企業ガイダンス 2012
学生部学生・キャリア支援課主催のイベントです。

大阪大学２キャンパスに
様々な業界から優良企業が集結!
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11:00〜17:00

ＩＨＩ ＪＳＲ NOK Z会 アイシン精機 アサヒビール アズワン
関西電力 かんぽ生命保険 キヤノン 理 協和発酵キリン
キリンビール 京阪電気鉄道 ジェーシービー 新日鉄住金
エンジニアリング 住金物産 住友商事 損害保険ジャパン
ダイソー 大日本印刷 ＪＲ東海 東京海上日動火災保険
文
トヨタ自動車 豊田通商 ＮＴＴ西日本 日本ガイシ ノバシ
ステム 野村證券 阪急阪神百貨店 久光製薬 ＦＵＪＩＴＳＵ
富士フイルム プライスウォーターハウスクーパース 古河電工
みずほフィナンシャルグループ 三谷商事 三井化学 三井住友
カード 三井住友銀行 三井住友信託銀行 三菱ＵＦＪ
インフォメーションテクノロジー 三菱マテリアル 村田製作所
メタルワン ゆうちょ銀行 ユニ・チャーム ユニリーバ・ジャパン
読売新聞大阪本社 りそなグループ ロート製薬
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は理系対象 終日シャトルバス運行予定

12/15(土)

11:00〜17:00

ＤＩＣ ＪＸ日鉱日石エネルギー ＮＴＴソフトウェア ＴＩＳ
ＴＯＴＯ アクセンチュア アスビオファーマ
伊藤忠
テクノソリューションズ 宇部興産 大阪ガス 大林組
カネカ 川崎重工業 キヤノン 理 京セラ クボタ コニカ
ミノルタ 理 清水建設 昭和電工 神鋼環境ソリューション
新日鐵住金 新日鉄住金ソリューションズ 理 住友軽金属
工業 住友電気工業 双日 ソニー ダイキン工業 帝人
東京エレクトロン 東ソー 東洋ゴム工業 豊田自動織機
長瀬産業 ＪＲ西日本 日清製粉グループ 日本電信電話 理
日本ペイント ニトリ ニプロ ＧＥＪａｐａｎ 日本ＩＢＭ
日本原燃 日本ユニシス 野村総合研究所 パナソニック
阪神電気鉄道 日立金属 理 富士ゼロックス 富士電機
Ｐ＆Ｇジャパン Ｈｏｎｄａ理 ミツカングループ本社 三菱化学
三菱商事 三菱電機 理 三菱東京ＵＦＪ銀行 明治グループ
ヤマハ 横河電機 ライオン 理

12/16(日)

11:00〜17:00

CDA(就職相談員)による相談会 1３:00〜17:00

CDA(就職相談員)による相談会 1３:00〜17:00

ＪＸ日鉱日石エネルギー ＴＩＳ あいおいニッセイ同和損害
保険 アクセンチュア 旭化成 伊藤忠丸紅鉄鋼 大阪ガス
大阪大学 カネカ 川崎重工業 関西ペイント クボタ
国際石油開発帝石 コニカミノルタ 理 サントリーホールディン
グス 商船三井 新日鉄住金ソリューションズ 理 新日鐵住金
住友電気工業 第一生命保険 ダイキン工業 髙島屋 文 帝人
東急不動産 東京建物 東レ 豊田自動織機 長瀬産業
南海電気 鉄 道 ＪＲ西日本 ニッセイ情 報テクノロジー
日本電信電話 理 日本郵便 ニトリ 日本ＩＢＭ 日本総合
研究所 野村総合研究所 野村不動産 パナソニック 阪神
電気鉄 道 日立金属 富士ゼロックス Ｐ＆Ｇジャパン
Ｈｏｎｄａ文 マルホ 三菱化学 三菱商事 三菱電機 三菱
東京ＵＦＪ銀行 安川電機

ＣＢＣ ＩＨＩ ＫＣＭ アイシン精機 旭化成 イオン
イトーキ 大阪大学 学生情報センター カゴメ 理 ＣＡＳＩＯ
関西電力 キリンビバレッジ クラレ グンゼ 国際石油
開発帝石 コクヨ ジェーシービー シャープ 新日鉄住金
エンジニアリング 新明和工業 スカパーＪＳＡＴ 住友商事
積水化学工業 第一三共 大日本印刷 大 鵬薬品工業
テレビ朝日 ＪＲ東海 理 東洋紡 理 東レ トヨタ自動車 理
豊田中央研究所 理 ＮＴＴ西日本 理 ニチコン ニッセイ情報
テクノロジー 日本ガイシ ＪＴ 日本ナショナルインス
ツルメンツ ノバシステム バッファロー 日立システムズ 理
理
不二越 ＦＵＪＩＴＳＵ 富士フイルム ブラザー工業 古河
電工 北陸電力 マルホ 三谷商事 三井化学 三井住友
銀行 三井住友信託銀行 三菱電機ビルテクノサービス
三菱マテリアル 三菱レイヨン 村田機械 村田製作所 安川
電機 読売新聞大阪本社 ロート製薬
※上記は10/26(金)
※上記は10/
※上記は10/26(金)現在の参加予定企業です。
26(金)現在の参加予定企業です。
現在の参加予定企業です。
変更になる場合がございます。

11：00〜13：00 の来場者には
土 曜日 サンドイッチ＆ジュース
日 曜日 お弁当＆お茶 をご用意しております。

500名様

各日程 先着

大阪大学マーク入り

スーパーハードホルダー

※数に限りがございますので予めご了承下さい。※日曜日は学内の食堂が開いておりません。

をプレゼント！

★収納物をしっかり保護。
ペーパーストッパー付きで
下敷きボートとしても使える！

障害等があり、情報保障や移動介助等の支援を希望される方がいらっしゃいましたら、

11/21(水)までに学生部学生・キャリア支援課（Ｔel：06-6879-7087 Ｅ-mail：cs- stu@ml.ofﬁce.osaka-u.ac.jp）までご連絡下さい。

主催 大阪大学 学生部学生・キャリア支援課

共催 大阪大学生活協同組合

