
１日目：１２月１８日（水）

共栄社化学株式会社 クオリカプス株式会社
今年115周年を迎えた⽼舗 B to B 化学メーカーです
【事業内容】
機能性モノマー・オリゴマー、⾦属⼯業⽤化学品（伸線潤滑油、防
錆剤等）、塗料添加剤（タレ⽌剤、分散剤等）、機能性⾼分⼦材
料（樹脂添加剤、界⾯活性剤、乳化剤）、クリーニング業務⽤品の
開発・製造・販売
【 創 　業 】   1904年（明治37年）
【資 本 ⾦】   2億1,000万円
【従業員数】  290名
【売 上 ⾼】   143億8,500万円（2018年11⽉)

三菱ケミカルホールディングスのグループ会社であるクオリカプスは
医薬品⽤のハードカプセルでは世界2位（国内１位）
医薬品の⽣産ラインで使⽤される製剤関連機械では業界トップクラス
のシェアを持つメーカーです。 取引先は国内ほぼ全ての製薬メーカーで
グローバルに事業を展開しています。

☆こんなお仕事があります☆（4年連続NAIST出⾝者採⽤）
【◇製剤関連機械◇機械・電気制御エンジニア/画像・ソフト開発者】
【◇医薬⽤ハードカプセル◇研究開発者/品質管理職】

【来訪を期待する学⽣の領域】

株式会社ジェイテクト 積水化成品工業（株）【積水化成品グループ】

No.1&Only One 〜よりよい未来に向かって〜
世界シェアNo.1を誇る当社の電動パワーステアリングは、クルマの⾃動運転
化に伴い、より⾼度な機能や安全性へのニーズが⾼まっています。
その他にもクルマの電動化に対応する駆動部品、あらゆる産業を⽀える
ベアリング、⼯場の⾃動化を実現する⼯作機械・メカトロ製品の開発も⾏って
います。
当社は、「機械系の会社」というイメージが強いですがそんなことはありませ
ん︕⾃動運転に関わるステアリングのシステム開発を含め、様々な最先端の
技術に挑戦できる環境があります。
少しでも興味のある⽅は、是⾮ともジェイテクトブースにお越しください︕

積⽔化成品⼯業は発泡プラスチックスのリーディングカンパニーです。
　世界トップレベルの発泡技術を基軸に、包装資材や⾷品容器のみ
ならず、⾃動⾞部材、化粧品、医療や⼟⽊資材に⾄るまで、幅広い
領域でグローバルに事業展開しています。当社は、新しい価値を創りつ
づけ、未来社会の発展に貢献したいと考えています。「未知への領域」
に果敢に挑戦するパワーとエネルギーの溢れている⽅が必要です。
　｢若いうちから様々な事にチャレンジしたい｣｢グローバルに活躍したい｣
という⽅、是⾮⼀度当社のブースにお越しください。

【来訪を期待する学⽣の領域】 【来訪を期待する学⽣の領域】

田村薬品工業株式会社 DMG森精機

当社は医療⽤医薬品、⼀般⽤医薬品、健康⾷品、清涼飲料⽔と
幅広いジャンルの製品を製造販売しております。⾃社製品以外に、受
託企業として、企画から製造まで⼤⼿製薬メーカーをパートナーとして
様々な提案も⾏っております。2020年３⽉和歌⼭県橋本市に新⼯
場（紀ノ光台⼯場）稼働。将来夢のある医療にも⼤きく貢献可能。
【求める⼈材】　前向きにチャレンジできる⼈、
⾃⼰の⽬標達成に向けて粘り強く努⼒できる⼈、
周囲と協⼒してチームワークで仕事に取り組むことが
できる⼈、勇気をもって⾃分の考えを発信できる⼈

⼯作機械市場で成⻑を続ける当社は、常にチャレンジする社⾵があり、若⼿が
活躍する元気な会社です。グローバルな市場で成⻑を期すため、⼯作機械業界で
類を⾒ない、イノベーティブな製品を提供し続けてまいりました。
ドイツDMG社とのコラボレーションによって⽣まれた「DMG MORI」ブランドの更なる
強化を図って、永続的にお客様から信頼される企業へと成⻑して参ります。

【来訪を期待する学⽣の領域】

東邦化成株式会社(ダイキン工業グループ） 名古屋製酪株式会社（スジャータめいらくグループ）
私たちはフッ素樹脂の成形・加⼯から、半導体装置の設計・開発まで⾃
社で⾏う総合メーカーです。多様な技術を組み合わせ、ものづくりの可能
性に挑み続けています。フッ素樹脂は「耐熱性」「⾮粘着性」「耐薬品性」
といった多くの優れた特徴を持ち、半導体、通信など様々な分野で使⽤さ
れています。例えば、フライパンなどの家庭⽤品へのコーティング、スマート
フォン・PCの部品、純国産ロケットの部品など。⾼い技術⼒を⽣かした製
品開発により、アジアを中⼼に海外展開も推し進めています。また、育児・
介護との両⽴や男⼥が働きやすい、仕事と⽣活の調和のとれた職場作り
に取り組んでいます。（奈良県シャイン社員職場づくり推進企業に選
出）
ご興味のある⽅は、ぜひ当社のブースへお越しください。

　　　　　【“おいしさは、しあわせ。”創業74年⽬の⾷品メーカー】

「スジャータ」をはじめ、ポタージュや果汁飲料、コーヒー、シルクアイスなど様々な
業務⽤・家庭⽤の⾷品を全国にお届けしております。
世界有数の無菌ロングライフ設備により安全・安⼼な商品を製造、
お客様の声を形にする⽣産直販を通じて
笑顔と感動のお届けを⽬指しております。
最も⾝近な⾷を通じて、
多くの⼈の笑顔に貢献してみませんか。
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ＮＴＴ西日本 ピップグループ
900万以上のお客さまが利⽤する「フレッツ光」など、光通信
サービスの着実な拡⼤で、安定した財務基盤の確保と持続
的な成⻑を実現してきたNTT⻄⽇本。
お客様の価値観が⼤きく変化している今、新たに⽬指すの
は、お客様の魅⼒的な体験をデザインし、提供すること。
世の中のICT技術と⾃社保有リソースを組み合わせ、魅⼒
的なライフスタイルの提供を⽬指しています。
出⾝学部や学科は不問です。私たちと⼀緒に、未来を驚か
せてみませんか︖

創業112年。
ピップエレキバン、スリムウォークでおなじみのピップグループです。
「THE WELLNESS COMPANY」（⼈々の⾝⼼の健康に貢献する
企業）の実現を⽬指し、幅広い事業を展開しています。
現在、ピップグループには卸売業、メーカー事業、物流事業、ビュー
ティー関連事業を営む７つの事業会社があります。
メーカー事業を⾏っている事業会社はピップ株式会社（エレキバンや
スリムウォークなどの製造販売）、ワダカルシウム製薬株式会社
（カルシウム錠剤やサプリメント等の製造販売）の
２社です。

【来訪を期待する学⽣の領域】 【来訪を期待する学⽣の領域】

三笠産業株式会社 UHA味覚糖株式会社
　　◆◆当社の製品は「⽇本のすべての家庭で使われています」◆◆
⼤正元年に創業した三笠産業は、プラスチックキャップ・PETボトルなど
の包装資材の製造販売を⾏っており、⾷品調味料分野では業界シェ
ア約30%を誇ります。
製品⾃体にはハイブリットカーやスマートフォンのような“ハイテクな凄さ”
はありませんが、「暮らしをより豊かにしたい」という思いや⼯夫は満載。
ちょっとしたアイデアが、使いやすさに⼤きな変化をもたらすことができる
分野です。
現在、⼊社2年⽬のOB・OGも技術職として活躍中です︕
私たちと⼀緒に"⽇本の⾷卓を⽀えるモノづくり"をしませんか︖

 　「おいしさは、やさしさ」これがＵＨＡ味覚糖の企業コンセプトです。
 私たちは創業以来、ぷっちょ、シゲキックス、コロロといった他社には真
似できない、創造性と独⾃性ある商品づくりを⼼がけてきました。
 また美容健康分野にも⼒を⼊れており、グミサプリやオーラルケア商品
も発売しております。
 ＵＨＡ味覚糖では、⼊社後すぐに皆さんの能⼒や感性を活かすこと
ができる環境があります。新⼊社員でも、営業ではどんどん担当の得意
先を持ち、開発では⾃分の⼒で次々と新商品開発を⾏っていただきま
す。
是⾮⼀度お話を聞いていただければと思います。
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奈良県 公設試験研究機関

奈良県産業振興総合センター（18・19⽇）
奈良県農業研究開発センター（19⽇）
奈良県森林技術センター（19⽇）
奈良県畜産技術センター（18⽇）
奈良県薬事研究センター（18⽇）

奈良県 公設試験研究機関も参加しています。
詳しくは別紙のプロフィールをご覧ください。

NAIST CAREER FORUM 2019
H31年 1⽉16⽇・17⽇ 実施



【来訪を期待する学⽣の領域】 【来訪を期待する学⽣の領域】

２日目：１２月１９日（木）

飯田グループ（株式会社飯田） 光洋機械工業株式会社
飯⽥グループは創業から90年以上、酒類・⾷品に関わる事業を展開
しており、現在では⽇本酒製造・原材料加⼯から卸・⼩売・サービスと
多岐に渡っています。経営理念に｢三⽅よしの経営｣を掲げ、市場環
境がめまぐるしく変化する中でも｢酒を通して、より豊かな⽣活を演出｣
すべく、果敢にチャレンジし続けています。

飯⽥グループはご活躍頂けるフィールドが多くあり、製造部⾨だけでも
⽇本酒・加⼯調味料・奈良漬・乾燥麹の製造・研究開発などの業務
があります。少しでも興味を持たれた⽅は是⾮⼀度ブースにお越し下さ
い。皆様とお会いできる事を楽しみにしています。

当社は⼯作機械・FAシステム・精密機器・インターミディエイトシャフト・ドラ
イブシャフトの開発・設計や製造を⼀貫して⾏っております。中でも⼯作機
械（研削盤）は主要事業の⼀つであり、代表シリーズの平⾯研削盤は
国内シェアトップクラス、シリコンウェーハ研削盤も世界で多くのシェアを獲得
しております。
　当社の製品は、世界の製造業（⾃動⾞、家電、半導体）を⽀えてい
る製品ばかりです。⾔わば「コアなモノづくり」が当社の技術領域であり、モノ
づくりにかける思いです。
　明るく⾃由な社⾵で仕事に積極的に取り組める環境が整っております。
モノづくりが好きな⼈、知識や経験を活かしたい⼈に活躍してほしいと思っ
ています。皆様のブースへの来訪をお待ちしております︕

佐藤薬品工業株式会社 住江織物株式会社
私たち佐藤薬品⼯業は、１９４７年の創業以来、社是に謳う「事
業を通じ国⺠の保険衛⽣に貢献する」を経営の第⼀義に、医薬品受
託加⼯業界のリーディングカンパニーの地位を築いてまいりました。全社
員のうち、７割近くが３０代までと若く、明るく活気のある職場です。ま
た、スポーツや⽂化系のサークル活動、地域貢献活動などを活発に
⾏っている他、産前産後休暇・育児休暇・介護休暇などの制度確⽴
や、出産後も働き続ける社員のために事業所内託児所「Satoにこにこ
園」も運営するなど福利厚⽣⾯も充実しております。

　住江織物は、創業から136年の歴史を持つ
　”総合インテリアファブリックス　メーカー”です。

○⾃動⾞内装材（⾜元から天井まで︕　トータルサプライヤー）
○鉄道・バスなどの⾞両内装材（業界のパイオニア）
○ホットカーペット・消臭関連商材などの機能性資材
　さまざまな製品の企画・製造・販売を⾏っています。
　また、海外展開の更なる強化や、繊維・⾮繊維に関わらず
　「健康」や「環境」に注⼒したモノづくりも⾏っています。
　グローバルに活躍できる舞台で共に次代を彩っていきませんか︖

【来訪を期待する学⽣の領域】 【来訪を期待する学⽣の領域】

太平化学産業株式会社 大和ハウス工業株式会社
太平化学産業は⼯業⽤から⾷品、医薬品添加剤など様々な分野に
応⽤できる化学薬品やメディカル製品を製造・販売しています。主⼒
製品であるリン酸塩類は、ハムやソーセージなどの品質改良剤、練り⻭
磨きや医薬品の原材料など、暮らしに広く役に⽴っています。リン酸塩
以外にも、主にカルシウム強化として使⽤される乳酸カルシウム、錠剤
の滑沢剤として使⽤されるステアリン酸マグネシウムは、⾼い評価を得
ています。メディカル製品は⻭科医院向けの除菌、消毒剤において、
確固たる知名度とブランド⼒を誇っています。原材料を扱う研究職に
興味がある⽅、私たちと⼀緒に働いてみませんか。当⽇はNAISTの卒
業⽣が説明いたします。

⼤和ハウス⼯業 総合技術研究所では、様々な分野（住
宅、建築、IoT、IRT、エネルギー、バイオなど）の技術の研
究開発に取り組んでいます。
研究開発職を希望され、やる気とバイタリティのある2021
年新卒院⽣を募集しております。
まず１Dayインターンシップに参加して、企業の研究開発現
場のリアルを知っていただくとともに、最前線で活躍する社員
のお話を聞くことができます。皆様のご応募をお待ちしており
ます。

【来訪を期待する学⽣の領域】 【来訪を期待する学⽣の領域】

辰巳電子工業株式会社 タマノイ酢株式会社
⾠⺒電⼦⼯業株式会社は、1970年の創業以来、アーケードゲームメー
カーとして、業界で⻑くその地位を維持してきました。現在はプリントシール
機を始めとするアミューズメント機器の開発、Webシステムの構築、スマー
トフォンゲームの開発等、内製で「ハードウェアからWebまで」さまざまな分
野での開発を⾏っています。

タマノイ酢は1907年に創業、その後世界初の酢の粉末化技術を使
⽤した『すしのこ』や、ビネガードリンクのパイオニア『はちみつ⿊酢ダイ
エット』など、時代に先駆けたヒット商品を⽣み出してきました。タマノイ
酢が⼀貫して⼤切にしているテーマが「社員⼀⼈ひとりの成⻑と⾃
⽴」。若⼿のうちから⼤きなプロジェクトを任せたり、⽂理問わない配属
で幅を広げたり。敢えて任せる範囲を広くすることで社員の可能性を広
げ、将来的にはオールラウンダーとしてマネジメントの仕事ができる⼈を
育てていきたいと考えています。

【来訪を期待する学⽣の領域】 【来訪を期待する学⽣の領域】
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株式会社ツバキ・ナカシマ 株式会社テクノーブル
当社は世界トップクラスの『球⾯加⼯技術』を強みとする、精密ボール・
精密ローラー・ボールねじ・送⾵機のメーカーです。精密ボールにおいて
はグローバルシェア約50％を占め、「産業のコメ」とも呼ばれるベアリング
や、ボールペンなど⾝近なところでも当社の製品がたくさん使われていま
す。当社は製品を通じて省エネや環境への貢献、AIやIoTといった技
術の実⽤化など、今後も社会のニーズに応えながら
さらなる利益ある成⻑を⽬指していきます。
世界中の⼈々の⽣活や産業を⽀えている
縁の下の実⼒派メーカーで、ぜひともあなたの
⼒を発揮してください︕

　弊社は、創業以来、研究開発主導型企業として化粧品・医薬部外品の有効性成分・有⽤
性成分の研究開発に拘り、シミ・シワ・保湿・抗酸化・育⽑など効果の⾼い素材の研究開発に
邁進しております。機能性素材については、安⼼・安全をモットーに研究開発を進めており、品質
管理はもちろんの事、安全性試験・分析・薬事・特許など総合的に技術を向上し続け、お客様
にご満⾜して頂ける有効性・有⽤性成分を供給しております。また、我々は、欧⽶、EU、アジア
のマーケットを視野に⼊れ、グローバルに我々の技術を提案させて頂き、世界中の⼈々がより美し
く若々しくありたいという願いに貢献出来ればと思っております。
　化粧品・医薬部外品の有効性成分・有⽤性成分の研究開発をとおして、「美」を創造すること
と⼈との出会いを⼤切にする事を基本姿勢として歩んでおります。美は⽂化的価値であり、美の
創造によりよい⼈間関係を構築してゆきます。化粧品・医薬品業界に他に類をみない独創的な
有効性成分・有⽤性成分を数多く研究開発し、今後も技術の発展と共に「美」を追求し続けて
まいります。

【来訪を期待する学⽣の領域】 【来訪を期待する学⽣の領域】

株式会社十川ゴム ニッタ株式会社

 《お客様の声をカタチに》
　　⼗川ゴムは、ホースなど⼯業⽤ゴム製品や樹脂製品の製造・販売をして
　　います。⾃動⾞、家電、住宅設備、重機械、医療機器などあらゆる分野
　　で活躍しています。カスタム製品も多く、お客様の「こんなものがほしい。」
　　を、実現するゴムや樹脂の加⼯メーカーです︕
  《学⽣のみなさまへ》
　　「ゴム」は⽣活の中でたくさん使われています。
　　まずは、どんなものがどんなところで使われている
　　のか知っていただきたいと思います。
　　ぜひ来てください。お待ちしています︕

　　　　　　　　社会を”やわらかく”⽀えよう

ニッタは創業134年。機械、建物、道路など、”かたい”ものの中で、モノを運
ぶ、⼒を伝える、⽀える、といった機能を発揮する”やわらかい”製品を作ってい
ます。創業以来、”ソフトマテリアルの複合化技術”を梃⼦に、私たちの⾝近
なところにある幅広い分野の課題を解決するため、常に新しい技術に挑戦
し、ベルト製品、樹脂ホース・チューブ製品、エアクリーン⽤製品、センサー製
品等、さまざまな製品で、社会を“やわらかく”⽀えています。
⾃分の専⾨分野だけにとらわれず、新しいことに挑戦したい⽅は、ぜひ当社
のブースにお⽴ち寄りください︕

【来訪を期待する学⽣の領域】 【来訪を期待する学⽣の領域】

JT ホソカワミクロン株式会社
みなさん、こんにちは︕
私たちJTグループは、「国内・海外たばこ事業」「医薬事業」「加⼯⾷
品事業」を柱として、世界130以上の国と地域でビジネスを展開してい
るグローバル企業です。

JTグループで働く世界中の社員と切磋琢磨し⾃らの能⼒を⾼めたい、
世界で通⽤するスキルを⾝に付けたい、JTに新しい価値観や⾵⼟を築
きたい、そうした覚悟、気概を持った皆さんとの出会いを求めています。

まずは、お気軽にブースまでお越しください︕
【来訪を期待する学⽣の領域】 【来訪を期待する学⽣の領域】

物質バイオ情報 物質バイオ

物質バイオ

情報 物質バイオ 情報 物質バイオ

【創業103年︕東証⼀部上場】
粉体処理機器の世界トップメーカー︕
★粉体処理機器とは
様々な原料を細かく砕く・混ぜる・乾かすなど粉を処理する機械で、医
薬・化学・⾷品・電化製品などあらゆる”ものづくり”に不可⽋な存在。
★専攻分野は不問︕
物質系、バイオ系出⾝の先輩達も⼊社しており、奈良先端⼤OBは粉体プロセスエンジニア
の中⼼メンバーとして活躍中。★2019年4⽉にも物質創成科学研究科から1名⼊社︕
★オーダーメイドのシステム提供とグローバル展開が強み︕
当社の強みはお客様の要望に合わせてオーダーメイドの粉体処理システムを提供できる技術⼒。
また海外展開も積極的に推進しており、グローバルな活躍が期待できます︕

物質バイオ



奈良県公設試験研究機関 プロフィール

１日目：12月18日（水）



２日目：12月19日（木）

奈良県公設試験研究機関 プロフィール
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