
■個別企業説明会等の実施予定（3/13 更新） 
 新たに追加されたものを上部に掲載しています。実施内容の詳細は

キャリア支援室に掲出しているポスターを確認してください。 

 

 

（オンライン）荏原実業(株)   
【日時】2023 年 3月 17日（金）16：00～17：00 

【開催形態】オンライン形式 

            当日の URL は参加申込者に直接案内します。 

【実施企業】荏原実業(株) 

      ※採用担当者である北水 OBの方が説明します。 

【実施内容】業務紹介 

【参加方法】事前申込制（対象：函館キャンパス学生全学年） 

      （企業担当者へ直接メールにて申込み） 

      ※申込先メールアドレスは開催案内ポスターで確認。      

（ELMS ポータルで確認） 

 

 

（オンライン）一般財団法人 日本食品分析センター  
【日時】2023 年 3月 15日（水）16：00～16：40 

【開催形態】Web（Zoom）によるオンライン形式 

接続情報は開催案内ポスターのとおり。 

      （ELMS ポータルで確認。） 

【実施企業】一般財団法人 日本食品分析センター 

【実施内容】業務紹介 

【参加方法】事前申込制（対象：函館キャンパス学生全学年） 

      下記の URL より前日までに申込み願います。 

      （URL）https://forms.gle/DKie38jj7jhaV6KE6 

 

 

（対面）日本製鉄 株式会社  
【日時】2023 年 3月 13日（月）16：30～17：30 

【会場】函館キャンパス 講義棟 第１講義室（対面形式）※Web参加も可 

【実施企業】日本製鉄㈱ 

      主な職種：操業技術，設備技術，品質管理，研究開発， 

エネルギー技術，IT システム技術，等 

【実施内容】業界研究，業務紹介 

【参加方法】当日自由参加（対象：函館キャンパス学生全学年） 

      ※事前予約不要 

 



 

（オンライン）パナソニックグループ  
【日時】2023 年 2月 20日（月）16：30～17：30 

【参加方法】Web（(Microsoft Teams）によるオンライン形式 

       会議 ID: 434 658 516 257 

       パスコード : dLVuws 

【企業】パナソニックグループ 

【実施内容】会社紹介、先輩社員の体験談、等 

       リクルーターと接点を持てる最初の機会です。 

       家電から部品・サービス・車など、 

       各種事業と仕事内容についてお答えします。 

※当日自由参加 

 

 

（対面）全国共済水産業協同組合連合会（JF 共水連） 業務説明会  
【日時】2023 年 2月 14日（火）11：00～12：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 第１講義室（対面形式） 

【実施内容】業務紹介・職場紹介 

「やりがいのあるお仕事を通じて一緒に組合員と 

その家族（漁家）の暮らしを守りませんか?」 

【参加方法】当日自由参加（対象：函館キャンパス学生全学年） 

 

 

 

（オンライン）キッコーマン 株式会社  
【日時】2023 年 2月 13日（月）18：00～19：00 

【参加方法】Web（ZOOM）にて実施 

URL：https://onl.bz/shK7ATm 

ID：879 7501 1550 

パスコード：124376 

【企業】キッコーマン 株式会社  

【実施内容】業務紹介（技術系採用） 

※当日自由参加（対象：函館キャンパス学生全学年） 

 

 

（対面）富山県（水産職）業務説明会  
【日時】2023 年 2月 3 日（金）18：00～19：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 第１講義室（対面形式） 

【実施内容】業務紹介・職場紹介 

【参加方法】当日自由参加（対象：函館キャンパス学生全学年） 



 

 

（オンライン）トーアス 株式会社  
【日時】2023 年 2月 2 日（木）18：00～19：00 

【参加方法】Web（ZOOM）にて実施 

ミーティング ID: 864 9629 4291 

パスコード：295864 

【企業】トーアス 株式会社  

（医療用食品・加工食品の受託製造） 

【実施内容】業務紹介 

※当日自由参加（対象：函館キャンパス学生全学年） 

 

（対面）サノヤスホールディングス 株式会社  
【日時】2023 年 2月 2 日（木）16：00～17：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 第１講義室（対面形式） 

【企業】サノヤスホールディングス 株式会社  

（工事用エレベーター，機械式立体駐車装置， 

ジェットコースター等アトラクション機械等の 

設計・製造） 

【実施内容】業務紹介 

【参加方法】当日自由参加（対象：函館キャンパス学生全学年） 

 

 

（対面）いなば食品 株式会社  
【日時】2023 年 1月 25日（水）18：00～19：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 第１講義室（対面形式） 

【企業】いなば食品 株式会社  

【実施内容】業界研究，業務紹介（18：00～19：00） 

            個別説明（希望者，19:15～） 

【参加方法】当日自由参加（対象：函館キャンパス学生全学年） 

 

 

（対面）株式会社 ソフトウエア・サイエンス  
【日時】2023 年 1月 23日（月）18：00～19：30 

【会場】函館キャンパス 講義棟 第１講義室（対面形式） 

【企業】株式会社 ソフトウエア・サイエンス  

【実施内容】業界研究，業務紹介（職種：システムエンジニア） 

【参加方法】当日自由参加（対象：函館キャンパス学生全学年） 

 



 

（対面）株式会社 新来島サノヤス造船  
【日時】2023 年 1月 20日（金）18：00～19：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 第１講義室（対面形式） 

【企業】株式会社 新来島サノヤス造船  

【実施内容】業界研究，業務紹介 

【参加方法】当日自由参加（対象：函館キャンパス学生全学年） 

 

 

（対面）株式会社 資生堂（生産領域） 
【日時】2023 年 1月 18日（水）18：00～19：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 第１講義室（対面形式） 

【企業】株式会社 資生堂（生産領域） 

【実施内容】業界研究，業務紹介 

【参加方法】当日自由参加（対象：函館キャンパス学生全学年） 

 

 

（対面）日新電子工業 株式会社 
【日時】2022 年 12月 22日（木）18：00～19：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 第３講義室（対面形式） 

【企業】日新電子工業 株式会社 

（食品分野等における異物検査装置（金属検出機等）の 

総合メーカー） 

【実施内容】業界研究，業務紹介 

【参加方法】当日自由参加（対象：函館キャンパス学生全学年） 

 

 

（対面）日産自動車 株式会社 
【日時】2022 年 12月 16日（金）18：00～19：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 第１講義室（対面形式） 

【企業】日産自動車 株式会社 

【実施内容】企業説明＆ＯＢ訪問会 

【参加方法】当日自由参加（対象：函館キャンパス学生全学年） 

 

 

（対面）株式会社 湖池屋 
【日時】2022 年 12月 13日（火）18：00～19：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 第１講義室（対面形式） 

【企業】株式会社 湖池屋 



【実施内容】業務紹介 

【参加方法】当日自由参加（対象：函館キャンパス学生全学年） 

 

 

（対面）水産庁 漁業取締船見学＆業務説明会 
 

【日時】2022 年 12月 16日（金）13：00 頃～１時間半程度 

【場所】函館港に入港中の水産庁漁業取締船「かなざわ」内 

【実施内容】〇漁業取締船「かなざわ」の見学 

      〇水産庁ってどんなところ？ 

      〇座談会 

 

【定員】20名程度（募集対象：函館キャンパス学生全学年） 

      ※12/6 までに要事前予約 

      ※前日（12/15）に抗原検査キットで陰性確認 

 

【参加方法】要事前予約（12/6 まで） 

      ※開催案内ポスターを ELMS ポータルで確認のこと。 

      ①12/6 までに学生担当に以下の事項をメールで連絡。 

       件名は「12/16 水産庁業務説明会参加申込」とする        

       ・学生番号，氏名，所属学科（専攻），学年 

       ・連絡先メールアドレス・電話番号 

       ・当日聞いてみたいこと（あれば）  

      ②学生担当から連絡が来たら，抗原検査キットを学生担

当窓口に取りに行く。 

      ③前日 12/15に抗原検査キットで検査をし，結果を学生

担当にメールで連絡する。 

       

※当日の集合場所等の詳細は，参加者宛てに，別途学生 

       担当から連絡があります。 

 

 

（対面）日本水産 株式会社 
【日時】2022 年 12月 9 日（金）18：30～20：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 第１講義室（対面形式） 

【企業】日本水産株式会社（「ニッスイ」） 

【実施内容】企業研究会～総合職＆水産技術職～ 

【参加方法】当日自由参加（対象：函館キャンパス学生全学年） 

 

 



（対面）ヤマサ醤油 株式会社 
【日時】2022 年 12月 1 日（木）17：00～18：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 第２講義室（対面形式） 

【企業】ヤマサ醤油株式会社 

【実施内容】業界説明・業務紹介 

【参加方法】当日自由参加（対象：函館キャンパス学生全学年） 
※12月 2日（金）に希望者を対象として「個別相談会」を開催します。 

詳細は 12月 1日（木）の説明会で連絡します。   

   （場所：管理研究棟６階６０４ゼミ室を予定） 

 

（対面）ジャパンマリンユナイテッド 株式会社 
【日時】2022 年 11月 29日（火）16：30～17：30 

【会場】函館キャンパス 講義棟 第１講義室（対面形式） 

【企業】ジャパンマリンユナイテッド株式会社（造船業） 

【実施内容】業務紹介 

【参加方法】当日自由参加（対象：函館キャンパス学生全学年） 

 

（対面）日本海洋事業 株式会社 
【日時】2022 年 11月 16日（水）18：00～19：00 

【会場】函館キャンパス 講義棟 第１講義室（対面形式） 

【企業】日本海洋事業株式会社（調査事業部・水中機器事業部） 

【実施内容】業務紹介 

【参加方法】当日自由参加（対象：函館キャンパス学生全学年） 

 

（オンライン）株式会社 久原本家グループ 
【日時】2022 年 5月 13日（金）17：00～18：30頃 

【参加方法】Web（ZOOM）にて実施 

事前に以下 QR コードより申込（申込期日：5月 8 日） 

             
 

 

（オンライン）いなば食品 株式会社 
【日時】2022 年 5月 10日（火）12：00～13：00 

【参加方法】Web（ZOOM）にて実施 

ミーティング ID: 892 5863 0562 

パスコード：953707 



 

 

（オンライン）一般財団法人 日本食品分析センター 
【日時】2022 年 4月 7 日（木）10：00～11：00 

【参加方法】事前に企業ウェブサイトでエントリー後にポスター掲載

の URL から申込 

※詳細はポスターで確認 

 

https://www.jfrl.or.jp/

