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4/17(月)

10:00～12:00

4/18(火)

13:00～16:40

4/18(火)

10:00～12:00

4/18(火)

13:30～17:00

4/18(火)

09:00～12:00

4/19(水)

14:45～17:00

4/19(水)

14:00～18:00

4/19(水)

14:00～15:30

4/19(水)

10:00～11:30

4/20(木)

13:30～17:00

4/20(木)

10:30～12:00

4/20(木)

16:20～17:50

4/20(木)

13:00～18:00

4/20(木)

10:00～12:15

4/21(金)

10:00～12:00

4/21(金)

09:30～16:00

4/21(金)

15:00～16:30

創業以来、20年以上毎期黒字、無借金経営を続けています。2017年より事業拡大のため、国内海外

の拠点を設置予定です。

社会を根底から支える様々な分野のシステム開発に携わることができる環境で、自分の力を試してみません

か！

※当日は会社説明と希望者には面談・適性検査を実施し、1日で全ての選考をさせて頂きます。

○

http://www.cleave.co.jp

株式会社クリーブ
東京 120人

・システム開発

・コンサルティング　　・教育

・総合職

・システムエンジニア

無し

（学群・学部不問）
A-509

適性試験

面接
履歴書

営業職に興味のある方、お気軽にお越しくださいませ！

http://www.ck-toyota.co.jp/

トヨタカローラ高知株式会社
高知 185人 自動車販売 営業スタッフ

無し

（学群・学部不問）
A-327(永国寺) - 筆記用具

A-328（永国寺) 適性試験

ＩＴ、システム開発を通して、日本の強いモノづくりを支える醍醐味が味わえる会社です。御校の先輩もいる

風通しの良い会社です。プログラム経験がなくとも、充実した研修制度により学べますので、システム、ソフト

ウェア開発に興味のある方は、是非、お話しを聞きにきてください。http://www.jpd.co.jp/

日本プロセス株式会社
東京 550人 ソフトウェア開発

開発・設計技術者（システムエ

ンジニア：ＳＥ）

無し

（学群・学部不問）
A-503 適性試験

履歴書

成績証明書

健康診断書

企業名

2017/4/13 更新

「学内個別会社説明会」　2018年3月 卒業生・修了生対象

※参加希望者は、開催日の3日前までに就職支援課で事前申込をしてください。
※参加希望人数が定員に満たない場合は、キャンセルの可能性があることをご了承ください。

当社のスタンスは、“少数精鋭”そして“ベストソリューション”。系列に縛られることなく柔軟な経営活動ができ

る独立系の強みを活かし、お客様にとって最適なソリューションを提案・導入しております。是非、企業の経

営活動をシステム側から支えるお仕事を一緒にしましょう！https://www.tecnos.co.jp/

株式会社テクノスジャパン
東京 350人 ソフトウェア業

・システムエンジニア

・システムコンサルタント

無し

（学群・学部不問）
A-509 - 筆記用具

日本プロセス株式会社
東京 585人 ソフトウェア開発

開発・設計技術者（システムエ

ンジニア:SE)

無し

（学群・学部不問）
A-326(永国寺） 適性試験

履歴書

成績証明書

健康診断書

IT,システム開発を通して、日本の強いモノづくりを支える醍醐味が味わえる会社です。OBもいる会社で風通

しの良い会社です。プログラム経験がなくても、充実した研修制度により学べますので、システム、ソフトウェア

開発に興味のある方はぜひお話しを聞きにきてください。http://www.jpd.co.jp

FBSはこれまで、みずほ銀行を中心に様々な金融機関のシステムの開発を手掛けてきました。特に、預金シ

ステムの開発や国際系システムの開発で実績を残しています。
http://www.f-b-s.jp/

株式会社　丸昇農材
高知 18人 建設業 総合職（営業・設計）

無し

（学群・学部不問）
A-509 適性試験

これからの農業を支えるプロ集団です！

お問い合わせ～見積・設計～施工管理～メンテナンスと一貫してお客様の支えとなりやりがいの大きい仕事

です。　 共にチャレンジしていける仲間を募集しております。http://www.marusyo-n.co.jp/

株式会社FBS
東京 252人 情報サービス産業 システムエンジニア

無し

（学群・学部不問）
A-509

筆記試験

適性試験
履歴書

すべての基本は人にあります。今、知識、技術がなくても意欲ある方であれば、どなたでも大歓迎です。

明るく元気でコミュニケーションが取れる方をお待ちしております。

資格取得に対する援助制度があります。
http://www.wbsc.co.jp

ワールドビジネスシスコム株式会社
高知県 87人

ソフトウェア業

情報処理サービス業
システムエンジニア

ネットワークエンジニア

無し

（学群・学部不問）
A-509

筆記試験

適性試験

履歴書

成績証明書

卒業見込み証明書

これからの農業を支えるプロ集団です！

お問い合わせ～見積・設計～施工管理～メンテナンスと一貫してお客様の支えとなりやりがいの大きい仕事

です。　 共にチャレンジしていける仲間を募集しております。http://www.marusyo-n.co.jp/

株式会社　丸昇農材
高知 18人 建設業 総合職（営業・設計）

無し

（学群・学部不問）

全国規模の身近なネットワークを生かし、総合的な金融サービスを提供するリテール企業と、お客様からお預

かりしている預金等を適切に運用する運用事業を通じて社会に貢献。

私たちは、これからもお客様の生活全般へ貢献する金融サービスを提供するため、誠実で、高い志を持った

チャレンジングな力を求めています。

○

http://www.jp-bank.japanpost.jp/

株式会社ゆうちょ銀行（日本郵政グループ）
東京 12905人 銀行業 総合職、エリア基幹職

無し

（学群・学部不問）
A-328（永国寺） - 筆記用具

私たちは、これからもお客さまの生活全般へ貢献する金融サービスを提供するため、誠実で、高い志を持った

チャレンジングな力を求めています。
http://www.jp-bank.japanpost.jp/

株式会社ゆうちょ銀行（日本郵政グループ）
東京 12905人 銀行業 総合職、エリア基幹職

無し

（学群・学部不問）
A-503 - 筆記用具

当社は医療情報システムに特化したソフトウェアメーカーです。

４０年にわたって蓄積した医療機関の業務に関わるノウハウが当社の存在価値であり、それを持つ社員が

財産です。

したがって、常に意欲を持って仕事に関わり、じっくりと取り組むことができる人材を求めています。
http://toasystemkk.co.jp

東亜システム株式会社
愛知県 80人

ソフトウェア開発

システム販売、保守サービス

システムエンジニア、プログラ

マー、営業

無し

（学群・学部不問）
A-510 -

ドラッグストアmacの経営 四国４県に50店舗展開。医薬品部門・化粧品部門・食料品部門・日用雑貨

部門の4つの商品部門により構成されるドラッグストア。今後の主力フォーマット（カウンセリング・ドラッグ/フー

ド＆ドラッグ）としてその多店舗化を 目指しています。

○

http://www.dgs-mac.jp/

株式会社大屋（ドラッグストアmac)
愛媛 629人 小売業 店舗スタッフ／栄養士

無し

（学群・学部不問）
A-328（永国寺) -

金融機関向け業務システムのコンサルティング開発、クラウド技術・ＡＩを活用したパッケージソフトウェア開

発を主な事業とし、

近い将来の株式上場も視野に入れ次のステージへ向けて前進中です。1次選考は、高知市内での開催を

予定しています。最終選考は、大阪本社で行いますが、当社規定により高知～大阪の往復交通費を全額

支給させていただきます。
https://www.nova-system.com/

株式会社　ノザワ
兵庫県 330人 窯業・土石製品製造業

開発・研究職、機械・電気設計

職、生産管理・品質管理職、

建築設計フォロー営業職、設備

設計・保全職

機械系

電子系

建築土木系

環境理工

A-506
筆記試験

面接

履歴書

成績証明書

卒業見込み証明書

健康診断書

明治３０年創業。本年創業１２０周年を迎える不燃建材のトップカンパニーです。

主力商品「アスロック」は押出し成型セメント板業界において７０％のシェアを有しています。

東京証券取引上 上場企業です。
○

http://www.nozawa-kobe.co.jp

ノバシステム株式会社
大阪 352人 ソフトウェア開発

技術・開発系総合職（ＩＴコ

ンサルタント、システムエンジニ

ア）

無し

（学群・学部不問）
A-509

筆記試験

適性試験
履歴書

説明会と選考を同日に受けることができます。

「総員営業主義」の基本方針のもと、全社員が営業意識をもって業務に励むことを大切にしております。

キューブシステムのSEは、「技術スキル」と「経営視点」を兼ね備えた、市場価値の高いエンジニアに成長して

おります。http://www.cubesystem.co.jp/

株式会社キューブシステム
東京都 545人 ソフトウェア、情報処理 SE（システムエンジニア）

無し

（学群・学部不問）
A-507・A-508

筆記試験

適性試験

面接

履歴書

成績証明書

卒業見込み証明書

健康診断書

筆記用具

造機械メーカーです！特殊紙製造機械〔特殊傾斜ワイヤー抄紙機他〕において少数精鋭の国内トップメー

カーです。常にNEXTを見つめる開発型企業で技術を身に付けてみませんか。スキルアップ出来る環境を提

供いたします。研修期間有り(1～3年間は現場で機械組立課の一員として技術者としての基礎を学んで

頂きます)第42回グッドカンパニー大賞　優秀企業賞を受賞しました。〔社団法人中小企業研究センター主

催〕

○

http://daisho-iw.com

株式会社　大昌鉄工所
愛媛 120人 製造業 設計/製造管理

機械系

電子系
A-509 筆記試験 履歴書

http://www.kochi-tech.ac.jp/employ/for_students/top/poster/20170130_cleave.pdf
http://www.kochi-tech.ac.jp/employ/for_students/top/poster/20170210_mobitec.pdf
http://www.kochi-tech.ac.jp/employ/for_students/top/poster/20170419_yucyobk.pdf
http://www.kochi-tech.ac.jp/employ/for_students/top/poster/20170420_mac.pdf
http://www.kochi-tech.ac.jp/employ/for_students/top/poster/20170421_nozawa.pdf
http://www.kochi-tech.ac.jp/employ/for_students/top/poster/20170228_daisho.pdf
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2017/4/13 更新

「学内個別会社説明会」　2018年3月 卒業生・修了生対象

※参加希望者は、開催日の3日前までに就職支援課で事前申込をしてください。
※参加希望人数が定員に満たない場合は、キャンセルの可能性があることをご了承ください。

4/24(月)

15:00～16:30

4/24(月)

13:30～15:30

4/25(火)

10:00～12:00

4/25(火)

13:00～16:00

4/25(火)

13:00～14:00

4/25(火)

10:30～12:00

4/26(水)

10:30～12:00

4/26(水)

13:30～15:30

4/27(木)

14:40～16:10

4/27(木)

14:00～16:00

4/27(木)

11:00～12:00

4/27(木)

15:00～16:30

4/28(金)

13:00～16:30

4/28(金)

10:00～12:00

5/10(水)

10:30～15:30

5/10(水)

14:00～17:00

ソフトウェアの開発からシステム運用・保守まで総合的、多様性のある業務にかかわることができます。

業種としては、主に移動体通信業を対象としており、携帯電話、スマートフォンに関連したシステム開発を

行っています。

近年は自動車の組込み開発にも力を入れています。ＯＢ２名も活躍中です！

○

http://www.tokyojcs.com

日本クリエイティブシステム株式会社
東京都 108人 ソフトウェア業

システムエンジニア、プログラ

マー、ネットワークエンジニア

機械系

電子系

建築土木系

環境理工

情報

A-507・A-508

筆記試験

適性試験

面接

履歴書

「独立系エレベーター保守会社　業界第１位」の企業　創業５０周年

１９６７年より、ＳＥＣエレベーターは昇降機の保守管理を続けてきました。また、新しい技術を積極的に

取り入れる一方、古い機械に対するノウハウを持ち合わせた技術力の高い企業です。エレベーターは生活に

欠かせない乗り物であり、現在、又未来においても稼働し続ける事でしょう。不況にも強く、安定しているエレ

ベーター業界についてご説明させて頂きます。

○

http://www.secev.co.jp/

伊予鉄総合企画株式会社
愛媛県 98人 サービス業 総合職

無し

（学群・学部不問）
- 筆記用具

弊社は愛媛県松山市に本社を置く、広告事業やシステム開発、人材サービス業を営んでいる会社です。

“人”に尽くし、“地域の未来”に貢献するため、多種多様な事業展開をしています。
○

http://www.iyoplan.jp/

エス･イー･シーエレベーター株式会社
東京都 950人

サービス業

（メンテナンス） 技術職

機械系

電子系

建築土木系

A-509
筆記試験

適性試験

履歴書

成績証明書

卒業見込み証明書

健康診断書

筆記用具、電卓

※当日は私服で結構です。 希望者のみ選考を実施します。

＜シェアNo.1　機械メーカー＞

世界シェア1位・創業105年と安定した事業基盤を背景に、「世界一信頼される企業」を目指す。

プラスチック製品（自動車部品・家電部品・医療機器等）を成形する為に必要な、成形用設備・システム

を開発・設計・製造・販売する機械メーカーです。あなたのスマートフォンにも、当社の技術が活かされている

かもしれません。アメリカ・ドイツ・ブラジル等、世界15ヵ国で事業を推進しており、当社製品を用いたソリュー

ションは世界中のお客様（あらゆる分野のメーカー）から絶大な信頼を獲得しています。※入社者全員を

対象に2年間の海外研修を実施。人材を大切に育成する会社です。

○

http://matsui.net/jp/

株式会社松井製作所
大阪府 1100人 機械

設計技術者（機械・電気）、

法人営業、

情報システム（社内SE）、人

事

無し

（学群・学部不問）
A-508 希望者のみ選考実施

官公庁・気象・金融・製薬・医療など、当社の技術は皆様のまわりの幅広い分野で暮らしとビジネスを支え

ています。また、日本語処理技術は、研究機関・図書館・顧客分析などにも応用されています。「FIPSの財

産は人」FIPSが社会に提供するものは、社員一人ひとりの頭の中にある知識や先進的なアイディアです。

色々な人とコミュニケーションをとることが好きな方、問題・課題を見つけ、解決策を提案できる方、是非お越

しください。
http://www.fujitsu.com/jp/group/fips/

富士通エフ・アイ・ピー・システムズ株式会社
東京 422人 情報サービス業 システムエンジニア

無し

（学群・学部不問）
A-503 -

成長を続けるコメリで、あなたの力を思い切り発揮して下さい。あなたの成長が、コメリの成長につながります。

選考での積極的なＰＲをお待ちしています。
○

http://komeri-recruit.jp/

株式会社ケーイーシー
神奈川 264人 専門技術サービス業

フィールドエンジニア、システムエン

ジニア（理工系）

総合職（事務系）、

無し

（学群・学部不問）
A-509

筆記試験

適性試験
履歴書

鉄道関連設備、上下水道設備、火力・原子力発電所／受変電所といった社会インフラ設備の保守・管

理を行っており、社会の底辺で、世の中を支えている企業です。また、岡山での勤務（システムエンジニア）

予定もあります。http:///www.kec-net.com

株式会社　コメリ
新潟県 11663人 小売業（ホームセンター）

総合職・地域限定総合職・一

般職

無し

（学群・学部不問）
A-508 -

当社は東証一部上場で無借金経営のゼネコンです。研究開発を積極的に行っており、「制震ブレースを用

いた耐震補強工法」や「橋梁用ダイス・ロッド式摩擦ダンパー」等独自技術を数多く保有しております。
https://www.aaconst.co.jp/

青木あすなろ建設株式会社
東京都 779人 総合建設業

土木：施工管理、設計、機

電、研究開発

建築：施工管理、設計、設

備、研究開発

機械系

電子系

建築土木系

A-509 -

【シェアNo.1のタイヤ販売会社】当社は世界トップシェアのブリヂストン制タイヤの卸売りを行う販売会社で

す。ブリヂストングループ国内No.1の規模を誇り、全国320拠点の販売網で日本全国に最高品質のﾀｲﾔを

届けることで「安全で快適なクルマ社会」を実現します。

○

http://www.bridgestone.co.jp/

ブリヂストンタイヤ株式会社
東京 3549人 タイヤ及び自動車用品の卸売業 営業職

無し

（学群・学部不問）
Ａ-328(永国寺) -

CRMソリューションのスペシャリストとして、企業と顧客との理想のコミュニケーションを、ITで実現していって欲

しいと思っています。2015年4月入社、高知出身の先輩が、スペシャリストを目指して頑張っています！
https://www.bulky.co.jp/

株式会社バルキー・インフォ・テック
東京 60人 情報通信

エンジニア　【CRMソリューション

のスペシャリスト】

無し

（学群・学部不問）
A-503 -

主に愛媛県、高知県で土木建築に係る構造物の施工管理をしている会社です。

高知県出身の高知工科大学卒の先輩社員が土木施工管理技士として活躍しています。
○

http://www.iharakogyo.co.jp/

株式会社マイスターエンジニアリング
大阪 875人 技術・サービス業

★メカトロ関連技術職（・設計

エンジニア・装置フィールドエンジ

ニア・生産技術）

★ファシリティ関連技術職（・設

備管理技術職・工事技術職）

機械系

電子系

情報

A-509 筆記試験

「人生という舞台においては主役も脇役もない。すべて己がスター、各々が主役であれ」として夢を実現させる

会社づくりを

目指しています。マイスターは見えないところでニッポンを動かしている。

私たちと一緒に社会インフラを構築するメンテナンスとエンジニアリングの世界であなたの技術を発揮しません

か？
http://www.mystar.co.jp/

井原工業　株式会社
愛媛県 88人 建設業

土木・建築系施工管理技術者

営業職
建築土木系 A-507 - 筆記用具

充実した福利厚生、全国に400店舗

http://www.dynam.jp/top/index.html

株式会社HRIインキュベータ
東京 15人 ソフトウェア業 プログラマー、システムエンジニア

無し

（学群・学部不問）
A-A326(永国寺) - 筆記用具

次世代型ITエンジニアの育成をミッションとしています。が、まずは基本／基礎をしっかり学び、

幅広い知識と経験を積めることが大事だと考えています。弊社はグループ企業とコラボレーションすることで

様々な業種のプロジェクトで仕事ができます。ぜひ会社説明会にご参加下さい。https://hr-incu.com

株式会社ダイナム
東京都 9311人 娯楽業 総合職正社員

無し

（学群・学部不問）
A-328(永国寺） 健康診断書

次世代型ITエンジニアの育成をミッションとしています。が、まずは基本／基礎をしっかり学び、

幅広い知識と経験を積めることが大事だと考えています。弊社はグループ企業とコラボレーションすることで

様々な業種のプロジェクトで仕事ができます。ぜひ会社説明会にご参加下さい。https://hr-incu.com

株式会社HRIインキュベータ
東京 15人 ソフトウェア業 プログラマー、システムエンジニア

無し

（学群・学部不問）
A-509 - 筆記用具

既にOBが活躍中ですが、2017年4月にも1名入社します。

東京オリンピック開催に向けて、選手村や競技施設工事を手掛ける予定です。
http://www.skk-gr.co.jp/

櫻井工業株式会社
東京 240人 建設設備業 施工管理職

無し

（学群・学部不問）
A-509

筆記試験

適性試験

面接

履歴書

http://www.kochi-tech.ac.jp/employ/for_students/top/poster/20170510_nihoncreativesystem.pdf
http://www.kochi-tech.ac.jp/employ/for_students/top/poster/20170428_SEC.pdf
http://www.kochi-tech.ac.jp/employ/for_students/top/poster/20170428_iyotetsu.pdf
http://www.kochi-tech.ac.jp/employ/for_students/top/poster/20170427_matsui.pdf
http://www.kochi-tech.ac.jp/employ/for_students/top/poster/20170421_komeri.pdf
http://www.kochi-tech.ac.jp/employ/for_students/top/poster/20170424_bridgestone.pdf
http://www.kochi-tech.ac.jp/employ/for_students/top/poster/20170426_ihara.pdf


本社 社員数 事業内容等 採用職種 学群・学部等の指定 日時 場所 選考試験 当日持参物 PR／連絡事項 ポスター企業名

2017/4/13 更新

「学内個別会社説明会」　2018年3月 卒業生・修了生対象

※参加希望者は、開催日の3日前までに就職支援課で事前申込をしてください。
※参加希望人数が定員に満たない場合は、キャンセルの可能性があることをご了承ください。

5/11(木)

14:00～17:00

5/12(金)

13:00～17:00

5/12(金)

13:00～18:00

5/17(水)

15:00～17:00

5/18(木)

13:00～15:30

5/19(金)

09:30～12:00

5/19(金)

13:00～14:30

5/23(火)

13:30～17:00

5/26(金)

13:00～17:00

5/26(金)

13:00～14:00

5/29(月)

13:30～15:30

6/13(火)

14:00～16:30

6/13(火)

13:30～17:00

6/14(水)

15:00～17:00

6/15(木)

13:30～15:45

6/15(木)

10:00～12:15

創業47年の歴史としっかりした基盤の中、世界に通用するエンジニアを育てたいと思っています。近年ＡＩ

の開発に注力しているので、新しい技術に興味がある方も是非説明会にいいらしてください。
http://www.nippon-rad.co.jp/

株式会社デザインネットワーク
東京 530人

機械・電気電子・ソフトウェア設計技術

サービス業

機械設計職／電気電子設計

職／ソフトウェア設計職

機械系

電子系

情報

Ａ-509 筆記試験

履歴書

成績証明書

卒業見込み証明書

健康診断書

応募書類については、揃える範囲で

対応可。

・貴校ＯＢの多数の方が、設計開発現場の第一線で活躍中。設計に関心のある方は、

　我々共に“夢”を実現し、社会に貢献してみませんか！

・応募書類の履歴書の『志望動機欄』は、説明会終了後の記述でも大丈夫です。
http://www.design-network.co.jp/

日本ラッド株式会社
東京 277人 情報通信業 ＳＥ（システムエンジニア）

機械系

電子系

環境理工

情報

A-503 適性試験 履歴書

「人生という舞台においては主役も脇役もない。すべて己がスター、各々が主役であれ」として夢を実現させる

会社づくりを

目指しています。マイスターは見えないところでニッポンを動かしている。

私たちと一緒に社会インフラを構築するメンテナンスとエンジニアリングの世界であなたの技術を発揮しません

か？

○

http://www.mystar.co.jp/

PCIソリューションズ株式会社
東京 814人 情報サービス業 システムエンジニア

無し

（学群・学部不問）
A-509

適性試験

面接
履歴書

弊社は、東証一部上場PCIホールディングス株式会社の中核企業です。

プログラム未経験者でも充実した研修で、プロのSEに育てます。

システム開発から研究開発事業、教育事業に事業分野を広げています。

○

http://www.pci-sol.com

株式会社マイスターエンジニアリング
大阪 875人 技術・サービス業

★メカトロ関連技術職（・設計

エンジニア・装置フィールドエンジ

ニア・生産技術）

★ファシリティ関連技術職（・設

備管理技術職・工事技術職）

機械系

電子系

情報

A-509 筆記試験

ケーヒンは、ホンダ系列最大の総合システムメーカーです。

エンジニアとして技術で世界を変えたい方、クルマ・バイクに興味がある方、業界研究をしている方など、是非

ご参加下さい。
○

http://www.keihin-corp.co.jp/

東亜外業株式会社
兵庫県 473人 金属製品製造

機械設計、施工管理

事務系総合（営業・総務・購

買など）

無し

（学群・学部不問）
A-509 -

当社は化学・石油プラントやライフラインの建設工事、工場設備のメンテナンス工事や大口径の溶接鋼管

製造、船舶の製造・修理など幅広く事業を行っており、日本の産業基盤を足元から支えて社会に貢献して

います。http://www.toagaigyo.co.jp

株式会社ケーヒン
東京都 4083人

輸送用機械器具製造業（自動車部

品）

技術職 （研究開発、生産技

術　他）

機械系

電子系
A-510 ジョブマッチ(個別面談)　 履歴書

健康診断書が間に合わない場合は後日で構いません。

ＯＢ1名（機械系）在籍
http://www.daiichi-seiko.co.jp/

株式会社デザインネットワーク
東京 530人

機械・電気電子・ソフトウェア設計技術

サービス業

機械設計職／電気電子設計

職／ソフトウェア設計職

機械系

電子系

情報

Ａ-509 筆記試験

履歴書

成績証明書

卒業見込み証明書

健康診断書

応募書類については、揃える範囲で

対応可。

・貴校ＯＢの多数の方が、設計開発現場の第一線で活躍中。設計に関心のある方は、

　我々共に“夢”を実現し、社会に貢献してみませんか！

・応募書類の履歴書の『志望動機欄』は、説明会終了後の記述でも大丈夫です。
http://www.design-network.co.jp/

第一精工株式会社
京都 1755人 電子部品・デバイス・電子回路製造業

技術系総合職（開発設計、金

型設計、製造技術　他）

機械系

電子系

環境理工

A-509

筆記試験

適性試験

面接

履歴書

成績証明書

卒業見込み証明書

健康診断書

2017年度も高知工科大学卒業生の採用実績有ります。

平均年齢33歳、島根県松江市の松江テクニカルセンターは築2年の新社屋です！

http://www.humansystem.com/

我社は設立からまだ日が浅いこともあり、若い者員が多いです。

そのため、者員どおし協力しあい切磋琢磨して日々の業務を行っています。

関東に出て行くことは心配や不安もたくさんありましたが、こちらで仕事をすることで最新の技術やスキルが身

に付きました。

工科大生の皆さん、仕事を通して日々成長できる喜びを共有しましょう。

○

http://www.yokos.co.jp

横浜ソフトウェア株式会社
神奈川県 30人 情報通信業

ソフトウェア技術者、ネットワーク

技術者

無し

（学群・学部不問）
A-509 面接

履歴書

成績証明書

卒業見込み証明書

New! 株式会社ヒューマンシステム
東京都 人

ソフトウェア開発

情報サービス システムエンジニア
無し

（学群・学部不問）
A-510

筆記試験

適性試験
履歴書

自社開発のクラウドＤＢサービス「スパイラル（Ｒ）」を展開しています。開発から企画提案・導入コンサル

ティングまでを全て自社で提供 情報セキュリティの不安の声が後を絶たない時代だからこそ必要なサービスで

す。https://www.pipedohd.com

パイプドＨＤ株式会社
東京都 320人 情報通信・ソフトウェア

ITコンサルタント、アプリケーション

エンジニア、カスタマーサポート、

ソフトウェアエンジニア

無し

（学群・学部不問）
A-509 筆記試験 履歴書

『ワークライフバランス』を推進し、仕事と、生活の調和を実現。

文理不問。システム開発に興味のある方を募集。
○

https://www.scm-net.co.jp/

株式会社イズミテクノ
広島 2150人 総合ビルメンテナンス業

総合職（建築物の運営管理・

店舗責任者）

無し

（学群・学部不問）
A-509

適性試験

面接

作文

履歴書

イズミグループならではの安定性、成長性があります。

当社の魅力は年齢・性別に問わず活躍できることです。

自分の力を試したい方、是非チャレンジして下さい！http://ｗｗｗ．iｚｕｍｉ－ｔｅｃｈｎｏ．Jｐ

新日本コンピュータマネジメント株式会社
埼玉 290人 ソフトウェア開発業 システムエンジニア

無し

（学群・学部不問）
A-509 適性試験

多くのベンチャー企業が、自社の成長をアピールしますが、いちばん重要なことは、その

会社がその時に「どれだけ成長しているか」ではなく、その会社が今後「どこまで成長で

きるか」です。みんなのマーケットは巨大な市場に挑んでいます。私たちと一緒に、大きく

成長していきましょう。
URL http://www.minma.jp/

みんなのマーケット株式会社
東京 60人 情報サービス業 Webエンジニア職

機械系

電子系

建築土木系

情報

A-503 -

金融機関向け業務システムのコンサルティング開発、クラウド技術・ＡＩを活用したパッケージソフトウェア開

発を主な事業とし、

近い将来の株式上場も視野に入れ次のステージへ向けて前進中です。ご希望の方は、会社説明会に引き

続いて1次選考（筆記・適性検査）を受けていただけます。最終選考時は、当社規定により高知～大阪

の往復交通費を全額支給させていただきます。https://www.nova-system.com/

ノバシステム株式会社
大阪府 382人 ソフトウェア開発

技術・開発系総合職

（ＩＴコンサルタント、システム

エンジニア、研究開発職）
マネジメント A-327（永国寺） - 履歴書

金融機関向け業務システムのコンサルティング開発、クラウド技術・ＡＩを活用したパッケージソフトウェア開

発を主な事業とし、

近い将来の株式上場も視野に入れ次のステージへ向けて前進中です。ご希望の方は、会社説明会に引き

続いて1次選考（筆記・適性検査）を受けていただけます。最終選考時は、当社規定により高知～大阪

の往復交通費を全額支給させていただきます。https://www.nova-system.com/

ノバシステム株式会社
大阪府 382人 ソフトウェア開発

技術・開発系総合職

（ＩＴコンサルタント、システム

エンジニア、研究開発職）

無し

（学群・学部不問）
A-509 - 履歴書

http://www.kochi-tech.ac.jp/employ/for_students/top/poster/20170529_MS.pdf
http://www.kochi-tech.ac.jp/employ/for_students/top/poster/20170315_pci.pdf
http://www.kochi-tech.ac.jp/employ/for_students/top/poster/20170522_ke-hin.pdf
http://www.kochi-tech.ac.jp/employ/for_students/top/poster/20170511_yokohamasoftware.pdf
http://www.kochi-tech.ac.jp/employ/for_students/top/poster/20170303_scm-net.pdf


本社 社員数 事業内容等 採用職種 学群・学部等の指定 日時 場所 選考試験 当日持参物 PR／連絡事項 ポスター企業名

2017/4/13 更新

「学内個別会社説明会」　2018年3月 卒業生・修了生対象

※参加希望者は、開催日の3日前までに就職支援課で事前申込をしてください。
※参加希望人数が定員に満たない場合は、キャンセルの可能性があることをご了承ください。

7/11(火)

13:30～17:00
気軽に参加ください。当日、飛び込み参加もＯＫです。

イメージが違っていたら、途中退席もＯＫです。
http://www.asahi-kohsan-group.com/

旭興産グループ
東京 973人 建設業

技術職（計装技師、施工管

理、設計・製造技師）

営業職、事務職（人事、経

理、購買）

無し

（学群・学部不問）
A-509

筆記試験

適性試験

履歴書

成績証明書

卒業見込み証明書

健康診断書


