
受付　１１：３０～　随時 （企業名：五十音順）

企　業　名 業　種 企　業　名 業　種

アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 製造業　自動車/輸送用機器 ＥＣＬエージェンシー株式会社 中古車輸出ターミナル事業

アサガミ株式会社 総合物流企業　(倉庫・港湾・運輸・3PL・航空) 飯野海運株式会社 海運業及び不動産業

旭運輸株式会社 港湾運送事業、貨物利用運送事業 いであ株式会社 建設コンサルタント・環境コンサルタント

旭タンカー株式会社 海運業 伊藤忠ロジスティクス株式会社 総合物流業

株式会社アルプス物流 物流 株式会社ウィングマリタイムサービス 曳船業

出光タンカー株式会社 海運業およびそれに付随した業務 宇部興産海運株式会社 内航海運事業

今治造船株式会社 造船業 NSユナイテッド海運株式会社 外航海運業

井本商運株式会社 内航海運業 ＮＹＫバルク・プロジェクト株式会社 海運業

株式会社宇徳 港湾事業、物流（陸運・通関・倉庫）、プラント工事・重量物輸送 株式会社ＮＹＫ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｓｙｓｔｅｍｓ 情報サービス業

株式会社エイチアンドエフ 機械製造業 ＭＨＩソリューションテクノロジーズ株式会社 総合エンジニアリング
技術開発・試験研究の受託（三菱重工他）

ＮＹＫ LNGシップマネージメント株式会社 船舶管理業　（LNG船） 株式会社大阪めいらく（スジャータ） 食品の製造・販売

ＭＨPSエンジニアリング株式会社　高砂事業部 その他サービス業 尾道造船株式会社 船舶製造業

株式会社岡村製作所 その他製造業 川崎汽船株式会社 海運業

独立行政法人海技教育機構 学校教育及び練習船（５隻）における運航業務及び教育訓練 川崎重工業株式会社 輸送機器

国立研究開発法人海洋研究開発機構 国立研究開発法人 川重明石エンジニアリング株式会社 製造業（一般機械器具製造業）

鹿児島船舶株式会社 船舶貸渡業 株式会社京都製作所 産業用機械製造業

株式会社上組 倉庫・運輸 株式会社ササクラ (一般機械器具)製造業

川崎近海汽船株式会社 海運業 サノヤスホールディングス株式会社 輸送用機器製造業

株式会社カワサキマシンシステムズ エネルギー（電気・機械） 三機工業株式会社 建築設備業

川重冷熱工業株式会社 製造業　はん用機械器具製造業 三徳船舶株式会社 内航、外航船主業、内航・外航船舶管理業

共栄タンカー株式会社 海上輸送業、船主業 株式会社清水設計事務所 機械設計業

株式会社クボタ 機械 株式会社商船三井 外航海運業

株式会社コア 情報ｻｰﾋﾞｽ業 商船三井テクノトレード株式会社 卸売業　舶用燃料油・舶用機器・部品の輸出入販売、空調機器・電気機器類の販売、石油海上備蓄貯蔵管理業務等

鴻池運輸株式会社 総合物流業 商船三井フェリー株式会社 フェリー、ＲＯＲＯ船事業

株式会社神戸製鋼所 鉄鋼業/製造業 一般財団法人新日本検定協会 海事検定業

国際ケーブル・シップ株式会社 建設業 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 エンジニアリング業界

山九株式会社 物流事業（陸運）、建設事業（プラントエンジニアリング） ジャパンマリンユナイテッド株式会社 商船・艦船・海洋浮体構造物等の設計、製造、販売等

株式会社三和ドック 船舶修繕業 住友化学株式会社 総合化学

シーオス株式会社 IT・ロジスティクスコンサルティング 住友電設株式会社 建設業（設備工事業）

シバタ工業株式会社 工業用ゴム製品 製造・販売業（港湾関係等） 株式会社住友倉庫 運輸・倉庫

昭陽汽船株式会社
株式会社キャプテンライン 港湾タグ、内航運送事業（昭陽汽船）・旅客船事業（キャプテンライン） 鈴与株式会社 総合物流業

株式会社新来島どっく 造船業 株式会社辰巳商会 物流業

新晃工業株式会社 製造業 第一中央汽船株式会社 海運業

新日本海フェリー株式会社 海運業（長距離大型旅客フェリー） 株式会社ダイキンアプライドシステムズ 建設業

ＪＸオーシャン株式会社 海運業 ダイダン株式会社 建築設備業（総合設備業）

ＪＮＣ株式会社 メーカー/化学 常石造船株式会社 造船業（大型船舶の建造及び修繕）

ＪＦＥ物流株式会社 水運業・道路貨物運送業・倉庫業・プラントエンジニアリング業 寺崎電気産業株式会社 電気機械器具製造業

株式会社JMUアムテック 船舶造修業 株式会社ディーゼルユナイテッド 舶用機関製造業（ディーゼルエンジン）

神鋼物流株式会社（神戸製鋼グループ） 物流業（海運・技術部） 株式会社東芝 総合電機

センコー株式会社 物流業 東芝ロジスティクス株式会社 総合物流エンジニアリング業

太洋日本汽船株式会社 海運・船舶管理業 東洋建設株式会社 総合建設業（海上土木、陸上土木、建築）

ダイハツディーゼル株式会社 内燃機関製造業 株式会社トランスコンテナ 国際海上貨物運送業（NVOCC)

株式会社ダイフク 製造業（物流システム、ピッキングシステム等） 内海造船株式会社 造船業

株式会社タクマ プラントエンジニアリング（ごみ焼却プラント・エネルギーボイラプラント等） ナブテスコ株式会社 機械メーカー

田渕海運株式会社 海運業、船員労務管理 株式会社名村造船所 船舶製造業

中外炉工業株式会社 プラントエンジニアリング・機械 新潟原動機株式会社 機械/重電・産業用電気機器/プラント・エンジニアリング/輸送機器/鉄鋼

中日輪船商事株式会社 商社 新倉工業株式会社 製造業

株式会社帝国機械製作所 製造業 （舶用各種ポンプ製造・販売） 株式会社日新 総合物流業（運輸倉庫関連）

ドーヴァル・シップ・マネジメント株式会社 船舶管理業（ケミカルタンカー専門） 日通ＮＥＣロジスティクス株式会社 物流

ＴＯＮＥ株式会社 機械・自動車向けプロ用作業工具類、建築・土木・産業用動力工具類及びトルク管理機器類の開発・製造・販売 日東タグ株式会社 港湾曳船事業（主にハーバータグ）

株式会社中北製作所 バルブ・制御装置等製造 一般財団法人日本海事協会 その他サービス業（船級事業他）

西芝電機株式会社 船舶海洋電機システムおよび発電システムの製造・販売 一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会 小型船舶操縦士試験機関

株式会社ニチレイロジグループ 低温物流事業 日本コンテナ・ターミナル株式会社 港湾運送事業

日工株式会社 製造業 日本通運株式会社 運輸業

日鉄住金テックスエンジ株式会社 総合エンジニアリング業 株式会社日本テクシード 設計・開発・自動車

日鉄住金物流株式会社 物流業（海上運送事業、港湾物流事業他） 日本郵船株式会社 外航海運

一般社団法人日本海事検定協会 その他 運輸に関するサービス 八馬汽船株式会社 外航海運業

日本海洋掘削株式会社 鉱業 株式会社日阪製作所 産業機械製造販売業

日本サルヴェージ株式会社 船舶の海難救助業/海洋工事業 日立建機株式会社 メーカー（機械）

日本スピンドル製造株式会社 産業用機械製造 株式会社日立物流 運輸業

原田産業株式会社 商社（総合） ＢＶ（フランス船級協会） 船級協会

ビューテック株式会社 製造業 株式会社フジキン 製造業

株式会社福井製作所 バルブ製造業 富士貿易株式会社 商社　（各種商品卸売業）

富士通テンテクノロジ株式会社 電子機器設計 古河電気工業株式会社 情報通信・電力インフラ、電子・自動車部品、金属部品

株式会社フジトランスコーポレーション 海運業（海上運送事業、港湾運送事業、内航海運事業、各種倉庫に関する事業等） ボルカノ株式会社 製造業

藤原運輸株式会社 総合物流業（港湾運送・陸運・倉庫・通関・各種利用運送） 株式会社前川製作所 製造業及びプラントエンジニアリング

ベニックソリューション株式会社 情報サービス業 株式会社マキタ 製造業（舶用エンジン）

株式会社ヘンミ 圧力容器設計、製造 美須賀海運株式会社 船舶管理業・船員配乗業・船主業

枡本海運産業株式会社 外航海運業 三井造船株式会社 総合重工業（造船、機械、エンジニアリング等）

三菱商事ロジスティクス株式会社 国際複合一貫輸送業、倉庫業　等 三菱鉱石輸送株式会社 船主業・船舶管理業・運航業

三菱倉庫株式会社 倉庫・港湾運送・国際輸送・不動産 三菱自動車工業株式会社 自動車メーカー

三菱電機株式会社 総合電機 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 その他サービス業（保守・保全）

三菱電機エンジニアリング株式会社 専門的サービス業（設計・開発） 三菱電機ロジスティクス株式会社 総合物流事業及び関連事業全般

三菱日立パワーシステムズガスタービンサービス株式会社 建設業（設備工事） 名港海運株式会社 総合物流業

明治海運株式会社 外航海運業、ホテル関連事業、不動産賃貸業 ヤンマー株式会社 メーカー(機械)

株式会社ヤスナ設計工房 機械設計業 𠮷𠮷川運輸株式会社＆𠮷𠮷川ロジスティクスグループ 総合物流事業

郵船商事株式会社 商社 レインボーマリタイム株式会社 船舶管理業

ユニトラ海運株式会社 海運業 株式会社YJK Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 情報サ－ビス産業

株式会社菱友システム技術（三菱重工グループ会社） 情報処理業 ワールドマリン株式会社 船舶管理

H29.2.17現在

前半（１１：４５～１４：００） 後半（１４：４５～１７：００）

第８回就職ガイダンス
〈　合　同　会　社　説　明　会　〉

平成２９年３月８日（水）海事科学部体育館
院生・学部生のみなさん、多数ご参加ください。
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