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社 名 ●:主 企業担当者 E-mail TEL

川崎重⼯業株式会社 ● 川村  昌志 　kawamura_masashi@khi.co.jp 078-921-1622

川崎重⼯業株式会社 cc ⽚岡  幹彦 kataoka_mikihiko@khi.co.jp 078-921-1622

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 ● 杉⼭  直樹 naoki.sugiyama@medical.canon 0287-26-6774

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 cc 坂上  弘祐 kousuke.sakaue@medical.canon 0287-26-6235

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 cc 井上　雄介 yusuke6.inoue@medical.canon 0287-26-6212

京セラ株式会社 cc 平野　浩司 kohji.hirano.cy@kyocera.jp 075-604-3510

京セラ株式会社 ● 棚橋  成夫 shigeo.tanahashi.fj@kyocera.jp 075-604-3510

京セラ株式会社 cc ⽊⾕  重幸 shigeyuki.kitani.nf@kyocera.jp 075-604-3510

京セラ株式会社 cc ⼋島  幸彦 yukihiko.yashima.cy@kyocera.jp 075-604-3510

コニカミノルタ株式会社 ● 築澤　孝治 koji.tsukizawa@konicaminolta.com 042-660-9387

コニカミノルタ株式会社 cc 五寳  匡郎 masao.goho@konicaminolta.com 070-3854-4211

シスメックス株式会社 ● ⾜⽴　暁⼦ Adachi.Akiko@sysmex.co.jp 078-265-0502

シスメックス株式会社 cc 相川　修⼀ Aikawa.Shuichi@sysmex.co.jp 078-265-0502

シスメックス株式会社 cc 吉⽥　智⼀
Yoshida.Tomokazu@sysmex.co.jp

078-991-1911

株式会社島津製作所 ● 佐藤　⽂彦 f_sato@shimadzu.co.jp 075-823-1120

清⽔建設株式会社 ● 秋⼭　栄⼀郎 e.akiyama@shimz.co.jp 03-3561-1195

清⽔建設株式会社 cc ⻄  琢郎 nishi_t@shimz.co.jp

清⽔建設株式会社 cc 伊村　俊光 t.imura@shimz.co.jp 03-3820-5417

住友電気⼯業株式会社 ● 前川　智哉 maekawa-tomoya@sei.co.jp 06-6466-5679

住友電気⼯業株式会社 cc 古庄　勝 furusyo-masaru@sei.co.jp 06-6220-4134

住友電気⼯業株式会社 cc 島⾕　祐介 shimatani-yusuke@sei.co.jp 06-6220-4134

住友電装株式会社 ● 松本　康司 koji-matsumoto@gate.sws.co.jp 059-327-5091

ダイキン⼯業株式会社 ● ⻄川　良太 ryouta.nishikawa@daikin.co.jp 06-6195-7304

ダイキン⼯業株式会社 cc ⽯⼭  倫⼦ noriko.ishiyama@daikin.co.jp

株式会社ダイセル ● ⽊村 和仁 kz_kimura@jp.daicel.com 06-7639-7121

⼤⽇本印刷株式会社 cc 渡邊　和昭 watanabe-k18@mail.dnp.co.jp 03-6735-0122

⼤⽇本印刷株式会社 ● ⽯部　朝之 ishibe-t@mail.dnp.co.jp

⼤⽇本印刷株式会社 cc 加々美 祐介 Kagami-Y2@mail.dnp.co.jp

⼤⽇本印刷株式会社 cc 岩⽥ 洋⼀ Iwata-Y6@mail.dnp.co.jp

株式会社⽵中⼯務店 ● 柳橋　邦⽣ yanagibashi.kunio@takenaka.co.jp 080-2454-9011

株式会社⽵中⼯務店 cc 櫛部 淳道 kushibe.atsumichi@takenaka.co.jp 0476-47-1700

株式会社⽵中⼯務店 cc ⽯⿊　武 ishiguro.takeshi@takenaka.co.jp

株式会社タダノ cc 野⼝　真児 shinji.noguchi@tadano.com 087-869-2670

株式会社タダノ ● ⾜⽴ 純也 junya.adachi@tadano.com 080-8630-3291
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⼀般財団法⼈電⼒中央研究所 cc 採⽤コーディネーター担当者 saiyo@criepi.denken.or.jp 03-3201-6601

⼀般財団法⼈電⼒中央研究所 ● 花⽊ 久恵 hanaki@criepi.denken.or.jp 03-3201-6601

⼀般財団法⼈電⼒中央研究所 cc ⼟橋  紳悟 dobashi@criepi.denken.or.jp 03-3201-6601

東レ株式会社 ● 佐藤　謙⼀ kenichi.sato.w9@mail.toray 03-3245-5451

● 内⽥　啓⼀郎 keiichiro.uchida@toppan.co.jp 0480-33-9011

CC ⾦⼦　耕也 koya.kaneko@toppan.co.jp 0480-33-9011

株式会社巴川製紙所 ● 井上  禮佑 reisuke_inoue@tomoegawa.co.jp 054-256-4170 

⽇東電⼯株式会社 cc ⻑藤　昭⼦ akiko.nagafuji@nitto.com 050-3388-4749

⽇東電⼯株式会社 ● 望⽉　周 amane.mochizuki@nitto.com 080-6190-7343

株式会社⽇本触媒 ● 森⼝　敏光 toshimitsu_moriguchi@shokubai.co.jp 06-6317-4291

株式会社⽇本触媒 cc 髙津　和廣 　kazuhiro_takatsu@shokubai.co.jp 06-6317-4291

⽇本ゼオン株式会社 cc 松原　哲明 T.Matsubara@zeon.co.jp 044-276-3725

⽇本ゼオン株式会社 ● ⾓替  靖男 Y.Tsunogae@zeon.co.jp 044-276-3725

⽇本電信電話株式会社 ● ⾼椋 慎也 saiyo-jinji-p-ml@hco.ntt.co.jp 0422-59-2660

⽇本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 ● ⾼崎/岡⽥ nbiinternship.jp@boehringer-ingelheim.com 078-306-4124

パナソニック株式会社 ● 中島　翼 nakashima.tsubasa@jp.panasonic.com

パナソニック株式会社 cc 櫻井　修治 sakurai.shuji@jp.panasonic.com

⽇⽴⾦属株式会社 ● ⼤隈  幹之 mikinobu.okuma.jb@hitachi-metals.com 03-6774-3083

⽇⽴⾦属株式会社 cc 菅野  満ちる michiru.kanno.wu@hitachi-metals.com 

株式会社堀場製作所 ● 北川　昂⼈ takato.kitagawa@horiba.com 075-314-6394

株式会社堀場製作所 cc ⼤⻄　智⾏ tomoyuki.ohnishi@horiba.com

株式会社堀場製作所 cc 連絡⽤アドレス recruit@horiba.co.jp

三菱重⼯業株式会社 ● ⼩久保　⾥美 satomi.kokubo.xt@mhi.com 03-6275-6561

三菱電機株式会社 ● 岩崎  建樹 Iwasaki.Tatsuki@bc.MitsubishiElectric.co.jp 03-3218-2780

三菱電機株式会社 cc 若⼭ 俊夫 Wakayama.Toshio@ab.MitsubishiElectric.co.jp 03-3218-2793

株式会社村⽥製作所 ● 加藤英幸 hd_kato@murata.com 075-955-6522

株式会社村⽥製作所 cc 荒本 基邦 aramoto@murata.com 075-955-6522

株式会社リコー ● ⽯川　知司 tomoji.ishikawa@jp.ricoh.com 050-3534-2492

株式会社リコー ● 若林 淳⼦ junko.wakabayashi@jp.ricoh.com 050-3814-9058

株式会社リコー cc 連絡⽤アドレス zjc_saiyo_newgrad@jp.ricoh.com

ロート製薬株式会社 ● 阿部　真 makotoa@rohto.co.jp 080-8926-1382

ロート製薬株式会社 cc ⼭本　明⼦ inouea@rohto.co.jp 080-8935-0996

ロート製薬株式会社 cc 塚本　恒星 kouseit@rohto.co.jp 06-6758-1213

ロート製薬株式会社 cc ⼤久保　徹 tookubo@rohto.co.jp  0774-71-8794

凸版印刷株式会社


