。

日本郵便 3/3（水）
14:00～
14:30

運輸・倉庫
［運輸］

◆生活インフラ貢献◆４つの業界でトップシェア獲
得◆堅実・安定した経営方針◆高い定着率◆年間
休日121日◆有休平均取得15日（2019年実績）
◆充実した福利厚生◆教育・自己啓発支援の充実

大電 3/3（水）
15:00～
15:30

メーカー
［鉄鋼・非鉄・金属製品］

1873年（明治6年）に足袋づくりからスタートし、時代
の変化と共に進化し続けてきた企業です。より多くの
人達の「笑顔」と「しあわせ」を創り出していくために、
これからも高品質で快適な靴づくりへ挑戦します。

ムーンスター 3/3（水）
09:30～
10:00

メーカー
［ゴム・ガラス・

セメント・セラミックス］

当行は邦銀随一の顧客基盤を持ち世の中に不可欠
なインフラとしての役割を担ってきました。今後も「
最も身近で信頼される銀行」を目指し、お客さまの
人生に寄り添う金融サービスを提供し続けます。

ゆうちょ銀行（日本郵政グループ） 3/3（水）
15:00～
15:30

金融
［銀行］

キヤノンマーケティングジャパンはあらゆる社会
課題にイメージングとITを武器に挑み続けていま
す。「答えはつくろう。」のキーワードもとで、積極的
に挑戦することに興味ある方、お待ちしております！

キヤノンマーケティングジャパン 3/3（水）
15:00～
15:30

商社
［商社（精密機器・医療用機器）］

かぜ薬の「ジキニン」をはじめ、抗体医薬品「リツキ
サン」や敏感肌向け化粧品「アルージェ」、除菌スプレ
ーといった予防衛生用品など、幅広い製品の製造・
販売を行い、生活者の皆さまの健康を支えています。

全薬工業 3/3（水）
16:00～
16:30

メーカー
［医薬品・医療関連・化粧品］

三菱電機の開発・設計を担うパートナー企業。生活
に身近な家電から宇宙開発に至るまで、社会や産
業のさまざまなシーンで活躍する製品・システムづ
くりを、設計開発のプロ集団として支えています。

三菱電機エンジニアリング 3/3（水）
16:00～
16:30

メーカー
［電子・電機］

～“いつでも　どこでも　誰にでも”必要な情報を届
ける公共メディア～　放送を基本としつつ、「通信」、
「イベント」も駆使して、報道、ドラマ、教育、福祉など
幅広いジャンルの番組やサービスを届けています。

NHK 3/3（水）
16:00～
16:30

情報（通信・マスコミ）
［マスコミ］

紙だけではありません！再生可能な木材資源を最大限に
有効活用する「木とともに未来を拓く～総合バイオマス
企業～」として、これまでにない新たな価値を創造し続け、
真に豊かな暮らしと文化の発展に貢献します。

日本製紙 3/3（水）
16:00～
16:30

メーカー
［素材・化学］

天保11年の創業以来、数々の高層ビルの他様々な土木
構造物を通じ社会基盤整備に数多く携ってきました。また
海外20カ国以上に現地法人や拠点を持ち、インフラ整備
等による生活向上や技術伝達にも貢献しています。

鹿島建設 3/3（水）
17:00～
17:30

メーカー
［建設・住宅・不動産］

年々、複雑かつ多様化するお客さまのニーズに応えるため
に。パナソニックはそれら一つひとつと向き合い、幅広い
事業領域で、お客さま一人ひとりにとっての「より良いくら
し」と「より良い世界」の実現に貢献します。

パナソニック 3/3（水）
17:00～
17:30

メーカー
［電子・電機］
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インフラ事業（クラウド・ネットワーク）からアプリ
ケーション事業までの幅広いワンストップサービス
を主軸に新しいサービスを提供し、お客様の成長を
ICT分野全般から支え続けます。

3/1（月）
09:30～
10:00

IT・情報処理
［情報処理・ソフトウエア］ 三菱電機インフォメーションネットワーク

あすか製薬は『産婦人科のスペシャリスト』です！重点
3領域のなかでも、特に産婦人科は女性の各ライフス
テージを幅広い薬剤で支えています。トータルヘルス
ケアカンパニーを目指した事業展開をしていきます。

3/1（月）
09:30～
10:00

メーカー
［医薬品・医療関連・化粧品］ あすか製薬

世界中で『うまい！』を創る夢に向かって私たちと共
にチャレンジする「あなた」をお待ちしています。3/1（月）

09:30～
10:00

メーカー
［水産・食品］ アサヒビール

1918年の創業以来、ベンチャー精神のDNAを継承し、
時代の変化に沿った変革を繰り返してきました。現在
はマテリアル・ヘルスケア・ITといった異なる3つ領域
の融合によって新たな変革と挑戦を続けています。

3/1（月）
09:30～
10:00

メーカー
［素材・化学］ 帝人

世界をフィールドに、挑戦し続ける富士電機は、
「電気」を創り、「電気を自在に操る」技術を活かし、
産業・社会インフラの構築等、人々の快適な暮らし
を支えている電機メーカーです。

3/1（月）
10:30～
11:00

メーカー
［電子・電機］ 富士電機

新規事業の立ち上げや海外展開を進め、若手から活躍
できる環境があります。また「全従業員の物心両面の幸
福を追求する」という経営理念のもと黒字経営を実現
し、新しい事業に積極的に取り組んでいる会社です。

3/1（月）
10:30～
11:00

IT・情報処理
［情報処理・ソフトウエア］ 京セラコミュニケーションシステム

国内損保シェアNO.1のMS&ADインシュアランスグ
ループ中核会社です。「先進性」「多様性」「地域密着」
を追求し、明るく元気な社員がお客さまを全力でサ
ポートする『特色ある個性豊かな会社』を目指します。

3/1（月）
10:30～
11:00

金融
［保険］ あいおいニッセイ同和損害保険

神戸製鋼といえば「鉄」のイメージをお持ちかもしれま
せん。しかし当社は鉄だけでなく、広範な分野で事業を
展開しています。皆さんの夢や能力を発揮できる大き
なフィールドがあります。ぜひ話を聞きに来て下さい。

3/1（月）
10:30～
11:00

メーカー
［鉄鋼・非鉄・金属製品］ 神戸製鋼

麻生は約150年にわたる歴史を持つ企業でありなが
ら、常に時代の変化に挑戦し続けてきました。「社会シ
ステム変革への貢献」をミッションに掲げ、これからも
福岡を基盤にしながら社会へ発信してまいります。

3/1（月）
11:30～
12:00

専門・技術サービス業
［専門・技術サービス業］ 麻生

当社では、お客様が抱える経営課題を解決するために、
経営分析を行い、ＩＣＴ技術を駆使してシステムを構築
します。また、システム提供後も責任をもってサポート
をおこない、末永くお客様の発展に貢献していきます。

3/1（月）
11:30～
12:00

IT・情報処理
［情報処理・ソフトウエア］ 富士通

私たちは、自然科学の先端技術を結集した「半導体
をつくるための“機械”」をつくっています。メガトレ
ンドIoTの到来によってあらゆるものに半導体が組
み込まれ、新しい価値の創造に貢献しています。

3/1（月）
11:30～
12:00

メーカー
［機械・プラントエンジニアリング］ 東京エレクトロン

当社は国内外で多角的な商品展開を行い、海外売上が
50%を越えるなど現在も変革と挑戦を繰り返し、新しい
食文化を提案し続けています。私達と一緒に、ワクワクす
るような新しい「おいしい」を創っていきませんか？

3/1（月）
11:30～
12:00

メーカー
［水産・食品］ ミツカングループ

【環境・プラント】【インフラ・防災】【機械】事業を中
心に、世界の水・エネルギー問題の解決に取り組ん
でいます。世界中の人々のより快適な「今」と、より豊
かな「未来」に貢献しませんか。

3/1（月）
13:00～
13:30

メーカー
［機械・プラントエンジニアリング］ 日立造船

川澄化学は国産初・世界初のモノづくりに挑戦してきた
医療機器メーカーです。2021年から神奈川県へ開発拠
点を移しより高度な開発に挑戦します！新しいモノづく
りに挑戦する仲間との出会いを楽しみにしています！

3/1（月）
13:00～
13:30

メーカー
［精密機器・医療用機器］ 川澄化学工業

『素材を極め、未来を拓く』●日本製鉄Grの中で「鉄以
外の素材」を一元的に取扱います。●石炭化学で世界
トップランナーとして社会を支え、機能・電子材料で
はシェアトップクラスの製品を多数有しています。

3/1（月）
13:00～
13:30

メーカー
［素材・化学］ 日鉄ケミカル＆マテリアル

「国民が安心して医療を受けられる」この日本の医療
保険制度を支える組織です。私たちの仕事は、決して目
立つ仕事ではありませんが、公共性が高く人の暮らし
に社会に大きく貢献できる働き甲斐のある仕事です。

3/1（月）
14:00～
14:30

サービス
［その他サービス］ 社会保険診療報酬支払基金

私たちはクルマをこよなく愛しています人々と共に、ク
ルマを通じて豊かな人生を過ごしていきたい未来にお
いても地球や社会とクルマが共存している姿を思い描き、
どんな困難にも独創的な発想で挑戦し続けています

3/1（月）
14:00～
14:30

メーカー
［自動車・輸送用機器］ マツダ

1919年の創業以来、マンホール蓋のトップメーカーと
して、ものづくりを通じて人々の安全で快適な生活環境
の実現に貢献。現在、鋳物技術を軸にものづくりを進め、
世界を視野に入れた新しいビジネスに挑戦中。

3/1（月）
14:00～
14:30

メーカー
［鉄鋼・非鉄・金属製品］ 日之出水道機器

私たち明治グループは、赤ちゃんからお年寄りまで
のあらゆる世代のお客さまの暮らしに欠かすこと
のできない「牛乳・乳製品・菓子・食品・薬品」などを
通じて、お客様の生活充実に貢献してまいります！

3/1（月）
13:00～
13:30

メーカー
［水産・食品］

明治グループ 明治
Meiji Seika ファルマ

幅広い事業分野の中で自分を発揮できる様々なフィー
ルドがあります。若手に仕事を任せ、自由に意見を言え
る環境である分、自ら考え行動しやり抜く力が大切です。
グローバルな視野で世界に貢献したい方を求めます。

3/1（月）
11:30～
12:00

メーカー
［鉄鋼・非鉄・金属製品］ 古河電工

JTグループは、たばこ事業を利益成長の中核とし、
医薬事業、加工食品事業を柱に、130以上の国と地
域でたばこ製品を販売するグローバル企業です。

3/1（月）
14:00～
14:30

メーカー
［水産・食品］ JT

IHIは、各種プラント、大型機械、航空宇宙などの分
野で、「ものづくり」の強みを結集し、「安全・安心」
「豊かさ」を世に提供していきます。人々の夢の実現
に向けて、私たちと一緒に挑戦していきませんか。

3/1（月）
14:00～
14:30

メーカー
［機械・プラントエンジニアリング］ＩＨＩ

3/1（月）
15:00～
15:30

当社は顧客のニーズにトコトン寄り添ったモノづく
りへの「こだわり」を持っています。「１００種１００様
のモノづくり」、当社は顧客の何とかしたいという夢
をカタチにするものづくり企業です。

メーカー
［機械・プラントエンジニアリング］ 三井三池製作所

3/1（月）
15:00～
15:30

創業からまもなく１３０年。長きにわたり建設業界
をリードしてきた、歴史ある会社です。世界トップク
ラスの技術力で、国内外で数々のビッグプロジェク
トを実現してきました。

メーカー
［建設・住宅・不動産］ 大林組

3/1（月）
16:00～
16:30

年間休日129日（2020年実績）でワークライフバ
ランスも充実しています。また、長期的なキャリア
プランを意識し、確実に成長できる環境が整って
います。

メーカー
［OA機器・家具・スポーツ・玩具・その他］ サミー［セガサミーグループ］

3/1（月）
16:00～
16:30

上下水道施設の開発、設計、施工、維持管理を行っ
ており、日本トップのシェアを誇ります。メタウォー
ターと聞いてピンとこない方も毎日必ず関わる事
がある会社・業界です。

メーカー
［機械・プラントエンジニアリング］ メタウォーター

3/1（月）
16:00～
16:30

風通しがよく、若手でも自分の意見を言いやすい雰囲
気です。トヨタグループのIT中核企業として、トヨタシ
ステムズが担う役割・フィールドは広がっています。会
社と一緒に成長できるような方をお待ちしています。

IT・情報処理
［情報処理・ソフトウエア］ トヨタシステムズ

3/1（月）
16:00～
16:30

"双日は総合商社として、国内および海外と取引、事
業投融資、事業運営等を行っており、 機械、エネル
ギー・金属、化学、生活産業などの多岐にわたる分
野でグローバルに事業を展開しています。"

商社
［商社（総合）］ 双日

3/1（月）
17:00～
17:30

NTT西日本グループの設備構築・保守・運用を一元
的に担っている会社です。地域に根差した活動で、生
活に欠かせない情報インフラのつながり安心未来
を支えお客さまに「つながる毎日」をお届けします。

情報（通信・マスコミ）
［通信関連］ ＮＴＴフィールドテクノ

3/1（月）
17:00～
17:30

熊本大学の皆さん、こんにちは！福岡を拠点にグロー
バル企業でSEとして活躍しませんか？プログラミング
経験必須？英語力ってどれくらい必要？など皆さんの
疑問や不安にお答えします。参加お待ちしております！

IT・情報処理
［情報処理・ソフトウエア］ IBMグループ

3/2（火）
16:00～
16:30

「自然と健康を科学する」という経営理念のもと、漢方医
学と西洋医学の融合により世界で類のない最高の医療提
供に貢献していく事を企業使命とし、1人でも多くの患者
様に漢方薬をお届けできるよう取り組んでいます。

メーカー
［医薬品・医療関連・化粧品］ ツムラ

3/2（火）
09:30～
10:00

当社は資産規模・販売チャネル・顧客基盤が日本最大級
の生命保険会社です。『簡易生命保険』の社会的使命を
受け継ぎ、郵便局を通じ簡易で小口な保険商品を提供す
るというユニークなビジネスモデルを展開しています。

金融
［保険］ かんぽ生命保険

3/2（火）
09:30～
10:00

ワタキューでは新入社員の研修期間を１年間設けており
「社会人の土台」を築く事が出来ます。一人ひとりの成長
＝会社の成長。この考え方に少しでも共感し興味を持っ
ていただけた方は是非当社の話を聞きに来て下さい！

商社
［商社（精密機器・医療用機器）］ ワタキューセイモア

3/2（火）
09:30～
10:00

【中小企業金融のプロフェッショナル】全国の中小企業
の持続的な成長をサポートすることを使命とした政府
系金融機関！事業性評価をベースに多様なソリューシ
ョン及びコンサルティングサービスを提供しています！

金融
［銀行］ 商工中金

3/1（月）
15:00～
15:30

自己啓発推進など社員のスキルアップをサポートする
制度が充実しています！ノー残業デー・カットゼロ活動
による有給休暇100％取得・連続休暇推進・在宅勤務
などワークライフバランスの取れた働き方ができます！

専門・技術サービス業
［専門・技術サービス業］ トヨタ車体研究所

3/1（月）
15:00～
15:30

最高水準の技術力で世界トップクラスの建築実績を
誇る業界のリーディングカンパニーです。「相手が喜ん
でくれると自分も嬉しい」「お客様の喜ぶ顔が見たい」
という方、ぜひ当社の説明を聞きにきてください！

メーカー
［建設・住宅・不動産］ 積水ハウス

3/1（月）
16:00～
16:30

私たちＮＴＴ西日本グループは技術と知恵で世界に
広がる情報流通のエクセレントカンパニーをめざ
します。

IT・情報処理
［情報・インターネットサービス］ NTT西日本

3/1（月）
17:00～
17:30

カラフルな16機の機体で17の都市を結ぶ日本で
唯一の真の独立系リージョナルエアラインです。地
方と地方の交流の懸け橋となるという理念のもと
日々、安全運航をしております。

運輸・倉庫
［運輸］ フジドリームエアラインズ

3/1（月）
17:00～
17:30

内田洋行は、法人のお客様に対してICT環境・空間デ
ザインを提供しているBtoB企業です！110年にわた
って「働く場」「学ぶ場」の変革を支援してきた内田洋
行で、皆さんの視野・可能性を拡げてみませんか？

商社
［その他商社］ 内田洋行

3/1（月）
17:00～
17:30

東芝グループは、これまで培ってきた製造業として
のフィジカル分野での経験や実績と、サイバー技術
の強さを融合し、世界有数のサイバー・フィジカル・
システム（CPS）テクノロジー企業を目指します。

メーカー
［電子・電機］ 東芝

3/2（火）
09:30～
10:00

保温・断熱分野のパイオニアとしてスタートして
124年。国内外を問わず、あらゆる領域にわたり、
「断つ・保つ」技術とサービスで明るい地球の未来
に貢献します。

メーカー
［鉄鋼・非鉄・金属製品］ ニチアス

3/2（火）
09:30～
10:00

保険を通して九州で働く人々に「確かな安心」を「豊か
な暮らし」をお届けすることで地域社会に貢献してい
きます。仕事を通じてお客さまと深く関わりたい方・九
州で働きたい方は、ぜひご参加お待ちしております。

金融
［保険］ 第一生命保険

3/2（火）
10:30～
11:00

私たちは、お客さまに選ばれる地域金融グループを
目指し、さまざまな取組みを進めています。総合力
Ｎｏ．１の地域金融グループを目指し、私たちが進め
ているさまざまな取組みについてお伝えします。

金融
［銀行］ 西日本シティ銀行

3/2（火）
10:30～
11:00

創業94年、九州トップクラスの医療機器専門商社です。
高い専門性と総合力で変革と挑戦を続けながら”百年
企業”を目指しています。「社員が一生をかけても悔い
のない会社」を目指すことが基本方針のひとつです。

商社
［商社（精密機器・医療用機器）］ 山下医科器械

『やーっ！FBS』。それは、福岡のみんながひとつに
なれる魔法の言葉。FBSは立ち上がります。あの頃
のまっすぐな気持ちで、失敗を恐れず、挑戦します。
福岡のために。家族の笑顔のために。

10:30～
11:00

情報（通信・マスコミ）
［マスコミ］ 福岡放送（FBS） 3/2（火）

事務系：営業、人事/総務、経理/財務、資材、法務/
知的財産渉外技術系：基礎研究、応用研究、電気設
計、機械設計、ソフトウェア設計、システム設計、生
産技術、品質管理、知的財産技術、工事技術など

11:30～
12:00

メーカー
［電子・電機］ 三菱電機 3/2（火）

当社は、世界唯一の「カップから農園まで」一貫したコ
ーヒー事業を自社で運営しています。コーヒーに興味が
ある方はもちろん、お客様の笑顔に関わる仕事がやっ
てみたい！という方は是非話を聞きに来てください♪

11:30～
12:00

メーカー
［水産・食品］ UCC上島珈琲 3/2（火）

久光製薬は、創業以来、鎮痛消炎貼付剤を中心とした医
薬品の提供により人々の健康づくりに積極的に取り組
む、外用剤のリーディングカンパニー。「貼付剤による治
療文化を世界へ」それが私たちの使命と考えています。

11:30～
12:00

メーカー
［医薬品・医療関連・化粧品］ 久光製薬 3/2（火）

JR九州グループは、鉄道事業を基盤として、不動産・
ホテル、流通・外食や農業等、幅広い事業を行ってい
ます。「地域を元気にしたい」「新たなことに挑戦した
い」という想いを持っている方をお待ちしています！

11:30～
12:00

運輸・倉庫
［運輸］ 九州旅客鉄道（JR九州） 3/2（火）

国内売上が安定している（メーカー別国内販
売3位）・グローバルメーカーでアジアに強み
がある（インド乗用車シェア１位）・堅実な経
営をしている（60年以上黒字経営）

13:00～
13:30

メーカー
［自動車・輸送用機器］ スズキ 3/2（火）

世界の海上輸送量の3割強を占める「ばら積み貨物船
(バルクキャリア)」の建造に特化し、積載重量貨物3万
トンから10万トン級の中型バルクを世界の顧客へ、
これまで880隻以上送り出してきた造船会社です。

13:00～
13:30

メーカー
［自動車・輸送用機器］ 大島造船所 3/2（火）

17分野へ領域展開している当社は、現在の事業ドメ
インに留まらず新たなプロフェッショナル分野へと
事業を拡大し、真のプロフェッショナル・エージェン
シーとして社会に貢献することを目指しています。

13:00～
13:30

サービス
［人材紹介・人材派遣］ クリーク・アンド・リバー社 3/2（火）

大和ハウス工業は「人・街・暮らしの価値共創グル
ープ」として、住宅や商業施設、物流施設などの建
築に加え、環境エネルギーなどの幅広い事業を展
開。広大なフィールドで働く醍醐味をお話しします。

13:00～
13:30

メーカー
［建設・住宅・不動産］ 大和ハウス工業 3/2（火）

制御・情報の技術を活かして幅広く事業展開する
創業99年の企業です。2018年には東証一部上場
を果たし、2021年の創立100周年に向け海外事
業を含め、更なる事業拡大を目指しています。

14:00～
14:30

メーカー
［電子・電機］ 正興電機製作所 3/2（火）

Hondaは、一人ひとりが抱いている夢や想いを
大事にして、日々新しい製品や技術にチャレン
ジしています。「The Power of Dreams」を原動
力に、世界に新しい喜びを提案していきます。

14:00～
14:30

メーカー
［自動車・輸送用機器］ Honda（本田技研工業） 3/2（火）

鉄道事業を中心に駅ナカビジネス・ショッピ
ングセンター・不動産開発・ホテル運営等の
多様なビジネスを展開。

14:00～
14:30

運輸・倉庫
［運輸］ JR西日本 3/2（火）

ひらけ、世界。ひらけ、自分。Support Every 
Life.

14:00～
14:30

金融
［保険］ 日本生命保険 3/2（火）

各種コンデンサやＥＶ用急速充電器等でトッ
プクラス。家庭用蓄電システム・Ｖ２Ｈシステム
でトップシェア。

15:00～
15:30

メーカー
［電子・電機］ ニチコン 3/2（火）

「福岡の街をもっと、面白くする」ため、福岡の魅力を追
求し続けてきた福岡地所。現在は天神ビジネスセンター
の開発やスタートアップ企業の支援、西日本シテイ銀行
本店本館の建替え等様々なチャレンジをしています。

15:00～
15:30

メーカー
［建設・住宅・不動産］ 福岡地所 3/2（火）

ACサーボモータ、インバータ、産業用ロボット
で世界トップシェア。人と共存するロボット市
場の創造と省エネ、自然エネルギー分野（風力・
太陽光・ＥＶ等）での事業にも注力しています。

15:00～
15:30

メーカー
［電子・電機］ 安川電機 3/2（火）

ＮＥＣは、ＩＣＴ活用による社会インフラの高度化に
よって、世界的な社会問題やお客さま企業の経営
課題の解決に貢献し、「安全・安心・効率・公平」な
社会の実現に取り組み、豊かな社会を実現します。

15:00～
15:30

IT・情報処理
［情報・インターネットサービス］ NEC（日本電気） 3/2（火）

「たれの出荷量」日本一の食品メーカーです。
また、全国各都道府県に1ヶ所以上営業拠点
を設けており、皆さんの地元付近にも働くフィ
ールドがございます。

15:00～
15:30

メーカー
［水産・食品］ 日本食研ホールディングス 3/2（火）

シリコンウェーハは半導体の基板として、スマート
フォン、自動車、家電などの“頭脳”を支えるもの。実
はこのシリコンウェーハは日本がとても強い分野
であり、世界シェアの約３割を当社が担っています。

16:00～
16:30

メーカー
［鉄鋼・非鉄・金属製品］ ＳＵＭＣＯ 3/2（火）

当社は140年の歴史の中で、世界中の挑戦に寄り添い
社会発展を支えてきました。そして、社員一人一人が「
地域や社会に貢献したい」「グローバルに活躍したい」
など自分らしく目標を掲げ、キャリアを歩んでいます。

16:00～
16:30

金融
［保険］ 東京海上日動火災保険 3/2（火）

世界中の人を、情報を、アイデアを、技術を、
国・地域をつなぎ、あらたなビジネスを創造
します。

16:00～
16:30

商社
［商社（総合）］ 三井物産 3/2（火）

医療や勤労者への様々な政策を通じて、社会に貢
献できるやりがいのある仕事です！資格がなくても
医療を支えることができます。九州地区に14の拠
点があります。熊本大学OB・OG多数活躍中です。

17:00～
17:30

医療・福祉施設
［医療・福祉施設］ 労働者健康安全機構 3/2（火）

トヨタホームの特徴はトヨタ自動車のDNAを継承し
た工場生産のお家づくりです。これからの100年時代
にも安心の業界最長60年保証もトヨタホームの強み
です。未来へとつなぐお家を一緒につくりませんか？

17:00～
17:30

メーカー
［建設・住宅・不動産］ トヨタホーム九州 3/2（火）

社会インフラや産業など、暮らしを豊かにするシス
テムをつくり、支える会社です。幅広い事業分野と、
多彩な職種があり、高度な技術を有したエンジニア
が未来を見据えてわくわくしながら活躍しています。

17:00～
17:30

メーカー
［電子・電機］ 日立パワーソリューションズ 3/2（火）

パン、和洋菓子を製造・販売している食品
メーカーであり、そのいずれも国内トップ
シェアです。製品開発力が強みであり、年間
3000品種以上の製品を発売する。

17:00～
17:30

メーカー
［水産・食品］ 山崎製パン 3/2（火）

豊かなコミュニケーション社会の実現に向けて、通信
インフラや、企業の根幹を支える業務システム、大規模
データベースなど、「コミュニケーション」を支えるさま
ざまなICTソリューションを社会に提供しています。

17:00～
17:30

IT・情報処理
［情報処理・ソフトウエア］ NTTコムウェア 3/2（火）

日産車体という社名ですが、車のボディーだけを作って
いる会社ではありません。開発、生産、品質保証の全て
を担う、完成車メーカーです。私たちは、お客様のご要望
に合った高品質な車を世界中にお届けしています。

09:30～
10:00

メーカー
［自動車・輸送用機器］ 日産車体 3/3（水）

世界最大級の特殊鋼専業メーカーとして、
自動車、航空機、ＩＴ機器産業などに優れた
品質の素材を提供しています。「モノづくり」に
関心をお持ちのみなさんをお待ちしています！

17:00～
17:30

メーカー
［鉄鋼・非鉄・金属製品］ 大同特殊鋼 3/3（水）

当社は様々な色彩製品・機能製品へと事業の幅を広げ、
国内のみにとどまらず、現在「海外売上高比率５０％」の
目標に挑戦中です。多岐多彩にわたる事業フィールドで
力を発揮していただける皆様をお待ちしております。

17:00～
17:30

メーカー
［素材・化学］ 大日精化工業 3/3（水）



県内企業
WEB合同説明会
熊本の企業を知らないままではもったいない｡

熊大生の採用実績がある企業を
中心に、地元熊本の優良企業が

多数集結！

桜十字病院、セントケア九州、早稲田スクール、興農園、大嶌屋、ゆめマート熊本、富田薬品、熊本県信用保証協会、
熊本第一信用金庫、同仁化学研究所、野島鉄鋼店、共同、善徳丸建材、コンフォートハウス、シアーズホーム、宇佐美･工業、
ヤマックス、西田鉃工、白鷲電気工業、フジクラプレシジョン、オジックテクノロジーズ、応用電機、テクノアート、
KSK九州、肥銀コンピュータサービス、あつまるホールディングス

■参加予定企業一覧 (※順不同、敬称略)

WEB会議システム ｢Zoom｣ を使用して
実施します。3月2日㈫までの事前予約が
必要です。事前予約やタイム
スケジュールなど詳細は

から

【参 加方 法 】

主催：熊本大学　就職支援課　TEL 096-342-2117
運営：株式会社あつまるホールディングス

KMバイオロジクス、熊本日日新聞社、肥後銀行、
熊本銀行、再春館製薬所、Lib Work、金剛、平田機工、
ヤマハ熊本プロダクツ、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、
RKKコンピューターサービス、済生会 熊本病院、熊本赤十字病院

★自宅で参加!

★効率よく
　情報収集が
　できる! 3月4日㈭

2021年

【時間】10:00～20:40

※2022年卒業修了予定者対象
留学生も参加可
説明会は全て

日本語で実施されます

希望する時間に視聴可、入退場自由

＼県内就職希望者は／
たくさん話を聞く
チャンス!!

＼県外就職希望者も／
比較ができる
チャンス!!

＼公務員・進学志望者も／
民間企業を知る事は
必ずプラス！


