海事・物流企業の２０２２年度新卒採用計画（合計144社）
※紙面で掲載しなかった他項目を含むフルデータをウェブで紹介
外航海運（21社）
会社名
旭海運

会社データ
代表者：根元聡▷設立：
1946年8月▷本社所在地：東
京都▷資本金：4億9500万円
▷従業員数：53人（20年3月
末現在）▷売上高：連結104
億円（20年3月期）

事業内容
外航海運業：製鉄原料（鉄鉱 未定
石、石炭など）および
発電用石炭の輸送
パナマックス、ケープサイズ
を中心とした大型バルカーの
船主・運航・船舶管理業

飯野海運

代表者：當舍裕己▷設立：
1899年▷本社所在地：東京
都▷資本金：130億9178万円
▷上場：東証1部、福証▷従
業員数：160人（陸上104
人、海上56人／20年3月末
現在）▷売上高：連結891億
円（20年3月期）

海運業、船舶代理業、不動産
の売買・賃貸借および仲介、
倉庫業、写真スタジオの経営
ほか

出光タンカー

代表者：寺内正▷設立：
1962年8月▷本社所在地：東
京都▷資本金：10億円▷従業
員数：159人（20年12月現
在）▷売上高：単体900億円
（20年3月期）
代表者：谷水一雄▷設立：
1950年4月▷本社所在地：東
京都▷資本金：103億円▷上
場：東証1部▷従業員数：
230人（陸上186人、海上44
人／20年3月現在）▷売上
高：連結1484億円（20年3
月期）
代表者：廣瀬隆史▷設立：
2014年4月▷本社所在地：横
浜市▷資本金：40億円▷従業
員数：342人（陸上140人、
海上202人／20年12月末現
在）▷売上高：526億円（20
年3月期）

福利厚生
研修・教育制度
各種社会保険完備、借り上げ社 社内教育、ＮＹＫグルー
宅制度、契約保養所、保養所、 プ教育、社内英語教育、
クラブ活動、退職金制度、財形 資格取得奨励金制度
貯蓄制度など

2020年度採用実績
なし

2021年度採用内定
内定0人
採用未定

2022年度募集人数
採用未定

初任給（月給）／
陸上総合職：院了23万7160
円、大卒22万4520円
一般職：21万9530円
海上職：24万9300円プラス諸
手当
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

財形制度、共済会、社員持ち株
会、持ち家推進制度、社宅制度
など
施設：独身寮完備、保養所（富
士見高原、熱海、苗場） リロ
クラブに加入、各種特典が利用
可能

陸上総合職8人
一般職2人、海上職4
人（航海士2人、機関
士2人）

陸上総合職8人
一般職1人、海上職2
人（航海士1人、機関
士1人）

陸上総合職7人程度
陸上職：全学部全学科
一般職若干名
海上職6人程度（航海
士、機関士各3人程
度）

出光グループの外航輸送部門 海上職員（航海士、機関
を担い、原油・石油製品など 士）
を輸送する
海運業およびそれに付随する
業務

初任給（月給）／
23万9300円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年2回（夏・冬）

出光興産に準ずる（厚生寮、契 各種研修有（新入社員研
約寮、各種団体保険）
修、メーカーによる技能
研修、資格取得研修、通
信教育など）

海上職7人

海上職5人

海上職員若干名
（航海士、機関士）

東京海洋大学、神戸大 一般教養筆記試験、面
学、水産大学校（3級海 接審査
技士資格取得課程修了
見込み者）

外航貨物海上運送事業

営業部門、管理部門の総合
職事務系、船舶職員（航海
士または機関士）

初任給（月給）／
総合職：大卒21万6800円
船舶職員：大卒24万3200円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年2回以上

総合職用独身寮、社宅制度、各
種契約保養施設、財形貯蓄制
度、住宅ローン利子補給制度、
共済会（各種スポーツ、文化班
活動）

陸上総合職5人
海上総合職6人

陸上総合職6人
海上総合職5人

陸上総合職若干名
海上総合職若干名

各種イベント詳細
はマイページに掲
載予定

総務グループ
秘書・人事チーム
TEL:03・6895・6211

1．海上輸送サービス
①原油船②ＬＰＧ船③ケミカ
ル船、石油製品船④貨物船
2．運航管理
ＥＮＥＯＳグループの原油タ
ンカーの運航管理業務
3．安全管理
ＥＮＥＯＳグループターミナ
ル入港船舶や荷役作業の安全
管理
ＭＯＬケミカルタンカー 代表者：石浦哲郎▷設立： 外航海運業、ケミカルタン
（MOL Chemical Tankers 1972年7月▷本社所在地：東 カーのオーナー、オペレー
Japan Co., Ltd.）
京都▷資本金：1億円▷従業 ター
員数：82人（20年12月現
在）▷売上高：シンガポー
ル本社単体約6億2800万米
㌦（19年12月期）

海上職職員：航海士・機関
士
陸上職：事務系

初任給（月給）／
海上職職員：大卒23万2220円
海上職部員：17万9700円
（乗船時はプラス諸手当）
陸上職：大卒22万8950円
（家族手当、大都市手当、住
宅手当 別途支給）
（20年4月実績）

社宅・保養施設あり、社会保険 社内・社外の各種研修制
完備、ＥＮＥＯＳグループ従業 度あり
員持ち株会、財形貯蓄、持ち家
融資、共済会

海上職8人
陸上職2人

海上6人
陸上7人

海上若干名
陸上若干名

総合職：法律、政治、 書類選考、適性試験、
経済、商、経営、社
面接
会、外国語、理工系学
部ほか学部不問
船舶職員：3級海技士
（航海または機関）取
得のための海技者養成
学科
海上職（各海事教育機 筆記試験、面接試験
関資格課程ほか）新3級
の導入予定なし
陸上職：学部学科問わ
ず募集

海上職：3月1日か
ら会社訪問受け付
け
陸上職：3月1日か
らエントリー開始

海上職：船員部労務グ
ループ
TEL:045・307・3132
総務人事部人事グループ
TEL:045・307・3122/3126

総合職

初任給（月給）／
総合職：院了22万7000円、大
卒21万7000円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年2回（6・12月）
※年度末に会社・個人業績に
より年度末手当を支給も

フィットネスクラブなど各施設
が利用可
会社保有施設が利用可。定期健
康診断、住宅資金貸付制度あり

1人

0人

陸上総合職1―2人

全学部全学科

書類選考、面接

6月ごろに会社説明 海外勤務あり
会を開催予定

管理部総務課
TEL:03・5549・6800

オーシャンネットワーク 代表者：木戸貴文▷設立：
エクスプレスジャパン
2017年▷本社所在地：東京
都▷資本金：1億円▷従業員
数：627人（20年4月末時
点）▷売上高：118億6500万
㌦ (Ocean Network
Express Pte. Ltd. 19年
度)
川崎汽船
代表者：明珍幸一▷設立：
1919年4月▷本社所在地：東
京都▷資本金：754億円▷上
場：東証・名証1部、福証▷
従業員数：767人（陸員562
人、海員205人／20年3月現
在）▷売上高：連結7353億
円（20年3月期）

グローバルな事業規模で、コ
ンテナ海上輸送サービスを提
供する、日本で唯一の外航コ
ンテナ定期船事業の運営会社
です

総合職（陸上）
営業・マーケティング部
門、オペレーション部門、
カスタマーサービス部門、
港湾部門、管理部門など

初任給（月給）／
21万円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年2回

慶弔見舞金、財形貯蓄、育児休 内定者向け学習支援、新
職、育児短時間勤務、介護休
入社員研修、トレーナー
職、退職金、再雇用制度など
研修、ＯＪＴ、ジョブ
ローテーション、ｅ－
ラーニング、階層別研
修、社内勉強会など

総合職（陸上）18人

総合職（陸上）11人

総合職（陸上）20人
程度

全学部全学科

ＥＳ審査後、1次・2
次・最終面接を実施い
たします。2次面接へお
進み頂いた方には適性
検査の受検もお願いし
ております

ご興味をお持ちの
方は、当社採用サ
イトからエント
リーをお願いいた
します

人事部採用担当
TEL:03・5843・4019
jp.recruit@one-line.com

海上運送業、陸上運送業、航 陸上総合職:航路管理、運航 初任給（月給）／
独身寮、選択社宅制度、ベネ
空運送業、海陸空通し運送
管理、集荷営業、港湾管
陸上総合職：院了・大卒21万 フィット・ステーション、クラ
業、港湾運送業など
理、企画、総務、人事、法 4300円（入社半年後から23万 ブ活動、住宅財形制度、貸付
務保険、経理財務、情報シ 5300円）
金、社員持ち株会
ステム、造船計画、船舶管 海上職：院了・大卒23万6660
理など
円、高専卒22万7060円
海上職:航海士、機関士
海上職（自社養成コース）：
海上職（自社養成コース）: 院了・大卒18万円（海上職員
航海士、機関士
に登用後は、23万6060円）
（20年4月実績）
昇給／年1回（海上職）
賞与／年2回（陸上職）、年4
回（海上職）

【陸上総合職】内定者研
修、新入社員研修、階層
別研修、海運実務研修、
管理職研修、乗船研修、
通信講座、社外セミナー
など。
【海上職（自社養成コー
ス含む）】新入社員研
修、乗船のために必要な
研修（技術研修、管理研
修、語学研修など）、当
社研修所における研修、
外部委託研修、外部教育
機関での養成コース（自
社養成コース）

陸上総合職30人
海上職12人

陸上総合職25人
海上職18人

未定

全学部全学科

エントリーシート提
出、ウェブテスト、面
接

会員制ページで会
社説明会動画公開

川崎近海汽船

海上運送事業
海洋作業支援船など

ＥＮＥＯＳオーシャン

神原汽船

共栄タンカー

代表者：久下豊▷設立：
1966年5月▷本社所在地：東
京都▷資本金：23億6865万
円▷上場：東証2部▷従業員
数：単体244人（陸員138
人、海員106人／20年3月末
現在）▷売上高：連結443億
3700万円（20年3月期）
代表者：神原宏達▷設立：
1943年6月、創業：1903年▷
本社所在地：広島県福山市
▷資本金：1億円▷従業員
数：55人（20年12月現在）
▷売上高：海運事業連結469
億円（19年12月期）
代表者：高田泰▷設立：
1937年3月▷本社所在地：東
京都▷資本金：28億5000万
円▷上場：東証1部▷従業員
数：58人（陸上34人、海上
24人／20年3月末現在）▷売
上高：連結125億円（20年3
月期）

陸上職：総合職（営業・企
画・経理・総務など）
海運営業では船舶の運航管
理（オペレーション）、用
船業務（チャータリン
グ）、不動産営業ではオ
フィスビルの管理や開発な
ど
海上職：海上職員

陸上総合職
陸上一般職

国際間の海上輸送を中心とし 営業（海運・物流の提案営
た総合物流事業、およびこれ 業）、航路運営、船舶管
に付随する事業、その他
理、経理・財務

海上運送業、海運代理業、海 海技従事者（海上従業員）
運仲立業、船員派遣事業、舶
用品の売買および仲立、船舶
の売買、倉庫業、損害保険代
理業、不動産の売買、賃貸
借、管理および仲介、石油類
の販売、他の事業に対する貸
し付け、保証および投資、前
各号に付帯し、または関連す
る事業

新入社員研修、新入社員
フォローアップ研修、乗
船実習、階層別研修、英
会話研修（基礎・上
級）、短期研修員制度な
ど

英会話研修、乗船研修、
海外研修、資格別研修、
資格取得奨励制度、技術
向上研修（操船シミュ
レーター研修、機関シ
ミュレーター研修）ほか

新入社員研修、英語研
修、簿記研修、ＩＴ研修
（ワード、エクセル、ア
クセス、パワーポイント
など）、乗船研修など

募集学科
機関士 商船系大学、
商船系高専、

「採用活動」欄は2月中旬までの回答状況

初任給（月給）／昇給・賞与
初任給（月給）／
商船大学卒22万2900円
商船高専卒20万7430円
（20年10月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回

ＮＳユナイテッド海運

募集職種

https://www.jmd.co.jp

選考方法
書類審査、面接

採用活動
商船系大学で企業
説明会
ＳＥＣＯＪ合同説
明会
ホームページ掲載

エントリーシート、面
接（複数回）、筆記試
験・適性検査による選
考

会社説明会を開催
予定

備考
問い合わせ先
中途採用は実務経験 gen@asahiline.co.jp
者希望

人事部研修課
TEL:03・6273・3085

海上職員の中途採用 出光タンカーウェブサイ
については応相談
トからアクセス
https://www.idss.co.jp/
tanker/recruit/recruit/
information.html

初任給（月給）／
陸上総合職：院了23万4200
円、大卒21万1000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

社宅、会社契約レジャー施設あ
り、健保保養所、サークル活
動、住宅貸付金制度、財形貯
蓄、従業員持ち株会制度など

乗船研修、新入社員研
修、階層別研修、語学研
修、各種講習会の受講な
ど

陸上総合職4人

陸上一般職2人

若干名

全学部全学科

非公開

3月以降会社説明会
を開催予定

総務部
TEL:03・3592・5800

初任給（月給）／
大卒21万円（その他：通勤手
当、残業手当、管理職手当、
家族手当、その他各種手当）
（20年12月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）
初任給（月給）／
大卒
船員23万5530円プラス各種乗
船手当28万7000円、合計約52
万円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年2回（6・12月）

財形貯蓄制度、自動車保険大口
割引制度、各種クラブ活動、グ
ループ企業施設割引、寮、社
宅、社員食堂、グループ企業施
設ほか

新入社員研修、階層別研
修、語学研修（海外・社
内）、実務研修、ＯＪＴ
研修、自己啓発支援

0人

1人

若干名

全学部全学科

適性検査、面接

ウェブ会社説明会
を実施予定

総務・人事部
TEL:084・987・5500

機関科2人（計2人）

航海科・機関科各1人 航海科・機関科
（計2人）
各若干名

海技従事者：海事系大
学乗船実習科、商船高
専本科・専攻科

書類選考、筆記試験、
面接

船員：教育機関で
の会社説明会や
ホームページ上で
の募集案内の掲載
会社訪問及びウェ
ブ説明会を随時受
け付け

福利厚生サービスとしてベネ
各種研修、教育制度あり
フィットステーションに加入
船員保険関連施設ほか、全日本
海員組合関連福利厚生施設

船員経験者を随時募 船舶部船員グループ 橋
集中（詳細はＨＰ参 本
照）
TEL：03・4477・7169

会社名

初任給（月給）／昇給・賞与
福利厚生
研修・教育制度
初任給（月給）／
社宅、白馬山荘、軽井沢山荘、 新入社員研修、臨港店研
大卒24万4000円（一律住宅手 富津海の家、社員持ち株制度、 修、各種実務研修、外部
当3万5000円含む）
各種融資制度ほか
ビジネススキル研修ほか
大学院（修士）了24万8000円
（一律住宅手当3万5000円含
む）
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

2020年度採用実績
2021年度採用内定
2022年度募集人数
総合職2人（文系大卒 総合職3人（理系院了 若干名
１人、理系院了1人） 1人、文系大卒2人）

ケイラインローローバル 代表者：門野英二▷設立： 海運業、船舶管理業、船舶貸 航海士、機関士
クシップマネージメント 1917年7月▷本社所在地：神 渡業
戸市▷資本金：4億円▷従業
員数：210人（陸上38人、
海上88人／20年12月末現
在）▷売上高：連結363億円
（20年3月）

初任給（月給）／
水産大卒22万7540円、大卒22
万4540円、高専卒21万2540
円、専門卒20万9540円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回

陸上勤務員には居住設備あり

社内キャリアパスプラン
に沿って昇進ごとに必要
な研修受講プログラムを
実施

6人
4人
6人
船舶職員養成の専門学
（航海士3人、機関士 （航海士3人、機関士 （航海士3人、機関士 科
3人）
1人）
3人）

書類審査および役員に
よる面接試験

オンライン説明会
を随時受け付けて
います。メール、
電話でお問い合わ
せください

商船三井

代表者：池田潤一郎（21年
4月、橋本剛）▷設立：1884
年▷本社所在地：東京都▷資
本金：654億円▷上場：東証
1部▷従業員数：1078人（陸
上761人、海上317人／19年
3月期他社への出向者など
を除く）▷売上高：連結1兆
1554億400万円（20年3月
期）

初任給（月給）／
陸上総合職：修士了26万4280
円、大卒23万円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年4回（6・9・12・翌年
3月）

独身寮、社宅、保養所、総合グ
ラウンド、社員クラブ、リゾー
トクラブ・フィットネスクラブ
法人会員、クラブ活動、住宅財
形制度、貸付金、社員持ち株
会、雇用保険、労災保険、健康
保険、厚生年金保険

入社時、1―3年目などを
対象とした階層別研修ほ
か、新入社員英語力強化
研修、乗船研修、海外実
務研修、海外短期留学、
語学留学（中国語）、各
種通信教育など

陸上職30人
（事務系26人、技術
系4人）
海上職23人
（自社養成コース11
人を含む）

陸上29人（事務系26
人、技術系3人）
海上29人（自社養成
コース15人を含む）

書類選考、適性検査、
面接（予定）

2月以降、会社説明
会および座談会を
予定（職種別）
ＯＢ・ＯＧ訪問あ
り

商船三井客船

代表者：山口直彦▷設立： 海運業（外航客船運航）、旅 総合職・一般職：本社での
1963年2月▷本社所在地：東 行業、その他
管理・オペレーション・営
京都▷資本金：1億円▷従業
業・企画・販売
員数：115人（陸上45人、
航海士・機関士・通信士
海上70人／20年7月末現
（海技有資格）、甲板員・
在）▷売上高：非公開（20
操機員（船員教育機関
年3月期）
卒）、パーサー・ホテル
サービスクルー（管理・
サービス）、クック（調理
師有資格）
代表者：長澤仁志▷設立： 国際的な海上運送業を主とし 陸上職事務系、陸上職技術
1885年9月▷本社所在地：東 た総合物流事業および不定期 系、海上職（自社養成コー
京都▷資本金：1443億1983 船事業、一般貨物輸送事業、 ス）、海上職（船員教育機
万円▷上場：東証1部▷従業 不動産業、客船事業、その他 関在籍者）
員数：1774人（20年3月末 の事業など
現在）▷売上高：連結1兆
6683億円（20年3月末現
在）

初任給（月給）／
非公開
昇給／年1回
賞与／年2回（6・12月）
（就業規則による）

海上：船内食事支給、船室寮、
制服貸与、永年勤続制度、家
族・親戚など割引制度
陸上：永年勤続制度、家族・親
戚などの割引制度

新入社員研修、体験乗
船、避難誘導訓練、衛生
管理、サービス研修、ス
キルアップ研修、他通信
教育に関する会社補助あ
り

新卒：陸上社員な
未定
し、海上社員ホテル
サービスクルー2人、
クック1人

書類選考、適性検査、
面接、役員面接

未定

航海士・機関士（乗
船実習科卒）は10月
採用。船員の欠員補
充のための中途採用
あり（不定期）

初任給（月給）／
21万4800円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／社内基準による

独身寮・社宅（勤務地に完
備）、総合運動場（グラウン
ド・プール・テニスコート）、
保養所（箱根・那須・軽井
沢）、契約スポーツ施設、社員
クラブ、郵船チャイルドケア丸
の内保育室など、共済年金、財
形制度、社員持ち株制度など

教育制度「ＮＹＫビジネ
スカレッジ」、「ＮＹＫ
マリタイムカレッジ」、
新入社員研修、ビジネス
英語研修、短期海外語学
研修、英語プレゼンテー
ション研修、財務研修、
Ｍ＆Ａ研修、コンピュー
ター研修など

新卒：陸上社員総合
職2人、海上社員航海
士1人、ホテルサービ
スクルー2人、クック
2人、
キャリア：陸上社員
総合職１人、パー
サー１人、ホテル
サービスクルー2人、
クック2人
陸上職30人
（陸上職事務系28
人、陸上職技術系2
人）
海上職22人
（自社養成コース、
船員教育機関出身
者）

陸上総合職（事務
系）：全学部全学科
（文系・理系問わず）
陸上総合職（技術
系）：船舶工学、機
械、電機などを中心に
理系の全学部全学科対
象
海上社員（自社養成
コース）：全学部全学
科
全学部全学科
海上運航部門は専門課
程を経る有資格者

陸上職29人
（陸上職事務系27
人、陸上職技術系2
人）
海上職25人
（自社養成コース、
船員教育機関出身
者）

未定

陸上職事務系および海
上職自社養成コース：
全学部・全学科
陸上職技術系：理系
船員教育機関在籍の方
はお問い合わせくださ
い

面接、試験、適性検査

各種セミナー開催

陸上・海上キャリア
採用情報は当社ホー
ムページに掲載

日本サルヴェージ

代表者：大谷弘之▷設立： 海難救助、海洋工事、運輸に 技術系（商船系大卒、高
1934年9月▷本社所在地：東 付帯するサービス業
卒）／海上職員（商船系大
京都▷資本金：6億4000万円
卒、水産大学校卒、高専
▷従業員数：126人（20年12
卒、水産高卒）および技術
月31日現在）▷売上高：単
部員など
体89億4800万円（19年12月
期）

初任給（月給）
技術系：大卒22万8240円、高
卒17万7780円
事務系：大卒20万8390円
海上職員（高専卒）：21万
1840円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

独身・社員寮あり

入社後新人研修あり。必
須科目の受験・受講機会
あり（会社が認めている
必須項目のうち、一部の
受験諸経費については会
社負担制度あり）

9人
（大卒4人、短大卒1
人、中途4人）

3人
（技術系大卒2人、技
術系高専卒１人、技
術系高卒0人、事務系
大卒0人）

4人
（技術系大卒4人、技
術系高卒0人、事務系
0人）

技術系大卒は主に海事
科学部（航海科・機関
科）
技術系高卒は主に潜水
または水産高校系、事
務系は全学部全学科

筆記、面接

技術系大学主催の
合同企業説明会
（ウェブ）に参加

秋採用あり。中途採
用については随時募
集中

八馬汽船

代表者：酒井隆司▷設立： 外航海運業（木材チップなど 海上職（航海士、機関
1925年1月▷本社所在地：神 の船舶運航業、船舶管理業） 士）、陸上職（総合職）
戸市▷資本金：5億円▷従業
員数：99人（陸上40人、海
上59人／20年12月末現在）
▷売上高：連結85億7400万
円（20年3月期）

初任給（月給）／
就業規則による
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（社内基準によ
る）

各種社会保険完備、退職金制
度、年金、財形貯蓄

新人船員研修（海上）、
各種社内研修（陸上・海
上）

海上職2人
陸上職0人

海上職3人
陸上職0人

海上職1―2人程度
陸上職1人

海上職：商船系大学な
ど、商船高専、海技大
学校
陸上職：大卒・院了全
学部全学科

書類選考、筆記試験、
適性検査、面接

海上職：各船員教
育機関訪問の上、
会社説明会を開催
オンラインによる
会社説明会実施
陸上職：オンライ
ンによる会社説明
会実施

海上職：既卒も随時 海上職：船員管理部
受け付け
陸上職：総務部

深田サルベージ建設

代表者：山本寿生▷設立：
1949年7月▷本社所在地：大
阪市▷資本金：6億5000万円
▷従業員数：356人（20年3
月現在）▷売上高：217億
7954万円（20年3月期）

初任給（月給）／
大卒21万8000円
（阪神地区・20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

社会保険・労働保険、独身寮
（全勤務地あり）、妻帯者社宅
制度（全勤務地あり）、退職金
制度（勤続3年以上）、住宅取
得資金貸付制度、財形貯蓄制
度、生命保険団体扱い制度ほか

新入社員研修、ＯＪＴ研
修、公的資格・免許取得
奨励制度あり、各種研修
制度あり（海外研修含
む）、外国語習得助成制
度あり

技術・営業職8人

技術・営業職7人

技術・営業職10人程
度

（原則）海洋系の学
部、造船学科、土木学
科、機械学科
※ただし、当該学部以
外の場合でも採用する
場合あり

マイナビからエント
随時会社説明会開
リー▷会社説明会▷採用1 催、随時採用試験
次試験（筆記・適性検 実施
査）▷採用2次試験（総
務面接）▷採用3次試験
（役員面接）

総務部
TEL:06・6576・1871

明治海運

代表者：内田和也▷設立： 外航海運業、ホテル業、ビル 陸上総合職
1911年5月▷本社所在地：神 不動産業
戸市▷資本金：18億円▷上
場：東証1部▷従業員数：
554人／87人（グループ全
体／本部・20年12月現在）
▷売上高：連結438億8128万
円（20年3月期）

初任給（月給）／
大卒21万2000円
昇給：年1回
賞与：年2回

各種保険制度完備、財形貯蓄制
度、退職金制度、借り上げ社宅
制度、独身寮、住宅手当、グ
ループ企業施設割引制度、共済
会ほか

グループ企業ＯＪＴ、座
学研修、各種セミナー参
加、造船所見学、社船見
学など

1人

3人

若干名

陸上総合職：全学部全
学科

筆記試験、書類選考、
面接（2―3回）

採用活動情報は、
当社ホームページ
に、適時掲載
（https://www.mei
jishipping.com/recr
uit/）

郵船クルーズ

代表者：坂本深▷設立：
1989年1月▷本社所在地：横
浜市▷資本金：20億円▷従業
員数：150人（陸上120人、
海上30人／20年12月現在）
▷売上高：非公開

初任給（月給）／
陸上職：大卒20万7340円、短
大卒18万4220円
（陸上大卒は20年4月実績、陸
上短大卒は採用がなかったた
め見込み）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

「飛鳥Ⅱ」家族割引乗船制度、
財形貯蓄、福利厚生倶楽部「リ
ロクラブ」法人加入、各種社会
保険完備

新入社員研修、飛鳥Ⅱ船
上研修、ビジネスマナー
研修、総合旅程管理研
修、コンピューター研修
（ワード、エクセル、パ
ワーポイント）、簿記研
修など

陸上社員1人

採用なし

採用予定なし

採用予定なし

採用予定なし

採用予定なし

初任給（月給）／昇給／賞与

福利厚生

協和海運

日本郵船

内航海運（16社）
会社名

会社データ
事業内容
代表者：高松裕満▷設立： 外航海運業（定期船・不定期 総合職
1974年6月▷本社所在地：東 船）
京都▷資本金：9950万円▷従
業員数：35人（20年12月末
現在）▷売上高：単体81億
円、連結141億円（20年1月
期）

会社データ

外航海運業（不定期船、各種
専用船、油送船、ＬＮＧ船お
よびコンテナ船による海上貨
物輸送）および海洋事業

募集職種

陸上総合職（事務系／技術
系）
海上社員（自社養成コー
ス）

海洋土木工事および海洋開発 技術・営業職（総合職）
関連事業、海難船舶および貨
物の救助・曳航、海洋汚染防
除、一般海上輸送および取り
扱い業務ならびに船舶貸渡
業、重量物品の荷役および運
送、鉄構など構造物の組み立
て・加工ほか

「飛鳥Ⅱ」の保有、運航、ク 採用予定なし
ルーズ商品企画、クリスタル
クルーズの日本地区販売代理
店、ロゴ商品の企画・販売

事業内容

募集職種

研修・教育制度

2020年度採用実績

2021年度採用内定

未定

2022年度募集人数

募集学科
全学部全学科

募集学科

選考方法
採用活動
エントリーシート提出▷ 3月からオンライン
筆記試験、面接
説明会、4月から本
社で面接を予定。
詳細、エントリー
はマイナビで

選考方法

採用活動

備考

問い合わせ先
新卒採用担当
TEL:03・5510・1991

旧社名「太洋日本汽 船員グループ門林（カド
船」
バヤシ）
TEL:078・334・9766
kadobayashi.kosuke@krbs
.jp

人事部採用チーム
TEL:03・3587・7200

キャリア採用あり

備考

陸上：経営管理グループ
人事担当
海上：安全運航グループ
人事担当
TEL:03・5114・5290

人事チーム
TEL:045・640・5282

問い合わせ先

会社名
旭タンカー

会社データ
代表者：中井和則▷設立：
1951年3月▷本社所在地：東
京都▷資本金：6億円▷従業
員数：297人（21年1月末現
在）▷売上高：連結452億円
（20年3月期）

アスト

代表者：石橋明▷設立：
1934年10月6日▷本社所在
地：大阪市▷資本金：1億円
▷従業員数：230人（20年12
月現在）▷売上高：92億円
（20年9月期）

事業内容
募集職種
海運業、海運代理業、通関
陸上職（総合職）
業、石油類および船舶用機器 海上職
などの販売および輸出入貿易
事業、貨物運送取扱事業、船
舶管理事業、前各号に付随し
関連し、またこれを助成する
一切の事業

初任給（月給）／昇給・賞与
初任給（月給）／
〈陸上〉
大卒20万500円および各種手当
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7月、12月）
〈海上〉
職員（22歳）20万9400円＋各
種手当
部員（18歳）17万8300円＋各
種手当
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7月、12月）

福利厚生
各種社会保険完備、社員持ち株
会、借り上げ社宅制度、住宅資
金貸付制度、子女奨学金貸付制
度、財形貯蓄制度、団体生命保
険、退職金制度、慶弔制度、表
彰制度、保養所（国内3カ所）
あり

総合職：陸上ターミナル勤
務

初任給（月給）／
高卒16万8340円
大卒20万5840円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年2回（7・12月）
※19年度実績約5.2カ月

財形貯蓄、保養所、企業年金、 ＯＪＴ研修、資格取得
福利厚生倶楽部
バックアップ

総合職（陸上勤務）
顧客への営業やご提案、船
舶管理、配船業務など
※船員採用も行っていま
す。詳細はお問い合わせく
ださい

初任給（月給）／総合職（大
卒）20万円および各種手当
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

社会保険（健康保険組合、厚生
年金、労災、雇用）、退職年
金、財形貯蓄、借上住宅、保養
所、契約ホテル、横浜美術館法
人会員、ベイスターズ観戦チ
ケット割引購入

内航運送業、内航船舶貸渡
主に船員（甲板部・機関
業、利用運送事業、運送取り 部）
次ぎ事業、荷役業、海運代理
店業、産業廃棄物収集運搬業

初任給（月給）／
非公開
昇給／年1回
賞与／年2回（夏・冬）

「福利厚生倶楽部」全社員加入 新入社員研修、各種スキ
（会員制福利厚生サービス）ほ ルアップ研修
か、福利厚生補助費年間2万円
支給

ＮＳユナイテッド内航海 代表者：菅原泰▷設立：
運
1961年5月▷本社所在地：東
京都▷資本金：7億1800万円
▷非上場▷従業員数：130人
（陸上66人、海上64人／20
年12月末現在）▷売上高：
220億5852万円（20年3月
期）

内航海運業（セルフアンロー 総合・一般
ダー装備の石灰石専用船をは 陸上職
じめ、ばら積みセメント専用
船、炭酸カルシウム・フライ
アッシュ専用船など、数々の
専用船を建造・整備し、貨物
の安定輸送と輸送の効率化を
実現しています）

初任給（月給）／
総合職22万5600円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

社会保険、労働保険、諸手当、
利子補給金制度、財形貯蓄制
度、確定拠出年金制度、従業員
持ち株会制度、借り上げ社宅制
度ほか

オーシャントランス

代表者：髙松勝三郎▷設
立：1971年12月▷本社所在
地：東京都（登記上本店所
在地：徳島県）▷資本金：
12億円▷従業員数：220人
（20年3月末現在）▷売上
高：207億3301万円（20年3
月期）

【フェリー事業】
フェリー海上職：航海士、
福岡（北九州）・徳島・東京 機関士
間を結ぶ大型フェリーを運航 陸上：総合職
【内航事業】
内航貨物船を運航
【外航事業】
製紙原材料輸送用にウッド
チップ専用船1隻を運航

初任給（月給）／
カフェテリアプラン（ベネ
フェリー海上職：航海士、機 フィットワン）ほか
関士ともに水産高専攻科23万
4510円、商船高専23万6200
円、商船大24万2960円、水産
大24万4650円
陸上総合職22万4230円（時間
外手当／住宅手当など除く）
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

近海郵船

代表者：田島哲明▷設立： 内航、倉庫、港湾運送・貨物 総合職
2003年10月▷本社所在地： 運送取り扱い
東京都▷資本金：4億6500万
円▷従業員数：43人（20年1
月現在）▷売上高：単体約
194億円（20年3月期）

初任給（月給）／
大卒程度22万9480円以上
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年4回（6・9・12・3
月）

栗林商船

代表者：栗林宏吉▷設立：
1919年3月▷本社所在地：東
京都▷資本金：12億1503万
円▷上場：東証2部▷従業員
数：44人（陸上43人、海上
1人／20年3月末現在）▷売
上高：連結459億9100万円
（20年3月期）
代表者：尾本直俊▷設立：
2001年3月▷本社所在地：東
京都▷資本金：15億7740万
円▷従業員数：230人（海上
／21年1月末現在）▷売上
高：非公開

内航運送業、内航船舶貸渡
総合職
業、利用運送業、運送取り次
ぎ業

一般旅客定期航路事業、内航
運送業、貨物利用運送事業、
旅行業（東京都知事第2－
5027号）ほか

倉庫業（タンク、危険品倉庫
ほか）、海運業（ケミカルタ
ンカー、ガスキャリアー）、
陸運業（ローリー、コンテ
ナ、トラック）、通関業、産
廃物処理業（船舶の産廃物の
収集・運搬・中間処理）、毒
物・劇物の製造業・一般販売
業ほか
上野トランステック
代表者：上野孝（21年4月1 （内航）石油・ケミカル製品
（4月1日から上野グルー 日付、上野元）▷設立：
の海上輸送業／船舶管理（船
プホールディングスに商 1998年4月▷本社所在地：横 舶保守・運航管理・船員労務
号変更）
浜市、事業所：東京都▷資 管理）／船員派遣業ほか
本金：4億8000万円▷従業員 （外航）北東アジアを中心と
数：単体154人、グループ した石油・ケミカル製品の海
連結2163人（20年3月末現 上輸送業／オペレーター請負
在）▷売上高：単体242億
ほか
7200万円、グループ連結
878億9000万円（20年3月
期）
エスオーシーマリン

商船三井フェリー

昭和日タン

代表者：橋本康太郎▷設
立：2014年▷本社所在地：
東京都▷資本金：1億円▷従
業員数：陸上40人、海上
140人（20年12月現在）

代表者：筒井健司▷設立： 海運業
1945年7月1日▷本社所在
地：東京都▷資本金：4億
9181万円▷従業員数：85人
（21年1月1日現在）▷売上
高：296億円（20年3月期）

研修・教育制度
階層別研修（新入社員研
修、現場研修、乗船研修
ほか）、職能別研修、自
己啓発支援制度

2020年度採用実績
陸上職5人
海上職15人

2021年度採用内定
陸上職4人
海上職12人

2022年度募集人数
陸上職若干名
海上職10人程度

募集学科
全学部全学科

選考方法
学力試験、適性検査、
面接

採用活動
〈陸上〉
会社説明会（本
社・ウェブで開
催）
〈海上〉
会社説明会（本
社・ウェブで個別
対応）、内タン・
ＪＭＥＴＳ（海技
教育機構）主催の
企業説明会など、
商船系大学などで
企業説明会

備考
問い合わせ先
キャリア採用あり
陸上：総務部
（自社ホームページ TEL:03・3508・1631
に掲載）
海上：船員部
TEL:03・3508・1641

面接、筆記試験、適性
検査

大卒は随時。高卒
は指定校求人後、
各校の推薦に基づ
き面接を行う

キャリア採用あり

説明会ご参加後、筆記
検査、複数回の面接
（グループ/個人）を経
て内定

未定
決定次第、当社採
用ページで掲示し
ます。
※船員採用も行っ
ています。詳細は
お問い合わせくだ
さい。

第2新卒採用、キャリ 上野グループ採用担当
ア採用も受け付けて 上野興産人事部
おります。
TEL:045・671・7585
saiyo@uyeno-group.co.jp
※21年4月1日上野グルー
プホールディングスに商
号変更

9人
4人
4人(甲板部2人、機関 全学部全学科
（甲板部8人、機関部 （甲板部3人、機関部 部2人）
1人）
1人）

書類選考の後、適正診
断・面接により採用決
定

海技者セミナー

陸員・船員中途採用 海務部
あり

新入社員研修、乗船研
修、各種社外研修への参
加、自己啓発補助制度、
資格取得奨励制度

4人

全学部全学科

面接、適性検査、筆記
試験

4月中旬以降、会社
説明会開催予定

フェリー海上職：ＢＲＭ
研修、ＥＲＭ研修、海上
防災訓練
陸上総合職：新人研修・
安全研修・乗船研修他

フェリー海上職：航 フェリー海上職：0人 フェリー海上職：航
海士3人（水産大、商 陸上総合職：0人
海士若干名、機関士
船高専）、機関士2人
若干名
（商船高専）
フェリー陸上総合
陸上総合職：1人（大
職：若干名
卒）

フェリー海上職：海事
科学部・海洋学部・商
船学科
フェリー陸上総合職：
大卒全学部全学科

書類選考、面接

フェリー海上職：
未定
陸上総合職：未定

契約保養施設、海空運健康保険 新入社員研修、その他
組合提携施設

1人

2人

若干名

全学部全学科

書類選考、学力試験、
適性検査、面接

随時ホームページ
で案内

業務部人事労務課
TEL:03・5405・8240

初任給（月給）／
総合職大卒21万9千円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

社会保険（健康、労災、厚生年 社内研修、社外研修
金、雇用）、保養所

2人

0人

4―5人

全学部全学科

筆記試験（適性検査）
面接

マイナビ上での
ウェブ会社説明会
を実施予定。マイ
ナビでの新卒募集

総務部
TEL:03・5203・7981

（海上職）
新卒採用：甲板員
中途採用：甲板手
（陸上職）
新卒採用：総合職

初任給（月給）／
（海上職）
甲板員：18万円6980円（20
歳、20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）
（陸上職）
20万6000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

（海上社員）
自社船乗船時における家族優待
制度あり
（陸上職員）
社宅制度あり・交通費全額支
給・自社船乗船優待制度

（海上社員）
社内研修・防災訓練・救
命講習・ＢＲＭ研修・Ｋ
ＹＴ講習・冷凍機取り扱
い講習など社外研修機関
を利用した教育
（陸上社員）
乗船研修・社内／社外研
修・配属後のＯＪＴ制度
あり

（海上職）
三等航海士2人、甲板
員5人、
（陸上職）
6人

（海上職）
三等航海士2人、甲板
員5人
（陸上職）
3人

（海上職）
若干名
（陸上職）
若干名

（海上職）
商船に関する学科全般
（商船大学、海洋大
学、水産大学、商船高
専、海技大学校、海上
技術短期大学、海上技
術学校、水産高校な
ど）
（陸上職）
4年制大学

（海上・陸上職とも）
書類審査および適正検
査、面接試験

（陸上職）
マイナビ2022で募
集

総合職

初任給（月給）／
大卒22万3400円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年3回

各種社会保険完備、退職金制
度、財形貯蓄制度ほか

新入社員研修、安全研
修、現場研修、エクセ
ル、ワード研修、乗船研
修（2年目以降）

大卒4人

大卒3人

2―3人

全学部全学科

面接、適性検査

ホームページに採
用ページ掲載
本社で会社説明会

総合職：大卒2人、高 総合職：大卒1人、高 総合職：大卒0人、高 全学部全学科
卒1人
卒0人
卒4人

新入社員研修、1年目エン 3人
カレッジング研修、2年目
フォローアップ研修、昇
格前研修2回、新任管理職
研修、次世代リーダー選
抜研修、資格取得支援、
オンライン英会話ほか
※入社後約1年間は、グ
ループ会社で現場研修
（船舶代理店業務を経
験）

0人

なし

未定

若干名

全学部全学科

総務部
TEL:06・6538・2788

総務部総務・人事チーム
TEL：03・6895・6512
FAX：03・6895・6555

（フェリー海上職）
航海士：3級海技士
（航海）免状および2
級海技士（航海）筆
記合格・四海通
機関士：3級海技士
（機関）および2級海
技士（機関）筆記合
格

〈フェリー海上職〉
管理本部船舶管理部
TEL:088・636・0303
〈陸上総合職〉
管理本部総務経理部
TEL:03・5148・0109

総務グループ
TEL:03・6268・0392

会社名
太平洋フェリー

会社データ
代表者：志甫裕▷設立：
1982年4月▷本社所在地：名
古屋市▷資本金：20億円▷従
業員数：287人（グループ
船員含む／20年3月末現
在）▷売上高：145億円（20
年3月期）

事業内容
自動車ならびにその他車両お
よび一般旅客の航送、旅行
業、貨物利用運送事業、倉庫
業ほか

募集職種
海上職：運航船員、サービ
ス船員（グループ会社採
用）
陸上職：総合職、一般職
（営業事務）

初任給（月給）／昇給・賞与
福利厚生
初任給（月給）／
優待乗船制度（社船）
海上職：運航船員（甲板部・
機関部）職員23万6000円か
ら、部員18万6000円、サービ
ス船員（アテンダント・コッ
ク）18万円
陸上職：大卒／総合職20万
円、一般職18万円、専門・短
大卒／総合職・一般職17万
2000円、高卒／総合職・一般
職16万5000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）
初任給（月給）／
退職金、共済会、財形貯蓄、保
陸上職：大卒20万7000円・高 養所、永年勤続表彰ほか
専卒20万250円
海上職：大卒19万1030円・海
上技術学校乗船実習科卒17万
7310円
（20年4月、10月実績）
ほか手当支給あり
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

研修・教育制度
新入社員研修・フォロー
研修・海上防災訓練・操
船シミュレート訓練・船
舶機器メンテナンス訓
練・スキルアップ研修・
マナー接遇研修・海陸合
同研修など

2020年度採用実績
海上職：運航船員3
人、サービス船員17
人
陸上職：総合職1人
（大卒1人）、一般職
5人（大卒4人、短大
卒１人）

2021年度採用内定
海上職：運航船員1
人、サービス船員9人
陸上職：総合職1人
（専門卒1人）、一般
職1人（大卒1人）

2022年度募集人数
海上職：運航船員若
干名、サービス船員
15人程度
陸上職：総合職・一
般職合わせて数人程
度

募集学科
海上職：運航船員（資
格ごとの学部）、サー
ビス船員（全学部全学
科）
陸上職：全学部全学科

選考方法
筆記・面接・作文・適
性検査

採用活動
海上職：海技関連
学校含む学校に対
し求人募集をし、
説明会は随時実施
陸上職：会社ホー
ムページおよび就
職サイトによる募
集告知、説明会は
随時

鶴見サンマリン

代表者：馬越正文▷設立：
1947年8月▷本社所在地：東
京都▷資本金：3億9200万円
▷従業員数：185人（20年3
月現在）▷売上高：497億
510万円（20年3月期）

海上運送事業、船舶運航事
業・海運仲立業、貨物利用運
送事業（内航・外航）、外航
船舶運航事業、外航不定期航
路事業、全各号に付帯する一
切の事業

陸上職：営業、安全管理、
船員および船舶の管理、総
務・人事、経理・財務、経
営企画
海上職：甲板部部員、職員
候補、機関部部員、職員候
補

トヨフジ海運

代表者：武市英司▷設立年
月：1964年3月10日▷本社所
在地：愛知県▷資本金：1億
2000万円▷従業員数：258人
（男性178人、女性80人／
21年1月現在）▷売上高：単
体706億円（20年3月期）

トヨタグループ唯一の海運会
社として、35隻の自動車専用
船を運航
完成車海上輸送に加え車両
ターミナル運営など国内外で
広く展開
トヨタ車以外にさまざまな貨
物輸送を提供
海外現地法人では事業拡大を
積極的に推進

阪九フェリー

新入社員研修、階層別研
修制度、通信教育、社
内・外研修制度、船舶代
理店研修ほか

陸上職4人
海上職5人

陸上職3人
海上職4人

若干名

陸上職：全学部全学
科、商船高等専門学校
海上職：海上技術学校
乗船実習科、海上技術
短期大学校専修科、商
船高等専門学校

陸上職：書類選考（履
歴書、成績証明書等）▷
1次面接・適性検査▷2次
面接
海上職：書類選考（履
歴書、成績証明書等）▷
面接

①ホームページ、 加盟団体：船主団体 陸上職：総務・人事グ
就職サイト(マイナ 内航労務協会
ループ
ビ)に掲載
TEL:03・3591・1131
②船員就業フェア
海上職：船舶グループ
（東京・神戸・福
TEL:03・3591・1137
岡他）

総合職／一般職（陸上）
：船舶運航・保守管理、事
業企画、営業、車両ターミ
ナル運営、通関、各種海外
現地法人事業

初任給（月給）／
総合職：4大卒・院了20万8000
円
一般職：4大卒18万8200円、短
大卒16万9600円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

社宅（独身・既婚）、保養所・
会員制リゾートホテル、スポー
ツクラブ、自動車購入資金融資
制度、普通預金利子補給制度、
人間ドック受診、互助会融資制
度、サークル活動支援など

【研修】
新入社員研修、階層別ス
テップアップ教育、海外
実務（短期赴任）、乗
船、貿易実務、関連法
規、造船知識、論理思
考、問題解決
【自己啓発支援】
語学、各種資格取得

8人

9人

若干名

全学部全学科

・書類選考
・適性検査など
・面接

マイナビで随時案
内

まずはマイナビから 人事部採用担当
エントリーお願いし TEL:052・217・2007
ます
saiyou@toyofuji.co.jp

代表者：小笠原朗▷設立： 旅客船事業
1966年4月▷本社所在地：北
九州市▷資本金：12億円▷従
業員数：244人（20年12月
現在）▷売上高：106億円
（20年3月期）

陸上：総合・一般（港での
乗下船に携わる業務）
海上：運航要員

初任給（月給）／
陸上：大卒20万3500円、短
大・専門卒18万1500円、高卒
17万2700円
海上：大卒24万2960円、高専
卒23万6200円、高卒18万220円
（20年度労働協約書による）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

陸上：健康保険、厚生年金、雇 陸上：新入社員研修
用保険、労災保険
海上：入社後3カ月－1年
海上：船員保険、厚生年金、雇 間見習い乗船
用保険、労災保険

陸上職：大卒10人、
高卒2人
海上職：9人

陸上職：0人
海上職：0人

陸上職：若干名
海上職：0人

陸上職：全学部全学科
海上職：海事関係学
科、水産系学科

陸上職：面接、適性検
査
海上職：面接、適性検
査

陸上職：会社説明
会開催予定（詳細
はマイナビで）

陸上職：総務部総務課
TEL:093・481・6581(代
表)

フェリーさんふらわあ

代表者：赤坂光次郎▷設
立：1968年5月▷本部所在
地：神戸市▷資本金：1億円
▷従業員数：254人（陸上71
人、海上183人／20年12月
現在）▷売上高：単体120億
円（20年12月期）

総合職（陸上従業員）、海
上職（航海士・機関士・甲
板部員・機関部員）
海上職事務部員はさんふら
わあマリンサービスで採用

初任給（月給）／
社会保険、労働保険加入
総合職：規定22万円
海上職：運航部職員23万円
（商船高専卒）、運航部部員
18万円（高卒）
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

陸上職3人
海上職6人

陸上職0人
海上職11人

陸上職若干名
海上職4人（予定）

陸上職：全学部全学科
海上職：商船学科、海
洋科ほか

面接、適性検査

別途ホームページ
に掲載予定

名門大洋フェリー

代表者：野口恭広▷設立： フェリーによる車両輸送・旅 陸上職：総合職、一般職
1984年11月▷本社所在地： 客輸送
海上職：甲板部、機関部
大阪市▷資本金：8億8000万
円▷従業員数：162人（陸上
66人、海上96人／20年12月
末現在）▷売上高：93億円
（20年3月期）

初任給（月給）／
健康保険、厚生年金、雇用保
特になし
陸上職：総合職21万9000円、 険、労災保険加入、湯布院保養
一般職（大卒）：20万5000
施設低価格利用可
円、一般職（短大・専門
卒）：20万1000円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年2回（7・12月）

陸上職：総合職（大
卒2人）、一般職（大
卒7人）計9人
海上職：水産大学校1
人、水産高2人、計3
人

陸上職：0人
海上職：水産大1人、
商船高専6人、海上技
術短大1人、水産高5
人計13人

陸上職：総合職（2
人）一般職（若干
名）
海上職：甲板部（2
人）機関部（2人）

陸上職：文科系学部全
学科、理工系学部ＩＴ
システム関係学科

面接、筆記試験（一般
常識）

（陸上職）
説明会の開催は未
定

会社データ
代表者：矢矧浩二▷設立：
2003年2月▷本社所在地：東
京都▷資本金：30億円▷従業
員数：1535人（20年3月末
現在）▷売上高：連結788億
円（20年3月期）

募集職種
技術職：基礎技術研究、製
品研究開発・改良、制御ソ
フト・ハード両面の設計開
発、アプリケーション開
発、システム設計

初任給（月給）／昇給／賞与
初任給（月給）／
院了23万9500円、大卒21万
5000円
（21年4月見込み）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

福利厚生
各種保険（健康・厚生年金・雇
用・労災）、財形貯蓄、住宅融
資、借り上げ社宅制度、育児・
介護休業、退職金制度、健保保
養所、福利厚生パッケージ導入
あり

研修・教育制度
新入社員研修、社内技術
教育（パワー技塾）、Ｉ
ＨＩグループ内研修、英
会話レッスンなど

2020年度採用実績
17人

2021年度採用内定
11人

2022年度募集人数
5―10人予定

募集学科
全学部全学科

選考方法
就職ナビ（マイナビ）
からエントリー会社説
明会→1次選考（面接プ
ラス適性検査）→2次選
考（面接）→3次選考
（役員面接）→内々定

採用活動
マイナビ3月1日受
け付け開始
随時更新、予約受
け付け
会社説明会ウェブ
で実施予定

製造：部品製造、エンジン
の組み立て・運転業務
技術職：制御設計・エンジ
ン設計業務

初任給（月給）／
総合職：大卒20万2000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

財形貯蓄、従業員持ち株会、資
金貸出制度、慶弔、互助会、永
年勤続表彰、保養施設、育児・
介護休業制度、借り上げ社宅制
度、社内イベント

入社前研修、入社導入研
修、工場実習、職種別Ｏ
ＪＴ、社外研修、各階層
別研修

2人（大卒）

2人（大卒）

若干名

製造：不問／技術職：
機械工学科など

エントリー（マイナビ マイナビ2022をご
2022から）▷会社説明会 覧下さい
▷採用1次選考▷採用2次
選考▷採用3次選考▷採用
内々定（4月予定）

総合職

初任給（月給）／
院了21万円、大卒20万円、高
専卒16万8000円
昇給／年1回
賞与／年2回

財形、確定拠出年金制度、退職 全新入社員に対し、ビジ
金制度、長期有給休暇制度など ネスマナー研修（社内・
社外）を実施
入社半年後、フォロー
アップ研修を実施

5人（総合職）
8人
（大卒文系4人、高卒
1人）

2人

全学部・全学科

書類審査、面接（2回） 学内合同セミナー
参加
本社またはオンラ
インで会社説明会
実施

初任給（月給）／
院了22万4000円、大卒20万
7000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

企業年金制度、財形貯蓄制度、 導入研修、英語研修、社
寮（男子、女子）、社宅ほか
外研修（技術系）

総合職9人（技術職9
人）

未定

未定

適性検査、筆記試験、
面接試験

造船・舶用（38社）
会社名
ＩＨＩ原動機

赤阪鐵工所

潮冷熱

大島造船所

フェリーによる旅客・自動車
航送事業、海上運送業、飲食
業、旅行代理店業、商品販売
業など

事業内容
船舶用・陸用・車両用ディー
ゼルエンジン、ガスエンジ
ン、ガスタービン、Ｚペラ推
進装置、発電装置、ガイスリ
ンガー継ぎ手、ダンパー、燃
料噴射関連機器、潤滑油清浄
機、鋳造品の開発・製造・販
売・メンテナンス
代表者：杉本昭▷創業：
舶用大型ディーゼルエンジン
1910年▷本社所在地：東京 の製造・販売
都▷資本金：15億1000万円▷ 諸機械器具の製造・販売
上場：東証2部▷従業員数：
296人（20年3月末現在）▷
売上高：96億6700万円（20
年3月期）
代表者：小田茂晴▷設立年 冷暖房装置、冷凍冷却装置、
月：1977年11月▷本社所在 プレハブ式冷凍冷蔵庫、除湿
地：愛媛県今治市▷資本
機、船舶用エレベーター、ス
金：1億円▷上場：非上場▷ ポットクーラー、パッケージ
従業員数：314人▷売上高： 型船舶用エアコンの製造、販
67億8539万円（20年3月
売ならびに空調衛生消火設備
期、単体）
およびダクト工事

代表者：平賀英一▷設立： 船舶海洋事業（造船）、鉄構 技術職（設計・生産技術な
1973年2月▷本社所在地：長 事業、農産事業
ど）、
崎県西海市▷資本金：56億
事務職
円▷従業員数：1426人（20
年4月現在）▷売上高：単体
1143億円（20年3月期）

ＯＪＴ研修
乗船研修（陸上）乗組員
研修会（海上）

総合職26人（技術職
21人・事務職5人）

3月以降ナビサイト
でウェブ説明会予
約受付

備考
問い合わせ先
必要に応じ、随時中 海上籍：運航管理部
途社員も採用あり
TEL:052・398・1016
陸上籍：総務部
TEL:052・582・8612

海上職事務部員はさ 陸上職：人事総務部
んふらわあマリン
TEL：078・857・9521
サービスで採用
海上職：船舶部船員担当
TEL：078・857・9853

陸上:管理部
TEL:06・6449・7155
海上:船舶部
TEL:06・6449・7157

備考

キャリア採用あり

問い合わせ先
人事部
TEL:03・4366・1204

経営本部総務人事課
TEL:0898・34・1201

人事部採用課
TEL:0959・34・5710
oshimarecruit2016@osy.co.jp

会社名
川崎重工業

会社データ
代表者：橋本康彦▷設立：
1896年10月▷本社所在地：
神戸市、東京都▷資本金：
1044億8400万円▷上場：東
証・名証1部▷従業員数：連
結3万6332人▷売上高：連結
1兆6413億円（20年3月期）

初任給（月給）／昇給・賞与
初任給（月給）／
院了23万9500円、大卒21万
5000円、高専卒19万3500円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年4回（4・7・10・12
月）

福利厚生
研修・教育制度
保険：雇用・労災・健康・厚生 新入社員研修、各種語学
年金保険完備、施設：独身寮、 研修、工学専門教育など
社宅、保養所、診療所、グラウ
ンド
制度：育児休業、介護休業、財
形貯蓄、住宅資金融資、従業員
持ち株制度、カフェテリアプラ
ン（年間約10万円相当の補
助）、自社製品割引販売（バイ
ク、ジェットスキー）など

2020年度採用実績
大卒344人
（技術職275人、事務
職69人）
※大卒は院了、高専
卒を含む

2021年度採用内定
2022年度募集人数
大卒233人
未定
（技術職199人、事務
職34人）
※大卒は院了、高専
卒を含む

募集学科
技術系：機械、電気、
電子、制御、情報、航
空、造船、土木、化
工、金属・材料ほか
事務系：法、経済、経
営、商、社会、文、外
国語ほか

選考方法
ウェブ適性検査、書類
選考、筆記試験、面接
（予定）

採用活動
①オンライン社員
座談会実施予定
②工場見学会（理
系限定）実施予定
※コロナウイルス
感染拡大の状況に
応じて開催可否判
断

造船業、プラント事業（タン 技術職：設計・開発、生産
ク設備、鋼構造物）
管理
営業職および事務職

初任給（月給）／
院了22万9000円、大卒21万
円、高専卒18万5000円
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

社内持ち株会、各種融資制度、 階層別研修、新入社員研
家賃補助、各種クラブ活動、文 修、ＯＪＴ（職場内研
体祭（祭り、バスツアーな
修）
ど）、寮・社宅、会員制リゾー
トホテルほか

36人
（院了・大卒・高専
卒27人、高卒9人）

21人
（院了・大卒・高専
卒15人、高卒6人）

技術職：船舶、機械、
電気ほか
営業職・事務職：全学
部全学科

面接、筆記試験

3月から順次会社説 21年3月1日から新来 人事部（坂根）
明会を開催
島サノヤス造船に社 TEL:06・4803・6161
名変更

大型船舶の推進用ディーゼル
エンジンならびにその関連附
属装置の開発、設計、製造、
販売、アフターサービス、お
よびライセンス業務

事務系（企画管理、総務、
営業、資材調達）、技術系
（開発、設計、製造、品
証、アフターサービス）

初任給（月給）／
院了23万0000円、大卒21万
2000円、短大卒18万6800円、
高卒17万100円（20年4月実
績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

各種社会保険完備、退職金制
度、家族手当、教育手当、永年
勤続表彰、社宅制度、独身寮、
育児・介護休業

全学部全学科

マイナビ2022からエン
トリー▷会社説明会▷エ
ントリーシートｏｒ履
歴書提出（書類選考）▷
適性検査ＳＰＩ▷面接▷
内定

3月以降会社説明会
を随時開催予定
（本社ｏｒウェブ
開催）、マイナビ
2022で予約受け付
け

ジャパンマリンユナイ
テッド

代表者：千葉光太郎▷設
商船・艦船・海洋浮体構造物 理系：設計、計画、生産管
立：2013年1月▷本社所在
の設計・製造など
理、品質管理、情報システ
地：横浜市▷資本金：575億
ム、研究・開発など
円▷従業員数：約5500人
（20年3月現在）▷売上高：
2531億円（20年3月期）

財形貯蓄制度、保養所（健保組 基礎知識習得、階層別研
合）、寮、社宅ほか
修、英語研修、人権教
育、メンタルヘルスほか

事務系総合職3人
技術系総合職15人

技術系総合職5人

技術系総合職27人

全学部全学科

面接・筆記試験

2月15日からリクナ
ビでエントリー受
け付け開始、3月か
ら会社説明会開催

人事部
TEL:045・264・7170

新来島どっく

代表者：曽我哲司▷設立： 各種船舶の建造、修繕および 設計技師、建造技師、シス
1987年5月▷本社所在地：東 解体、船舶用機器ならびにそ テムエンジニア、営業、財
京都▷資本金：17億3750万 の他諸機械の製造および修理 務、総務ほか
円▷従業員数：840人（20年
12月現在）▷売上高：974億
円（20年3月期）

制度：退職金制度、企業年金基
金、ライフプラン支援金、社員
持ち株制、財形貯蓄、住宅利子
補給、各種クラブほか
施設：社宅、独身寮、保養所ほ
か

理系7人
文系4人

理系11人
文系4人

理系14人
文系5人

全学部全学科

エントリー▷工場見学会
もしくは会社説明会動
画の視聴▷ＯｐｅｎＥＳ
の提出・ＳＰＩの受験▷
書類選考▷最終選考（面
接）

3月1日から随時大
西工場での工場見
学会を実施（旅費
支給）

人事課（長澤）
TEL:0898・36・5511

住友重機械工業

代表者：下村真司▷設立：
1934年11月▷本社所在地：
東京都▷資本金：308億7165
万円▷上場：東証1部▷従業
員数：連結2万3635人（20
年3月現在）▷売上高：連結
8644億9000万円（20年3月
期）
代表者：堀田佳伸▷設立：
1966年5月2日▷本社所在
地：大阪市▷資本金：24億
3430万円▷上場：東証2部▷
従業員数：931人（21年6月
末現在）▷売上高：600億
8700万円（20年3月期）

一般産業機械から最先端の精
密機器、建設機械、船舶、環
境プラントを事業領域とし、
あらゆる産業を支える製品と
サービスをグローバルに展開

技術職：研究開発、設計、
生産技術など
事務職：営業、経理、人
事、生産管理など

初任給（月給）／
修士了23万9500円、大卒21万
5000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年3回（業績連動型賞
与）
初任給（月給）／
総合職：修士了22万4000円、
大卒21万1000円、短大卒19万
円
一般事務職：学部卒16万5000
円、短大卒16万円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）およ
び業績連動による決算一時金
初任給（月給）／
博士了25万9790円、修士了24
万40円、大卒22万2690円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）、約
5.78カ月分

社員の生活支援機能を中心に多 新入社員研修、1-3年目研 161人
様化するライフスタイルに適応 修、専門技術者研修など （大卒以上理系100
するべく充実したサポートを提
人、大卒以上文系18
供
人、高卒43人）
独身寮、住宅手当、社員持ち株
会、財形貯蓄制度、育児休暇、
介護休暇など

150人
（大卒以上理系93
人、大卒以上文系24
人、高卒33人）

未定

全学部全学科

書類選考（ＥＳ提出＋
適性検査）、面接4回

選考情報は採用マ
イページに掲載
https://www.shi.c
o.jp/saiyo/new/

内燃機関製造業：船舶用・陸
上用ディーゼルエンジン、ガ
スエンジン、ガスタービンの
設計・開発・研究・製造・販
売・アフターサービスなど

技術系総合職：設計・開
発・研究・生産技術・品質
管理・生産管理など
事務系総合職：営業・購
買・人事・総務・経理・経
営企画など

初任給（月給）／
院了23万6000円、大卒・高専
（専攻科卒）21万5000円、高
専卒18万3000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

財形貯蓄、社宅、自動車購入資
金貸付金制度、昼食費補助、共
済会、レクリエーションクラブ
など

院了：理系3人
大卒：理系5人、文系
4人
高専卒：理系1人

院了：理系5人
大卒：文系5人
高専卒：理系2人
高卒：1人

理系総合職10人予定
文系総合職若干名予
定

理系：機械系、電気・
電子系、商船系、材料
系、情報系など
文系：学部学科不問

マイナビ2022からエン
トリー▷説明会予約▷説
明会参加▷選考（数回）
▷内定

代表者：植竹正隆▷設立：
1917年5月▷本社所在地：東
京都、広島県▷資本金：116
億2600万円（20年3月末現
在）▷上場：東証1部▷従業
員数：連結2279人、単体
475人（20年3月末現在）▷
売上高：連結877億2900万
円、単体341億7000万円
（20年3月期）
代表者：奥村幸生▷創業：
1917年7月▷本社所在地：広
島県▷資本金：1億円▷従業
員数：878人（20年12月時
点）▷売上高：連結1646億
円（造船事業連結19年12月
期）

船舶用塗料、工業用塗料、コ 技術系総合職（研究職・生
ンテナ用塗料の研究開発・製 産技術）、事務系総合職
造販売。塗装管理や塗装関連 （営業・管理）
装置類の販売。表面処理検査
業務および塗装検査業務ほ
か。国内のみならず海外のイ
ンフラに携わるお客さまと取
引をしている会社です

初任給（月給）／
院了（修士）22万810円、大卒
20万4380円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・11月）

各種社会保険、財形貯蓄、持ち 新入社員研修、階層別研
株制度、慶弔見舞金、独身寮あ 修など
り
保養所：箱根、熱海、伊豆、鳥
羽

総合職12人

総合職8人

総合職3人予定

全学部全学科

面接、筆記試験、適性
検査

3月初旬から大阪、
滋賀で会社説明会
＆先輩社員との座
談会を開始予定
※滋賀開催では工
場見学で実際のエ
ンジンの生産過程
を見ていただけま
す
詳細は採用ホーム
ページ・マイナビ
2022をご確認くだ
さい

船舶の建造、修繕

【事技職】
技術系：設計、技師

初任給（月給）／
事技職
院了22万5000円
大卒21万円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）、3月
期末賞与あり（業績による）

加入保険（健康保険、厚生年
金、雇用保険、労災保険）、財
形貯蓄制度、退職金制度、各種
クラブ活動、独身寮、社宅、社
員食堂、グループ施設割引制
度、生命・自動車団体保険ほか

階層別研修（新入社員研
修、中堅社員研修、管理
職研修、経営者育成研修
など）
その他各種研修（語学研
修、ＯＪＴ研修など）
自己啓発支援制度あり

事技職11人
一般職6人

事技職14人

事技職12人

全学部全学科

ＥＳ、ＳＰＩ、1次面
接、2次面接

代表者：寺崎泰造▷設立：
1980年4月（創業：1923
年）▷本社所在地：大阪市▷
資本金：12億3664万円▷上
場：ジャスダックスタン
ダード▷従業員数：連結
1930人、単体550人（20年3
月末時点）▷売上高：連結
367億円、単体238億6000万
円（20年3月期）

船舶用：船舶用配電制御シス
テムの開発から販売
産業用：産業用物件の配電制
御システムの開発から販売
機器：ブレーカーの開発から
販売
メディカルデバイス：医療用
関連機器の開発・設計・製造

技術系総合職：製品開発・
オーダー設計など
技能系総合職：工場で生産
管理・生産技術など
事務系総合職：営業、管理
など

初任給（月給）／
総合職：修士了22万2850円、
大卒21万1550円、高専卒18万
5750円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）業績
連動制

各種社会保険完備、確定給付企
業年金制度、財形貯蓄制度、従
業員持ち株会、テラサキ共済
会、男性独身寮、借り上げ社宅
ほか

新入社員研修、職能別研
修、通信教育受講制度、
外国語研修報奨金制度な
ど

計21人
（院了：理系5人、文
系1人、大卒：理系7
人、文系3人、高卒：
5人）

計24人
（院了：理系6人、大
卒：理系8人、文系4
人、高専卒：1人、高
卒：5人）

計25人
技術系総合職10人
技能系総合職10人
事務系総合職5人
※いずれも予定人数

理系：電気、電子、情
報、計測、制御、通
信、海洋工学、機械、
材料など。数学・物
理・化学系も歓迎
文系：学部学科不問

筆記試験、面接（3回） 3月から本社、また
はウェブで会社説
明会開催
※エントリーはリ
クナビまたは当社
採用ＨＰからお願
いします

サノヤス造船
代表者：上田孝▷設立：
（3月1日から新来島サノ 2011年10月▷本社所在地：
ヤス造船に社名変更）
大阪市▷資本金：20億円▷上
場：サノヤスホールディン
グス東証1部▷従業員数：
574人（20年12月現在）▷売
上高：連結498億円（20年3
月期）
ジャパンエンジンコーポ 代表者：川島健▷創業：
レーション
1910年11月1日▷本社所在
地：兵庫県▷資本金：22億
1500万円▷上場：東証2部▷
従業員数：316人（20年12
月現在）▷売上高：連結101
億5100万円（20年3月期）

ダイハツディーゼル

中国塗料

常石造船

寺崎電気産業

事業内容
船舶、鉄道車両、航空機、宇
宙機器、ジェットエンジン、
各種エネルギー設備、各種舶
用機械、プラントエンジニア
リング、大型構造物、モー
ターサイクル、レジャー関連
機器、各種油圧機器、産業用
ロボットなどの製造・販売

募集職種
技術系：研究、開発、設
計、生産技術、工作、品質
保証、情報システムなど
事務系：企画、管理、法
務、営業、経理、財務、資
材、総務、人事など

未定

新入社員研修（入社後3カ 大卒8人、短大・専門 大卒6人、短大・専門 前年度並み予定
月間、その後配属部門で 卒2人、高卒5人
卒2人、高卒3人
ＯＪＴ）、分野別社外教
育、管理者向け教育、自
己啓発支援

新入社員研修、階層別研
修、語学研修、乗船研
修、通信教育、社内外セ
ミナーほか

新入社員研修、階層別研
修、部門別研修、通信教
育制度、海外派遣制度な
ど

マイナビ2022から
エントリー受け付
け
採用情報の詳細は
当社採用ＨＰもし
くはマイナビ2022
をご確認ください

備考

問い合わせ先
人事本部人事部採用課
TEL:0120・111・390

キャリア採用あり、 総務部人事勤労課（北
詳細は当社ホーム
村）
ページに掲載
TEL:078・949・0800
https://www.jeng.co.jp/recruit/i
ndex.html

新卒応募には、既卒 人事本部採用グループ
者、第2新卒者も応募 Shi_Saiyou@shi.co.jp
可。中途採用も実施
中です

管理統括本部ダイバーシ
ティ推進室採用担当
TEL:06・6454・2330

採用ＨＰ
https://www.tsuneis
hi.co.jp/recruit/gr
aduate/#top

総務・人事部人事グルー
プ
TEL:0120・214・340
ts.recruit@tsuneishi.co
m

総務部人事課採用担当
TEL:06・6791・2734

会社名
東京計器

会社データ
代表者：安藤毅▷設立：
1948年12月▷本社所在地：
東京都▷資本金：72億1759
万円▷上場：東証1部▷従業
員数：1407人（20年4月現
在）▷売上高：連結474億
4000万円（20年3月期）

事業内容
航空、船舶港湾、情報通信、
産業一般、鉄道、建設土木、
防災などの市場向け各種計測
制御機器およびシステムの開
発・製造・販売

募集職種
研究開発、設計開発、生産
技術、生産管理、品質保
証、カスタマ技術、サービ
ス技術、営業（官庁、企業
対応）、経理など

初任給（月給）／昇給・賞与
福利厚生
研修・教育制度
初任給（月給）／
制度：組合健保、共済会、財形 【新人研修】ビジネスマ
修士了23万2640円、大卒21万 貯蓄、持ち株会ほか
ナー研修、ビジネス文書
760円、高専卒18万2720円
施設：独身寮、診療所ほか
作成研修、コミュニケー
（20年4月実績）
ション研修、工場実習、
昇給／年1回（4月）
ものづくり研修、エクセ
賞与／年2回（6・12月）
ル研修など
【職種別研修】営業研
修、アナログ回路研修、
ディジタル回路研修、マ
イコン研修など
【階層別研修】4年目研
修、指導員研修、法務研
修、マネジメント研修、
ネゴシエーション研修、
管理職研修など

2020年度採用実績
院了10人、大卒11
人、短大卒なし、高
専卒なし

2021年度採用内定
2022年度募集人数
院了9人、大卒16人、 未定（30人程度予
短大卒なし、高専卒2 定）
人

募集学科
全学部全学科

選考方法
1次試験（書類選考）▷2
次試験（面接、ＳＰ
Ｉ）▷3次試験（面接）▷
4次試験（役員面接、適
性検査）

採用活動
3月以降本社で会社
説明会を実施
ＯＢ・ＯＧ訪問あ
り（採用担当にご
相談ください）

備考

問い合わせ先
人事部人財開発課（藤井
／栗原）
TEL:03・3732・7671

内海造船

代表者：原耕作▷設立：
船舶の製造、船舶の改造・修 技術職：船舶設計および船
1944年11月▷本社所在地： 理
舶建造修理担当技師
広島県▷資本金：12億17万
事務職：管理部門および営
円▷上場：東証・大証2部▷
業
従業員数：622人（21年1月
現在）▷売上高：連結350億
7100万円（20年3月期）

初任給（月給）／
院了23万円、大卒22万円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

各種保険、寮、保養施設、適格 ＯＪＴ教育、英会話教
退職年金、リフレッシュ休暇制 育、ＴＯＥＩＣ研修、資
度、厚生会活動ほか
格別研修

17人
（理系16人、文系1
人）

9人
（理系4人、文系5
人）

10人
（理系9人、文系1
人）

全学部全学科

面接、筆記試験、作文
（予定）

工場見学を随時、
開催

キャリア採用あり

ナカシマプロペラ

代表者：中島崇喜▷設立：
2009年8月▷本社所在地：岡
山市▷資本金：1億円▷従業
員数：408人（男性361人、
女性47人）▷売上高：216億
円（20年11月期）

初任給（月給）／
総合職
院了20万8310円
大卒19万4310円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

各種社会保険完備、厚生年金基
金、育児休業、孫育て休暇、介
護休業、リフレッシュ休暇、社
員食堂、リフレッシュルーム、
社員駐車場、各種クラブ活動な
ど

大卒（総合職）
文系3人、理系3人
高卒（技能職）3人

大卒（総合職）
文系1人、理系2人
高卒（技能職）3人

院了・大卒
理系・文系ともに若
干名

全学部全学科

リクナビ個別エント
リー▷会社説明会▷ＳＰ
Ｉ・ＯＰＥＮ―ＥＳ▷1
次選考（面接）▷2次選
考（面接）▷最終選考
（面接）

①合同説明会3月1
日（主催:山陽新聞
社）、3月4日（コ
ンソーシアム岡
山）、3月5日（リ
クルート）
②個別説明会日程
についてはリクナ
ビをご覧ください

詳細はリクナビより 人事部（藤田・時國）
ご確認ください。
TEL:086・279・5111

船舶用推進機器の開発・製
造・販売などを一貫して行
い、主力の固定ピッチプロペ
ラは国内90％、海外30％の
シェアを誇っています。海外
工場もあり、グローバル展開
に力を入れています

大卒以上：総合職
理系
製造管理、設計、品質管理
など
文系・理系不問
管理業務（総務人事・財
務・調達）営業（国内・海
外）

長野計器

代表者：佐藤正継▷設立：
1948年12月▷本社所在地：
東京都▷資本金：43億8000
万円▷上場：東証1部▷従業
員数：単体737人（20年3月
末現在）▷売上高：単体207
億円（20年3月期）

圧力計、圧力スイッチ、圧力
センサーおよび応用製品、工
業用温度計、熱量計、医療関
連機器、半導体製造装置用機
器、セラミックス部品の製
造・販売

研究・開発・技術職（理工
系）、セールスエンジニア
（営業職 理工系）、技能
職ほか

ナブテスコ

代表者：寺本克弘▷設立：
2003年9月▷本社所在地：東
京都▷資本金：100億円▷上
場：東証1部▷従業員数：単
体2366人、連結7717人（20
年12月末現在）▷売上高：
2794億円（20年12月期）

精密減速機、油圧機器、鉄道
車両用機器、航空機器、舶用
機器、自動ドアなどの開発、
設計、製造、販売

技術系：研究開発、設計、
生産技術、生産管理、品質
保証、情報システム
事務系：営業、総務、人
事、調達

名村造船所

代表者：名村建介▷創業：
1911年、設立：1931年▷本
社所在地：大阪市▷資本
金：81億3500万円▷上場：
東証1部▷従業員数：1061人
（21年1月現在）▷売上高：
単体1006億8000万円、連結
1245億8900万円（19年3月
期）
代表者：高辻哲二▷設立：
1950年2月▷本社所在地：兵
庫県▷資本金：22億3799万
円▷従業員数：634人（20年
12月末現在）▷売上高：189
億円（20年3月期）

日鍛バルブ

新入社員合同研修、通信
教育受講制度、語学研修
（英語・中国語・オンラ
イン可）、階層別研修な
ど

初任給（月給）／
院了21万6850円、大卒20万
6200円、高専卒18万2000円、
短大卒17万9600円、高卒16万
9100円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）
初任給（月給）／
修士了（基本給）23万7600
円、大卒（基本給）21万2000
円
（20年度実績）
昇給／年1回
賞与／年2回

社会保険（厚生年金・雇用保
入社時研修、工場研修、
険・労災保険）、財形貯蓄制
その他専門研修
度、企業年金制度（ＤＢ、Ｄ
Ｃ、企業年金基金）、持ち株制
度、クラブ活動、保養所（静岡
県1カ所、長野県3カ所）

健康保険、厚生年金保険、雇用
保険、労災保険、独身寮・業務
社宅、社員食堂、財形、持ち株
会、レクリエーション、福利厚
生総合サービスほか

船舶の製造
技術職、事務職
橋梁・水門など各種鉄鋼構造
物の設計・製作・架設

初任給（月給）／
院了22万円、大卒20万3000
円、高専卒18万円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年2回（7・12月）

船舶用電機システムおよび発 営業、設計、セールスエン
電・制御システム製品の製
ジニア、試験検査
造・販売
【主な製品】
（船舶）主軸駆動発電機、
電気推進システムなど
（発電・産業）常用・非常
用発電機、配電・制御盤など

初任給（月給）／
修士了23万9500円
大卒21万5500円
高専卒19万500円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年2回（7・12月）

代表者：金原利道▷設立：
1948年11月▷本社所在地：
神奈川県▷資本金：45億
3054万円▷上場：東証2部▷
従業員数：716人（20年10
月現在）▷売上高：連結424
億6500万円、単体244億
5300万円（20年3月期）

下記製品の製造および販売
小型エンジンバルブ、舶用部
品、ＡＴ駐車機構部品、歯
車、バルブリフター、その他

エンジンバルブなど内燃機
関部品・耐熱鋼および新素
材の設計・開発、生産設
備・システム制御の設計、
加工技術方法および治工具
などの設計研究 、営業、購
買、総務、経理などの事
務・営業職

初任給（月給）／
各種社会保険、厚生年金、社員 教育体系に基づき新入社
大卒21万5100円
持ち株会、財形貯蓄、労災保
員教育、日鍛マン育成教
（20年4月実績）
険、住宅資金融資ほか
育など社内外での階層別
（住宅手当5040円含む）
教育および専門教育を実
昇給／成果主義のため、定期
施
昇給なし
賞与／年2回（6・12月）

日本無線

代表者：小洗健▷設立：
1915年12月▷本社所在地：
東京都▷上場：非上場▷資本
金：147億435万円▷従業員
数：連結5923名（19年12月
末現在）▷売上高：連結
1521億8300万円（19年12月
期）

情報通信機械器具製造業 舶
用電子機器（航法機器、無線
通信機器、漁労用電子機器な
ど）、舶用情報サービス、社
会インフラ（ダム、河川、地
域防災、空港、気象など）、
移動体通信機器、通信インフ
ラネットワークなど

技術総合職：研究開発、技
術開発、回路設計、ソフト
ウエア開発、機械設計、メ
カトロほか
事務総合職：海外営業、国
内営業、生産管理、資材調
達、経理、総務、人事ほか

初任給（月給）／
修士了23万9500円、大卒21万
5500円
（20年4月実績）

社会保健完備（雇用、労災、健
康、厚生年金）、独身寮、社員
口総合口座、住宅ローン、財形
貯蓄、融資、慶弔金、グループ
従業員持ち株会、サークル活動
ほか

函館どつく

代表者：関川義紀▷設立： 船舶の製造・修理、橋梁の製 技術職：船舶の設計・生産
1896年▷本社所在地：北海 作・架設、産業機械の製作・ 管理・施工管理・品質管理
道▷資本金：47億4600万円▷ 据え付け
従業員数：495人（21年1月
現在）▷売上高：208億2900
万円（20年3月期）

初任給（月給）／
院了（博士）20万4000円、大
卒（修士）19万2000円、大卒
17万8000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

社宅、独身寮、育児・介護休業 新入社員研修、社員研
制度、退職金制度ほか
修、管理職研修

技術職1人
（大卒1人）

阪神内燃機工業

代表者：木下和彦▷設立： 舶用ディーゼル主機関の製
1918年1月▷本社所在地：神 造・販売
戸市▷上場：東証2部▷資本
金：8億1284万3000円▷従業
員数：単体280人（21年1月
1日現在）▷売上高：単体
115億1700万円（20年3月
期）

初任給（月給）／
修士了22万5000円、大卒20万
7000円、
高専卒18万4000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

各種社会保険、財形貯蓄、持ち 新入社員研修、英会話外
株会、独身寮、住宅資金貸し付 部研修ほか
け

技術系2人（うち院了 技術系2人（うち院了 未定
1人）、事務系1人
1人）、事務系3人

西芝電機

技術系：研究・開発、設
計、生産技術、情報システ
ム、電気、サービス、製造
など
事務系：営業（国内、海
外）、生産管理、調達など

院了2人、大卒5人、
高卒7人

大卒4人、高専卒1
人、高卒3人

10―15人程度を予定

新入社員研修、工場実
33人（短大卒含ま
習、機械製図、3Ｄ－ＣＡ ず）
Ｄ／ＣＡＥ包括研修、電
気電子研修、機械・電気
系科目選択研修、海外派
遣研修、海外トレーニー
制度、通信教育・Ｅラー
ニング、資格取得奨励金
制度ほか

26人（短大卒含ま
ず）

約25人

財産形成貯蓄制度、従業員持ち
株会、寮、社宅、飲食施設・娯
楽施設、体育文化クラブ、ナイ
ター照明付きグラウンド、テニ
スコートほか

新入職員研修、新入職員
フォローアップ研修、若
手職員研修、中堅職員研
修、役職者研修（係長・
課長・部長）、通信教
育、社内英会話教室、海
外語学研修など

院了（理系）3人
大卒（理系）14人
高専卒 1人
大卒（文系）2人
専門学校 1人
高卒24人

院了（理系）4人
大卒（理系）8人
高卒19人

社員食堂、財形貯蓄制度など

導入教育、技術者教育を
中心とした集合研修と製
品知識習得を目的に製造
実習などを実施
また、新入社員教育だけ
でなく、各階層別および
職種別に教育体系を設定
し、人財育成を図る

文系1人

院了1人
大卒2人
高卒12人

①社員教育②健康管理③ 64人
CSR・コンプライアンス④
技術教育⑤語学研修⑥グ
ローバルマインドセット
研修ほか

採用サイトを新しく
ＯＰＥＮしましたの
でこちらもご覧くだ
さい。
https://nakashimarecruit.jp/

機械工学、精密機械工
学、電子工学、電気工
学、材料工学の各学科
卒業予定の大学生また
は大学院生、理工系短
大生・高等専門学校
生、各種専門学校生、
高校生
全学部全学科対象だ
が、特に、
技術系：機械、電気・
電子、材料、制御、情
報など
事務系：経済、経営、
商学など

書類選考、面接、筆記
試験（常識、英語、専
門）、適性検査
申し込みおよび応募方
法＝東京本社での会社
説明会→書類選考→面
接（東京本社・工場）

東京本社での会社
説明会を3月以降随
時開催予定（詳細
はリクナビで開示
予定）。他各種合
同説明会にも随時
参画予定

ＥＳ
適性検査
1次面接
2次面接
最終面接

①2月中旬から各大
学で「学内合同企
業説明会」
②3月中旬－4月上
旬でオンライン
「単独会社説明
会」
③ＯＢ・ＯＧ訪問
あり

ナブテスコ人事部採用担
当
Recruit@nabtesco.com

技術職（理系）若干
名
事務職（文系）若干
名

技術職：船舶・機械・
構造・電気・材料・商
船・土木
事務職：文系全般

書類選考、筆記試験、
面接試験

①2月以降、大学内
企業説明会へ参
加・個別説明会の
実施
②オンライン職場
見学会の実施
※詳細はマイナビ
に掲載

総務部人事教育課
TEL:0955・27・1121

理系2人

未定

営業：全学部・全学科
設計、セールスエンジ
ニア、試験検査：電
気・電子工学、機械工
学専攻の大学・大学院
および高等専門学校

エントリー▷（会社説明 未定
会）▷1次試験▷2次試験

大卒4人
高卒7人

前年並みで計画中

大卒：理系（機械・電
気工学系学科）・文系
（全学部）
高卒：工業系

適性検査、作文、面接

12月から企業説明 通年採用で例年対応 人事部人事戦略グループ
など採用活動を実
（村木）
施。学校推薦、就
a-muraki@niv.co.jp
職サイトのエント
リーによる応募
ウェブにて随時、
会社説明会を実施
中（21年1月現在）

52人

未定

全学部全学科

エントリー▷ＪＲＣセミ
ナー▷ＥＳ提出・ウェブ
適性検査▷ウェブ面接2
回

3月からエントリー
受け付け
ＪＲＣセミナーは3
月初旬から開始予
定

人事部人財育成グループ
TEL:03・6832・1738

技術職1人
（高専卒1人）

技術職3人
（大卒3人）

理系

筆記試験、面接

大学主催の合同企
業研究会

総務部勤労課（小田）
TEL:0138・22・3111
kazutoshi.oda@hakodatedock.co.jp

事務系：全学部全学科
技術系：機械工学、電
気電子、情報ほか

エントリー▷会社説明会
▷1次面接・筆記試験▷役
員面接▷内々定（予定）

採用担当
TEL:079・271・2371

総務部人事課（西村）
TEL:078・923・3446

会社名
日阪製作所

会社データ
代表者：竹下好和▷設立：
1942年5月▷本社所在地：大
阪市▷資本金：41億5000万
円▷上場：東証1部▷ 従業員
数：連結906人（20年3月
末）▷売上高：連結325億円
（20年3月期）

事業内容
募集職種
産業機械製造販売業（プレー 設計開発、セールスエンジ
ト式熱交換器、ブレージング ニア（技術営業）
プレート式熱交換器、蒸発・
蒸留・凝縮装置、染色仕上げ
機器、ならびに同装置、脱
水、乾燥装置、食品機器、医
薬機器、ボールバルブなど）

初任給（月給）／昇給・賞与
初任給（月給）／
院了21万5800円、大卒20万
1800円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

福利厚生
財形貯蓄、持ち株会、福祉会、
ＯＢ会、クラブ活動、レクリ
エーション（補助）、ワンルー
ムマンション斡旋、家賃補助4
万5000円（対象は単身者で通勤
圏外の方）

研修・教育制度
新入社員集合研修、ＯＪ
Ｔ、職能別専門教育、自
己研修、通信教育、外部
研修

2020年度採用実績
理系5人（院卒2人、
大卒3人）、文系1人
（大卒1人）

募集学科
理系（学部学科不問）
機械工学系積極採用。
化学・電気・電子系大
歓迎

選考方法
「エントリー」▷「会社
説明会」▷「その後数回
の面接選考」▷「最終選
考：役員面接」

採用活動
エントリー▷会社説
明会＋1次選考：担
当者面接▷2次選
考：人事役職者面
接▷3次選考：役員
面接

日立造船

代表者：三野禎男▷設立：
1934年5月▷本社所在地：大
阪府、東京都▷資本金：454
億4200万円（20年3月末時
点）▷上場：東証1部▷従業
員数：連結10707人、単体
4010人（20年3月末時点）▷
売上高：連結4024億5000万
円、単体2300億7400万円
（20年3月期）

ごみ焼却発電施設、上下水・
汚泥再生処理プラント、舶用
エンジン、プロセス機器、精
密機械、橋梁、水門、防災関
連機器等の設計、製作、据
付、販売、修理、保守・保全
及び運営等

事務系：営業、経理、財
務、人事、資材調達、法
務、安全など
技術系：研究開発、調達、
設計、施工管理、品質管
理、生産管理、アフター
サービス、運営など

初任給（月給）／
修士了23万9500円、大卒21万
5000円、高専卒19万3500円
（20年4月実績）
昇給／年1回（7月）
賞与／年2回（6・12月）

制度：持ち株会、財形貯蓄、介
護・育児休業、短時間勤務、在
宅勤務、資格取得報奨金支給な
ど
施設：寮・社宅、診療所、保養
所、サテライトオフィスなど

新入職員教育（入職研
修、合宿研修、製造現場
実習、他部門研修、指導
員によるＯＪＴ）、キャ
リアプラン制度（長期的
人材育成）、国際化教育
（英語集中合宿、英文ラ
イティング講座、社内英
語検定、海外研修派遣制
度）、営業教育、技術講
座、知的財産教育、法務
教育、国内外教育機関へ
の留学・派遣など

120人（技術系89人、 113人（技術系95人、 110人程度
事務系31人）
事務系18人）

事務系：全学部全学科
技術系：機械、電気、
電子、制御、情報・数
学、土木、建築、衛生
工学、化学工学、環境
工学、金属、溶接、材
料、造船、原子力

技術系：〈学校推薦〉
筆記試験・面接（1回）
▷内定、〈自由応募〉書
類選考▷筆記試験▷面接
（2回程度）▷内定
事務系：〈自由応募の
み〉書類選考▷筆記試験
▷面接（3回程度）▷内定

会社説明会：2月以 2月から土木・建築系 人事部採用・教育グルー
降に順次開催予定 職種のＥＳ受け付け プ
※日程詳細はマイ を開始します
TEL:06・6569・0019
ページでお知らせ
hqしますので、当社
saiyo@mml.is.hitachizos
ホームページまた
en.co.jp
はマイナビからエ
ントリーください

日立ニコトランスミッ
ション

代表者：片山正典▷設立：
2003年4月▷本社所在地：さ
いたま市▷資本金：4億5000
万円▷従業員数：580人（20
年3月時点）▷売上高：165
億円（20年3月期）

船舶、鉄道車両、建設機械、
産業車両、産業機械などの動
力伝達装置（トランスミッ
ション）の開発、設計、製
造、販売
高弾性継ぎ手などの販売

【大学・高専卒】
理系（機械分野）対象：設
計開発、技術管理、品質保
証、技術系事務、工程管
理、機械加工、製品組み立
て
【高卒】
機械・電気科対象：機械加
工、製品組み立て、品質保
証
普通・商業科対象：事務

初任給（月給）／
院了22万円、大卒20万7000
円、高専卒18万5000円、高卒
16万7000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

健康保険、厚生年金保険、雇用
保険、労災保険、財形貯蓄制
度、持株会制度、日立グループ
制度保険

新入社員教育、階層別教
育、語学教育（ＴＯＥＩ
Ｃ・英会話講座）、専門
技術教育、社外研修への
派遣

19人
（大卒技術系6人、大
卒文系3人、高卒事務
系4人、高卒技能系6
人）

19人
（大卒技術系8人、高
卒技術系6人、高卒技
能系5人）

14人
大専卒：機械工学
（大卒技術系4人、大 高卒：機械科、電気
卒技能系2人、高卒技 科、普通科、商業科
能系6人、高卒事務系
2人）

筆記試験、面接、適性
検査、グループディス
カッション

【大専卒】
マイナビ2022、リ
クナビ2022からエ
ントリー受付中
〈採用イベント〉
・3/12Hitachi
Career
Live（ウェブ開
催）
〈会社説明会〉
・随時ウェブ開催
中
予約はマイナビ
2022、リクナビ
2022から受け付け
ています。
【高卒】
ハローワークに求
人提出後、採用活
動を開始。
〈会社説明会〉
7月、8月実施予定
〈選考時期〉
9月16日以降

ＢＥＭＡＣ

代表者：小田雅人▷設立：
1956年7月▷本社所在地：愛
媛県▷資本金：9000万円▷従
業員数：992人（20年6月現
在）▷売上高：単体約284億
円（20年3月期）

・舶用受配電盤、監視盤など
の開発･設計･製造、電気工事
・産業プラント用受配電盤、
監視盤などの開発･設計･製
造、電気工事
・ＥＶ関連事業

総合職：開発、設計、サー
ビスエンジニア、検査、製
造、工程管理、資材調達、
総務、経理、企画、営業な
ど
一般職：総合職のサポート

初任給（月給）／
総合職：院了22万1000円、大
卒21万円、短大・専門・高専
卒18万5000円
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

各種社会保険、財形貯蓄制度、 新入社員研修、技術研
確定拠出年金制度、独身寮・社 修、フォローアップ研
宅完備、
修、リーダー研修など
育児・介護・看護休暇制度など

16人
（総合職13人、一般
職3人）

20人
（総合職17人、一般
職3人）

30人程度
（総合職25人、一般
職若干名）

総合職：全学部・全学
科（理系積極採用）
一般職：全学部全学科

書類・適性検査、面接
（2回）

書類・適性検査受
け付け3月1日から
詳細はエントリー
後にご連絡いたし
ます

古野電気

代表者：古野幸男 ▷設立：
1951年5月▷本社所在地：兵
庫県▷資本金：75億3400万
円▷上場：東証1部▷従業員
数：連結2926人（20年2月
末）▷売上高：連結831億円
（20年2月期）

見えないものを見るを事業コ
ンセプトに船舶用電子機器、
通信機器、医療用機器、気象
レーダーなどをつくっていま
す

研究開発、生産技術、
フィールドエンジニア、国
内営業、国際営業、人事、
経理、法務、経営企画など

初任給（月給）／
修士了24万500円 、大卒21万
6000円、高専卒19万1000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

制度： 雇用保険・健康保険な
ど各種社会保険、退職金、カ
フェテリアプラン、社員持ち株
会、財形貯蓄、発明褒賞金、発
明表彰、社員表彰、通信教育受
講費補助ほか
設備：独身寮、研修センター、
診療所、テニスコートほか

40人
（技術系22人、事務
系18人）

32人
（技術系20人、事務
系12人）

前年度並み予定

全学部全学科

ウェブ説明会参加▷Ｅ
Ｓ・適性検査▷面接（2
―3回）※予定

ウェブ説明会を3月
から随時開催しま
す。エントリー後
のマイページから
受け付けします

マキタ

代表者：槙田裕▷設立：
1941年4月▷本社所在地：高
松市▷資本金：1億円▷従業
員数：352人▷売上高：168
億円（20年3月期）

四国で唯一の船舶用ディーゼ
ルエンジンメーカー。1万―4
万㌧積クラスの小型貨物船に
搭載されるエンジンでは世界
トップシェア（約40％）を
誇っています

技術系総合職：2サイクル
ディーゼルエンジンの設
計・生産・品質管理・アフ
ターメンテナンスなどの技
術職

初任給（月給）／
院了21万5000円、大卒20万
1000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

社会保険完備、独身寮、退職金 新入社員研修、階層別研
制度あり、社内旅行（業績に応 修、ＯＪＴ研修
じて実施）

総合職10人
（理系大卒3人、理系
高専卒2人、文系大卒
5人）

総合職11人
総合職4人
（理系大卒7人、理系
高専卒1人、文系大卒
3人）

全学部全学科

書類選考、適性検査、
面接

3月以降各合同説明 リクナビからエント 総務部（安藤）
会など
リーいただいた方
TEL:087・802・1473
に、説明会などのご
案内をいたします。
選考に関する通知
は、会社説明会参加
者にご案内します

三井海洋開発

代表者：香西勇治▷設立：
1987年6月1日▷本社所在
地：東京都▷資本金：301億
2249万円▷上場：東証1部▷
従業員数：連結 5084人、
単体173人（19年12月時
点）▷売上高：連結3326億
4400万円（19年12月期）

浮体式海洋石油・ガス生産設 総合職
備（ＦＰＳＯ、ＦＳＯ、ＴＬ
Ｐなど）の設計・建造・据え
付け、販売、リース・チャー
ターおよびオペレーション
サービス

初任給（月給）／
総合職：院了26万3000円、大
卒24万3000円
（20年4月実績）
昇給／当社給与規定による
賞与／年2回（夏・冬）、6.0
カ月（実績平均）

住宅補助、確定拠出年金、従業
員持ち株会制度、財形貯蓄制
度、育児休業・介護休業制度、
自己啓発補助、各種厚生施設利
用ほか

新入社員研修、フォロー
アップ研修、能力開発研
修、海外トレーニー制
度、語学研修、ｅ－ラー
ニングなど

総合職：院了技術系
10人、院了事務系1
人、大卒事務系1人

総合職：院了技術系7 総合職：院了技術系6 全学部全学科
人、大卒事務系2人
－8人、大卒事務系2
－3人

書類選考の上、通過者
に対し、面接・筆記試
験を実施

3月以降自社説明会 中途採用実施中
を東京・大阪で開
催予定
日程はマイナビエ
ントリー者にお知
らせしますので、3
月1日以降マイナビ
へのエントリーを
お願いします

三井Ｅ＆Ｓグループ

代表者：岡良一設立：1937
年7月▷本社所在地：東京都
▷資本金：443億8495万円▷
上場：東証1部▷従業員数：
連結1万3408人（20年3月
期）▷売上高：連結7865億
円（20年3月期）

船舶・海洋機器、動力エネル
ギー機器、物流システム機
器、プラントエンジニアリン
グ、先進機械システム

技術職：設計・技術開発・
製品開発・生産技術・製造
管理・品質保証・アフター
サービスほか
事務職：営業（国内・海
外）、資材調達、ほか

初任給（月給）／
院了25万2000円（博士了）、
23万9500円（修士了）、大卒
21万5000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

従業員持ち株制度、財形貯蓄制 ＯＪＴ（実務を通した育
度、寮、社宅完備
成）中心。研修は、階層
別研修（新入社員、マネ
ジメント層）、ビジネス
スキル研修、英会話講
座、技術研修、社内外の
セミナーほか

76人
（大卒技術系60人、
大卒事務系16人）

56人
（大卒技術系50人、
大卒事務系6人）

未定
（21年度と同程度の
見込み）

技術系：理系学科（機
械・電気・電子・情
報・造船・土木・建
築・材料など）
事務系：全学科

面接、適性テスト（予
定）

3月以降、オンライ キャリア採用あり
ン上で会社説明会
を開催予定

三菱化工機

代表者：髙木紀一▷設立：
1935年▷本社所在地：神奈
川県川崎市▷資本金：39億
5697万5000円▷上場：東証1
部▷従業員数：連結873人
（20年3月末現在）▷売上
高：連結450億円（20年3月
期）

プラント、環境装置の企画提
案・設計・建設までの全工程
に携わる総合エンジニアリン
グおよび各種産業用機械を製
作しています

技術系総合職：機械設計、
計装電気設計、プロセス設
計、土建設計、配管設計、
研究開発、生産技術、施工
管理、品質管理ほか

初任給（月給）／
院了23万5000円、大卒21万
8000円、高専卒19万5000円
昇給／年1回
賞与／年2回（7・12月）

制度：住宅融資、社員持ち株
会、財形貯蓄、社員共済、資格
取得援助、育児・介護休業
施設：独身寮、社宅、武道場
その他：各種クラブ活動

7人

17人

23人

機械系・材料系・化学
工学系・電気制御系・
土木建築系・環境系ほ
か

エントリーシート、適
性検査、面接

①マイナビ2022で
エントリー受け付
け
②3月2日から会社
説明会開始

新入社員研修、ＯＪＴ研
修、研究開発職研修、事
務営業職研修、技術教
育、英語教育、通信教
育、育成目的のローテー
ションほか

新入社員研修：基礎研
修、工場実習、職場実
習、設計講座、階層別研
修：中堅社員研修、主任
研修、ミドルマネジメン
トセミナー、トップマネ
ジメントセミナー、その
他：資格取得援助制度、
通信教育、ビジネス英会
話講座など

2021年度採用内定
理系8人（院了2人、
大学卒6人）

2022年度募集人数
10人程度

備考

問い合わせ先
人間部人事企画室
TEL:06・6363・0006

総務部人事教育グループ
TEL:0120・922・171
soumu@hitachi-nico.jp

エントリーは下記Ｕ
ＲＬまたはリクルー
トページから
https://www.careercloud.asia/22/form/
entryb/select/f9712
4ac6cd3c80dba3a481a
93397471

人事教育課（松本・土
居）
TEL:0898・23・8888
recruit@bemacuzushio.com

人事総務部人財開発課
TEL:0798・63・1027
mail:saiyo@furuno.co.jp

人事部新卒担当
Shinsotsu@modec.com

第3クールまで実施予 総務人事部
定です
人材教育促進センター
TEL:044・333・5362

会社名
三菱重工業

会社データ
代表者：泉澤清次▷設立：
1950年1月▷本社所在地：東
京都▷資本金：2656億円▷上
場：東証・名証1部、札
証、福証▷従業員数：1万
4501人（20年3月現在）▷売
上高：連結4兆413億円（20
年3月期）
ヤンマーホールディング 代表者：山岡健人▷設立：
ス
2013年4月▷本社所在地：大
阪市▷資本金：9000万円▷従
業員数：連結2万727人（20
年3月現在）▷売上高：連結
7954億円（20年3月期）

事業内容
募集職種
火力発電システム、原子力、 未定（計画策定中）
風力発電設備、コンプレッ
サ、船舶、交通システム、化
学プラント、製鉄機械、冷熱
製品、艦艇、防衛・民間航空
機、宇宙機器、特殊車両など

初任給（月給）／昇給・賞与
初任給（月給）／
院了23万9500円、大卒21万
5000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

福利厚生
次世代育成および仕事と家庭の
両立支援制度（チャイルド・プ
ラン休業〈不妊治療にかかる休
業〉制度、育児・介護にかかる
休業・勤務制度）、慶弔・罹災
見舞金制度、社宅・寮、その他
施設（社員食堂、保養所など）

「世界の都市・大地・海で
人々の豊かな暮らしを支えて
います」
農業機械、建設機械、空調機
器・発電システム、小形・大
形エンジン、工作機械、トラ
ンスミッションなどの研究・
開発・製造・販売

技術系：研究、開発（設
計・試験）、開発（エレク
トロニクス・制御）、生産
技術ほか

初任給（月給）／
修士了23万9100円、大卒21万
8900円、高専卒19万7500円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年2回（7・12月）

健康保険、雇用保険、厚生年金
保険、労災保険、財形貯蓄、財
形融資、独単身寮（兵庫、滋
賀、千葉）、社宅、保養所（琵
琶湖、宝塚）、体育施設、各種
クラブ活動ほか

郵船商事

代表者：土屋恵嗣▷設立：
1948年3月▷本社所在地：東
京都▷資本金：12億4612万
6214円▷従業員数：143人
（20年3月期）▷売上高：
1268億円（20年3月期）

石油製品全般、船舶用燃料
油・添加剤の販売、石油化学
製品の原料などの販売、太陽
光発電設備の販売、機械・計
器・装置類のシステム設計・
施工・調整

総合職
営業（エネルギー関連、
船舶関連、陸上産業関連な
ど）、技術営業（プラント
関連（機械・電子機器設
計）、船舶計装機器な
ど）、管理部門（企画や人
事、経理など）

初任給（月給）／
院了22万4500円、大卒21万
3500円
（20年4月実績）
※時間外手当は別途支給
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

リケン

代表者：前川泰則▷設立：
1949年▷本社所在地：東京
都▷資本金：85億7359万
7000円▷上場：東証1部▷従
業員数：1426人（20年3月
現在）▷売上高：連結845億
3000万円（20年3月期）

ピストンリング（四輪・二
輪・建機・船舶用）・カム
シャフト・バルブリフターな
どのエンジン部品、シールリ
ング、ナックルなど足回り部
品、ブレーキ部品、電波暗
室、電熱線、工業炉などの製
造・販売

技術系：研究開発、製品技
術、生産技術、製造管理な
ど
事務系：営業、経営企画、
人事・総務、生産管理（物
流管理）、調達管理など
（全て総合職）

2020年度採用実績
257人
（大卒事務系34人、
大卒技術系206人、高
専卒17人）

2021年度採用内定
2022年度募集人数
220人
未定（大卒事務系・
（大卒事務系40人、 大卒技術系とも採用
大卒技術系160人、高 を予定）
専卒20人）

募集学科
未定（計画策定中）

選考方法
書類選考、面接、筆記
試験（予定）

採用活動
説明会など実施予
定
※詳細はエント
リー者に連絡

新入社員導入研修、階層
別研修、各種ビジネスス
キル研修、若手海外派遣
研修、ＪＩＣＡ民間連携
ボランティア研修、管理
職候補選抜マネジメント
研修、海外選抜ミドルマ
ネジメント研修、国内外
大学院派遣、ｅラーニン
グ、通信教育、社内外語
学研修ほか
住宅補助制度、財形貯蓄積立制 新入社員研修、語学研
度、退職金制度401Ｋ、社内貸 修、短期語学留学、各階
付金制度、カフェテリアプラン 層別研修、自己啓発費用
（選択型福利厚生制度）、レク 補助制度
レーション費用補助制度、健康
診断などの保険衛生、グループ
会社保養所、スポーツ・文化活
動への費用補助

91人
（事務系23人、技術
系68人）※全国総合
職のみ

66人
未定
（事務系8人、技術系
58人）※全国総合職
のみ

技術系：機械、電気・
電子、情報ほか

エントリーシート、面
接、ウェブテストなど

学内セミナー、
ウェブセミナーな
ど

採用担当
TEL:06・6376・6525
saiyo-honsya@yanmar.com

6人
大卒（文系5人）
院卒（理系1人）

1人

～5人

全学部全学科

会社説明会開催（3月中
旬予定）▷書類選考
（ウェブＯＰＱ）▷面接
（3回）
マイナビからエント
リーしていただくと、
説明会の開催情報をご
連絡します

マイナビでエント
リー受け付け中。
①3月上旬：神戸大
学での合同企業説
明会参加
②3月6日：水産大
学校でのオンライ
ン合同企業説明会
参加
③3月中旬：本社も
しくはオンライン
で会社説明会実施
予定

採用担当
saiyo2022@nyktrading.com

初任給（月給）／
修士了22万6900円、大卒20万
6900円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

制度：健康保険、厚生年金保
険、雇用保険、労災保険、企業
年金基金、共済会、従業員持株
会、住宅融資制度、財形貯蓄、
育児休業制度（最長3年）、介
護休職制度ほか
行事：各種サークル、体育祭ほ
か
施設：独身寮、社宅、診療所、
体育館、厚生会館

新入社員研修（海外研修
含む）、階層別集合研
修、海外トレーニー制
度、海外留学制度、通信
教育講座ほか

総合職合計11人
技術系9人（院了6
人、大卒3人）
事務系2人（大卒2
人）

総合職合計7人
技術系4人（院了4
人）
事務系3人（大卒3
人）

総合職合計6人
技術系4人
事務系2人

技術系：機械工学・電
気電子工学・金属工
学・応用化学・情報工
学・管理工学・ｼｽﾃﾑ工
学などの工学系、数
学・物理学・化学など
の理学系
事務系：経済学･経営
学・商学・法学などの
社会学系、文学・外国
語学・教育学などの人
文学系

エントリー▷会社説明会
▷書類提出▷1次面接・適
性検査▷2次面接▷役員面
接

東京都千代田区
（三番町）の本社
で3月からリアル会
社説明会および
ウェブ説明会、そ
の後、選考開始の
予定

人事室採用研修課
TEL:0120・353・205
TEL:03・3230・2918

会社データ
事業内容
募集職種
代表者：木村健一▷設立： 倉庫業、海運代理店業、不動 総合職（企画、システム開
1948年11月▷本社所在地： 産業、海上運輸業、港湾運輸 発、商品管理、配車、フォ
東京都▷資本金：21億8900 業、印刷業、通関業ほか
ワマン、通関、管理部門な
万円▷上場：東証2部▷従業
ど）
員数：441人（20年3月期）
▷売上高：連結448億円、単
体230億円（20年3月期）

初任給（月給）／昇給／賞与
初任給（月給）／
総合職：大卒20万2500円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

福利厚生
社会保険完備、退職金、住宅借
り上げ制度、独身寮、財形貯
蓄、持ち株会、共済会、永年勤
続表彰、保養所（ハワイ、勝
浦、舞子高原、軽井沢）、各種
クラブ活動（フットサル部・野
球部・テニス部・釣り部・な
ど）

研修・教育制度
内定者教育、新入社員研
修、現場研修、フォロー
アップ研修、エルダー制
度、簿記研修、通信教育
受講援助制度、中堅社員
研修、主任研修、資格取
得セミナー（通関士、Ｉ
Ｔパスポート）ほか

2020年度採用実績
4人

2021年度採用内定
2人

2022年度募集人数
5人程度

募集学科
全学部全学科

選考方法
説明会▷面接（グループ
ディスカッション、個
人2回）▷適性検査▷最終
面接

採用活動
■まずはリクナビ
2022からエント
リーをお願いいた
します。
ＯＢ・ＯＧ訪問は
可能な限り対応

備考
中途採用あり

東海運

代表者：長島康雄▷設立：
1917年12月▷本社所在地：
東京都▷資本金：22億9498
万円▷上場：東証1部▷従業
員数：連結793人（20年3月
現在）▷売上高：420億581
万円（20年3月期）

①物流事業：港湾運送業、陸
上運送業、倉庫業、倉庫・工
場内作業請負業、通関業、航
空貨物取扱業、船舶代理店
業、国際複合一貫輸送業②海
運事業③不動産事業

物流企画・開発、輸出入業
務、港湾、倉庫管理、海
運・陸運営業、航空貨物、
コンテナターミナル業務、
代理店業務、総務･法務・人
事、経営企画、経理・財
務、情報処理など

初任給（月給）／
総合職21万円
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

制度：社会保険、企業年金、財
形貯蓄、住宅貸し付け、従業員
持ち株会など
施設：独身寮・社宅、社有保養
所（蓼科）、リゾート倶楽部会
員

新入社員研修、階層別研
修、語学研修、通信教
育、専門資格取得支援
（通関士、国際複合輸送
士など）

6人

7人

10人

全学部全学科

説明会開催情報等
はマイナビ2022上
で随時公表してま
いります。
ご興味のある方は
ぜひエントリーお
待ちしています

面接を重視していま
す。何事にも前向き
に取り組み、ファイ
トをもって積極的に
行動する力をお持ち
の方、歓迎します

アルプス物流

代表者：臼居賢▷設立：
1964年7月▷本社所在地：横
浜市▷資本金：23億4904万
円▷上場：東証1部▷従業員
数：連結5894人、単体941
人（20年3月現在）▷売上
高：連結1007億4100万円、
単体492億2600万円（20年3
月期）
代表者：後藤正三▷設立：
1949年1月▷本社所在地：名
古屋市▷資本金：20億4600
万円▷上場：名証2部▷従業
員数：単体819人（20年4月
現在）▷売上高：連結475億
264万円、単体408億7206万
円（20年3月期）

国内外での総合物流事業（物
流企画、運送、保管、輸出入
貨物取り扱い、包装材料の製
造販売、電子デバイス販売ほ
か）

運送事業、保管事業、輸出
入貨物取扱事業に関わる基
幹要員、営業、管理部門要
員、ＳＥ

初任給（月給）／
院了22万8100円、大卒21万
4900円、短大・専門卒16万
8600-18万2100円、高卒16万
1200-17万4100円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

健康保険、厚生年金保険、雇用
保険、労災保険、退職金・退職
年金制度、融資制度、社宅・独
身寮、財形貯蓄制度（一部利子
補給付）、持ち株会、労災保険
上積み制度、団体・グループ保
険など

入社後約7カ月にわたり、
当社の基幹事業である運
送・保管・輸出入・情報
システムについて実習を
行います

47人
（総合職20人：大
卒、一般職27人：短
大卒・専門卒・高
卒）

36人
（総合職16人：大
卒、一般職20人：短
大卒・専門卒・高
卒）

40人
（総合職15人：大
卒、一般職25人：短
大卒・専門卒・高
卒）

全学部全学科

マイナビからエント
リー→マイナビで会社
説明会の参加予約→会
社説明会参加、履歴書
提出→書類選考→エン
トリーシート作成・提
出→1次面接（筆記試験
あり）→2次面接→3次
面接→内定（予定）
エントリーシート、適
性検査、面接

港湾運送事業、倉庫業、貨物
利用運送事業、海上運送業、
陸上運送業、通関業、航空運
送代理店業、梱包業、土木・
建築工事業、労働者派遣事
業、一般廃棄物および産業廃
棄物の運送ならびに再生処理
業ほか

総合職：一般管理、営業、
倉庫管理、現業管理、通
関、スーパーバイズ部門
一般職：一般管理、営業、
倉庫管理、現業管理、通関
部門

初任給（月給）／
総合職：大卒23万1000円
※短大・専門卒（実績なし）
一般職：大卒21万5500円、短
大・専門卒19万3500円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年2回

健康保険、厚生年金、雇用保
新入社員研修、階層別研
険、労災補償、寮、社宅、従業 修、通関士受験教育ほか
員持ち株会、保養所、共済組
合、財形貯蓄（労働組合あり）

25人
（総合職19人、一般
職6人）

14人
（総合職10人、一般
職4人）

20人程度
（総合職15人程度、
一般職若干名）

全学部全学科（文系・
理系問わず）

リクナビ・マイナビか
らエントリー、会社説
明会、第1次銓衡試験
（ウェブ試験、総合職
のみ面談）、第2次銓衡
試験（集団面接、適性
検査）、最終銓衡試験
（役員面接）、健康診
断

3月1日からエント
リー受け付け。
5月中旬から会社説
明会を行う予定
（名古屋会場およ
びウェブ開催）

伊藤忠ロジスティクス

代表者：佐々和秀▷設立：
1961年7月▷本社所在地：東
京都▷資本金：44億245万円
▷従業員数：連結1108人
（20年9月現在）▷売上高：
連結565億9500万円（20年3
月期）

総合物流業（海上貨物取り扱
い事業、航空貨物取り扱い事
業、倉庫事業、貨物運送取り
扱い事業、配送センター事
業）

総合職：営業部門・管理部
門
事務職：営業部門・管理部
門事務（アシスタント業
務）

初任給（月給）／
総合職21万5000円、事務職19
万6000円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年2回（7・12月）

内定者研修、新入社員研
修、指導社員研修、若手
社員実務研修、関税法研
修、コンプライアンス研
修、海外研修生制度、資
格取得奨励金制度など

27人
（総合職17人、事務
職10人）

21人
（総合職16人、事務
職5人）

約20人を予定

全学部全学科不問

弊社採用ＨＰから▷会社 3月からウェブで会
説明会▷エントリーシー 社説明会を実施
トの提出▷ウェブ試験▷
面接（数回）▷内々定通
知▷内定

新卒採用担当
TEL:03・6254・6252
recruit@itclogi.com

宇徳

代表者：田邊昌宏▷設立：
1915年12月▷本社所在地：
横浜市中区▷資本金：21億
5530万円▷上場：東証1部▷
従業員数：連結1903人（20
年3月末現在）▷売上高：連
結542億円（20年3月期）

港湾運送業、海運代理店業、 総合職（営業、貿易事務、
通関業、建設業（重量物輸
荷役監督、通関、施工管理
送・据え付け）、倉庫業、一 監督、倉庫運営など）
般貨物自動車運送事業、貨物
利用運送事業、不動産業

初任給（月給）／
院了22万2500円、大卒21万
4000円、短大卒・高専卒20万
5000円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年2回（7・12月）

健康保険、厚生年金保険、雇用
保険、労災保険、企業年金基
金、退職年金制度、財形貯蓄制
度、寮・社宅、契約保養所、住
宅取得補助制度、各種クラブ活
動、総合福利厚生サービス（国
内外の契約宿泊施設の割引）な
ど
健康保険、厚生年金保険、雇用
保険、労災保険、退職金制度、
退職年金制度、財形貯蓄、住宅
資金融資制度、社内貯蓄制度、
社内融資制度、従業員持ち株
会、契約保養施設、独身寮、リ
ゾートクラブなど

教育係制度、階層別研
修、自己啓発（資格取
得）支援、語学学習支
援、海外研修

総合職17人

8人

10人程度

全学部全学科
（理工系学生歓迎）

マイナビからエント
リー、会社説明会、書
類選考、適性検査、1次
面接、筆記試験、2次面
接、最終面接

人事総務部人事チーム
TEL:045・201・6582

物流（66社）
会社名
アサガミ

伊勢湾海運

研修・教育制度
階層別研修（新入社員教
育、新任昇格者研修な
ど）、専門教育（法務・
経理教育、技術教育な
ど）グローバル人材育成
教育、自己啓発（通信教
育など）

備考
キャリア採用あり

問い合わせ先
広報部広報グループ
TEL:03・6275・6278
mhimediarelations@mhi.co.j
p

問い合わせ先
人事部（迫〈ハザマ〉）
TEL:03・6880・2203

会社説明会は3月か
ら、ウェブ説明会
で随時開始

エントリー、説明
会へのお申し込み
はマイナビ2022か
らお願いします

総務部人事課（小宮山・
草木）
TEL:052・661・5407
東京支店総務課（須田・
小林）
TEL:03・3520・1984
大阪支店総務課（松岡・
辻本）
TEL:06・6351・5541
recruit@isewan.co.jp

会社名
エーアイテイー

会社データ
代表者：矢倉英一▷設立：
1988年2月▷本社所在地：大
阪市▷資本金：2億7114万円
▷上場：東証1部▷従業員
数：グループ1767人、単体
386人（21年1月末現在）▷
売上高：450億円（20年2月
期）

事業内容
募集職種
貨物利用運送事業（外航海
総合職、エリア職
運）、航空運送代理店業、通
関業、海運仲立業、損害保険
代理店業、コンテナその他輸
送器具の販売ならびに輸出
入、前記に付帯関連する一切
の事業

初任給（月給）／昇給・賞与
初任給（月給）／
総合職21万円
エリア職19万円
昇給／年1回（3月）
賞与／年2回（7・12月）

福利厚生
研修・教育制度
各種社会保険完備、社員旅行、 外部研修制度、海外研修
退職金制度、社員持ち株会、提 制度、社内研修制度、資
携、資格支援制度、社内同好
格取得奨励制度
会、リゾートホテル利用制度、
クリエーティブ休暇（長期休
暇）

2020年度採用実績
13人

2021年度採用内定
4人

2022年度募集人数
未定

募集学科
全学部全学科

選考方法
①書類選考②1次面接
（採用担当者プラス部
長）③最終面接（役
員・社長）

上組

代表者：深井義博▷設立：
1947年▷本店所在地：神戸
市、本社所在地：東京都▷
資本金：316億円▷上場：東
証1部▷従業員数：4308人
（20年3月末現在）▷売上
高：連結2788億円（20年3
月期）
代表者：若松康裕(21年4月
川西二郎)▷設立：1918年7
月▷本社所在地：神戸市▷資
本金：21億800万円▷上場：
東証1部▷従業員数：連結
612人（20年9月）▷売上
高：連結239億2200万円
（20年3月期）
代表者：木村昭二▷設立：
1973年10月▷本社所在地：
名古屋市▷資本金：35億
8035万円▷上場：東証・名
証1部▷従業員数：3935人
（20年12月1日現在）▷売上
高：543億0900万円（20年3
月期）

国際複合一貫輸送サービス、 営業、管理、情報処理、複
港湾運送業、重量貨物運搬据 合輸送、重量物輸送、現
え付け、プラント輸送、原子 業、海外駐在など
力輸送、倉庫業、通関業、陸
海空貨物取り扱い、海運代理
店業、貨物自動車運送ほか

初任給（月給）／
総合職大卒21万2000円
（20年4月実績）
※一般職：支店・職種・勤務
地による
昇給／年1回
賞与／年2回（7・12月）

健康保険、厚生年金保険、雇用
保険、労災保険、持ち株会、社
宅、独身寮、永年勤続表彰制
度、海外研修制度、海外現地社
員日本研修制度ほか

150人
（全職種合計）

150人
（全職種合計）

約200人
（全職種合計）

全学部全学科

総合職：会社説明会、
筆記試験、書類選考、
面接試験、適性検査
一般職：各支店による

総合職採用の会社
説明会は3月からオ
ンラインで開催

人事部人事課
TEL:078・271・5114
TEL:0120・078・006

普通倉庫業、冷蔵倉庫業、港 総合事務職：管理、営業、
湾運送業、貨物運送取扱業、 企画、経理、情報処理、海
国際運送取扱業、通関業
外駐在
一般事務職：管理、営業、
企画、経理、情報処理

初任給（月給）／
総合職大卒20万8000円、一般
職大卒17万5000円、短大卒16
万8000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

新入社員研修
総合職：入社後の導入研
修（ビジネスマナーな
ど）、現場研修、通関士
研修など
一般職：入社後の導入教
育、各支店で研修（ＯＪ
Ｔ中心）
企業年金、住宅融資、一般融
新入社員研修、ＯＪＴ研
資、財形貯蓄、グループ保険、 修、階層別・職能別集合
互助会、持ち株会、クラブ活
研修、通関士資格取得研
動、独身寮、社宅など
修

24人
10人
20人程度
（総合事務職9人、一 （総合事務職6人、一 （総合事務職10人程
般事務職15人）
般事務職4人）
度、一般事務職10人
程度）

全学部全学科

書類選考、適性検査、
面接

エントリーしてい
ただいた方に随時
神戸・名古屋・東
京で会社説明会を
ご案内します

総務部人事課（目黒、岡
本）
TEL:078・371・7931
jinji.saiyo@hms.kawanis
hi.co.jp

物流：倉庫内作業（入庫・検
品・梱包包装・出荷など）、
住宅組み付け、格納器具製品
製造販売ほか
自動車：車両（リース・整
備・販売）、保険代理店ほか
情報：システム開発、保守・
受託計算処理ほか

物流：営業職、物流セン
ター運営職、物流ＩＴエン
ジニア、ＣＡＤエンジニア
自動車：営業職、自動車
サービススタッフ
情報：システムエンジニア
管理本部情報：基幹部門企
画スタッフ
※職種別採用

初任給（月給）／
院了21万3000円から
大卒20万9000円から
※営業手当などは別途支給
※年齢給があるため人により
若干異なります
（20年4月実績）
昇給：年1回（4月）
賞与：年2回（7・12月）

各種社会保険完備、持ち株会、
クラブ活動補助、退職金制度、
提携保養施設、財形貯蓄制度、
計画有給休暇制度など

新入社員研修、新入社員
フォローアップ研修、階
層別研修、語学研修、そ
の他

24人

21人

約30人

全学部全学科

①会社説明会②筆記試
験③個別面接④人財採
用育成部面接⑤事業部
面接⑥最終面談
※予告なく変更する場
合があります

①リクナビ2022、
マイナビ2022から
エントリーをお願
いします
②3月以降の会社説
明会については、
両サイトで随時ご
案内します

人財採用育成部（村手）
TEL:052・962・7592

キユーソー流通システム 代表者：西尾秀明▷設立：
1966年2月▷本社所在地：東
京都▷資本金：40億6311万
円▷上場：東証1部▷従業員
数：972人（20年12月現
在）▷売上高：連結1711億
7100万円、単体933億4200
万円（20年11月期）

品質力・技術力、取引規模に
おいて業界トップクラスの実
績を誇る東証1部の食品物流
企業です。倉庫・冷蔵庫・ト
ラック・通関・情報システム
などの物流に関わる事業を軸
に、３ＰＬやＬＬＰといった
サービスを展開しています

総合職・地域職
①事務スタッフ
②営業
③物流技術開発
④情報システム開発・保守
⑤人事・労務・総務スタッ
フ

初任給（月給）／
総合職：大卒21万2200円、地
域職：大卒18万7600―19万
5100円、短大卒17万6800―18
万4600円
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

雇用保険、労働災害保険、健康
保険、厚生年金保険、住宅融
資、財形貯蓄、社員持ち株会、
キユーピー企業年金、資格取得
講習補助、通信教育受講補助、
社内旅行補助、独身寮

新入社員研修、社員昇格
研修、管理者研修、専門
研修、階層別スキルに
沿った研修、外部研修、
通信教育ほか

33人

38人

前年並み

全学部全学科

マイナビからエント
リー、会社説明会、採
用試験（適性試験、書
類審査）
合格者は採用担当者面
接▷部長面接▷役員面接

3月から会社説明会
を順次開催
日程の詳細はマイ
ナビに掲載

人事本部人事部人事課
TEL:042・441・2074

近鉄エクスプレス

1.貨物利用運送事業
（航空、海上、鉄道）
2.貨物自動車利用運送業
3.航空運送代理店業
4.通関業
5.倉庫業
（流通加工・作業サービス含
む）
6.その他付帯事業

1.グローバルコース（地
域・職種を限定せず勤務す
るコース）
2.プロフェッショナルコー
ス
（地域・職種を限定して勤
務するコース）

初任給（月給）
〈グローバルコース〉
22万円
〈プロフェッショナルコー
ス〉
大卒19万4000円、短大・専門
卒19万円
※4―6月の試用期間中は
コース問わず19万円
（20年度実績）
昇給／年1回
賞与／年2回
初任給（月給）／
総合職：院了20万9100円、大
卒20万5000円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年2回

各種社会保険
企業年金制度
財形貯蓄制度
自己申告制度、
再雇用制度
育児休職制度
介護休職制度
全国に契約保養所ほか

業務教育（ｅラーニング 95人
含む）
サンシャイン・ステップ
アップ制度
外国語研修制度
自己啓発支援制度
階層別研修
海外研修*
選抜研修*
*はグローバスコースのみ

49人

約50人

全学部全学科

書類選考
面接（2―3回程度）
適性検査

3月以降にウェブ説 コース別採用を実施 人事部（採用担当）
明会、座談会を予 しています
TEL:03・6851・7341
定

健康保険、介護保険、厚生年
金、雇用保険、労災補償、住宅
資金貸付制度、社員共済会、社
員持ち株会（川崎汽船）、会員
制リゾートクラブ

新入社員研修、階層別集
合研修、階層別通信研
修、短期海外研修制度ほ
か

9人

3人

募集無し

初任給（月給）／
大卒21万3000円
（21年4月予定）
昇給／年1回（7月）
賞与／年2回（夏・冬）

制度：各種社会保険、住宅融
資、財形貯蓄、退職金制度、
ジョブリターン制度ほか
施設：独身寮、借り上げ社宅、
リゾート施設、保養所ほか

入社時集合研修、ＯＪ
Ｔ、階層別研修、役職別
研修、通信教育、英会話
オンラインレッスンほか

53人

38人

40人

全学部全学科

大卒218人
（短大卒、専門学校
卒含む）
高卒307人

大卒265人
（短大卒、専門学校
卒含む）
高卒380人

大卒200―300人
（短大卒、専門学校
卒含む）
高卒300―400人
※予定

全学部全学科

総合職140人
(文系61人、理系79
人）

総合職140人
（文系60人、理系80
人）

5―10人

川西倉庫

キムラユニティー

代表者：鳥居伸年▷設立：
1970年▷本社所在地：東京
都▷資本金：72億1600万円▷
上場：東証1部▷従業員数：
連結1万7339人▷売上高5445
億3300万円（20年3月期）

ケイラインロジスティッ 代表者：鈴木俊幸▷設立：
クス
1960年10月▷本社所在地：
東京都▷資本金：6億円▷従
業員数：連結1687人（国内
559人、海外1128人／20年3
月現在）▷売上高：連結521
億円（19年3月期）

国際航空・海上貨物代理店
総合職
業、輸出入通関業、航空・海
上貨物の輸出入業務代行業、
港湾運送事業代理業

鴻池運輸

代表者：鴻池忠彦▷設立：
1945年5月▷本社所在地：大
阪府、東京都▷資本金：17
億2300万円▷上場：東証1部
▷従業員数：連結約2万5000
人、単体約1万5000人（20
年3月現在）▷売上高：連結
3108億3400万円（20年3月
期）
代表者：本村正秀▷設立：
1965年11月▷本社所在地：
京都市▷資本金：112億7500
万円▷従業員数：5万6266人
（20年3月現在）▷売上高：
連結1兆1734億円（20年3月
期）

①物流サービス（ドライ倉庫
や冷凍冷蔵倉庫を拠点とした
物流業務。海上貨物、航空貨
物のフォワーディング業
務。）②請負サービス（メー
カー様の工場内での請負業務
。サービス業での請負業務。
）

宅配便など各種輸送に関わる 営業職（セールスドライ
事業
バー職、軽四セールスドラ
イバー職、セールスデリバ
リー職）、カスタマーサー
ビス職、本社スタッフ職

初任給（月給）／
海外研修など各種研修、育児・ 新入社員基礎研修、安全
23万円
介護休業制度、退職金制度（確 運転基礎研修、海外研修
※東京23区、セールスドライ 定拠出年金）、保養所など
ほか
バー職の場合
※勤務地・職種により異なる
（20年4月実績）
昇給／年2回
賞与／年2回

山九

代表者：中村公大▷設立：
1918年10月▷本社所在地：
東京都▷資本金：286億1900
万円▷上場：東証1部・福証
▷従業員数：連結3万1496人
（20年3月期）▷売上高：
5694億6100万円（20年3月
期）

物流事業をはじめ、各種大型
機械設備やプラントの設計・
据え付け・建設工事・メンテ
ナンスに至るまで国内外でグ
ローバルに事業展開を行って
います

総合職（転勤あり）、地域
限定職（転勤なし）
プラントエンジニア（設
計、施工管理）、物流管理
スタッフ（港湾物流、国際
物流、倉庫管理、構内物
流、操業支援など）、コー
ポレートスタッフ（人事・
労政、財務、ＩＴ企画）

初任給（月給）／
修士了21万9340円、大卒21万
4890円、高専卒18万1510円
（総合職・20年4月実績） ※
別途時間外手当、地域手当、
転勤手当、資格免許手当、家
族手当などあり
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）
業績賞与／年1回（5月）

雇用保険、労災保険、健康保
険、厚生年金保険、持株会、退
職金、財形貯蓄、企業型確定拠
出年金、社宅・独身寮完備

新入社員研修、機工マス 総合職129人
ターコース（入社後1年間 （文系67人、理系62
の集合技術研修）、ＬＳ 人）
ビジネススクール（物流
専門研修）、階層別研
修、海外研修、その他
（専門別研修、ＯＪＴ、
自己啓発など）

三協

代表者：藤木幸三▷設立：
1953年5月▷本社所在地：横
浜市▷資本金：2億1500万円
▷従業員数：189人（20年4
月現在）▷売上高：113億円
（19年3月期）

一般港湾運送事業、国際複合
輸送業、通関業 、倉庫業 、
貨物輸送取扱事業、船舶代理
店業、はしけ運送業、土地・
建物・船舶の賃貸業、情報
サービス業、各種催事企画・
立案・運営業、港湾関連施設
の管理・運営業

総合職
（国際物流営業、本船荷役
監督、国際複合輸送業務、
通関業務、貿易実務、倉庫
管理、 経営企画、人材開
発、財務、総務）

初任給（月給）／
大卒20万7400円、短大・専
門・高専卒18万3600円
※交通費実費支給、時間外手
当実費支給、資格手当などあ
り
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

労働組合あり、各種社会保険完
備、退職年金基金、社員持ち株
制度、財形貯蓄制度、育児休業
制度、社内融資制度、保養所ほ
か

新入社員研修、貿易実務
研修、通関士養成通信講
座、語学研修、海外研
修、若年港湾労働者研
修、その他

佐川急便

総合職（①管理系：営業所
運営、国際物流業務、コー
ポレートスタッフ②技術
系：エンジニアリング業
務、システムエンジニア）

7人
6人
（大卒：文系5人・理 (大卒：文系6人)
系2人）

採用活動

備考

問い合わせ先

未定

22年度の新卒採用
は中止とさせてい
ただきます

ＥＳ、ウェブテスト、
面接（複数回）

エントリーされた
方に説明会・選考
などのご案内を行
います。（説明
会：ウェブ予定）
エントリーは当社
採用ＨＰ、マイナ
ビ、リクナビから
受け付けています
面接 、筆記試験（一般 ①3月から全国各地
常識など）などの組み で合同説明会参加
合わせ
②会社説明会を3月
※学校区分により異な から随時実施予定
る

採用部
TEL:0120・19・4583

物流管理スタッフ、
コーポレートスタッ
フ：学科不問
プラントエンジニア：
理系学科（機械系、電
気・電子系、化学工学
系、建築・土木系、物
質・材料工学系、環境
化学系など）

マイナビ2022「山九㈱
ロジスティクス」また
は「山九㈱プラントエ
ンジニアリング」から
個別企業説明会にエン
トリー
企業説明会、ウェブ検
査、面接（2回）

個別企業説明会を
随時開催（オンラ
イン実施予定）

人事部採用・キャリアサ
ポートグループ
TEL:03・3536・3913

全学部
全学科

・適性検査
・筆記試験
・面接複数回

東京オフィスで
1day仕事体験や会
社説明会開催予定
※リクナビ2022の
弊社ページを参照
（https://job.rik
unabi.com/2022/co
mpany/r154161083/
）

①国内拠点：北海
人材開発室
道、宮城、千葉、東 TEL:03・6453・6607
京、神奈川、愛媛、
大阪、福岡
②海外拠点：米国、
カナダ、ペルー、チ
リ、ドイツ、オラン
ダ、中国、タイ、シ
ンガポール
※第二新卒・既卒も
歓迎
※秋入社可

会社名
ＪＦＥ物流

会社データ
代表者：山村康▷設立：
1949年6月▷本社所在地：東
京都▷資本金：40億円▷従業
員数：1466人（21年1月現
在）▷売上高：連結2059億
円（20年3月期）

事業内容
内航海運業、港湾運送事業、
倉庫業、通関業、自動車運送
事業、外航不定期航路事業、
貨物運送取り扱い業、鋼材加
工業、不動産賃貸業、土木建
築工事業、船舶代理店業、自
動車整備事業、その他

募集職種
技術系（設備の自動化・遠
隔操作・保守・仕様検討）
事務系（船舶運航管理、工
場内物流操業管理など）

初任給（月給）／昇給・賞与
初任給（月給）／
院了21万7000円、大卒20万
7000円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年2回（6・12月）

福利厚生
寮・社宅制度、通勤費補助、社
員慶弔、各種融資、食事補助、
財形貯蓄、グループ保養所、ス
ポーツ施設利用制度

研修・教育制度
英会話研修、海外研修
（シンガポール、タ
イ）、階層別研修、マネ
ジメント研修、その他
（各種資格取得、社外講
習会）

2020年度採用実績
21人

2021年度採用内定
20人

2022年度募集人数
20人

募集学科
全学部全学科

選考方法
採用活動
エントリー▷会社説明
説明会3月以降ウェ
会、適性検査▷1次面接▷ ブで随時開催。最
2次面接▷最終面接
終面接のみ対面
（東京本社）実施

ジェネック

代表者：伊東純一▷設立：
1949年3月▷本社所在地：北
九州市▷資本金：2億4200万
円▷従業員数：276人▷売上
高：149億500万円（20年3
月期）

1.港湾運送事業、2.内航海運
業、3.外航海運業、4.貨物自
動車運送事業、5.貨物利用運
送事業、6.倉庫業、7.通関
業、8.海運代理店業、9.海運
仲立業、10.航空運送代理店
業、11.産業廃棄物収集運搬
業、12.国内外での以下の輸
出入および売買、レンタル、
リース〈（1）電子機器、機
械器具、金型、輸送機器およ
びそれらの部材（2）医薬
品、医薬部外品、医療用外各
種薬品類およびそれらの原材
料（3）介護用品（4）古物営
業法に基づく古物〉、13.飲
食品および酒類の卸、販売お
よび輸出入、14.船内および
旅客ターミナル内における各
種商品の卸、販売、レンタル
および輸出入、15.不動産の
売買および賃貸、16.前各号
に附帯しまたは関連する一切
代表者：大隅毅▷設立：
総合物流業（倉庫・陸運・港
1909年7月▷本社所在地：東 運・海運・航空貨物・国際一
京都▷資本金：78億4709万 貫輸送・通関）、不動産事業
円▷上場：東証1部▷従業員
数：連結1142人（20年3月
末現在）▷売上高：連結668
億3100万円（20年3月期）

総合職（営業部門・本社業
務部門）

初任給（月給）／
大卒19万3000円
（20年4月実績）
昇給／4月
賞与／年2回

各種社会保険完備、退職金制
度、育児介護休暇制度あり

新入社員研修、海外研
修、階層別研修他

6人

4人

5人程度

全学部全学科

書類選考▷1次選考（適 3月からオンライン
性検査、小論文、ＳＰ で個別説明会を実
Ｉ）▷2次選考（人事面 施
接）▷最終選考（役員面
接）▷内定

総合職（物流事務、管理事
務）

初任給（月給）／
大卒21万5000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

各種社会保険、住宅資金融資、
健康保険組合、持ち株会、共済
会、財形貯蓄、借り上げ社宅、
独身寮、保養所、各種クラブ活
動ほか

新入社員研修、階層別研
修、業務研修、ＯＪＴ、
英会話研修、中国語研
修、社外セミナー、通信
教育ほか

16人

22人

30人

全学部全学科（理系歓
迎）

筆記試験・面接

商船三井ロジスティクス 代表者：東郷修平▷設立：
1960年8月▷本社所在地：東
京都▷資本金：7億5625万円
▷従業員数：単体 365名
（20年12月現在）▷売上
高：単体 156億259万円
（20年3月期）

航空輸送、海上輸送、輸出入 総合職
通関、海外引越、国際宅配
※職種別・地域別採用なし
便、ロジスティクス、貨物損
保代理店業

初任給（月給）／
院了・大卒20万8500円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

雇用・労災・厚生年金・健康
（商船三井健保）など保健完
備、三井物産連合企業年金基
金・企業年金保険、財形貯蓄、
健保保養所など

12人

14人

16―20人

全学部全学科

書類選考、適性検査
書類選考通過者に
（ウェブ)、面接（ウェ 会社説明会をご案
ブ/対面）2回
内します（４月開
催予定）

神鋼物流

代表者：岡欣彦▷設立：
1954年10月▷本社所在地：
神戸市▷資本金：24億7900
万円▷従業員数：1071人
（20年4月現在）▷売上高：
513億円（20年3月期）

内航海運業、港湾運送業、陸 企画職および技術系企画職
上輸送業、構内輸送業、倉庫 （統括コース）
業、国際一貫輸送業、通関業 船員
ほか

内定者研修、新入社員研
修（入社時研修、フォ
ローアップ研修ほか）、
階層別研修（各部門研
修、中堅社員研修、新任
管理職研修、管理職研修
など）、職務別研修（貨
物保険、ディプロマ、通
関士、海外実務、ＩＳ
Ｏ、ＯＪＴ）、スキルプ
ログラム（英語・中国
語・その他語学研修、経
理研修、ＰＣ研修）、そ
の他（自己啓発費用補
助、外部研修など）
初任給（月給）／
各種社会保険完備、退職金制
新入社員研修、階層別集
企画職および技術系企画職
度、適格退職年金制度、独身
合研修 適時社内・外研
（統括コース）
寮・社宅融資制度、保養施設、 修を受講
院（修士）了／月給22万1100 交通費全額支給（当社規定によ
円、学部卒／月給20万4200
る）
円、高専卒／月給19万6600円
船員
船員海上技術短大卒32万6500
円
（諸手当含む・20年度乗船時
実績）
昇給／年1回
賞与／年2回

企画職新卒（統括
企画職（統括コー
コース）7人（大卒） ス）6人内定
船員7人（新卒3人、 船員3人内定
中途4人）

企画職（統括コー
ス）若干名
船員若干名

全学部全学科

〈企画職〉
エントリー▷会社説明会
▷適性検査▷面接（3回予
定）▷内定 （職種によ
り若干変更あり）
〈船員〉
エントリー▷面接▷内定

杉村倉庫

代表者：福西康人▷設立：
1919年10月▷本社所在地：
大阪市▷資本金：26億1836
万円▷上場：東証2部▷従業
員数：128人（21年1月現
在）▷売上高：66億8723万
円（20年3月期）

倉庫業、港湾運送事業、通関 全域型および地域型総合
業、貨物利用運送業、不動産 職：物流管理業務および営
賃貸業
業、その後適性により他部
署に異動あり（地域型は転
居の伴わない異動有り）

初任給（月給）／
全域型総合職
大卒・院了20万6090円
（20年4月実績）
地域型総合職
大卒・院了18万9090円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

各種社会保険、財形貯蓄、企業 新入社員研修、ＯＪＴ、
年金、住宅融資、従業員持ち株 通関士資格取得支援、社
制度、借り上げ社宅制度（全域 外セミナー派遣
型総合職のみ）、社友会、会員
制施設利用制度など

4人

4人

5人

全学部全学科

鈴江コーポレーション

代表者：鈴江孝裕▷設立：
1947年12月（創業1908年）
▷本社所在地：横浜市▷資本
金：16億円▷従業員数：単
体238人、連結584人（20年
3月末現在）▷売上高：単体
269億円、連結296億円（20
年3月期）
代表者：鈴木健一郎▷設
立：1936年▷本社所在地：
静岡市▷資本金：10億円▷従
業員数：1183人（20年3月
現在）▷売上高：1347億
9500万円（20年8月期）

総合物流事業、不動産事業

総合職、事務職

初任給（月給）／
大卒総合職20万6400円、大卒
事務職18万8100円、短大専門
卒事務職17万6200円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年2回（7月・12月）

各種社会保険、社員持ち株制
新入社員研修 通関士研修 大卒総合職（文系理
度、財形貯蓄、住宅・厚生資金 海外研修制度ほか
系不問）
融資制度ほか
短大、専門卒事務職

総合職19人
事務職1人

若干名（総合職事務
職合わせて10人程度
予定）

不問

書類選考、筆記試験、
適性検査、面接

3月から順次会社説 キャリア採用あり。 人事部人事課
明会実施
詳細はホームページ TEL:045・671・5335
詳細はＨＰをご覧 をご覧ください
ください

港湾運送事業、海上運送事
総合職、一般職
業、自動車運送事業、通関
業、リース事業、倉庫業、情
報処理事業、医薬品取扱業ほ
か

初任給（月給）／
総合職：院了21万5500円、大
卒21万円、一般職：大卒18万
円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

各種保険（健康、厚生年金、雇
用、労災）、確定拠出年金、確
定給付企業年金、退職金、社
宅・独身寮完備、財形貯蓄制
度、自己啓発・資格取得奨励制
度、育児休業制度、介護休業制
度、慶弔見舞金、定期健康診
断、各種保養施設、各体育・文
化クラブ活動ほか

27人
（総合職26人、一般
職1人）

40人程度

全学部全学科

当社専用マイページか
らエントリー▷書類選
考・面接複数回

マイページで、当
社オンラインセミ
ナーの動画配信中
（オンデマンド）

澁澤倉庫

鈴与

入社前研修、入社時集合
研修、フォロー研修、海
外実習、ＯＡ研修、語学
研修（英語、中国語、日
本語）、階層別研修、
オープンセミナー、通関
士講座、簿記講座、ＯＪ
Ｔ制度ほか

54人
（総合職47人、一般
職7人）

備考

問い合わせ先
人事部採用チーム
s-jinrou@jfelogistics.co.jp

総務グループ人事労務
チーム（有馬）
TEL:093・331・2101

21年3月以降、当社
ホームページ、ま
たはキャリタス当
社ページを参照の
こと

〈企画職〉（統括
コース）
説明会：3月以降順
次（予約受け付
け：リクナビ、マ
イナビ）
各大学学内セミ
ナーほか
〈船員〉
海上技術学校・海
上技術短大（海技
教育機構）および
各水産高校などへ
求人票の提出
会社訪問（社船見
学）随時受け付け
書類選考、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ、 3月以降、会社説明
個人面接（複数回）、 会を随時開催予定
適性検査
マイナビに開催
選考上の重視点：面接 日、開催場所を掲
に重点を置き人物重視 載、受け付けまで
します。
ＯＢ・ＯＧ訪問を
ご希望の方は人事
課までご連絡を

人事総務部採用担当
TEL:03・6731・7500

企画職のＯＢ・ＯＧ
訪問については人事
労政部までご連絡く
ださい。
船員募集は直接海運
部の担当者までご連
絡をお願いします

人事労政部採用担当
TEL:078・262・3872
海運部船員採用
TEL:079・436・2320

中途採用情報につい 経営企画部人事課
ては当社ＨＰの採用 TEL:06・6571・1221
ページをご確認くだ
さい

キャリア採用あり
人財採用部採用第一チー
外国人留学生採用あ ム
り
TEL:054・354・3041
留学生採用あり：中
国語、タイ語、イン
ドネシア語、スペイ
ン語、ポルトガル
語、ベトナム語、
ミャンマー語のいず
れかがネイティブレ
ベルである方かつ、
日本語能力検定1級レ
ベル相当の語学力を

会社名
会社データ
住商グローバル・ロジス 代表者：沖廣克也▷設立：
ティクス
1983年11月▷本社所在地：
東京都▷資本金：13億5600
万円▷従業員数：511人（20
年12月末現在、ロジスティ
クスセンターパート社員を
除く※正社員に限る）▷売
上高：263億6800万円（20
年3月期）

事業内容
総合ロジスティクスサービス 総合職
業（住友商事グループ内外荷
主企業へのインハウス物流事
業、国際複合一貫輸送事業、
国内ロジスティクスセンター
運営事業など）

住友倉庫

代表者：小野孝則▷創立：
1899年7月▷本社所在地：大
阪市、東京都▷資本金：149
億2200万円▷上場：東証1部
▷従業員数：791人（20年3
月末）▷売上高：連結1917
億2100万円(20年3月期)

総合物流業（国際複合一貫輸
送、プラント輸送、国内輸
送、航空貨物取扱、コンテナ
ターミナル運営、保管、アー
カイブズ）、不動産事業ほか

総合職（営業、物流管理、
不動産、情報システム開
発、総務、経理、法務、企
画など）

初任給（月給）／
総合職大卒21万5000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

センコー

代表者：福田泰久▷設立：
1946年7月▷本社所在地：大
阪府、東京都▷資本金：265
億2800万円▷上場：東証1部
▷従業員数：1万7644人（20
年3月末現在）▷売上高：
5700億円（20年3月期）

貨物自動車運送事業、倉庫
業、海上
運送事業、国際運送取扱業、
鉄道利
用運送事業、工場内物流事業
など

総合職：倉庫運営、営業、
国際関係、海運、通運、本
社管理部門など
※（全国型／エリア型あ
り）

初任給（月給）／
独身寮、社宅、育児休業制度、 内定者研修、入社フォ
【全国型】大卒24万7400円
介護休業制度、従業員持ち株会 ロー研修、2年目研修、3
【エリア型】大卒22万3400円 など
年目研修、4年目研修
（20年4月実績、東京勤務の場
その後は昇進昇格時に階
合）
層別研修
昇給／定昇なし
その他、通信教育（資格
賞与／年2回（6・12月）、期
取得支援）など
末一時金

大卒以上採用者人数 大卒以上採用者人数
129人（総合職）
100人
【内訳】①98人（全
国型総合職）、31人
（エリア型総合職）
②119人（文系）、10
人
（理系）
③院了1人、大卒128
人

港湾運送事業、陸上運送事
業、倉庫業、通関業

経理、営業、通関、業務

初任給（月給）／
大卒20万円、短大卒17万5000
円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

各種社会保険、退職金制度、財
形貯蓄制度、従業員持ち株制
度、独身寮、社宅、ベネフィッ
トステーション加入など

7人
（総合職4人：大卒4
人、事務職3人：大卒
3人）

13人
若干名
（総合職7人：大卒7
人、事務職5人：大卒
4人・専門卒1人）

全学部全学科

港湾運送事業、海上運送事
業、内航海運業、海運代理店
業、貨物利用運送事業、通関
業、港湾タグ事業、海上防災
事業、警備業、倉庫業、倉
庫・土地・建物の賃貸業、貨
物自動車運送事業
代表者：大宮司典夫▷設
倉庫業・梱包業・通関業・港
立：1922年2月▷本社所在
湾運送事業・海上貨物取扱
地：東京都▷資本金：21億 業・航空貨物取扱業・自動車
3328万円▷上場：ジャス
運送取扱業・貨物自動車運送
ダック▷従業員数：76人
事業・輸出入貨物国際一貫輸
（20年3月現在）▷売上高： 送業・海運代理店業・航空貨
単体62億4253万円（20年3 物代理店業
月期）
代表者：西豊樹▷設立：
海運業、港湾運送業、倉庫
1920年9月▷本社所在地：大 業、陸運業、航空貨物代理店
阪市▷資本金：7億5000万円 業、船舶代理店業、通関業、
▷従業員数：840人（20年5 通運業、梱包業、プラントお
月現在）▷売上高：570億円 よび重量物の海陸一貫輸送、
（20年5月期）
国際複合輸送業、エコリサイ
クル業、場内各種荷役業

総合職・技術職（船舶工学
および機電系学問を専攻す
る者）

初任給（月給）／
大卒21万5350円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

各種社会保険、退職金制度、貸 新入社員実務教育、階層
付金、家賃補助制度、自社保養 別教育、英会話、品質向
所、各種契約保養施設ほか
上運動（ＱＣ運動）ほか

13人

9人

20人

全学部全学科

書類審査、適性検査、
面接（予定）

①3月7日東京ビッ
グサイトでマイナ
ビ主催の合同説明
会に参加②3月5日
から本社で会社説
明会開催

人事部人事課
TEL:03・3452・6272

総合職

初任給（月給）／
大卒20万550円
（20年4月実績）
昇給／年1回（7月）
賞与／年2回（7・12月）

退職金制度 、財形貯蓄制度 、 新入社員研修、フォロー
従業員持ち株会制度、企業型確 アップ研修、ＯＪＴ研修
定拠出年金制度
ほか

4人

4人

1-5人

全学部全学科

①筆記試験・書類選
3月1日からマイナ
考・適性検査②面接（1 ビよりエントリー
－3次）
受け付け開予定
（新型コロナウイ
ルス関連状況によ
り、会社説明会日
程未定）

総務人事部
TEL:03・3571・9497

営業（集荷活動、輸送計
画、企画開発）
業務（コンテナヤードのオ
ペレート、貨物のデリバ
リー、ドキュメンテーショ
ン、輸出入業務）
管理（総務、経理）

初任給（月給）／
総合職大卒21万3000円、総合
職短大卒19万3000円、一般職
大卒18万9000円、一般職短大
卒17万9000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

諸制度（各種社会保険、財形貯
蓄、社内預金、住宅資金貸し付
け）
諸施設（社宅、独身寮、保養
所）
同好会（野球、カッター、テニ
ス、サッカー、フットサル、生
花など）、親睦会（旅行、運動
会）

大卒29人

21人

20人

全学部全学科

面接（重視）、筆記試
験（一般教養、英
語）、適性試験（ペー
パー）

3月下旬以降、本社
で会社説明会
コロナ状況に応じ
て開催方法など、
都度変更になる可
能性があります

中央倉庫

代表者：木村正和▷設立：
1927年10月▷本社所在地：
京都市▷資本金：27億3400
万円▷上場：東証1部▷従業
員数：242人（20年3月末現
在）▷売上高：265億400万
円（20年3月期）

全国型総合職、地域型総合
職
※全国型：転勤あり
※地域型：転勤なし

各種社会保険、退職一時金、退
職年金、持ち株会、財形貯蓄、
独身寮、社宅、クラブ、ベネ
フィット・ステーション（福利
厚生サービス）、インフルエン
ザ予防接種補助

全国型10人（大卒10
人）

全国型9人（大卒9
全国型、地域型合わ
人）、地域型1人（大 せて10人程度（大
卒1人）
卒）

全学部全学科

リクナビからエント
リー、会社説明会、作
文、適性検査、面接複
数回

3月15日、30日に本
社で会社説明会あ
り。リクナビから
エントリーしてく
ださい

人事部

東京国際埠頭

代表者：森達郎▷設立：
港湾運送業、倉庫業、通関
1969年11月▷本社所在地： 業、船舶代理店業ほか
東京都▷資本金：2億3000万
円▷従業員数：120人（20年
12月末現在）▷売上高：67
億8000万円（20年3月期）

初任給（月給）／
全国型：大卒（院了含む） 21
万円（東京）、20万6000円
（近畿・愛知・北関東地区ほ
か）、20万5000円（福井地区
ほか）
※勤務地により異なる
地域型：大卒18万8000円、短
大卒17万600円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）
初任給（月給）／
総合職大卒20万9000円、一般
職大卒19万400円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回

各種社会保険、住宅資金融資制 新入社員研修、資格手当
度、社宅、独身寮、保養所、ス 制度、外部研修
ポーツ施設、永年勤続表彰ほか

5人

5人

3―4人

全学部全学科

エントリーシート、筆
記試験（適性・常
識）、面接

マイナビからエン
トリーをお願いし
ます

総務部総務課
recruit@tit.co.jp

東陽倉庫

代表者：武藤正春▷設立：
1926年3月▷本社所在地：名
古屋市▷資本金：34億1252
万円▷上場：東証・名証1部
▷従業員数：290人（20年3
月現在）▷売上高：連結296
億6164万円、単体222億
7000万円（20年3月期）

倉庫業、港湾運送業、海上運 総合職：物流管理、営業企
送業、陸上運送業、航空貨物 画、輸出入業務、システム
運送業、国際複合輸送業、通 開発など
関業、海運代理店業、不動産
業、流通加工業、その他

初任給（月給）／
大卒（総合職）21万円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回

各種社会保険（健康保険、厚生
年金保険、雇用保険など）、共
済会、各種融資、財産形成貯
蓄、退職金、企業年金、慶弔
金、保養所、社員持ち株会、社
宅、各種クラブ活動、育児・介
護休業など

総合職7人、一般職15 総合職9人、一般職4
人
人

総合職10人、一般職
若干名

全学部全学科

会社説明会（東京、名
古屋）▷書類選考▷1次選
考（東京・名古屋／面
接・適性検査）▷2次選
考（東京・名古屋／面
接）▷最終選考（名古屋
／面接）

2月から各大学の企
業セミナー参加、3
月から東京、名古
屋で会社説明会を
開催

東洋埠頭

代表者：原匡史▷設立：
1929年5月▷本社所在地：東
京都▷資本金：82億6082万
円▷上場：東証1部▷従業員
数：302人（20年9月末現
在）▷売上高：連結347億
3100万円（20年3月期）

倉庫業・港湾運送業・自動車
運送業を中心としたの国内総
合物流事業、国際物流事業お
よびその関連業務など

14人（大卒13人、短
大卒1人）

30人程度
（事務系総合職25
人、技術系総合職5
人）
※文理不問

全学部全学科

エントリー▷説明会▷書 3月1日からマイナ
類選考（履歴書、成績 ビでウェブ説明会
証明書）▷1次面接▷2次 実施
面接・適性検査・作文▷
役員面接▷内定通知・健
康診断

大東港運

代表者：曽根好貞▷設立：
1957年12月▷本社所在地：
東京都▷資本金：8億5605万
円▷上場：ジャスダック▷従
業員数：334人（20年12月
現在）▷売上高：連結231億
円（20年3月期）
ダイトーコーポレーショ 代表者：松川一裕▷設立：
ン
1934年9月▷本社所在地：東
京都▷資本金：8億4250万円
▷従業員数：472人（20年4
月現在）▷売上高：230億
1900万円（20年12月期）
タカセ

辰巳商會

倉庫業、貨物運送事業、通関
業、梱包事業ならびに包装資
材の加工・販売業、倉庫・土
地・建物・その他賃貸業

募集職種

総合職（中心業務をオペ
レーションする職種）
一般職（総合職をサポート
する職種）

事務系総合職：営業、企画
調査、総務、経理、ＳＥ、
物流管理など
技術系総合職：物流施設の
建設企画、工事監理、維持
管理など

初任給（月給）／昇給・賞与
初任給（月給）／
総合職20万5000円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年2回

福利厚生
スーパーフレックス制度、テレ
ワーク制度育児介護支援制度
（くるみん認定企業）、住商連
合健康保険組合による各種補助
（人間ドック、配偶者健診、出
産育児一時金、インフルエンザ
予防接種費用補助など）、退職
金制度、選択型確定拠出年金制
度、財形貯蓄制度、転勤者用借
り上げ社宅、資格取得報奨金、
懇親会費用補助、福利厚生サー
ビス法人会員、住友商事グルー
プ社員向けカウンセリングセン
ター、
カフェテリアプラン、積立年
金、持ち株会、財形貯蓄、保養
所、スポーツクラブ、転勤者に
ついては寮・社宅を完備、住宅
融資など

研修・教育制度
新入社員研修（集合研修
および指導員によるＯＪ
Ｔ）、階層別研修、住商
グループ会社向け各種研
修、国内・海外トレー
ニー制度、ＴＯＥＩＣ受
験、通信教育受講費用補
助（語学、物流関連講座
など）、資格取得推奨
（報奨金）制度、ＳＧＬ
まなび塾ほか

2020年度採用実績
27人
（総合職14人、一般
職13人）

2021年度採用内定
2022年度募集人数
13人
10人程度
（総合職6人、一般職 （総合職10人程度）
7人）

募集学科
全学部全学科

選考方法
ＥＳ、筆記試験、面
接、適性検査

新入社員研修、ＯＪＴ、
語学研修、階層別研修、
経理研修、海外派遣研
修、貿易実務研修、各種
業務研修、通信教育ほか

36人
（総合職）

28人
（総合職）

未定

全学部全学科

エントリー▷会社説明会 3月下旬―5月ごろ
▷筆記試験など選考（面 に会社説明会を実
接数回ほか）▷内々定
施予定

大卒以上採用者人数
100人程度

全学部全学科

マイナビ2022でエント
リー▷会社説明会▷筆記
試験▷適性検査・1次面
接▷最終面接▷内々定

新入社員研修、各階層別
研修、通関士試験通信添
削研修、通信研修（貿易
実務など）、公開講座履
修など

社内研修（新入社員、中
堅社員、管理職、段階別
研修）
社外研修（海外駐在員養
成のため各種語学研修、
社会経済生産性本部の主
催する「社会経済生産性
の船」などの社外研修お
よび官庁、業界、協会な
どの主催する海外視察団
に派遣）
外国人教師による英会話
教室
新入社員研修、シニア制
度、ＯＪＴ、入社半年研
修、若手社員研修、中堅
社員研修、自己啓発支援
制度ほか

各階層別研修（キャリア
に応じた研修：新入社
員、3年目、主任、課長代
理、課長職研修など）、
業務教育、海外語学教育
（国内外での語学教育、
現地法人での実地研修、
通信教育（補助金あ
り）、ＯＪＴ教育など
初任給（月給）／
確定拠出年金、財形（奨励金あ 自己啓発表彰制度、内定
大卒21万円+食事代補助6000
り）、従業員持株会（奨励金あ 者研修、新入社員研修、
円、短大・専門卒17万7500円+ り）、住宅資金融資、親和会、 新入社員フォローアップ
食事代補助6000円
直営・契約保養所 ほか
研修、2年目研修、4年目
（20年4月実績）
研修、中堅社員研修、新
昇給：年1回（4月）
任管理職研修、その他階
賞与：年2回（6・12月）
層別研修、社外講習、各
種業務研修など

20人（大卒17人、短
大卒1人、高卒2人）

採用活動
リクナビ2022でエ
ントリー受け付け
中（詳細はリクナ
ビをご確認くださ
い）
※ＯＢ・ＯＧ訪問
に関してはオンラ
インで受け入れて
おります

備考
問い合わせ先
採用情報の詳細は当 saiyo@sglogi.co.jp
社採用ホームページ
をご確認ください。
https:／／
www.sglogi.co.jp／
recruit／
new_graduate／

キャリア採用あり

人事第一課
TEL:06・6444・1182
東京総務課
TEL:03・6430・2707

◆会社説明会
中途採用随時受け付 〈大阪本社〉
ユーチューブで会 け中
TEL:06・6440・5164
社説明会動画配信
〈東京本社〉
中
TEL:03・6862・7142
5拠点（仙台、東
京、大阪、名古
屋、福岡）の採用
担当者ごとの会社
説明会（Ｚｏｏｍ)
を開催（詳細はマ
イナビ2022上へ掲
載）
エントリー、会社説明 3月から順次、会社
人事部（丸山・廣瀬）
会、書類選考、面接（1 説明会を開催予定
TEL:03・5476・9715
次、2次、最終）

電気・建築系学生積
極採用中（電気主任
技術者・建築士など
資格手当あり）

福井、四方

総務部採用担当
TEL:03・5560・2709
Email:jinji@toyofuto.co.
jp

会社名
トナミ運輸

トランスコンテナ

内外トランスライン

内外日東

西日本鉄道

会社データ
代表者：綿貫勝介▷設立：
1943年6月▷本社所在地：富
山県▷資本金：100億円▷従
業員数：3957人（20年3月
末現在）▷売上高：連結
1381億円（20年3月期）

事業内容
貨物自動車運送事業を中心に
国内配送をメインに展開。主
な顧客は法人顧客であり、Ｂ
ｔｏ Ｂに力を入れている。
近年は3ＰＬ事業に力を入
れ、顧客の物流を一括管理し
ている
代表者：三好邦彦▷設立： 国際複合一貫輸送サービス事
1973年3月1日▷本社所在
業、国際海上貨物混載事業、
地：東京都▷資本金：1億円 海運代理業およびフィーダー
▷従業員数：134人（21年1 事業
月1日現在）▷売上高：53億
1500万円（20年3月期）

募集職種
事務系総合職：営業・物流
管理・総務・労務など

初任給（月給）／昇給・賞与
福利厚生
初任給（月給）／
独身寮、社宅、従業員持ち株
大卒21万1000円
会、契約保養施設、育児介護支
（20年4月実績）
援制度
昇給／年1回（7月）
賞与／年2回（7・12月）

研修・教育制度
新入社員導入教育、職場
内実務教育、各階層別研
修、職種別専門教育、通
信教育

2020年度採用実績
40人

2021年度採用内定
62人

2022年度募集人数
未定

募集学科
全学部全学科

選考方法
エントリー、面接
（ウェブによる複数回
実施予定）

採用活動
東京・大阪・名古
屋およびウェブで
説明会を実施。マ
イナビからエント
リーをお願いしま
す

グローバル職（営業系、業
務系、管理系、ＩＴ・シス
テム系）

初任給（月給）／
大卒20万7300円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

退職金制度・社会保険（健康保
険・厚生年金・雇用保険・労災
保険）福利厚生倶楽部、共済会
（慶弔・見舞金・貸付金な
ど）、若年社員家賃補助

新入社員研修、英語研
修、階層別研修、キャリ
ア研修、海外赴任者研
修、ＪＩＦＦＡ国際複合
輸送研修

3人

採用者なし

採用活動休止中

全学部全学科

未定

再開次第ホーム
ページ採用情報よ
りご案内します

代表者：常多晃▷設立：
1980年5月▷本社所在地：大
阪市▷資本金：2億4393万円
▷上場：東証1部▷従業員
数：連結644人、単体212人
（20年12月現在）▷売上
高：連結228億3000万円、
単体106億6000万円（19年
12月期）
代表者：飯塚利信▷設立：
1950年7月▷本社所在地：東
京都▷資本金：3億円▷従業
員数：310人（20年5月現
在）▷売上高：123億7200万
円（20年5月期）

貨物利用運送事業（外航海
運・国際航空・鉄道・内航海
運）、海空陸複合一貫輸送
、陸上運送取次業、海運代理
店業、通関業、損害保険代理
店業

海外貿易実務／営業・業務
部門
経理・総務・人事・システ
ムなどの管理部門
（将来、国内外問わず勤務
可能な方）

初任給（月給）／
大卒20万円、短大・専門卒19
万円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

財形貯蓄制度、退職金制度、定 新入社員研修、階層別研
期健康診断（年1回）、社会保 修、職種別研修、ＯＪＴ
険（健康保険、厚生年金保険） など
など完備、福利厚生倶楽部「リ
ロクラブ」会員

5人

0人

未定（調整中）

4年制大学、短大、専門 書類選考、筆記試験(一 当社ホームページ
学校
般、適性、英語)、面接 とリクナビ2022で
学部問わず
募集を掲載。4月以
降、会社説明会を
開催予定

一般港湾運送事業、通関業、
外航海運貨物運送取次業、外
航海運貨物利用運送業、国際
複合運送業、ＩＡＴＡ航空貨
物代理店業、倉庫業、海運代
理店業、荷造り・梱包業、損
害保険代理店業、その他関連
事業
代表者：倉富純男▷設立： 鉄道および自動車による運送
1908年12月▷本社所在地： 事業、海上運送事業、利用運
福岡市▷資本金：261億5729 送事業、航空運送代理店業、
万円▷上場：東証1部、福証 通関業、不動産の売買および
▷従業員数：4666人（20年3 賃貸業、遊園地・植物園など
月末現在）▷売上高：単体 の経営、その他
1616億9600万円（20年3月
期）

事務系社員：営業、通関事
務、輸出入業務、国際業
務、倉庫事務、システム開
発、システム保守・運用、
財務・経理、総務・人事な
ど

初任給（月給）／
院了・大卒21万円、短大・専
門卒19万3000円
（20年6月実績）
昇給／年1回（6月）
賞与／年2回（7・12月）

社会保険（健康保険、厚生年
金）、労働保険（雇用保険、労
災）、旅行補助制度、社員持ち
株制度、連続休暇制度（5日
間）

階層別研修、新入社員研
修、各種業務研修、海外
研修、若手・中堅社員向
け研修など、社外研修へ
の派遣もあり

10人
（大卒6人、短大卒1
人、専門卒3人）

6人
（大卒4人、短大卒1
人、専門卒1人）

10人程度

全学部全学科

選考対象は自社説明会
参加者。選考方法は、
面接（複数回）および
筆記試験、作文

コーポレート・地域マー
ケット部門：①事務員：自
動車、鉄道、住宅、都市開
発、ホテルなどの営業・事
務②技術員：自動車技術関
係、鉄道技術関係、建築技
術関係、建築電気技術関係
③鉄道乗務職：車掌、鉄道
運転士
国際物流部門：輸出・輸
入・通関などの事務・営業
および総務・会計・品質管
理・情報システムなどの事
務

初任給（月給）／
共済組合、各種貸し付け、持ち コーポレート・地域マー
コーポレート・地域マーケッ 株会、寮、社宅などあり
ケット部門（事務系・技
ト部門：事務員：院了22万
術系総合職）：新入社員
円、大卒20万3000円
研修、フォローアップ研
技術員：院了22万円、大卒20
修、階層別研修、オープ
万3000円
ンスクール、自己啓発援
鉄道乗務職：院了・大卒17万
助制度、グローバルチャ
5000円、短大・専修学卒、高
レンジャー制度ほか
専卒16万7100円
国際物流部門：新入社員
国際物流部門：院了22万円、
研修、フォローアップ研
大卒20万3000円
修、ＯＪＴ研修、海外研
（20年4月実績）
修、階層別研修、通関士
昇給／年1回（4月）
受験サポート、国際航空
賞与／本社部門：年2回（7・
貨物取り扱い士（ディプ
12月）、国際物流部門：年3回
ロマ）受験斡旋、通信教
（4・7・12月）
育、自己啓発援助

コーポレート・地域
マーケット部門：大
卒25人、院了7人
国際物流部門：大卒
39人、院了4人

コーポレート・地域
マーケット部門：26
人
国際物流部門：38人

コーポレート・地域
マーケット部門：未
定
国際物流部門：未定

全学部全学科
技術員については学科
指定あり

エントリーシート提出▷ 詳細は当社ホーム
適性検査▷面接数回▷
ページまたはマイ
内々定
ページをご確認く
ださい

全国総合職
エリア総合職
（広域エリアコース・地域
限定コース）

初任給（月給）／
施設：独身寮・社宅・研修セン 新入社員研修、若手フォ
全国総合職
ター
ロー研修、階層別研修
院了22万3900円、大卒21万円 制度：財形貯蓄・社員持ち株会
（20年4月実績、首都圏勤務／
地域手当含む）
エリア総合職
大卒20万円、短大卒18万5000
円（※給与改定のため予定
額、首都圏勤務／地域手当含
む）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

34人
（全国総合職）
25人
（エリア総合職）

25人（予定）
（全国総合職）
41人（予定）
（エリア総合職）

20人程度
（全国総合職）
30人程度
（エリア総合職）

全学部全学科

①エントリーシートで
の選考②会社説明会③
面接試験（数回）④筆
記試験⑤最終面接試験

①3月初旬エント
リーシート受け付
け開始
②4月上旬から会社
説明会実施予定

ニチレイロジグループ採
用センター
TEL:03・6233・2233
nichirei_logi22@mailrecruit.jp
http://www.nichirei.co.
jp/saiyo/logi_group/

69人
72人
（大卒66人、短大卒3
人）

未定

全学部全学科

筆記試験、適性検査、
面接（複数回）

3月以降の会社説明
会はリクナビ2022
でご案内します

人事部人事課
TEL:03・3238・6624

就職ナビサイト・
マイページからエ
ントリー受け付
け、説明会の実
施、面接（複数
回）、筆記試験、
適性検査による選
考

ニチレイロジグループ本 代表者：梅澤一彦▷設立：
社
2005年4月▷本社所在地：東
京都▷資本金：200億円▷従
業員数：4237人（20年3月
末現在）▷売上高：2065億
円（20年3月期）

冷凍・冷蔵温度帯での食品物
流事業を展開しています。食
品物流という仕事は、「『保
管』『仕分け』『輸配送』な
どの物流機能を高度に組み合
わせ、食品を安定供給する」
社会にとって最も重要なイン
フラの一つです

日新

代表者：筒井雅洋▷設立：
1938年12月▷本社所在地：
横浜市▷資本金：60億9726
万円▷上場：東証1部▷従業
員数：単体1520人（20年3
月現在）▷売上高：連結
1973億8700万円（20年3月
期）
代表者：酒本義嗣▷設立：
2006年4月▷本社所在地：東
京都▷資本金：40億円▷従業
員数：連結8380人（20年4
月1日現在）▷売上高：連結
2643億円（20年3月期）

国際輸送、国内輸送、倉庫、 総合職（営業、倉庫管理、
港湾運送、通関、船舶代理
通関、貿易事務、管理部門
店、引っ越し、旅行事業、不 など）
動産事業

初任給（月給）／
院了22万1000円、大卒21万
4000円、短大・専門18万4000
円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

内航海運事業、構内物流事
総合職グループ：輸送技
業、港湾物流事業、自動車運 術、物流企画、設備技術営
送事業、その他事業
業、総務、経理、人事ほか

初任給（月給）／
各種社会保険、退職金制度、
総合職グループ：院了22万
寮・社宅制度
4000円、大卒21万円、高専卒
19万5000円
一般職グループ：大卒18万円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

代表者：齊藤充▷設立：
1937年10月▷本社所在地：
東京都▷資本金：701億7500
万円▷上場：東証1部▷従業
員数：3万4449人（20年3月
末現在）▷売上高：（単
体）1兆1191億9700万円
（連結）2兆803億5200万円
（20年3月期）
代表者：安藤仁▷設立：
1942年▷本社所在地：三重
県▷資本金：84億2800万円▷
上場：東証・名証1部▷従業
員数：連結2341人、単体
709人（20年3月末現在）▷
売上高：連結1016億2000万
円（20年3月期）

自動車輸送、鉄道利用輸送、
海上輸送、船舶利用運送、利
用航空輸送、倉庫、通関、重
量品・プラント輸送・建設、
情報処理・解析など物流事業
全般および関連事業

総合職：全国各事業に関わ
る「営業」、「輸送計画や
配送管理等のオペレーショ
ン」、「営業企画・開
発」、「情報システム」な
ど

倉庫業、港湾運送業、陸上運
送業、運送取扱業、通関業お
よびその他諸代理業、航空貨
物運送取扱業、国際複合輸送
業、その他

代表者：中西弘毅▷設立：
1944年10月▷本社所在地：
東京都▷資本金：31億4595
万5500円▷上場：ジャス
ダック▷従業員数：連結
3724人、単体786人（20年3
月末現在）▷売上高：連結
527億9553万円、単体359億
6344万円（20年3月期）

一般貨物自動車運送事業、貨
物利用運送事業、倉庫業、荷
造梱包業、物流システムのコ
ンサルティング業、損害保険
代理店業、一般労働者派遣事
業、不動産の売買・賃貸借・
仲介ならびに管理、産業廃棄
物収集運搬業など

日鉄物流

日本通運

日本トランスシティ

日本ロジテム

各種社会保険、産前産後休暇、
育児休業、介護休業、限定再雇
用制度、住宅貸付金、持ち株
会、企業年金、財形貯蓄、保養
所あり、社宅（入居条件有）

新入社員研修、実務研
修、通関研修、管理職研
修、海外研修員制度、Ｏ
ＪＴ制度、ＴＯＥＩＣ試
験、女性キャリア形成支
援研修、ｅ―ラーニング
研修、外部機関を通して
の研修ほか
新入社員研修、現場研
修、フォローアップ研
修、階層別研修、その他
社内研修

問い合わせ先
本社人事部
TEL:0766・21・1086
recruit@tonami.co.jp

人事部採用担当（相原）
TEL:06・6260・4710
ｙ-aihara@ntlnaigai.co.jp

自社開催の会社説 エントリーは自社Ｈ 管理部人事研修チーム
明会(ウェブ)は4月 Ｐから受け付け予定 TEL:03・5460・9700
ごろから開始予
recruit@naigainitto.com
定。

総合職：27人
（院了2人、大卒22
人、高専卒3人／文系
18人、理系9人）
一般職：3人

総合職：17人
15人程度
（院了0人、大卒15
人、高専卒2人／文系
10人、理系7人）
一般職：1人

全学部全学科

面接、筆記試験、適性
検査、書類審査

初任給（月給）／
各種社会保険、厚生資金貸し付 新社員研修、ＯＪＴト
大卒22万5400円
け、寮、社宅、保養所
レーナー制度、各種階層
（20年4月実績、東京23区勤務
別・職能別研修、自己啓
の場合。勤務地により異な
発通信教育、語学教育、
る）
海外業務研修員制度
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

総合職348人

総合職286人

採用の実施は決定。
募集人数は計画中

全学部全学科

エントリー▷（会社説明 3月から学内説明
会）▷適性検査▷面接▷
会、自社説明会を
内々定
順次開始予定

総合職：物流企画開発、物
流管理運営、営業渉外、財
務管理運営など
一般職：物流運営事務、営
業渉外事務、経理事務、情
報処理事務など

初任給（月給）／
総合職：大卒21万3000円、一
般職：大卒18万1000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

各種社会保険、選択型福利厚生
制度、健康診断特殊検診、社
宅・寮完備、保養所、財形貯蓄
制度、社員持ち株制度、各種
サークル活動など

新入社員（入社前・集
合・フォローアップ）研
修、新入社員指導員制
度、階層別研修、目的別
研修、自己啓発・資格取
得援助制度、国内語学研
修、海外（語学・業務・
ＭＢＡ）留学制度ほか

総合職17人
一般職13人

総合職11人
一般職5人

前年度並み予定

全学部全学科

エントリー▷適性検査▷
グループディスカッ
ション、個別面接（数
回）▷内々定

総合職（物流マネジメン
ト、本部営業、情報システ
ム構築、海外駐在ほか）／
セールスドライバー／商品
管理士

初任給（月給）／
総合職21万1000円、セールス
ドライバー20万3350円、商品
管理士20万3350円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

健康、厚生年金、雇用、労災、
社員持ち株制度、財形貯蓄、保
養所（河口湖、網代、マホロ
バ・マインズ三浦、東急ハーベ
ストクラブ（旧軽井沢はじめ全
国に30弱のリゾートホテ
ル））、独身寮（男女とも完
備）

新入社員研修（1ヶ月）、 12人
3カ月・1年半後フォロー
アップ研修、階層別研
修、専門職研修、職能別
研修、各種通信教育、資
格取得、物流知識に関す
る基礎講座など

22人

25人程度（予定）

4年制大学、大学院
学部全学科

全 リクナビ2022・マイナ
ビ2022から個別エント
リー後、会社説明会▷エ
ントリーシート▷1次面
接（ウェブ・集団）▷筆
記試験（適性検査）▷2
次面接（ウェブ・個
人）▷最終面接（対面・
個人）

備考
採用（通年）

詳細は当社ホーム
詳細は当社ホームページ
ページまたはマイ
またはマイページをご確
ページをご確認くだ 認ください
さい

経験者採用あり
人財戦略部（人事）採用
※社会人経験が3年以 担当
上の方
nittsurecruit@nipponexpress.c
om

3月以降、オンライ
ン会社説明会
ＯＢ・ＯＧ訪問あ
り

人事部
TEL:059・336・5866

リクナビ2022・マ
イナビ2022から個
別エントリー後、
詳細をご案内しま
す

人事部人事課
TEL:03・3433・6711（代
表）
FAX:03・5401・2688

会社名
阪急阪神エクスプレス

会社データ
代表者：谷村和宏▷設立：
1999年5月12日▷本社所在
地：大阪市▷資本金：1億円
▷従業員数：国内981人、海
外2377人（20年3月末現
在）▷売上高：非開示

兵機海運

代表者：大東洋治▷設立： 内航・外航海運、輸出入貨物 総合職：営業および事務全
1942年12月▷本社所在地： 取り扱い、通関、港湾運送、 般、物流管理業務、輸出入
神戸市▷資本金：6億1200万 倉庫ほか
貨物・内航貨物・外航貨物
円▷上場：東証2部▷従業員
集荷営業および現場立ち会
数：232人（20年12月現
い（倉庫・船舶・港湾）な
在）▷売上高：139億8200万
ど（本人の適性・希望など
円（20年3月期）
を勘案）

フジトランスコーポレー 代表者：系井辰夫▷設立：
ション
1952年9月▷本社所在地：名
古屋市▷資本金：2億円▷従
業員数：1463人、グループ
連結（国内、海外）3659人
（20年12月末現在）▷売上
高：グループ連結993億円
（20年3月期）
富士物流
代表者：渡部能徳▷設立：
1975年2月▷本社所在地：東
京都▷資本金：29億7967万
円▷従業員数：390人（20年
3月現在）▷売上高：306億
3400万円（20年3月期）

事業内容
利用運送事業、通関業、倉庫 総合職
業、貨物自動車運送事業、輸
出入貿易業およびその代理
業、医療機器製造業

募集職種

初任給（月給）／昇給・賞与
福利厚生
研修・教育制度
初任給（月給）／
各種社会保険、独身寮、社宅、 新入社員研修、新入社員
院了・大卒21万円
財形貯蓄、ベネフィット法人会 フォロー研修、入社3年目
（21年4月予定）
員、従業員持ち株会など
研修、中堅社員研修、新
昇給／年1回
任管理職研修、海外研修
賞与／年3回、3.7カ月+業績連
制度、各種スキル研修、
動分（業績連動分については
各種資格取得支援研修、
年度によって異なる）
ブラザーシスター制度、
自己啓発援助（通信教育
など）、自己申告制度な
ど
初任給（月給）／
社会保険制度（健康保険、厚生 新卒者マナー研修、確定
総合職大卒20万6100円
年金保険、雇用保険、労災補
拠出年金制度研修、配属
（賃金表により）
償）、社内融資制度（住宅資金 部署によっては現業研修
昇給／原則年1回（4月）
融資、教育資金融資、共済会融 など。実務については原
賞与／19年度実績年3回（7・ 資）、教育制度（各種資格取得 則ＯＪＴ
12・3月）
支援）、持ち株会制度（任意＝
拠出者には奨励金あり）、退職
金制度、確定拠出年金制度
（マッチング拠出可）

2020年度採用実績
37人（大卒・専卒
計）

2021年度採用内定
22人（大卒・専卒
計）

2022年度募集人数
30人程度

募集学科
全学部全学科

選考方法
エントリー・録画説明
会視聴・ウェブプロ
フィールシート提出・
グループ面接・適性検
査・個人面接数回・
内々定

3人
（大卒3人）

1人

5人

全学部全学科

マイナビでエントリー▷ 3月下旬に会社説明
会社説明会▷応募書類に 会予定（マイナビ
よる選考▷個人面接（2 掲載予定）
回）▷役員面接

管理部総務課
TEL:078・940・2351

港湾運送事業・海上運送事
事務職ジェネラリスト
業・貨物利用運送事業・航空 （総合職）
運送代理店業・各種倉庫に関
する事業・通関事業・内航海
運事業・自動車運送事業・梱
包事業 他

初任給（月給）／
大卒21万円
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

社会保険制度完備、財形貯蓄制 新入社員研修、新入社員
度、退職金制度、保養施設完
フォローアップ研修、他
備、寮・社宅制度完備など
階層別研修（約10階
層）、乗船研修、海外研
修、語学研修、通関士資
格取得講座

総合職・大卒21人
（理系2人・文系19
人）

総合職・大卒14人

未定

全学部全学科

集団面接、筆記試験、
人事面接、役員面接

人事部人財開発課
TEL:052・652・7239

倉庫業
貨物自動車運送事業
貨物利用運送事業
荷造包装事業
電気・通信設備工事の設計・
施工の請負
機械器具設置工事の設計・施
工の請負
通関業
一般港湾運送事業ほか

初任給（月給）／
全国型正社員21万4000円（大
卒）
エリア限定型正社員18万9000
円（大卒）
昇給／年1回（5月）
賞与／年2回（6・12月）

住宅政策（新婚者を対象とした
家賃補助制度、独身寮、住宅財
形貯蓄、住宅資金融資）、財産
形成（一般財形貯蓄）、保養施
設（伊豆）、その他（労働組
合）など

全国型正社員8人
全国型正社員8人
エリア限定型正社員1 エリア限定型正社員
人
未定

全学部全学科

マイナビからからエン 3月下旬から会社説
トリー、会社説明会、 明会を実施予定
小論文、適性検査、1次
面接（個人面接）、2次
面接（個人面接）、最
終面接（個人面接）

人事総務部人事課採用担
当
TEL:03・5476・8661

13人

15人程度

全学部全学科

マイナビ2022からエン
トリー、会社説明会、1
次選考（書類審査）、2
次選考（グループ面
接）、3次選考（個人面
接）、最終選考（役員
面接）

会社説明会：3月か
ら東京地区、大阪
地区で開催予定
（マイナビ2022で
日程公開）、Ｏ
Ｂ・ＯＧ訪問可

人事部採用担当
TEL:03・3473・8210

13人

15人程度

全学部全学科

エントリー▷会社説明会 3月から会社説明会
参加▷エントリーシート を開始予定
提出▷適性検査▷面接（2
―3回）▷内定

人事部人事グループ
TEL:03・6861・3412

43人
39人
45人予定
（大卒40人、短大卒1 （大卒36人、短大卒1
人、高卒2人）
人、高卒2人）

全学部全学科

エントリー▷会社説明会
（エントリーシート）▷
適性検査▷人事部長面接
（1次）▷役員面接（2
次）▷内定

会社説明会 京浜
地区、中部地区、
関西地区で開催予
定（※社会情勢に
応じて、ウェブ開
催の場合もあり）

人事部人事労政課
TEL:045・671・5849

特に指定なし

エントリー▷会社説明会
の案内▷選考（ＥＳ・適
性検査）▷選考（面接試
験＝個人・集団、2－3
回程度予定）▷内々定

3月から採用マイ
ページで会社説明
会動画および若手
社員が登場する新
卒採用動画を公開

キャリア採用あり

本社で会社説明会
および構内見学会
を開催予定（時期
未定）

特になし

総合職〈全国型･エリア限定
型共通:物流管理業務（運
送・保管・包装など）、営
業、輸出入業務（国内、海
外）、情報処理（ＳＥ）、
物流合理化（物流設備開
発、物流センター設計な
ど）、研究開発（ＩＣタグ
など最先端の物流技術の開
発など）、一般管理（経
理・総務・人事）〉

社内大学“Ｐａｃｋ’ｎ 全国型正社員7人
ｃｏｌｌｅｇｅ”（現場
力育成学部、物流技術学
部、新入社員育成学部、
センター運営学部など全7
学部による人財育成機
関）、階層別教育（新入
社員研修、監督者研修、
新任課長研修）、専門教
育（営業教育、海外研修
生制度、物流実務教
育）、自己啓発支援(通信
教育、各種資格取得支
援)、職場研修（ＯＪＴ）
新入社員研修、ＯＪＴ研 13人
修、新入社員フォロー
アップ研修、中堅社員研
修、新任管理職研修、女
性幹部候補者研修、上級
幹部職研修、社内実務研
修、ＡＥＯコンプライア
ンス勉強会、通関士取得
支援・勉強会、社外セミ
ナー参加ほか
新入社員教育、各階層別 15人
教育、各部門別専門教
育、資格取得教育ほか

二葉

代表者：鈴木英明▷設立： 港湾運送事業、貨物利用運送 総合職：営業、事務、通関
1948年6月▷本社所在地：東 業、通関業、冷蔵倉庫業、普 業務、物流管理業務ほか
京都▷資本金：6億2675万円 通倉庫業
▷従業員数：連結621人、単
体294人（20年3月現在）▷
売上高：連結291億7100万
円、単体223億9700万円
（20年3月期）

初任給（月給）／
総合職：院了22万1400円、大
卒21万7400円
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

各種社会保険、各種保養施設、
財形貯蓄制度、確定給付企業年
金制度、住宅資金借入制度、厚
生資金借入制度、一人暮らし補
助金制度、通関士資格取得支援
制度、再雇用登録制度ほか

丸運

代表者：桑原豊▷設立：
1938年12月▷本社所在地：
東京都▷資本金：35億5923
万円▷上場：東証1部▷従業
員数：378人（20年4月）▷
売上高：連結506億8000万
円（20年3月期）

初任給（月給）／
大卒19万4400円
（20年4月実績）
※地域給、時間外・休日およ
び深夜手当など諸手当を含ま
ない
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）
初任給（月給）／
大卒21万6000円（広域）、20
万4000円（地域）
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

社会保険：健康保険、厚生年金
保険、雇用保険、労災保険、各
種制度：借り上げ社宅制度、持
ち家援助制度、財形貯蓄制度、
災害補償制度、結婚貸付金制
度、共済会制度、祝金・見舞金
制度、持ち株会制度など

初任給（月給）／
総合職大卒21万5000円
専任職大卒18万4000円
（20年4月実績）
昇給／有り（7月）
賞与／年2回（6・12月）

通信教育、新入社員研
修、フォローアップ研
修、若手研修、中堅社員
研修、キャリアデザイン
研修、管理職スキルアッ
プ研修、新任課長研修、
新任考課者研修、経営職
層研修、メンタルヘルス
研修、コンプライアンス
教育ほか
制度関係：ＷＥＬＢＯＸ（会員 事務及び現場などで必要
制福利厚生サービス）、財形貯 な資格（免許・特別教
蓄制度・団体扱い生命保険
育・技能講習）取得費用
施設関係：社員食堂、契約保養 は会社が全額負担
所

33人

7人（総合職）
6人（総合職）
5人程度（予定）
大卒文系3人、大卒理 大卒文系3人、短大卒
系1人、短大卒3人
3人

全学部全学科

書類審査▷筆記試験▷作
文▷面接（2回）

丸全昭和運輸

代表者：浅井俊之▷設立：
1931年8月▷本社所在地：横
浜市▷資本金：101億1726万
円▷上場：東証1部▷従業員
数：1274人（20年3月現
在）▷売上高：956億280万
円（20年3月期）
三井倉庫ホールディング 代表者：古賀博文▷設立：
ス
1909年10月▷本社所在地：
東京都▷資本金：111億円▷
上場：東証1部▷従業員数：
825人（20年12月単体）▷売
上高：連結2410億円（20年
3月期）

三井埠頭

三菱ケミカル物流

代表者：奥村豊彦▷設立：
1945年3月▷本社所在地：神
奈川県川崎市▷資本金：35
億円▷従業員数：169人（21
年1月末日現在）▷売上高：
126億6000万円（20年3月
期）

貨物自動車運送事業、鉄道利 総合職
用運送事業、航空利用運送事
業、海上運送事業、倉庫業、
通関業ほか

貨物自動車運送事業、貨物利
用運送事業、港湾運送事業、
通関業、倉庫業、海上運送事
業、構内作業および機械荷役
事業、建設業、梱包業、航空
運送代理店業ほか

総合物流業：倉庫業、港湾運 総合職・地域職
送業、陸上運送業、運送取扱
業、国際複合運送業、不動産
賃貸業、国際船舶登録代行業
ほか

当社は創業以来93年の長きに
わたり、老舗港湾運送倉庫会
社として京浜工業地帯中心
に、わが国有数のメーカー、
商社および政府の重要物品の
輸入港および中継基地とし
て、なくてはならない企業で
あります
代表者：横山一郎▷設立： 貨物自動車運送事業、貨物利
1956年12月▷本社所在地： 用運送事業、内航海運業、海
東京都▷資本金：15億円▷従 運代理店業、通関業、3ＰＬ
業員数：1383人（20年3月 事業、港湾運送事業、包装・
末現在）▷売上高：単体869 資材事業、倉庫業、タンクや
億8700万円（20年3月期） 倉庫などの賃貸借・管理・斡
旋業、荷造梱包業ほか

三菱商事ロジスティクス 代表者：藤咲達也▷設立：
1954年4月▷本社所在地：東
京都▷資本金：10億6700万
円▷従業員数：約251人（21
年1月現在）▷売上高：連結
約337億円（20年3月期）

総合職：海運、通関、陸
運、倉庫、航空、機工エン
ジニアリング、総務、経
理、人事、情報システムな
ど

各種社会保険、厚生貸付金、育
児・介護休業制度、社員持ち株
制度、団体保険、慶弔金見舞金
支給制度、独身寮、社宅、リ
ゾートクラブ法人会員、ベネ
フィット・ステーション会員な
ど
各種社会保険、住宅融資、健康
保険組合、財形貯蓄、持ち株
会、共済会、永年勤続表彰、保
有施設（保養所）

新入社員研修、ＯＪＴ、
階層別・職能別研修、海
外研修制度

25人

30人程度

採用活動
3月からエントリー
受け付け開始。エ
ントリーいただい
た方に、順次今後
の選考についてご
案内をいたします

日程未定、名古
屋、東京、大阪で2
次試験（筆記試
験）まで開催。3次
試験（人事面接）
から名古屋開催

事務系：経理、営業、業務
（現場事務）
現場系：クレーンオペレー
ターなど
技術系：設備管理（機械ほ
か）

初任給（月給）／
大卒23万5350円
短大卒21万2170円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

経営管理：総務、人事、経
理など
営業：営業開発（新規荷主
開拓、物流ソリューショ
ン）、既存荷主の運営管理
技術：物流機器の導入検
討、仕様決定

初任給（月給）／
院了23万328円、大卒22万318
円
（20年実績）
昇給／年1回（7月）
賞与／年2回（6・12月）

各種社会保険完備、退職金・年
金制度、共済会、財形貯蓄制度
（一部奨励金有）、持ち家援助
制度、独身寮・社宅制度、家賃
補助制度、育児・介護短時間勤
務制度

新入社員研修、階層別集
合研修、海外実務研修、
語学研修、公的資格取得
制度、通信教育制度

9人

16人

15―20人

全学部全学科

エントリー▷会社説明会 順次エントリー受
▷1次選考▷筆記試験・役 け付け。会社セミ
員面接▷内定
ナー・ウェブセミ
ナーを随時開催
（東京・大阪・福
岡・ウェブで開催
予定）

初任給（月給）／
総合職：院了22万3900円、大
卒21万7900円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

各種社会保険･労働保険、借り
上げ社宅制度、通信教育補助制
度、財形貯蓄制度、企業年金制
度、｢ベネフィット･ワン｣加入

社内階層別研修、海外ト
レイニー研修、通信教育
制度、資格取得支援制
度、語学研修制度、その
他

10人

7人

10人前後

全学部全学科

エントリーシート
面接（複数回）
適性検査

国際複合一貫輸送業、海上運 総合職
送業、倉庫業、流通加工業、
アセットファイナンス・サー
ビスなど

備考

問い合わせ先
阪急阪神エクスプレス
人事採用チーム
TEL:03・6745・1452
jinji-east@jp.hhexpress.com

人事部人事課

人事部・採用担当
MCJP-MBXMCLC_RECRUIT@mchcgr.com

3月に会社説明会を 採用ホームページ
人事部：左右田
複数回実施予定
http://recruit.mclo tomoki.sayuda@mclogi.co
※詳しくはマイナ gi.com/
m
ビ、当社採用ＨＰ
からエントリーお
願いいたします。
ＯＢ・ＯＧ訪問随
時受け付け

会社名

会社データ
代表者：藤倉正夫▷設立：
1887年▷本社所在地：東京
都▷資本金：223億9300万円
▷上場：東証1部▷従業員
数：連結4625人（20年3月
末現在）▷売上高：連結
2290億5700万円（20年3月
期）
代表者：栗林定正▷設立：
1931年6月▷本社所在地：北
海道釧路市▷資本金：3億円
▷従業員数：372人▷売上
高：152億円（20年5月期）

事業内容
募集職種
倉庫事業、陸上運送事業、港 募集職種：総合職・エリア
湾運送事業、国際運送取扱事 総合職
業、不動産事業
業務内容：物流企画管理、
営業、調査企画、情報処
理、法務、総務、経理、人
事、建物の設計施工管理、
電気設備の施工管理など

初任給（月給）／昇給・賞与
初任給（月給）／
総合職：大卒21万5000円
エリア総合職：大卒20万円
（総合職は20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

福利厚生
独身寮（総合職用）・社宅（転
勤者用）、保養所、住宅融資、
住宅財形、持ち株会、退職金、
年金など

研修・教育制度
新入職員研修、階層別研
修、若手職員海外派遣プ
ログラム（総合職対
象）、通信教育制度、英
会話講習、中国語会話講
習、通関士講習など

2020年度採用実績
51人
（総合職32人、地域
職19人）

2021年度採用内定
2022年度募集人数
40人
未定
（総合職23人、エリ
ア総合職7人、地域職
10人）

募集学科
全学部全学科

選考方法
採用活動
備考
問い合わせ先
エントリー▷説明会参加 3月説明会（ウェブ 障がい者採用あり
本店人事部人事課
▷筆記・面接試験▷内々 開催を予定）
その他、採用情報は TEL:03・3278・6648
定(予定)
ＯＢ・ＯＧ訪問は 当社ホームページ参
大学へ送付してい 照
る名簿を参照

港湾運送業、倉庫業、海運仲 総合職（一般事務）
立業、海運代理店業、貨物運
送取扱事業、貨物自動車運送
事業、通関業、損害保険代理
業、航空運送代理店業ほか

初任給（月給）／
大卒17万7800円
（20年4月実績）
昇給／年1回（6月）
賞与／年2回（6・12月）

保養施設、社会保険完備、財形 新入社員研修、ビジネス
貯蓄、退職金制度、貸付金制度 マナー研修、新入社員
ほか
フォローアップ研修、若
手社員研修、中堅社員研
修、係長研修、管理職研
修、人事考課制度ほか

8人（総合職：大卒3
人、一般職：高卒5
人）

7人（総合職：大卒4 3人程度
人、高専卒1人、一般
職：高卒2人）

学科不問

総務部人事課
TEL:0154・54・3051

名港海運

代表者：髙橋広▷設立：
1949年1月▷本社所在地：名
古屋市▷資本金：23億5070
万円▷上場：名証2部▷従業
員数：連結1862人、単体
823人（20年3月現在）▷売
上高：連結709億0339万
円、単体556億4400万円
（20年3月期）

港湾運送業、倉庫業、貨物利 総合職、総合職（地域限
用運送事業、海上運送業、内 定）一般職
航海運業、陸上運送業、利用
航空運送業、通関業、梱包
業、建設業、不動産の賃貸、
産業廃棄物収集運搬業、労働
者派遣事業、発電及び売電に
関する事業

各種社会保険完備（健康保険、
厚生年金保険、雇用保険、労災
保険）、社員持ち株会制度、確
定拠出年金、財形貯蓄、各種保
養施設（当社保養所、契約会員
制リゾートホテルなど）、名古
屋港水族館入館券、独身寮・社
宅（総合職のみ）

入社前研修、新入社員研
修、ＯＪＴ、ステップ
アップ研修、上級管理者
研修、長期海外研修、資
格取得バックアップ、語
学マスターバックアップ

総合職19人、一般職
15人

総合職11人、
前年度並みを予定
総合職（地域限定）6
人、一般職2人

全学部全学科

安田倉庫

代表者：藤井信行▷設立：
1919年12月▷本社所在地：
東京都▷資本金：36億210万
円▷上場：東証1部▷従業員
数：単体408人（20年3月現
在）▷売上高：連結466億
円、単体346億円（20年3月
期）
代表者：山﨑元裕▷設立：
1937年8月▷本社所在地：東
京都▷資本金：105億5500万
円▷上場：東証1部▷従業員
数：313人（20年3月現在）
▷売上高：グループ全体547
億5900万円（20年3月期）

倉庫業、運送取扱業、港湾運
送業、通関業、物流機器の販
売・賃貸業、物流情報システ
ムの開発・運営業、不動産
業、建物設備の販売・賃貸
業、その他関連事業

初任給（月給）／
総合職：大卒21万2000円、短
大・専門卒18万8000円
総合職（地域限定）：大卒20
万1500円、短大・専門卒18万
円
一般職：大卒19万2000円、短
大・専門卒17万3500円
（20年4月実績）
昇給／年1回
賞与／年2回
初任給（月給）／
基幹職：大卒21万6000円
エリア基幹職：18万6000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

1次面接、書類選考、筆 会社訪問は随時受
記試験、2次面接（最
け付け。①3月27
終）
日、釧路市国際交
流センターで合同
企業説明会。②オ
ンライン企業説明
会開催予定（日程
リクナビ・マイナビか 3月以降中旬以降、
らエントリー、会社説 会社説明会を開催
明会、書類選考、総合 （一部オンライン
適性検査、面接、役員 開催）
面接

各種契約施設、従業員持ち株
新入社員研修、階層別研
会、財形貯蓄、提携ローンなど 修、実務研修、海外研
修、語学研修（社内）、
自己啓発

基幹職20人、エリア
基幹職4人

基幹職27人、エリア
基幹職11人

基幹職20―25人、エ
リア基幹職5―10人

全学部全学科

エントリー▷会社説明会 2月以降会社説明会
▷面接（複数回）・筆記 開催予定
試験▷内々定

人事部採用担当
TEL:03・3452・7329
recruit@yasudasoko.co.jp

倉庫業、荷役業、港湾運送
総合職、一般職
業、通関業、貨物利用運送
業、主要食糧卸売販売業、主
要食糧・食料品の輸出入・販
売、不動産の売買・仲介・賃
貸・管理、コンピューターシ
ステムの運用・管理の受託、
ソフトウエアの設計・開発・
販売
代表者：神山亨▷設立：
航空・海上貨物輸送、在庫管 ゼネラリストコース（総合
1955年2月▷本社所在地：東 理・流通加工、陸上輸送など 職）
京都▷資本金：43億100万円 を一括で請け負うサプライ
▷上場：非上場▷従業員数： チェーン・マネジメント事業
連結2万4713人（20年3月末
現在）▷売上高：非公開

初任給（月給）／
総合職：大卒22万2000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・11月）

持ち株会、財形貯蓄、住宅資金
融資、慶弔金、退職金、確定拠
出年金、住宅手当、ベネフィッ
ト・ステーション（福利厚生
パッケージ）など

新入社員研修、フォロー
アップ研修、階層別研修
（外部定額制セミナーほ
か）

22人
16人
（総合職9人、一般職 （総合職10人、一般
13人）
職6人）

15人程度
総合職、一般職含む

全学部全学科
（理系も歓迎）

マイナビ・キャリタス
エントリー、3月以降は
ＨＰからエントリー。
会社説明会、面接ほか

人事部
TEL:03・3820・1111

初任給（月給）／
ゼネラリストコース：院了・
大卒21万3500円
（20年度実績）
昇給／年1回（6月）
賞与／年2回（7・12月）

退職年金制度、財形貯蓄制度、
育児休職制度、介護休職制度、
再雇用制度、借り上げ独身寮お
よび借り上げ社宅制度（ゼネラ
リストコースのみ）、契約宿泊
施設ほか

新入社員研修、新入社員
フォローアップ研修、ブ
ラッシュアップ研修、ス
テップアップ研修、提案
型営業力強化研修、メン
ター研修、ロジスティク
ス研修、海外短期研修・
海外長期研修（ゼネラリ
ストコースのみ）、リー
ダーシップ研修、新任管
理職者研修、財務研修、
人事考課者研修、ライン
マネジメント研修、訪日
短期研修、通関士資格者
養成など

52人
30人
（ゼネラリストコー （ゼネラリストコー
ス院了1人、大卒39
ス・大卒30人）
人、エキスパート
コース12人〈大卒10
人・専門卒2人〉）
※52人のうち2人は19
年度10月入社（ゼネ
ラリストコース）

未定(ゼネラリスト
コースのみ)

全学部全学科（理系も
歓迎）

ＥＳ、ウェブテスト
（学力試験・適性検
査）、面接

代表者：松原弘幸▷設立：
1948年5月▷本社所在地：横
浜市▷資本金：143億342万
円▷上場：東証1部▷従業員
数：連結1722人、単体1283
人（20年9月現在）▷売上
高：連結1150億2500万円、
単体1036億2600万円（20年
9月期）

冷蔵倉庫業ならびに普通倉庫
業、通関業、貨物利用運送事
業、水産品の加工・販売なら
びに輸出入、農畜産物の加
工・販売ならびに輸出入

総合職
販売事業部門：食品販売の
営業、冷蔵事業部門：冷蔵
倉庫の管理、管理部門：総
務、人事、経理、ＩＴ統括
ほか

初任給（月給）／
総合職：院了・大卒21万円、
短大・高専卒17万6000円
（京浜地区地域手当含む）
※該当地域は地域手当が支給
されます｡
京浜地区1万円、阪神・中京地
区8000円
（20年4月実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（6・12月）

各種社会保険完備、独身寮、社
宅制度、退職年金制度、教育制
度、財形貯蓄、従業員持ち株会
制度、褒賞旅行、各種融資、確
定拠出年金制度、所得補償保険
制度など

教育研修プログラム（新
入社員研修、ＯＪＴ、階
層別研修、管理職研修、
その他随時実務研修あ
り）
社員個人面接制度
毎年、個人面接を各事業
所ごとに実施
各社員の状況や意見、希
望を把握し、その後の指
導や人事異動などに活か
していきます

総合職36人
一般職19人

総合職53人
一般職11人

総合職50人程度募集
予定

全学部学科

書類選考、適性検査､面 マイナビ2022で、
接（3回程度）
自社説明会のオン
ライン動画を随時
配信予定。
各大学で学内説明
会参加予定。
ＯＢ・ＯＧ訪問な
し

リンコーコーポレーショ 代表者：南波秀憲▷設立：
ン
1905年11月▷本社所在地：
新潟市▷資本金：19億5000
万円▷上場：東証2部▷従業
員数：374人（21年1月現
在）▷売上高：単体約125億
5900万円（20年3月期）

総合物流業（港湾運送、陸上
運送、海上輸送、倉庫、航空
貨物、通関業：輸出入許可申
請など）、不動産業、機械販
売・整備業、損害保険代理店
業、船舶代理店業、木材リサ
イクル業、商品販売業

【大卒】
事務職員（総合職）
【高卒】
事務職員（一般職）
現業職員（一般職）

初任給（月給）／
大卒19万2000円
高卒16万9000円
（20年度実績）
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）

各種制度（健康保険組合、厚生 人事考課制度あり
年金保険、雇用保険、労災保
険、厚生会、社員持ち株会、財
形貯蓄、互助会貸付、育児休暇
制度、介護休暇制度）、各種福
利厚生（野球場、ほかに体育
部、文化部に各種サークルあ
り、リロクラブ会員）、健康管
理（新潟臨港病院で定期健康診
断、成人病検診など）

9人
事務職員（総合職）4
人、事務職員（一般
職）2人、現業職員
（一般職）3人

4人
若干名
事務職員（総合職）1
人、事務職員（一般
職）0人、現業職員
（一般職）3人

全学部全学科

会社ホームページ掲載
のメールアドレスに資
料請求願います
（saiyou@rinko.co.jp
）
会社説明会、筆記試
験、面接試験、適性検
査

3月上旬、大卒向け 秋採用・中途採用は 人事部（桑原）
ウェブ企業説明会 なし
TEL:025・245・4112
あり。
saiyou@rinko.co.jp
詳細はリクナビ
ウェブサイトで公
開予定。
高卒採用はハロー
ワークに求人票提
出後、活動予定

募集学科
全学部全学科

選考方法
筆記試験、面接

採用活動
ホームページ掲
載。
高卒採用はハロー
ワークに求人票を
提出後、採用活動
開始

備考
問い合わせ先
中途採用は随時受け 本部労務課
付け中
TEL:03・5765・2114
h-romu.tm@ancc.or.jp

書類選考、適性検査、
面接

ＯＢ・ＯＧ訪問随
時受け付け
適宜説明会開催予
定（技術系および
事務系総合職）
リクルーターによ
る大学訪問活動
（技術系総合職）

ホームページアドレ 人事部（担当：小川、金
ス
子）
http://www.classnk. TEL:03・5226・2045
or.jp/
上記ホームページか
らリクナビへのリン
クあり

三菱倉庫

三ッ輪運輸

ヤマタネ

郵船ロジスティクス

ヨコレイ（横浜冷凍）

団体（3団体）
団体名
全日検

日本海事協会

基幹職・エリア基幹職：在
庫管理・受け渡し管理、通
関、営業、企画、情報処
理、不動産、総務人事、経
理など各部門に配属

団体データ
代表者： 宇和村忠▷ 設立
年月：1954年4月23日▷本部
所在地：東京都港区▷基本
金：3925万円

事業内容
募集職種
貨物流通における総合的検査 輸出入貨物の検数・検量・
機関として、貨物の検数・検 検査、その他付帯業務、一
量事業並びに検査事業、その 般事務
他これらに関連する事業

初任給（月給）／昇給／賞与
初任給（月給）／
※全て支部・地域による
高校卒（18歳）
16万9000―21万1000円
短大卒（20歳）
17万3200―21万5200円
大学卒（22歳）
17万8600―22万3600円
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7月・12月）
別途、時間外手当、通勤交通
費（全額）、諸手当あり

福利厚生
各種社会保険完備(健康保険、
厚生年金、雇用保険、労災保
険)退職金制度、社宅供与制
度、財形貯蓄、共済会・互助
会、制服貸与、週休2日制

研修・教育制度
新入職員研修、階層別研
修、その他業務別研修

2020年度採用実績
36人

2021年度採用内定
19人

2022年度募集人数
30人程度予定

代表者：坂下広朗一▷設
立：1899年11月15日▷本部
所在地：東京都▷職員数：
1651人（21年1月現在）

本会技術規則または国際条約
に基づく船舶、海洋構造物の
検査。温室効果ガス削減、再
生可能エネルギー施設の認証
などの環境規制対策。ビッグ
データの共通基盤構築、サイ
バーセキュリティーなどの海
事産業のデジタル化推進

初任給（月給）／
修士了25万8700円、大卒23万
7500円
（20年度実績）
昇給／年1回（本会規定によ
る）
賞与／年2回
（20年度実績）

社会保険完備、独身寮・社宅あ 資格取得支援制度（ＴＯ
り、確定給付年金制度、ＪＴＢ ＥＩＣ）
契約保養所システム利用などそ
の他諸制度あり

技術系総合職22人、
事務系総合職7人

技術系総合職23人、
事務系総合職6人

技術系総合職20人程 技術系総合職：船舶海
度、事務系総合職5人 洋工学系、システム工
程度
学系、材料・溶接工学
系、機械工学系、情報
工学系、電気・電子工
学、土木工学系の学科
事務系総合職：文系学
部・学科

技術総合職：船舶検査、船
舶技術規則開発、技術研
究、図面審査、環境再エネ
認証、データ解析およびシ
ステム開発など
事務総合職：管理部門、企
画広報部門、営業部門、船
舶事務部門、ほか各種認
証・新規事業・情報関連な
ど

人事部
TEL:052・661・8140
recruit@meikotrans.co.jp

2月から各大学の学 中途採用
内セミナーに参
加。
4月から会社説明会
開催。マイナビ・
キャリタスに詳細
掲載。
ＯＢ・ＯＧ訪問は
随時受け付け中
3月からウェブエン キャリア採用、障が
トリー受け付け開 い者採用あり
始。その後プレエ
ントリー者に対し
自社説明会、ＥＳ
などのご案内をさ
せていただきま
す。
ＯＢ・ＯＧ訪問は1
次面接合格者に対
し社員を紹介

人事総務部人材開発課
jinji@jp.yusenlogistics.com

会社名
日本海事検定協会

会社データ
代表者：齋藤威志▷設立：
1913年2月11日▷本部所在
地：東京都▷職員数：540人
（20年1月末現在）

事業内容
船舶安全法に基づく危険物な
らびに特殊貨物の国土交通省
登録検査
海事ならびに貨物流通に関す
る鑑定・検査・検量
理化学分析、食品衛生分析
その他関連業務

募集職種
【検査員】
貿易・物流における貨物の
品質・数量の鑑定検査
輸送中発生したトラブルの
原因調査、損害額算定
輸送方法、検査方法などの
助言
石油・石油製品等液体貨物
の検査
タンク計測および計量器精
度検査
危険物などの検査など
【分析員】
輸出入貨物、各種製品など
の品質分析
食品衛生法に基づく輸入食
品などの分析
異物分析、原因・トラブル
などの調査
製品などの危険性評価試験
各種セミナー、講習会の開
催など
【検定員】
輸出入貨物の容積・重量証
明
コンテナ詰検定
各種計測機器の校正・検査

初任給（月給）／昇給・賞与
初任給（月給）／
院了20万7300円、大卒19万
8700円
定期昇給あり（毎年）
※上記は住宅手当（1万3600
円）を含む金額
※残業があった場合には上記
金額にプラスされます。
昇給／年1回（4月）
賞与／年2回（7・12月）、業
績により、追加賞与あり

福利厚生
各種社会保険完備（雇用、労
災、健康、厚生年金）、交通費
全額支給、住宅手当（家族携帯
者：月2万1000円、単身独立生
計者：月1万3600円、親許居住
者：月1万3600円）、各種手当
（扶養、役職、超過勤務、特殊
作業、寒冷地手当など）、退職
金制度、財形貯蓄制度、借り上
げ職員住宅、慶弔見舞金あり、
資格取得支援、会員制福利厚生
サービス（ＷＥＬＢＯＸ、カ
フェテリアプラン）、日本海事
検定協会共済会

研修・教育制度
研修制度として「スキル
アップ研修」「語学研
修」「マネジメント研
修」などを設けていま
す。
弊会の研修体系は大きく
分けて、「入会初年度」
「入会3－5年後」「入会
10年後」などで実施され
る研修。通年で実施され
る「スキルアップ研修」
「語学研修」「各勉強
会」などがあります。
「スキルアップ研修」
「語学研修」「各勉強
会」などで、専門知識の
サポートを行い、実務を
通じた経験（ＯＪＴ）で
検査員・分析員として、
各分野で活躍できる人材
を育成していきます

2020年度採用実績
22人

2021年度採用内定
20人

2022年度募集人数
20人程度

募集学科
検査員：商船、水産、
機械、農業、バイオ、
化学・物質工学、生
物・生命学科、その他
理工系学部の方
分析員：化学、理工、
水産、農業、生物・生
命学科、その他理工系
学部の方
検定員：学部学科問わ
ず

選考方法
筆記試験、ＳＰＩ３－
Ｕ、面接

採用活動
備考
問い合わせ先
①各大学の合同企 5年に1回程度、スキ 企画総務部
業説明会へ参加
ルアップを目的とし TEL:03・3552・1241
②3月中旬以降、各 た転勤があります
地で会社説明会予
定
マイナビからエン
トリー（会社説明
会予約）受け付け
ＯＢ・ＯＧ訪問：
要相談

