
主催:東北大学キャリア支援センター

２０２１年度 東北大学主催

キャリア

フェア
就職

TEL：022-795-7770
● 平日8：30～17:15
http://www.career.ihe.tohoku.ac.jp
　 Twitter:@tohokucareer

1（火）・2（水）・3（木）・4（金）

2022

3/
  9：00～11：15第1部 1１：35～13：５0第2部

14：10～16：25第3部 16：45～19：00第4部

各部4ターム×30分の
説明会を実施。

開催時間

キャリア就職フェア特設サイト

キャリア就職フェア特設サイトから企業・団体情報を確認し、事前予約を
しておきましょう！

202２年1月28日（金）18:00～18:30
2月 4日（金）13:30～14:00

16:00～16:30※各回、同じ内容となります。

キャリア就職フェア
事前参加説明会（オンライン）

東北大学キャリア就職フェアLINE公式アカウントで情報収集しよう !

返信メッセージのURLから学籍番号、所属、志望業界などを登録可能です。 情報登録が完了すると、キャリア就職フェアの参加方法に関する情報、所属や

志望業界に沿った企業・団体の紹介をLINEで発信していきます。２０２１年度キャリア就職フェアに参加予定の学生の皆様はLINEを登録しておきましょう ！

QRコードから「東北大学キャリア就職フェア」アカウントをLINE友だち追加が可能 ！ 
LINEで
企業研究

自分に合う
企業情報を
GET!

キャリア就職フェア参加には事前の登録が必要です！
キャリア就職フェアへの参加登録や企業・団体のオンデマンド動画視聴
等についてご説明いたしますので、必ず以下の日時に実施する説明会に
参加してください。

東北大学学生積極採用企業・団体が235社集結!!

２０２２年９月及び２０２3年３月卒業（修了）予定の東北大学の学生対　象 開催形式 オンライン 使用言語 日本語



２０２１年度
東北大学主催●キャリア就職フェアOnline

東北大学学生積極採用 参加企業・団体一覧
3月1日（火） 3月2日（水） 3月3日（木） 3月4日（金）

５０音順

第１部
9:00

～

11:15

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社

株式会社オービック

サンヨー食品株式会社

株式会社七十七銀行

双日株式会社

ダイキン工業株式会社

株式会社日本政策金融公庫

日本総合システム株式会社

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

みずほ証券株式会社

三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社

三菱電機株式会社

三ツ星ベルト株式会社

株式会社メイテックフィルダーズ

ラムリサーチ合同会社

株式会社アイヴィス

SMBC日興証券株式会社

鹿島建設株式会社

兼松株式会社

仙台小林製薬株式会社

株式会社ソフトクリエイトホールディングス

同仁医薬化工株式会社

日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社

日本郵便株式会社

PHCメディコム株式会社

富士通インターコネクトテクノロジーズ株式会社

三菱ガス化学株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

アクセンチュア株式会社

伊藤忠エネクス株式会社

NTTコミュニケーションズグループ

株式会社NTTデータ

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

株式会社国際協力銀行

塩野義製薬株式会社

信越化学工業株式会社

信金中央金庫

住友重機械工業株式会社

中外製薬株式会社

日本郵船株式会社

株式会社パスコ

北海道電力／北海道電力ネットワーク

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

株式会社オースビー

大塚製薬株式会社

協和キリン株式会社

住友商事株式会社

大日精化工業株式会社

大和証券グループ本社

電源開発株式会社

株式会社日本経済新聞社

パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社

久光製薬株式会社

株式会社プライム・ブレインズ

マイクロンメモリジャパン合同会社

明治安田生命保険相互会社

持田製薬株式会社

株式会社秋田銀行

株式会社ウェザーニューズ

株式会社NTTデータビジネスシステムズ

住宅金融支援機構

新東工業株式会社

セイコーエプソン株式会社

積水ハウス株式会社

学校法人高宮学園代々木ゼミナール

デンカ株式会社

東京エレクトロン株式会社

日本電波工業株式会社

農林中央金庫

富士フイルム株式会社

三井金属鉱業株式会社

三井不動産株式会社

アスクル株式会社

インフォコム株式会社

カシオ計算機株式会社

株式会社ジャステック

住友電気工業株式会社

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社

大成建設株式会社

大日本印刷株式会社

ＤＯＷＡホールディングス株式会社

株式会社トプコン

日本ケミコン株式会社

日本ゼオン株式会社

日本放送協会

日立造船株式会社

三井住友信託銀行

勤次郎株式会社

株式会社小糸製作所

昭和電工株式会社

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

住友生命保険相互会社

大正製薬株式会社

大鵬薬品工業株式会社

デュポン株式会社

東ソー株式会社

日鉄ソリューションズ株式会社

株式会社日本取引所グループ

日本光電工業株式会社

三井物産株式会社

三菱地所株式会社

ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社

株式会社あおぞら銀行

アクサ生命保険株式会社

曙ブレーキ工業株式会社

株式会社ＡＤＥＫＡ

株式会社アテック

株式会社内田洋行

ＮＥＣ（日本電気）

住友金属鉱山株式会社

太平洋セメント株式会社

日東紡績株式会社

日本原燃株式会社

パナソニック株式会社

三菱商事株式会社

三菱商事ライフサイエンス株式会社

リンナイ株式会社

株式会社ＳＲＡホールディングス

株式会社NTTデータ東北

株式会社大林組

キヤノン電子株式会社

産業技術総合研究所

積水化学工業株式会社

仙台村田製作所

ソニーグループ株式会社

株式会社タンガロイ

東洋合成工業株式会社

トーア再保険株式会社

日本電営株式会社

保土谷化学工業株式会社

ユーコーコミュニティー株式会社

ルネサス エレクトロニクス株式会社

アルプスアルパイン株式会社

宇部興産株式会社

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

株式会社NTTドコモ

株式会社SUMCO

JFEシステムズ株式会社

東芝三菱電機産業システム株式会社

西日本電信電話株式会社

株式会社日本M&Aセンター

日本無線株式会社

株式会社富士薬品

株式会社ブリヂストン

株式会社松田ポンプ製作所

山崎製パン株式会社

りそなグループ（りそな銀行・埼玉りそな銀行）

株式会社オカムラ

株式会社クレハ

国際協力機構（JICA）

株式会社シーズ・ラボ

第一三共株式会社

大陽日酸株式会社

株式会社東北村田製作所

株式会社ニチレイ

日本銀行

日本電信電話株式会社

株式会社パソナグループ

ＰＣＩソリューションズ株式会社

日立金属株式会社

本田技研工業株式会社

株式会社足利銀行

株式会社イシダ

ＡＧＣ株式会社

株式会社カネカ

株式会社コーエーテクモホールディングス

全国農業協同組合連合会

大日本住友製薬株式会社

株式会社東芝

東レ株式会社

日本原子力研究開発機構

野村證券株式会社

パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社

株式会社日立ソリューションズ東日本

株式会社フルヤ金属

菱機工業株式会社

株式会社ＩＨＩ

いすゞ 自動車株式会社

ＳＣＳＫ Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ株式会社

ダイト株式会社

宝ホールディングス株式会社

TIS株式会社

日本原子力発電株式会社

株式会社日本入試センター

株式会社ノリタケカンパニーリミテド

東日本高速道路株式会社

株式会社ビジネス・アソシエイツ

株式会社三井住友銀行

横浜ゴム株式会社

レンゴー株式会社

株式会社アイエスエフネット

伊藤ハムデイリー株式会社

ウエスタンデジタル合同会社

EIZO株式会社

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社小松製作所（コマツ）

ＪＸ金属株式会社

ＪＣＣソフト株式会社

ＤＩＣ株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

日本年金機構

株式会社日本マイクロニクス

株式会社日立ソリューションズ

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社

ＮＯＫ株式会社

関東化学株式会社

株式会社クラレ

株式会社CLIS

JFEスチール株式会社

住友不動産株式会社

タカラバイオ株式会社

東京電力ホールディングス株式会社

東北ＮＳソリューションズ株式会社

成田国際空港株式会社

日本製紙株式会社

株式会社八十二銀行

株式会社村田製作所

ヤマハ発動機株式会社

株式会社リードコナン

アイリスオーヤマ株式会社

アダマンド並木精密宝石株式会社

ココネ株式会社

沢井製薬株式会社

ＪＲシステム（鉄道情報システム株式会社）

JSR株式会社

スズキ株式会社

TDK株式会社

株式会社ニップン

株式会社日本総合研究所

ハウス食品株式会社

株式会社ミクロスソフトウエア

株式会社ゆうちょ銀行

楽天グループ株式会社

第２部
11:35

～

13:50

第３部
14:10

～

16:25

第4部
16:45

～

19:00

株式会社リクルート


