企業ガイダンス2021
オンライン開催（ZOOMミーティング使用） 予約制
【参加予約はこちら】

各日参加企業をキャンパス毎に1部と2部に
分けて企業入替制で実施いたします。
タイムスケジュール・参加企業の割り振りは、
下記にてご確認ください。

3/1(月)

社名の右側にある

理

は理系対象

文

は文系対象

参加企業

第1部 12:00〜14:35
あいおいニッセイ同和損害保険 伊藤忠丸紅鉄鋼 イトーキ インテック
ウィル NTTコミュニケーションズグループ ＮＴＴドコモ オービック
オリックス ザイマックスグループ サンエース ＪＳＲ 昭和電工
住友商事 住友電工

社名の右側にある

理

は理系対象

参加企業

12:00〜14:35

アイヴィス アイテック阪急阪神 アズビル ＡＤＥＫＡ いすゞ自動車
理
今治造船 EIZO NTTデータ 関西熱化学【三菱ケミカルホールディングスグループ】
理
理
京セラ コベルコ建機 コベルコ科研 シマノ 神鋼環境ソリューション
積水メディカル ダイキン工業 タカラバイオ 中部電力、中部電力パワーグリッド、
理
中部電力ミライズ

第2部 15:45〜18:20
中央コンピューター デリカフーズ J-POWER(電源開発) 電力中央研究所
日本政策金融公庫 日本ガイシ 長谷工コーポレーション パソナグループ
堀場製作所(HORIBAグループ) 丸紅 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行
ヤマハ発動機 ゆうちょ銀行 楽天

( )
3/2(火)

全日程共通

3/1(月)
第1部

,
も
2年生 !
1年生 能です!
可
参加

第2部 15:45〜18:20
帝人 テルモ デンカ 東芝三菱電機産業システム TOYO TIRE 豊田通商
長瀬産業 日亜化学工業 日本電信電話(NTT研究所) パナソニック
理
フードテクノエンジニアリング 不二越 富士電機 ブラザー工業
理
三菱総合研究所 森合精機 ヤンマーホールディングス

3/2(火)

参加企業

参加企業

第1部 12:00〜14:35
iCAD アズワン ＮＯＫ 兼松 関西電力 関電不動産開発 近鉄グループホールディングス
クラレ コクヨ 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 住友倉庫
住友電工情報システム 双日 大同生命保険 大日精化工業 大和証券グループ

第1部 12:00〜14:35
アークレイ 大阪大学 栗本鐵工所 ゲンキー ジーシー 島津製作所
清水建設 シンフォニアテクノロジー 住友電工 第一三共 大正製薬グループ
タカラベルモント 中外製薬 JR東海

第2部 15:45〜18:20
髙島屋 東京海上日動 ＮＥＣ(日本電気) 日本郵便 野村證券
パーソルプロセス＆テクノロジー 阪急阪神百貨店 マリンフード
みずほ情報総研／みずほ総合研究所 みずほフィナンシャルグループ
三菱商事 三菱ＵＦＪ銀行 ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン 理
ラック レンゴー

第2部 15:45〜18:20
東芝 都市再生機構(UR都市機構) 凸版印刷 ニプロ 日本総合研究所
ノバシステム パナソニックエコシステムズ ピアス 日立金属 富士通
理
マイクロンメモリジャパン 横浜ゴム リコー

(水)
3/3(水)

3/3(水)

参加企業

第1部 12:00〜14:35
アイヴィス アイテック阪急阪神 ＮＥＣソリューションイノベータ NTTデータ
大林組 関電システムズ 栗本鐵工所 産総研 島津製作所 ソニー 第一生命
竹中工務店 DMG森精機 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング
JR東海 東芝 東芝三菱電機産業システム 東レ トーア再保険

第1部

理

文

理

第1部

3/4(木)

参加企業

12:00〜14:35

第1部

第2部 15:45〜18:20
西日本電信電話 日亜化学工業 日鉄ソリューションズ(NSSOL)
日本総合システム 日本放送協会(ＮＨＫ) ノバシステム ピアス ファナック
富士ゼロックス 富士通 ブリヂストン プロキューブ マルホ発條工業
森合精機

1回目
2回目
3回目
4 回目

参加企業

12:00〜14:35
理

いなば食品 大阪大学 カネカ ゲンキー 原子力発電環境整備機構(ＮＵＭＯ)
国際協力銀行 小松製作所 神鋼環境ソリューション スミセイ情報システム
住友林業 セイコーエプソン DOWAホールディングス 長瀬産業
南海電鉄 西日本高速道路(ＮＥＸＣＯ西日本)

タイムスケジュール

iCAD アルプス技研 インテック オービック 協和キリン 九鬼産業
理
小糸製作所 小松製作所 沢井製薬 ＪＦＥシステムズ 住友重機械
セイコーエプソン 積水化学工業 双日 大日本住友製薬 ダイハツ工業

第2部 15:45〜18:20
大鵬薬品工業 タワー パートナーズ セミコンダクター 西日本電信電話
日鉄ソリューションズ(NSSOL) 日鉄日立システムエンジニアリング
日本郵便 日本原子力発電 パソナグループ ファナック 富士ゼロックス
フジテック プロキューブ 北陸電力 マルホ 大和工業グループ
山本特許法律事務所

第2部 15:45〜18:20
TOYO TIRE トクヤマ 都市再生機構(UR都市機構) トヨタホーム ニップン
日本電信電話(NTT研究所) パナソニック 日立造船 富士電機
ブラザー工業 みずほ証券 三井住友海上火災保険 三井住友信託銀行
三井住友トラスト・アセットマネジメント 三井物産 三菱地所 三ツ星ベルト
ルネサスエレクトロニクス

3/4(木)

参加企業

12:00〜14:35

理

エクセル・クリエイツ ＳＲＤ KOKUSAI ELECTRIC GSユアサ 四国化成工業
昭和電工 信越化学工業 SCREENホールディングス(旧：大日本スクリーン製造)
ソニー 大成建設 ＴＫＣ 日清製粉グループ 日本電営

理

第2部 15:45〜18:20
理
日立造船 朋栄 マクセル みずほ情報総研／みずほ総合研究所
三井住友トラスト・アセットマネジメント 三井不動産 三菱重工業
村田機械 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) メトロ
理
ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン 楽天 ルネサスエレクトロニクス
※上記は2/3(水)現在の参加予定企業です。
変更になる場合がございます。

第 1部
12:0 0 -12:35
12:4 0 -13:15
13:20 -13:55
14:0 0 -14:35

第2部
15:4 5 -16:20
16:25 -17:0 0
17:05 -17:4 0
17:4 5 -18:20

※当イベントは対面形式で開催予定でしたが、緊急事態宣言の延長を受け、オンライン開催に変更しました。

主催：大阪大学キャリアセンター

協力：大阪大学生活協同組合

