
開催日 時間帯(※) 会場 (学舎) 開催企業名 業種 本社所在地

501 ダイセル メーカー 大阪府

502 コベルコシステム 情報・通信 兵庫県

503 神栄 貿易・商事 兵庫県

501 阪急阪神百貨店 貿易・商事 大阪府

502 三菱倉庫 建設・運輸・倉庫 東京都

503 ＹＫＫグループ メーカー 東京都

504 阪急交通社 旅行・サービス 大阪府

501 日本食研ホールディングス メーカー 愛媛県

502 中西金属工業 メーカー 大阪府

501 シンフォニアテクノロジー メーカー 東京都

502 共同通信社 報道・出版・広告 東京都

503 フジテック メーカー 滋賀県

504 関西ペイント メーカー 大阪府

501 ユアサ商事 貿易・商事 東京都

502 デンソーウェーブ メーカー 愛知県

503 阪急阪神エクスプレス 建設・運輸・倉庫 大阪府

504 京セラ メーカー 京都府

501 西日本旅客鉄道 建設・運輸・倉庫 大阪府

502 ＴＯＡ メーカー 兵庫県

503 日本旅行 旅行・サービス 東京都

501 ＮＴＮ メーカー 大阪府

502 大和証券グループ 金融・保険・証券 東京都

503 住友倉庫 建設・運輸・倉庫 大阪府

501 グローリー メーカー 兵庫県

502 山陽特殊製鋼 メーカー 兵庫県

503 バンドー化学 メーカー 兵庫県

504 帝人フロンティア 貿易・商事 大阪府

501 ジェイテクト メーカー 愛知県

502 住友商事グローバルメタルズ 貿易・商事 東京都

503 関西エアポート/関西エアポートリテールサービス 建設・運輸・倉庫 大阪府

501 大西 貿易・商事 大阪府

502 タキヒヨー 貿易・商事 愛知県

503 ローム メーカー 京都府

501 キヤノンメディカルシステムズ メーカー 栃木県

502 ザ・パック メーカー 大阪府

503 上組 建設・運輸・倉庫 兵庫県

504 興和 貿易・商事 愛知県

501 三井住友海上火災保険 金融・保険・証券 東京都

502 東山フイルム メーカー 愛知県

503 アシックス メーカー 兵庫県

501 ケイラインロジスティックス 建設・運輸・倉庫 東京都

502 岡谷鋼機 貿易・商事 愛知県

503 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ メーカー 兵庫県

501 アイコム メーカー 大阪府

502 住友林業 メーカー 東京都

503 片岡物産 貿易・商事 東京都

504 ＵＣＣ上島珈琲 メーカー 兵庫県

501 加藤産業 貿易・商事 兵庫県

502 堀場製作所 メーカー 京都府

503 日本ペイントホールディングス メーカー 大阪府

2/18(火)

午前

午後A

午後B

午後A

午後B

※時間帯については下記の通りです。各企業・団体様が50分の説明を2セット行います。
  (午前)09:30～10:20、10:30～11:20
  (午後A)12:30～13:20、13:30～14:20
  (午後B)15:00～15:50、16:00～16:50

2月開催企業・団体一覧 ①

午前

午後A

午後B

2/12(水)

2/13(木)

午前

午後A

午後B

午前

午後A

2/19(水)

午前

2/14(金)

午後B



開催日 時間帯(※) 会場 (学舎) 開催企業名 業種 本社所在地

501 ＮＩＳＳＨＡ メーカー 京都府

502 三ツ星ベルト メーカー 兵庫県

503 豊通マシナリー 貿易・商事 愛知県

501 住江織物 メーカー 大阪府

502 ＯＫＩグループ メーカー 東京都

503 ＧＳユアサ メーカー 京都府

504 ホソカワミクロン メーカー 大阪府

501 マキタ メーカー 愛知県

502 リンテック メーカー 東京都

503 日本航空 建設・運輸・倉庫 東京都

501 神鋼環境ソリューション メーカー 兵庫県

502 山九 建設・運輸・倉庫 東京都

503 古野電気 メーカー 兵庫県

501 神戸製鋼所 メーカー 兵庫県

502 日本通運 建設・運輸・倉庫 東京都

503 富士貿易 貿易・商事 神奈川県

504 豊田通商 貿易・商事 東京都

501 ロイヤルホテル 旅行・サービス 大阪府

502 日本精工 メーカー 東京都

503 富士フイルム メーカー 東京都

501 住商グローバル・ロジスティクス 建設・運輸・倉庫 東京都

502 大和工業 メーカー 兵庫県

503 全日本空輸グループ（パイロット採用） 建設・運輸・倉庫 大阪府

501 ナリス化粧品 メーカー 大阪府

502 荏原製作所 メーカー 東京都

503 山善 貿易・商事 大阪府

504 翻訳センター 旅行・サービス 大阪府

501 住友ベークライト メーカー 東京都

502 近鉄・パナソニック トレーディングサービス 建設・運輸・倉庫 大阪府

503 マツダ メーカー 広島県

501 椿本チエイン メーカー 大阪府

502 ショーワグローブ メーカー 兵庫県

503 三井倉庫ホールディングス 建設・運輸・倉庫 東京都

501 マクニカ 貿易・商事 神奈川県

502 川商フーズ 貿易・商事 東京都

503 双日 貿易・商事 東京都

504 ＪＡＬスカイ大阪 建設・運輸・倉庫 大阪府

501 シークス 貿易・商事 大阪府

502 川崎汽船 建設・運輸・倉庫 東京都

503 デンソーテン メーカー 兵庫県

501 日本電産 メーカー 京都府

502 岩谷産業 貿易・商事 大阪府

501 ＪＦＥシステムズ 情報・通信 東京都

502 ナブテスコ メーカー 東京都

503 近鉄・都ホテルズ 旅行・サービス 大阪府

504 リゾートトラスト 旅行・サービス 愛知県

501 パナソニック エコシステムズ メーカー 愛知県

502 モリリン 貿易・商事 愛知県

2/27(木)

午前

午後A

午後B

2/28(金)

午前

午後A

午後B

午前

2月開催企業・団体一覧 ②

※時間帯については下記の通りです。各企業・団体様が50分の説明を2セット行います。
  (午前)09:30～10:20、10:30～11:20
  (午後A)12:30～13:20、13:30～14:20
  (午後B)15:00～15:50、16:00～16:50

午後A

午後B

2/20(木)

午前

午後A

午後B

午前

2/26(水)

2/21(金)

午後B

午後A



開催日 時間帯(※) 会場 (学舎) 開催企業名 業種 本社所在地

501 ＳＧホールディングス 建設・運輸・倉庫 京都府

502 ＪＦＥ商事 貿易・商事 東京都

501 東京コンサルティングファーム コンサルティング 東京都

502 ＩＨＩ メーカー 東京都

501 日新 建設・運輸・倉庫 神奈川県

502 住友大阪セメント メーカー 東京都

501 西日本鉄道　国際物流事業本部 建設・運輸・倉庫 東京都

502 日立建機 メーカー 東京都

午後A 501 Ｋスカイ 建設・運輸・倉庫 大阪府

午後B 501 星野リゾート 旅行・サービス 東京都

3/4(水)

午前

※時間帯については下記の通りです。各企業・団体様が50分の説明を2回行います。
   (午前)09:30～10:20、10:30～11:20
  (午後A)12:30～13:20、13:30～14:20
  (午後B)15:00～15:50、16:00～16:50

3月開催企業・団体一覧

3/3(火)

午前

午後A

午後B


